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GCOE 双方向国際交流プログラム (BIEP) 体験記

滞チェコ録
村田仁樹
基礎物理学研究所
（現 理化学研究所 橋本数理物理学研究室）

シュナブルと知り合いになる！

いざ，チェコへ！

先日の学位授与式で，松本総長が「学問は真実をめ

チェコスロバキアではなく，チェコ共和国 (Czech

ぐる人間関係」だと仰っていた．確かに研究において，

Republic) である．オーストリア，ドイツなどに面し，

人間関係はとても重要だと思う．踏み込んだ議論も貴

首都プラハ (Plague) はかつて神聖ローマ帝国の中心と

重なアドバイスも，人間関係があるからこそ成立する．

して栄えた．ヨーロッパの京都といった感じだろうか．

新しい知識を得るために一つ一つ論文を精読する時間

冷戦中は東欧に組み込まれていたが，近年ＥＵにも加盟

は僕たちにはない．そのため，気軽に質問でき，議論

し，飛躍的な発展を遂げている．物価は日本とそれほど

できる研究者仲間の存在はとても貴重だ．

変わらないが，
交通機関はとても安い．市内のトラム
（市

僕の専門である素粒子論は , 日本で最も多くのノー

電）
，
地下鉄，
バスが乗り放題で１か月約2500円である．

ベル賞受賞者を輩出してきた．世界的にも評価してい
ただけていると思う．それでも教官からは，
「欧米人に

アパート代が払えない！

とって，日本人はやはりコミュニティの外という認識
がある」という話を聞く．確かに，シャイで英語が苦

生活において，お金は大事だ．チェコに着いて早々，

手で極東に住む我々が彼らのコミュニティに入るのは

危うくアパートを追い出されそうになった．その３日間

容易いことではないかもしれない．しかし，このまま

の騒動について書いていこうと思う．

コミュニティの外に甘んじていては，評価されないし，

２か月分の家賃となれば，大金である．管理会社から

情報を得ることも難しく，ましてや共同研究など夢で

は現金で支払うよう要求されたが，移動中に持ち歩くの

ある．そこで，
「外国人研究者と知り合いになり，自分

は怖い．そこで，ATM から国際キャッシングサービス

の研究の幅を広げたい」
，そんな思いで BIEP に興味を

で現金を入手することにしていた．日本にいるうちにク

抱くようになった．

レジットカードの上限を上げておいたので，大丈夫なは

訪問先を決めるに当たり，２つのことを基準にした．

ずだった・・・．ところが，実際には 10 万円しか引き

一つはもちろん，自分の興味に近い優秀な研究者がい

出せなかった．後で調べて分かったことには，クレジッ

ること．もう一つは，なるべく若い研究者がいること．

トカードの上限額とは “ 別に ” キャッシングサービス自

自分と世代が近い方がより議論がしやすいと考えたか

体にも上限が設けられているらしい．しかも，この上限

らだ．この２点をもとに，チェコにいるシュナブル氏

は学生の場合は 10 万円で，一時的に引き上げるという

を訪問することに決めた．訪問期間は２か月．彼と共

ことも不可能だ．これは本当に盲点だった．

同研究をすることで，自分を磨くこと，そして世界の

管 理 人 は，Any hotel in Prague will not let you to

コミュニティに入るきっかけをつくることを目指し，

stay in their apartment without payment! とメールに

チェコに乗り込むことに決めた．

も書いており，２日間以上は待てないと言っている．
日本から送金してもらうことを考えたが，残念ながら
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国際送金には時間がかかり，間に合わない．結局，あ

立ったが，現地に住む日本の方々の支えがなければ，

るだけの 10 万円を先に収めて，残りを後日支払うこ

研究に集中することは難しかったと思う．

とでなんとか了解を得た．
この経験をもとに，クレジットの上限額とは別に

研究室の話

キャッシングサービス自体にも上限額が設けられている
ということ，日本からの送金には最低でも 4，5 日は要

シュナブル氏の研究室はポスドクが２人，学生が１

するという２つのことについて，身を以て学ぶことがで

人というとても小規模な研究室だ．英語という壁は依

きた．みなさんも海外に行かれる際は十分注意されたい．

然厚かったがこの３人の方とも親しくなった．また，
周辺国からセミナーに訪れる人も少なくなく，顔見知

観光の話

りになることができた．外国人研究者の知り合いを作
るという目的はある程度達成できたと思う．また，人

研究に集中するのはいいが，観光などで脳をリフレッ

数が少ないことが手伝ってか，日中はほぼ丸々シュナ

シュすることも怠ってはならない．プラハには古城や

ブル氏との議論に費やすことができた．詳しい内容は

博物館，オペラ劇場など，文化的な施設がたくさんある．

書かないが，
「多重Ｄブレイン解」という解についての

古城に続く緩やかな坂道を歩いていると，まさにドラ

重要な証拠を得ることができて，研究面でも非常に充

クエの主人公の気分だ．オペラ劇場に行けば，映画に

実した２か月間を過ごすことができた．

出てくる上流階級の人々の仲間入りができる．
しかし，プラハの外に出るとなれば少し面倒になる．

みなさんへのメッセージ

というのも，市内は英語が通じるが，外に出ればチェコ
語しか通用しない．そんなとき，チェコ工科大でスタッ

まず，GCOE に関わるスタッフの方々に支援してい

フとして働いておられる新井さんに助けていただいた．

ただいたことを心から感謝しております．ありがとう

市内のお洒落なカフェや郊外の名所旧跡など，様々な

ございました．

ところに連れて行っていただき，案内していただいた．

昨今は日本人留学生の減少が問題視されつつあるそ

スーパーに陳列されている商品には英語表記のないも

うです．確かに，国内でも十分な教育は受けられると思

のがほとんどで，
新井さんに使い方を教えていただいた．

います．しかし，若いうちから世界のコミュニティに

また，ちょうどサッカーＷ杯が行われていたので，新井

積極的に入り，外国人研究者の知り合いを作ることは

さんを通じて日本人会の方々とサッカー観戦に燃えた．

本当に大切だと感じています．研究会やセミナーに呼

異国の地だからこそ，より日本の応援に熱くなった．

んでいただけるのも，
ポスドクに採用してもらえるのも，

外国人研究者と知り合いになることを目指して旅

カレルシュテイン城

知り合いであるか否かというのは大きなファクターに

オペラ劇場
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なると思います．その意味で，BIEP は京大生が自分の

いってください！そして，教官の皆様，GCOE 終了後も，

可能性を広げるための絶好の制度です．
後輩のみなさん，

世界に羽ばたかんとする京大生を後押しする制度を継

ぜひこの制度を利用して，活躍の舞台をどんどん広げて

続していただきますよう，よろしくお願いいたします！

GCOE 双方向国際交流プログラム (BIEP) 体験記

米国ロスアラモスに滞在して
岡崎竜二
物理学第一分野 固体電子物性研究室
（現 名古屋大学大学院理学研究科）

はじめまして、固体電子物性研究室の岡崎です。

詳細を詰めました。研究課題は「回転磁場下比熱測定

2010 年の 4 月から 7 月の 3 ヶ月間、GCOE 双方向国

による異方的超伝導体の研究」という題目で、印加磁

際交流プログラム (BIEP) を利用してロスアラモス国立

場を試料の結晶軸に対して回転させながら、準粒子の

研究所で研究を行ってきました。

状態密度をプローブする比熱測定を行うことで、超伝

ロスアラモスはアメリカ合衆国・ニューメキシコ州

導の秩序変数である超伝導ギャップ関数の異方性を決

の北部に位置する小さな町で、国際空港のあるアルバ

定するというものです。対象物質として、本来は競合

カーキから州都サンタフェを経由して車で 2 時間程度

すべき強磁性と超伝導とが共存する大変ユニークなア

で到着します。ニューメキシコ州は非常に自然に富ん

クチノイド化合物 UCoGe の超伝導ギャップ関数を決定

でおり、多くの国立公園もあり、標高 2000m 程の高

する実験を行う予定でした。極低温での比熱の評価は

所に孤立するロスアラモス周辺では雄大な景色を楽し

非常に精度が必要であり、装置の防振などの基本的な

むことができます。

ノイズ対策から実験が始まり、UCoGe 試料および別の
有機物の比熱実験を進めました。

ロスアラモス国立研究所は、第二次世界大戦のさな
か原子爆弾の製造を目的として、そのような孤立した

研究所のスケジュールは週一で所内メンバーもしく

地域に建設されました。現在では、米国エネルギー省

はゲストによるセミナーがあり、木曜朝には実験グルー

の一機関として広く理工系の科学研究を行っています。

プでデータの議論がありました。近年発見された鉄系

私の研究分野である物質理学関連では、試料育成、極

超伝導体のデータもいくつか発表されました。現地で

低温領域までの様々な物性測定、理論など多くの研究

の実験結果だけでなく、京都大学でこれまでに行って

グループがあり、遷移金属や希土類を含む強相関電子

いた実験について、ロスアラモスのグループと議論で

系物質を対象とした研究が盛んに行われています。

きたのは収穫でした。派遣期間中にロスアラモスの隣

私の滞在先のホストであった Roman Movshovich は
強相関電子系物質の中でも特に、希土類・アクチノイ



のサンタフェにて開催された強相関電子系の国際会議
にもタイミング良く参加することができました。

ド化合物における極低温での超伝導状態の研究を進め

大学と研究所という違いもありますが、今回の派遣

ておりました。彼とは日本で開催された超伝導に関す

でいくつか日本の大学との違いを感じました。まず米

る国際会議で知り合い、その後のメールのやりとりや

国ならではと感じたことは、研究所に滞在するビジ

派遣直前の 3 月の米国物理学会で BIEP 派遣に関する

ターにトレーニングが課されることです。寒剤や高
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圧ガス・化学薬品の取扱方法、火災等非常時におけ

海外での研究生活というとやはりハードルが高い

る退避方法など数多くのトレーニング（＋テスト）

と感じられる方も多いかもしれません。しかし、同

がありました。すべてのトレーニングを終えて、初

年代の海外の研究者が集っているということも事実

めて一人での実験、また夜間や休日における研究所

です。そのような環境に 3 ヶ月という短期間でも身

への立ち入りが許可されます。（私の場合、トレーニ

を置くことは非常に良い刺激になります。私の場合

ングは時々でしたが、すべてのトレーニングが終了

は博士課程 3 年という色々と忙しい時期での派遣で

し研究所に夜間も入れるようになったのは、派遣期

したが、現在博士課程 1・2 年の方はぜひとも BIEP

間の 3 分の 2 が過ぎた 7 月初旬でした。）もちろん

を積極的に利用し、今後の大学での研究に生かして

日本の大学でも安全管理教育は行いますが、今回の

もらえればと思います。

ほうが厳しく感じた理由はおそらく役割や責任の所
在をはっきりとしていた点かと思います。ポスドク・
学生であろうと誰かの下で研究を行うのではなく、
自らが責任をもって主体的に研究を行えるように、
そういう安全管理という立場からも意識するように
とのことだと思います。また、研究所には学生はお
りませんでしたが、多くの国からポスドクが集まっ
ておりました。実験グループでは中国、韓国、ロシア、
ルーマニアとむしろ米国のポスドクの数のほうが少
なかったです。（米国のポスドクが少ないのは、サラ
リーは良いのですが研究所の立地条件の悪さとのこ
とです。）多様性という観点からみると、やはり日本
の大学の研究室とは異なるように感じます。

ロスアラモスの隣町、ホワイトロックの overlook にて

GCOE 双方向国際交流プログラム (BIEP) 体験記

ノルウェー・スペイン短期留学体験記
渡邉皓子
京都大学大学院 理学研究科
附属天文台所属 D3

私は 2009 年秋と 2010 年秋の 2 回、BIEP プロ
グラムに応募・採択され、ノルウェーとスペインへ

ノルウェー・オスロ大学での研究

の短期留学を経験しました。その時の経験談を、サ

派遣期間：2009 年 9 月 15 日 〜 2009 年 12 月 10 日

イエンスの話とそれ以外のゆるい話を交えてお話し

研究課題名：

よ う と 思 い ま す。BIEP を 通 し て 研 究 は も ち ろ ん、
異なる文化や普段会う事がない人と接することがで
きました。この場を借りて感謝させていただきます。

『黒点暗部微細構造（アンブラルドット）の観測的研究』
受入研究者 / 機関： Mats Carlsson /
Institute of Theoretical Astrophysics,Oslo University
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オスロ大学は太陽望遠鏡としては世界最大の口径を
持つ Swedish Solar Telescope の外部ユーザーとして有
名なグループであり、私の渡航の目的はこの Swedish

オスロでの生活
オスロはノルウェーの首都、緯度は約 60 度にある。

Solar Telescope で の 観 測 方 法 と 解 析 方 法 を 学 ぶ 事

世界有数の物価が高い国。初めての海外留学で北欧は

にあった。渡航のきっかけは、受け入れ教官となる

難易度高いなぁ、と思いつつ出発した。

Mats Carlsson 氏が国際会議で来日された際に話す機

9 月に着いた時点で気温は 15℃くらいあった。自然

会があり、Carlsson 氏が紹介していた Swedish Solar

が多く、町並みも綺麗。時の流れがゆったりしている。

Telescope のデータに私が強い興味を示した事であ

ノルウェーの週末の定番は近くの森に行くこと（近く

る。3 ヶ月の滞在中には、途中 3 週間に渡って実際に

に必ず森があるのがすごい）
。体を鍛えるのが好きな国

Swedish Solar Telescope での観測に参加することも出

民性（もしくは鍛えないと北欧ではやっていけない）
。

来、充実した研究生活を送った。

前輪が一輪のベビーカーを使って、赤ちゃんを載せた

９月中旬にオスロに到着してからしばらくは、過去

まま親がランニングする。

のデータを提供してもらい、解析方法の習得に力を注
いだ。10 月の 3 週間は Carlsson 氏らとともにスペイ
ン・カナリア諸島のラパルマ島に滞在し、ほぼ毎日観
測を行なった。最も観測条件が良かったのは観測初日
で、太陽の縁に見られるスピキュールという現象の分
光観測をすることに成功した。スピキュールの分光に
おいて視線方向に 100km/s を超えるほどの高速成分
を検出したのは世界初で、いくつかの国際会議で発表
を行なった。残念ながら当初の私の目的であった黒点
の微細構造の観測は、観測期間中に黒点が一つも現れ
なかったため出来なかった。

宿泊先から歩いて 5 分の所にある湖と森

カナリア諸島からオスロに戻ってからは、スピキュー



ルの解析を行ないつつ、2008 年の観測データの解析

宿泊していたのはオスロ大学の学生寮。一人部屋だが

を始めた。2008 年には、小さな黒点周辺の領域を水

キッチンや洗濯機などは共同。到着して３日と経たぬ内

素 H α線で分光したデータが撮影されていた。この

に同じフロアの住人とトラブルになったりするが、その

黒点周辺では Ellerman bomb という小規模爆発現象

後は関係も持ち直し、最終的には仲良くなれた。寮で

が多く見られた。Ellerman bomb は私が学部四年の

の生活は人間関係の築き方や共同スペースの使い方な

頃に研究し、2008 年に論文を発表していた対象であ

ど勉強になった。街中で見る文章はほぼ全てノルウェー

り、Swedish Solar Telescope の 画 像 は 高 い 空 間 分 解

語で全然わからなかったが、ノルウェー人はみんな英語

能によって初めて Ellerman bomb に伴うジェット噴

を話せるので尋ねると誰でも優しく教えてくれた。

出までを捉えている驚くべきものであった。ジェット

研究室の生活では「日本とは違うな〜」と思う所が

の存在は磁気リコネクションによる加熱メカニズムを

いくつもあった。ランチタイムは重要なコミュニケー

示唆しており、Ellerman bomb の発生原因を解明す

ションの時間。会議を開くことが稀な分、ランチタイ

る有力な証拠となる。これらの結果をまとめた論文は

ムの議論が研究の活性剤。コーヒーブレイクは欠かせ

The Astrophysical Journal へ提出し、2011 年 7 月に

ない。15 時半に食堂に集まりコーヒーを飲みながらだ

出版された (H. Watanabe et al. 2011 “Ellerman Bombs

べる。構内にパブがあり、たまに 16 時頃から教授と

at High Resolution. I. Morphological Evidence for

飲む。上下関係の壁が低い。17 時頃には学生も皆帰る。

Photospheric Reconnection”)。

残業はしない。家族との時間をとっても大切にする。
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研究室は皆仲が良く、頻繁に映画を見に行ったり泊ま

著 論 文 (“Characteristics Dependence of Umbral Dots

りがけでキャンプにいったりする。価値観が違うとこ

on their Magnetic Structure”, ApJ, 2009) を 受 け 入 れ

うもライフスタイルが違うのか、と感じる。

教官の Luis Bellot Rubio 氏が興味を持ち、スペイン

困った事もある。物価がとにかく高い。そして寒い。

への滞在を勧めてくれた。Institute de Astrofisica de

あと暗い。路面が凍結していて、ノルウェー人でも冬

Andalucia の規模は決して大きくなく、太陽専攻のス

になると路面で滑って骨折して入院というのが日常茶

タッフと学生合わせても 5 人に満たないぐらいだ。

飯事。12 月にもなると日照時間は 6 時間ほど、日照が

渡航の目的は、2008 年に Swedish Solar Telescope

あるとは言っても太陽はほぼ水平線近く。人間、明る

で Luis 氏が観測した黒点のデータを利用し、umbral

い日光に当たる事って精神的に重要なのだと学ぶ。

dot と呼ばれる黒点暗部微細構造の磁場と速度場の

オスロに在住している日本人は少ないが、少ないか

時 間 変 化 を 求 め る 事 で あ っ た。Umbral dot と は 約

らこそ助け合うコミュニティーがあった。私は到着後

300km (0.4 秒角 ) という非常に小さいサイズを持つ、

１ヶ月ほどしたころ、初めて日本人の方と街中で出く

磁気対流によって駆動された増光現象である。地上望

わし、以降オスロ在住の日本人コミュニティーに色々

遠鏡を用いた観測ではその発生から消滅までを追いか

お世話になった。出会った日本人の方たちは皆才能あ

けることは極度に難しい観測対象であったが、今回の

る人ばかりで、話しているととても刺激になった。年

データは “ ここ十年で最高 ” と言える程に大気の状態

代に関係なく友達が出来た。こういう経験も、海外な

が安定して観測シークエンスもベストであった。2009

らではだと思う。

年にオスロで解析方法も観測方法も学んでいることで、
すぐに本格的な解析に取りかかることが出来た。
まずは umbral dot を抽出しなければならなかった
が、画質は安定しているとは言っても自動抽出プログ
ラムが適応出来る程ではなく、結局 300 を超えるサン
プルを手作業 (PC 画面クリック ) で選ぶことになった。
この作業に 1 週間を要した。同時に Luis 氏自身が開発
した磁場インバージョンプログラムを用いて、黒点の
偏光分光データを磁場ベクトル情報へ焼き直すことに
成功した。これまでに行なわれた計算の中でも最もイ
ンプットの情報量が多かったため、１回の計算に multi

オスロ日本大使館の領事さん宅で。右下端が私

スペイン・Institute de Astrofisica de Andalucia

core をパラレルで走らせて 5 日間かかった。何度か初
期条件を変えて結果を検討し、１ヶ月後にようやく満
足できる結果を得た。
必要な情報が集まり、論文の流れを考えつつ case

での研究

study と statistical study を開始した。論文の主題は、
(1)
派遣期間：2010 年 9 月 26 日 〜 2010 年 11 月 27 日

初めて暗部微細構造の生成から消滅までを世界最高の

研究課題名：

空間分解能で追いかける事ができた (2) 検出された上

『黒点暗部の磁気的・力学的性質の時間変化』
受入研究者／機関： Luis Bellot Rubio /
Institute de Astrofisica de Andalucia

昇流と下降流のバランスから一部のエネルギーが上層
へ逃げていることが示唆された (3) 一部のサンプルに
生成期における磁場強度の reduction と、移動先端で
の磁場 compression が発見されたことの三点である。

オスロから帰国して約半年後、次はスペインに行

特に (3) の移動先端での磁場 compression は初めて報

くチャンスに恵まれた。2009 年に出版した私の主

告された現象であり、現在考えられている黒点の構造
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BIEP 実績表

に関する２つのモデル（monolithic model と cluster

二皿と、ビール、デザートまで全て含んで約 800 円。初

model と呼ばれる）に観測的制限を与える可能性があ

めはその量の多さに毎回胃がもたれていたが、すぐに慣

る重要な結果である。現在は論文の最終調整中で、数ヶ

れた。日本では居酒屋に対応するが、スペインの Bar( バ

月以内に提出する予定である。

ル ) は子供も訪れる家庭的な所が多い。朝から晩まで開
いている所が多く、200 円でビール等の飲み物にタパス

スペイン・グラナダでの生活

と呼ばれるおかず一皿がついてくる。この無料タパスの
制度はグラナダだけだそうだ。ビール二杯頼めば違った

研究所があったのはスペイン南部アンダルシア地
方のグラナダという小都市。世界遺産であるアルハン

種類のタパスが二皿、これだけで晩ご飯として十分なほ
ど。スーパーで買う食材も種類が多くすごく安い！

ブラ宮殿を知っている人は多いと思う。スペインでも

もう一つはアルハンブラ宮殿。
「いくらハードルを上

一 , 二を争う観光都市のため、街中は整備されていて

げてから行っても絶対に感動する」と言われる程、想像

どこを見ても美しい！ヨーロッパの中では緯度が低く、

以上に美しく印象的だった。言葉では表せないが、建築

気候が温暖で、まさに陽気で闘牛とシエスタの “ ザ・

物や庭がきれいなだけでなく、そこに立っているだけで

スペイン ” イメージがそのまま成立する所だった。

中世にタイムスリップしたような気分になる。最終的に

スペインの生活は独特で驚きが満載だった。午前 10

はカトリックにより陥落するが、そこにイスラム文化が

時頃に通勤。ランチは午後 2 時以降でないとオーダー

決して強迫的ではない形で存在しているのが不思議だ。

出来ない。ピークは午後 3 時。昼食後、午後 5 時頃ま
ではシエスタの時間。シエスタの意味は昼寝だが、さ
すがに本当に寝ている人は少ない。家に帰ったりコー
ヒー飲んだりする時間だ。レストラン以外の店はシエ
スタ中には店を閉める。夕方頃に仕事場に戻って来て、
夜 8 時頃まで働き続ける。晩ご飯は 9 時以降。バルセ
ロナなどのビジネス街ではシエスタはなくなってきてい
るらしいが、アンダルシア地方には現在でも色濃く残っ
ている風習だ。ただし受け入れ教官の Luis 氏のように、
全くシエスタを取らずに働きまくるスペイン人もいる。

アルハンブラ宮殿のナスル朝宮殿

スペインは英語を話せる人がほとんどいなくて、私
もスペイン語が話せなかったので、コミュニケーショ
Luis 氏とランチ

私は 2 ヶ月の滞在でスペインが大好きになった。そ
の理由は大きく２つ。
まずご飯が美味しくて安い。一日で最も重要な食事で
あるランチはサラダ・スープ等の第一皿、肉・魚等の第
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ンは大変だった。幸運にも発音は簡単だったので、
google translate で調べて話してどうにか意思を伝え
た。しかしこの経験で私はある一つの自信を持つ事が
できた。
「言葉が通じない所でも生きて行ける」という
自信だ。これは今後の人生でも色んな場面で自分を後
押しする自信につながっていくと思う。

D2

D1

D3

D3

A4 貞包 浩一朗

A5 新納 悠

A7 金谷 健太郎

A8 新井 賢亮

博士課程 2 年

博士課程１年

博士課程 2 年

B2 Judit Romhanyi

B3 Diguet Antoine

B4 Robert Peters

B1 Uffe Moeller

学年

学年

博士課程１年

D1

A3 唐津 謙一

招聘学生氏名

D2

A2 村瀬 孔大

No.

D2

派遣学生氏名

A1 西岡 辰磨

No.

2008 年度

BIEP 実績表

篠本 滋

藤 定義

戸谷 友則

吉川 研一

永江 知文

長滝 重博

畑 浩之

申請者

ドイツ

フランス

ハンガリー

デンマーク

国名

ｱﾒﾘｶ合衆国

イスラエル

ｱﾒﾘｶ合衆国

ｱﾒﾘｶ合衆国

ｱﾒﾘｶ合衆国

ｱﾒﾘｶ合衆国

ｱﾒﾘｶ合衆国

国名

2008/10/23-12/20

2008/9/25-12/5

ゲッチンゲン大学
Institute of Theoretical Physics

2008/10/1-12/31

2008/9/1-12/15

滞在期間

2009/1/27-2/28

2008/11/27-2009/1/1

パリ・フランス高等師範学校

ブダペスト工学・経済大学、物性・光学研究所

Technical University

所属機関

Case Western Reserve University

Technion-Israel Institute of Technology

2009/1/5-2/27

2008/9/24-11/4

Neutron Condensed Matter Science,
NIST Center for Neurtron Research,
National Institute of Standards and Technology
University of Nevada, Las Vegas

2008/10/1-12/20

2008/10/4-12/3

The Pennsylvania State University,
University of Nevada

Brookhaven National Laboratory

2008/10/14-11/17

滞在期間

Harvard University, Jefferson Physical
Laboratory, High Energy Theory Group

派遣先機関（大学・研究所）

気液二層薄膜の挙動を記述するモデルの非線形解析

宇宙論的流体シミュレーションで探る
ガンマ線バースト起源天体の性質

溶媒和効果による水 / 有機溶媒混合系の長距離秩序

陽子中海クォーク偏極度測定のための高運動量μ粒子
トリガー回路の開発研究

ガンマ線バーストとマグネターにおける高エネルギー現象

超弦理論を用いたブラックホールの解析

研究課題

川上 則雄

吉川 研一

戸塚 圭介

中 暢子

受け入れ責任者

Magnetic phases of the Hubbard model with
orbital degrees of freedom

ゲノムＤＮＡの光制御：
形状遷移の物理とその生物学的重要性

三角格子磁性体における新奇秩序相の系統的研究

ATR terahertz spectroscopy on liquids

研究課題

Prof. Roberto
共通揺動外力による非線形素子の同期の制御
Fernandez Galan

Alexander Oron

長峯 健太郎

Dan Neumann

Ralf Seidl

Peter Meszaros,
Bing Zhang

Andrew
Strominger

受け入れ研究者

BIEP 実績表
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招聘学生氏名
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博士課程１年

Timothy Peter
Clunan

D2

D1

D1

D2

A2 橋本 顕一郎

A3 渡邉 皓子

A4 合原 一究

派遣学生氏名

A1 Kiki Vierdayanti

No.

学年

博士課程 3 年

B11 Yu-Chen Tung

2009 年度

大学院生

B10 Young Jae Lee

B9

博士課程 2 年

B8 Vitaly Ermilov

修士

博士課程 2 年

Buescher,
Pascal Joachim

博士課程１年

学年

B7 Peter Seitz

B6

B5 Maria Krotava

No.

2009/9/13-11/29

Department of Physiology, Development and
Neuroscience, University of Cambridge

太田 隆夫 イギリス

2009/9/15-12/10

University of Oslo

2009/5/4-7/31

2009/6/29-8/29

北井礼三郎 ノルウェー

ダーラム大学

滞在期間

University of Bristol

イギリス

派遣先機関（大学・研究所）

2009/1/23-2/28

2009/1/4-2/3

Korea Advanced Institute of Science and
Technology

National Taiwan University

2008/12/1-2/28

2008/11/24-12/25

2009/1/5-2/27

2008/12/8-2009/1/14

2008/11/24-12/25

滞在期間

ケンブリッジ大学

Moscow State University

Technical University of Munich

Technische Universität Darmstadt

モスクワ国立大学

所属機関

芝内 孝禎 イギリス

嶺重 慎

申請者

台湾

韓国

イギリス

ロシア

ドイツ

ドイツ

ロシア

国名

Hugh Robinson

アマガエルの発声行動に関する位相モデルの導出

太陽黒点暗部微細構造 ( アンブラルドット ) に関する
観測的研究

磁場侵入長測定によるエキゾチック超伝導体の
超伝導対称性の研究

Antony
Carrington

Mats Carlsson

エディントン光度で光る特異なブラックホール連星の研究

研究課題

中性 K 中間子を用いた CP 非保存過程の実験的研究

熱的インフレーションと重力波生成

初期宇宙における非ガウス的揺らぎ

両親媒部位と親水部位からなる高分子鎖の
高次構造転移：計算

脂質−膜タンパク系での自発的パターン形成に関する
理論的モデルの研究

有限温度・密度での QCD 相転移とそのダイナミクス

DNA と正荷電高分子との複合体形成

研究課題

Chris Done

受け入れ研究者

笹尾 登

田中 貴浩

佐々木 節

吉川 研一

吉川 研一

国広 悌二

吉川 研一

受け入れ責任者

BIEP 実績表
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D2

D2

A7 関原 隆泰

A8 齊藤 国靖

大学院 2 年

大学院１年

大学院 2 年

大学院４年

Aleksander
Sadowski

Hadrien
Kurkjian

B2

B3

B4 Anna Bodrova

B5 Jure Kokalj

YIQUN ALEX
YING

大学院３年

ｱﾒﾘｶ合衆国

Korea

B7 Lee Chung Woo 大学院３年

B8

China

スロベニア

ロシア

France

Poland

Bogota,
Colombia

国名

早川 尚男 イギリス

菅沼 秀夫 スペイン

佐々木 節 イギリス

佐々木 節 ｱﾒﾘｶ合衆国

申請者

大学院１年

B6 Xiaoxue Zhao

大学院 2 年

Paula Liliana
Giraldo Gallo

学年

学年

B1

招聘学生氏名

D1

A6 成子 篤

No.

D2

派遣学生氏名

A5 山内 大介

No.

The Pennsylvania State University

Kyung Hee University in Korea

2009/8/1-10/9

2009/5/11-8/8

2009/8/26 -11/25

2009/6/19-7/20

ジョセフ・ステファン研究所
(Jožef Stephan Institute)
Department of Physics, Fudan University
Shanghai, P. R. China

2009/7/6-9/12

2009/6/1- 8/31

2009/4/2-4/30

2009/4/27-7/19

Moscow State University

パリ高等師範学校（ＥＮＳ）

Copernicus Astronomical Center

Department of Physics,
the University of Los Andes

滞在期間

2009/11/2-12/20

Department of Mathematics University
of Leicester
所属機関

2009/11/18-2010/1/30

2009/10/11-11/22

2009/10/11-11/22

滞在期間

バレンシア大学・粒子物理研究所 (IFIC)

University of Portsmouth

Stanford University

派遣先機関（大学・研究所）

前野 悦輝

一本 潔

篠本 繁
（中尾 裕也）

量子凝縮相の物理の研究

Development of Solar Adaptive Optics

population-driven synchronization:
theory and computer simulation

有限温度における一次元量子系の伝導現象

せん断粉体流での回転と並進運動の相関について

早川 尚男
( 和田 浩史 )

遠山 貴己

イッテルビウム原子を用いた光格子量子計算機の研究

Application of slim disk models of accretion disks to
SUZAKU X-ray observations

非従来型超伝導体の量子磁束による雑音の研究

研究課題

ナノクラスター集団を含む気体の非平衡統計力学

隠れた局所対称性に基づくメゾン共鳴の性質

インフレーション起源の非ガウス性

超弦理論的ランドスケープとインフレーション

研究課題

高橋 義朗
( 高須 洋介 )

嶺重 慎

前野 悦輝

受け入れ責任者

Nikolai V.
Brilliantov

Eulogio Oset

小山 和哉

Andrei Linde

受け入れ研究者

BIEP 実績表
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Ph.D 2nd Yea

博士課程 2 年

B13 Jose Fonseca

B14 Xiahong Cui

中家 剛

カナダ

ドイツ

D2

スペイン

佐々木 節

D1

A4 家城 佳

戸谷 友則

チェコ

A6 田辺 健太朗

D2

A3 井上 芳幸

九後 太一

ｱﾒﾘｶ合衆国

国名

北井礼三
スペイン
郎

D3

A2 村田 仁樹

松田 祐司

申請者

中国

ポルトガル

ドイツ

イギリス

中国

国名

A5 増田 ( 渡邉 ) 皓子 D2

D2

派遣学生氏名

A1 岡崎 竜二

No.

学年

Diploma

B12 Sarah Dölle

2010 年度

大学院２年

B11 Mark Pipe

学年

大学院３年

招聘学生氏名

B9 Ying-li Zhang

No.

University of Barcelona

Instituto de Astrofisica de Andalucia

University of British Colombia

Max Planck Institute for Physics

Inst. of Physics, AS CR

Los Alamos National Laboratory

派遣先機関（大学・研究所）

Peking University

2010/11/14-12/19

2010/9/26-11/27

201/9/25-12/20

2010/9/29-12/27

2010/5/8-7/4

2010/4/26-7/23

滞在期間

2009/10/20-12/11

2010/1/4-2/28

2009/10/1-12/23

Martin Luther University
Halle-Wittenberg, Germany

Institute of Cosmology and Gravitation,UK

2010/1/4-2/22

2009/10/20-2010/1/19

滞在期間

University of Sheffield

上海師範大学

所属機関

研究課題

ショートガンマ線バーストの空間分布についての理論的研究

Non-linear dynamics during and after inflation

Rheological Properties of Carbon
Nanotube-Doped Lyotropic Liquid Crystals

Detector optimization for direction
sensitive dark matter search experiments

インフレーション起源の宇宙論的揺らぎ

研究課題

荷電π中間子吸収断面積の測定

大規模チェレンコフガンマ線望遠鏡で探る活動銀河核の
高エネルギーガンマ線放射機構と宇宙可視赤外背景放射

超弦の場の理論の構造の解明

Roberto Emparan 高次元ブラックホールの分類

Luis Ramon Bellot
黒点暗部の磁気的・力学的性質の時間変化
Rubio

田中 博久

Razmick Mirzoyan

Martin Schnabl

Roman Movshovich 回転磁場下比熱測定による異方的超伝導体の研究

受け入れ研究者

長滝 重博

田中 貴浩

山本 潤

谷森 達

佐々木 節

受け入れ責任者

BIEP 実績表
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D3

PhD 3rd
year

PhD Student

PhD D1

KyoungSun Lee

Nupur
Biswas(Ms)

B6

B7

B8 Florian Hubler

B9 Wanming Qi

PhD Student

PhD 3rd year

Ali Akbar
Abolhasani

B4

B5 Ming Xu

PhD

Benedikt
Scherger

B3

ｱﾒﾘｶ合衆国

ドイツ

インド

韓国

中国

イラン

ドイツ

スロベニア

PhD コース
４年在籍

B2 Lev Vidmar

国名

ｱﾒﾘｶ合衆国

イギリス

国名

フランス
ドイツ

柴田 一成

川合 光

申請者

Bachelor level

学年

学年

B1 Anna Böhmer

招聘学生氏名

D3

A8 Andrew Hillier

No.

D2

派遣学生氏名

A7 菊池 徹

No.

Brown University

Institute of Solid State Physics, KIT

University of Calcutta

Kyung Hee University

Nanjing University

Ph.D. student Sharif University and IPM.

2011/1/10-2/28

2010/12/21-2011/2/26

2010/10/31-2011/1/15

2011/1/5-2/28

2010/8/20-11/19

2010/10/25- 2011/1/21

2010/9/10-11/13

2010/10/23-12/6

ジョセフ・ステファン研究所
(Jožef Stephan Institute)

Philipps University of Marburg

2010/04/15- 7/31

Ecole Polytechnique, Palaiseau, France /
University of Karlsruhe, Germany

滞在期間

2011/1/6-2/24

The Harvard-Smithsonian Center
for Astrophysics
所属機関

2011/1/24-2/28

滞在期間

University of Cambridge

派遣先機関（大学・研究所）

研究課題

Formation of tangled magnetic fields
in quiescent solar prominences

ソリトンのゼロモードのダイナミクス

研究課題

グレン パケット

前野 悦輝

吉川 研一

一本 潔

長滝 重博

佐々木 節

中 暢子

遠山 貴己

Renormalization-Group Approach to
Non-Equilibrium Fluid Dynamics

Crystal growth of Sr2RuO4 for the study
of crossed Andreev reflection.

Confinement Induced Phase Transitions in
Neutral and Charged Polymers: Polystyrene and DNA

An imaging spectroscopic study of the EUV brightenings
in active regions by Hinode/EIS

Study on Light Curves for Peculiar Supernovae/GRBs

Cosmplogical perturbation theory
and non-gaussianities

ATR terahertz spectroscopy with frequency
selective surfaces (FSS)

キャリアドープされたモット絶縁体に対するフォノンの効果

Takasada Shibauchi
Quasiparticle states in iron-pnictide superconductors
Yuji Matsuda

受け入れ責任者

Aad van
Ballegooijen

David Tong

受け入れ研究者

BIEP 実績表
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短報

出前授業等経験交流ミニワークショップ報告
太田耕司
アウトリーチ委員会委員長

去る、
2011 年 6 月 21 日（火）の 15：00 から 17：30 まで、
宇宙物理学教室５F 会議室にて、
アウトリー
チ委員会主催の表記ミニワークショップを開催しました。開催趣旨は、出前授業や市民講座等での経験を
お互いに交換することによって、アウトリーチ能力の向上を図ろうというもので、試行的な催しとして行
いました。
アウトリーチ委員会委員長からの趣旨説明に続いて、附属天文台台長の柴田氏、宇宙物理院生の森谷氏、
白眉の信川氏、宇宙ユニットの磯部氏、理学研究科社会連携室の常見氏と、経験豊かな皆さんがその体験
談やノウハウについて語られました。参加者は、講演者主催者側を除くと 6 － 7 人と多くはありません
でしたが、いろいろと得るところの多い会でした。
ここでは、みなさんの講演内容を私なりにエイヤと再構成してまとめてみたいと思います。

１）対象
今回は小学生から高校生までを対象とするケースが大部分でした。

２）内容
内容は多岐にわたりますが、上記対象者の場合でも、学校で習うことの繰り返しでは意味がなく、やは
りアウトリーチである以上専門家の立場から最先端の話題を盛り込むべきであるとのこと。
（最先端といっ
てももちろんここ１年というような必要はなく、学校では習わないような現代の話というのでよいという
ことです。
）ただし、
素材はよく限定して、
１つか２つ程度の話題にすべき。また、
専門用語は、
PPT の１ペー
ジに３個以上あったらアウトで、１個を心がけ丁寧に説明するべしとのこと。
むろん、話の内容は対象によって配慮が必要で、例えば「恒星」という概念は小学生には厳しいだろう
とのこと。一方惑星はわかる子が多いそうです。よく苦労する概念はスペクトルとか電磁波で、これをう
まく伝える方法についても少し議論がありました。
天文関係の講演では、サブの話題として、今夜の星空を調べて行く人や、最近話題の話を入れる（昨年
度ならなんといっても「はやぶさ」とか「イトカワ」
）というノウハウも紹介されました。

３）プレゼン
大きな声で、ゆっくりと話す、相手の顔を見ながら、というのは何人もの方が言われました。当然とい
えば当然なのでしょうが、意外と難しいかもしれません。
文字は大きめに。そして、意外（？）な盲点は、
「小学生には習っている漢字を使うべし」
。習っていな
い漢字がいくつもあるとその時点で、関心・注意が失せてしまう。漢字にルビを振る人もいて、よいアイ

14
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デアなのですが、手間は大変です。
スライドは、きれいな写真や図がやはり重要で、関心を引きます。動画はさらによく、音声や音楽つき
だとなおよいとのこと。
（内容と関係ない音楽でもいいらしいですが・・・）こういうのは非常に印象に
残りやすいみたいですが、動画のない分野ではなかなか苦しいところです。
講演の始めに自己紹介を詳しめにする人も何人かいました。一種のつかみとして使うのだとか。院生と
いうのもなんだかわからない職種（？）なのでその解説に苦労することもあるそうです。

４）クイズ
話の途中で、質問したりクイズを出すのも有効とのこと。例えば３択問題のクイズを出して聴衆に考え
て選んでもらうと、結果がどうなのかな、というある種の緊張が生じてより関心を維持できるというメリッ
トがあるようです。話を聞く人も参加している意識が高まるという面もあるのだと考えられます。むろん、
眠気覚しにもなるでしょう。

５）実演
クイズよりも効果がありそうなのが実演です。講演ではなかなかそこまでするのは大変ですが、簡単な
道具を持っていて、ちょっとした実演をすると乗ってくるそうで、これも１講演の中で何度か行うと大変
受けがよいそうです。他に実演ではないですが、
「おみやげ」を置いてくるという人もいました。

講演終了後の議論の場では、上記のような話題に関する体験が聴衆側からも提示されたりしました。よ
くある質問の話もありました。宇宙の果ては？とか宇宙人はいるのか？ブラックホールに落ちたらどうな
る？私はよくこんな風に回答しますというような体験談もありました。
今回は、宇宙関係の人が多くなってしまいましたが、これには理由があります。主催する立場からする
と、単なる放談会で終わってしまわないかという危惧がありました。しかし、分野が近ければ放談会であっ
ても依然得るところはあるだろうというつもりでした。この「得るところが多い」というのはそうだった
と思います。しかし一方、講演ではこのような特定分野でのノウハウというより、一般論としてこういう
やり方がよいという話になるように配慮してもらったため、どんな分野でもあてはまりそうな話も多かっ
たように思われます。さらに、もっと敷衍的な、いわばアウトリーチ学的なことを研究されている方がお
られるというような紹介もあり、例えば GCOE シンポのどこかのセッションで、アウトリーチ或いは社会
連携について考えてみるという企画を考えてもよいかなと思います。
なお、このミニワークショップの集録は、GCOE ホームページに掲載されています。アナウンスから、
セミナー・講義のところを選択しますと、過去のセミナー・講義 2011 年のところにあります。よろしけ
れば一度ご覧になってみてください。
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研究室紹介

レーザー物質科学研究室
スタッフ
教 授 阪部 周二
准教授 橋田 昌樹
助 教 時田 茂樹

阪部周二

高強度レーザー科学

の関心であった。しかし、近年の短パルスレーザー
技術の飛躍的な発展により、超高強度極短パルス

京都大学 GCOE「普遍性と創発性から紡ぐ次世代

レーザーはいま新しい科学と応用を展開しようとし

物理学」拠点が研究の対象としている自然は極小の

ている。つまり、チタンサファイアを代表とする広

素粒子・原子核から生命や地球を含むマクロ物質、

帯域遷移金属ドープ結晶の開発とカーレンズモー

そして極大の宇宙など多様な階層から成り立ってい

ド同期などの短パルスレーザー技術の発展、そし

る。このどの階層の物理を論じる際にも重要な要素、

て、チャープパルス増幅の発明などが相まって、高

それは「光」である。光を自由に操ることができる

強度レーザーは目覚ましい発展をとげ、テーブルサ

ようになったのは、20 世紀最大の発明の一つと言わ

イズのレーザーからでも大型施設に匹敵する尖塔パ

れる「レーザー」が出現した時からである。それま

ワ ー が 得 ら れ る よ う に な っ た。 集 光 強 度 も、 僅 か

で、光は観測という比較的受身の対象でしかなかっ

100 μJのエネルギーのでも 1016W/cm2 の強度にな

たのであるが、レーザーにより光を能動的に制御・

り、テーブルトップ級でも 1019W/cm2 に達し、大

利用することができるようになった。レーザーが光

型施設では 1022W/cm2 に至る強度が実現できてい

科学を開花させたと言える。レーザー誕生 50 年を

る。これにより「高強度光場科学」といった新しい

経た現在、レーザーは科学のみならず産業界、医用

学問分野が拓かれつつある。このような高強度の光

など日常生活に密着した応用にまで広く普及してお

場の中、例えば、>1016W/cm2 では多光子電離、光

り、レーザー技術、レーザー応用は未だにさらなる

場電離、自己位相変調といった非線形現象や、電子

進化の途にある。21 世紀は光の時代と言われている。

の運動が相対論的になる >1018W/cm2 では電子の八
の字振動、Ponderomotive 力、光の自己収束といっ

科学分野においても様々な物理探究や応用を念頭

た様々な現象が生じる。これらの物理及び、高次高

に究極の光を求めたレーザー開発はすすんでいる。

調波発生（アト秒パルス発生）、高エネルギー放射

極短波長を目指した X 線レーザー（X 線自由電子レー

線発生、レーザー加速などへの応用などが研究課

ザー）、極短パルスを目指したアト秒レーザー、超

題になっている。超高強光場科学の分野では、EW

高尖塔パワーを目指した EW レーザーなど。

（1018W エクサワット）レーザー開発、それによる

大出力レーザー技術はレーザー核融合研究の進歩

陽子相対論、そして真空崩壊へと関心が広がってお

とともに発展して来た。しかし、ナノ秒レーザーで

り。近い将来に素粒子・原子核物理の分野において

16

2

は大型装置をもってしても強度は 10 W/cm に留

もレーザーは重要なツールになるかもしれない。さ

まっていた。また、ナノ秒レーザーを物質に照射し

らに、単に高強度というだけでなく短パルスという

ても、パルス幅の時間に物質がプラズマになるため

特徴が物質相互作用の現象を一層豊かにしている。

に相互作用の主対象はプラズマであり、大出力レー

つまり、様々な緩和過程よりも速く高強光場に物質

ザー物質相互作用はレーザープラズマ物理学者だけ

をおくことができる。大型分子に照射しても解離さ

16
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せることなく分子ごとイオン化でき、固体表面に照

は物質内部には入らず、真空側だけに存在するので、

射しても表面をプラズマ化膨張させることなく固体

表面の電子は実効的に表面垂直方向に加速される

密度領域との相互作用を実現できる。これらは、あ

（真空加熱）。あるいは、さらに高い強度ではローレ

たらしいレーザープロセッシングや物質創成を拓く

ンツ力 JxB が大きくなり、光の進行方向に加速され

可能性がある。

る（JxB 加速）。実際には、これらの現象を含め複合
的に複雑な加速物理があると考えられ、それを実験

我々の研究室では、超高強度極短パルスレーザー

的に明らかにすることは当研究室の課題の一つであ

を用いて、高強光場中での物質との相互作用の物理

る。さらに、このような電子加速が駆動源となり様々

を明らかにするとともに、放射線発生の機構解明と

な放射線発生が起こりうる。例えば、上述の薄膜上

その応用、物質表面との相互作用とそのプロセッシ

のレーザー集光点の電子が瞬時に加速されると、加

ングへの応用の研究を行っている。

速された電子群と薄膜との間に大きい電場が形成さ

超高強度短パルスレーザーによる
高エネルギー放射線発生

れ（シース電場）これにより薄膜上のイオンが加速
される。当然、レーザー強度が高いとイオンは高エ
ネルギーに加速されるが、より効率的に加速するた
めのターゲット構造などを探求している。

18

2

レーザーの強度が 10 W/cm を越えると、電子
の運動は相対論的になり、光場による電子の直接加

また、短パルス高強度レーザーをレーザー波長よ

速が生じる。P 偏向の極短パルスレーザーを、例え

りも十分に小さい孤立固体（クラスターやナノ粒子）

ば、数μm厚さの薄膜に照射すると反射位置では光

に照射すると、瞬時に標的より電子を剥離イオン
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図１ 高強度フェムト秒レーザー加速電子のパルス圧縮とそれを用いた超高速電子線回折実験
超高強度極短パルスレーザーにより加速された電子パルスの位相を反転させ、
試料位置でパルスを圧縮することにより短パルス電子線を実現。金の単結晶の電子線回折像を単一ショットで撮像。

化し、イオン群となった標的はそのクーロン反発力

ス超高速電子線回折（UED）を実現するためには十

により爆発し、高エネルギーイオンを四方に発する

分な強度のフェムト秒電子パルスの発生が不可欠で

（クーロン爆発）。例えば、重水素クラスターに高強

ある。最近までの UED 研究は短パルス電子を低強度

度レーザーを照射すると、クーロン爆発により発し

フェムト秒レーザーとフォトカソードを用いて発生

た重水素イオン同士が衝突し、核融合反応により中

するものである。この方式では電子線を回折に利用

性子を発生する。次世代の小型中性子源の可能性を

できる数 100keV のエネルギーにまで加速しなけれ

探るべく、高強度レーザーとナノ粒子の相互作用の

ばならない。この間に空間電荷効果によりパルス幅

研究にも取り組んでいる。

は大きく広がる。この問題を解決するためにパルス

高強度レーザーと物質との相互作用では

内の電子密度を下げる方法が報告されているが、撮

Poneromotive 力などにより電子が加速され、それ

像には多数の電子パルスを必要とし、可逆的過程の

は X 線、THz などの源になりうる。レーザーと大気

観察に限定される。諸現象に見られる構造的動力学

やクラスターガスなどとの相互作用による THz 発生

の殆どが不可逆的であるので、単一パルスにより回

機構を明らかにしている。

折像を捉えなければならない。そのため回折に適し
たエネルギーでかつ十分な電子量の極短パルスが不

超高強度短パルスレーザー加速電子を用いた
単一ショット超高速電子線回折

可欠である。
我々は上述の高強度短パルスレーザー加速電子に
よる UED の実証研究を進めている。レーザーは高

近年、物質の極微細状態変化のような構造的動力

密度プラズマ中で相互作用し、光場により微小空間

学を単一原子の振動時間尺度で直接観察する技術と

内 で 瞬 時 に 電 子 を 数 100keV に 加 速 す る こ と が で

してパルス X 線や電子による時間分解回折が研究さ

き、そのパルス幅はレーザーのパルス幅と同程度に

れている。電子の利点は原子弾性散乱断面積が X 線

なる。さらに、その加速過程により生じる電子の運

のそれに比べ約５桁大きいことであり、時間分解電

動量広がりを利用し、位相反転を用いれば、電子パ

子線回折（TRED）は低強度条件下でも原子レベル

ルスを元の幅にまで自己圧縮することができる。こ

の分解能で過渡的構造変化を決定することができる

れらの高密度、短パルス、位相反転自己圧縮などの

と考えられる。しかし、今日までの TRED 実験は数

特徴を活かせば、UED に求められるパルス電子線源

ps の時間分解能に留まっている。フェムト秒の時間

を実現でき、時間分解回折像を取得できる可能性が

分解で物質過渡構造変化を直接測定できる単一パル

ある。
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図２ フェムト秒レーザー照射金属表面に自己形成されたナノ周期構造
（左から チタン、白金、モリブデン（拡大）
、タングステン）レーザーの空間強度分布の影響を減じる為に、
スーパーガウス型の強度分布に成形して、金属に照射。中央部の広い領域に一様な周期構造が自己形成された。

フェムト秒レーザーアブレーションの物理

ない部分が混在して、平均値としてこのようなアブ
レーション深さになっている）。このような低いア

ナノ秒パルスレーザーを固体に照射すると次のよ

ブレーション率は橋田昌樹准教授らにより初めて見

うな過程によりアブレーションが起こる。レーザー

いだされた。これらの現象の物理の解明が当研究室

7

パルスの前半部分により固体表面が加熱（<10 W/
2

6

9

2

cm ） さ れ、 液 化（10 〜 10 W/cm ）・ 気 化（〜
9

2

9

2

の研究課題である。フェムト秒の場合はフルーエン
スが小さくとも強度が極めて高いので、多光子過程

10 W/cm ）・プラズマ化（>10 W/cm ）とすすみ、

や光場電離、局所的なクーロン爆発といった現象に

生成されたプラズマ中をレーザー光が共鳴密度まで

より、原子サイズレベルでの固体表面からの脱離が

進みながら吸収されていく。吸収されたエネルギー

生じているかもしれない。ナノ秒レーザーの場合の

は熱伝導や輻射により深部に（アブレーション面ま

熱的な過程とは異なり、フェムト秒レーザーでは動

で）伝わり加熱される。加熱されたプラズマは膨張

力学的現象が起こっているようである。加えて、最

により冷めていく、レーザーが照射されている間は

近特に注目を集めているのは、照射後の表面にサブ

等温膨張し、パルスが終わると断熱膨張する。結果

ナノスケールの構造が自己形成されていることであ

として、吸収されたエネルギーが熱伝導等により深

る。フェムト秒レーザーによるレーザー波長より短

部に伝わり、液化蒸発に足る温度まで達した領域が

い周期ナノ構造形成は日本とドイツの研究者がほぼ

剥離される。

同時期に発見し報告している。金属については橋田

しかし、フェムト秒パルスレーザーを用いたアブ

昌樹准教授らが発見した。ナノ秒レーザーの場合、

レーションでは現象は異なる。上述の過程では、蒸

入射光と反射光で形成される定在波により周期的強

発に足るエネルギーが与えられてはじめてアブレー

度分布ができ、アブレーションの結果として周期的

ションが起こり、この時のレーザーエネルギー面密

構造が形成されることは良く知られているが、その

度（フルーエンス）がアブレーション閾値を与える。

周期はレーザー波長よりは決して小さくならない。

ところが、フェムト秒レーザーではこの閾値よりも

ところがフェムト秒レーザーの場合、波長よりも小

小さいフルーエンスでもアブレーションが起こる。

さい構造が形成される。当研究室では、この周期構

しかも観測されるアブレーション率（レーザー１パ

造格子間隔を解釈できる機構として、レーザー光の

ルス当たりのアブレーション深さ）は 0.01nm と原

表面プラズマ波へのパラメトリック崩壊を提案して

子サイズ以下にもなる（実際はこのようなことはあ

おり、この機構による周期構造格子間隔のレーザー

り得ないが、アブレーションしている部分としてい

フルーエンス依存性が様々な金属や異なる波長に対
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しても普遍的に適応されることを示した。さらに、

化学研究所レーザー科学棟の温度湿度制御されたク

飛散イオンのエネルギー分析や表面の結晶相転移な

リーン室に設置していることがさらなる高い安定性

どを調べ、アブレーション機構の解明に取り組んで

を実現している。また、教育的配慮から、システム

いる。

全体を細部にまで見渡せる配置にしており、学生の

高い安定性と稼働率を誇る高強度短パルス
レーザー装置（T6-laser）

装置理解を容易にしている。さらに、運転方法、維
持方法、故障対応法などが整然と研究室ホームペー
ジに管理されており、新入生や学外からの共同研究
者にも自身で運転できる環境が整備されている。こ

我々は TW 級のチャープパルス増幅レーザー装

れらは大学に設置している装置としては極めて重要

置が出現した頃より独自にレーザー装置の構築に取

なことであり、大学院生に自学により触れながら

り組み、レーザー物質相互作用研究を行ってきてい

レーザー装置の原理や構成を学ぶ事ができる。先端

る。現在では市販品もあり、世界の多くの研究機関

装置であればあるほど大学院生の学べる環境は重要

に TW-PW 級 フ ェ ム ト 秒 レ ー ザ ー が 設 置 さ れ て い

と当研究室では考えている。平成 19 年に時田茂樹

る。そのような中、我々のレーザー装置はその高い

助教らを中心に大学院生、スタフ全員により装置の

安定性、信頼性と稼働率を誇っている。その理由は、

再構築を行いさらに装置の安定性が高まった。

自作であるが故に装置の細部に渡るまで熟知してお

化学研究所では共同研究拠点として、積極的に異

り、いかなる故障にも迅速に対応でき、恒常的に高

分野との連携をすすめており、本装置を活用した共

品位化に務めているためである。そして、京都大学

同研究を歓迎いたします。

施設
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化学研究所レーザー化学棟
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受賞ニュース
以下の賞を受賞しました。（[ ] は授賞機関）
● 平成

22 年度（第 26 回）講談社科学出版賞 [ 講談社 ]

柴田一成（附属天文台 教授）
「太陽の 科学 磁場から宇宙の謎に迫る」(NHK 出版 )
● 平成

23 年

測定器開発室優秀論文賞 [KEK]

木河達也（物理第二教室 高エネルギー物理学研究室 D1）
「T2K 実験新ニュートリノ検出器の開発及び製作とそれを用いたニュートリノ反応の研究」
中島真也（物理第二教室 宇宙線研究室 D1）
「SOI 技術を用いた広帯域 X 線撮像分光器「XRPIX1」の評価試験と性能向上の研究」
●

Charpak 賞 [NIMA* Section A editorial board]
中村輝石（物理第二教室 宇宙線研究室 D1）
「Direction-sensitive dark matter search with MPGD」

*) NIMA : Nuclear Instruments and Methods in Physics Research

編集後記
「GCOE 双方向国際交流プログラム
（BIEP）
開催にあたって」 いくことができればと思っています。
に書きましたように、アウトリーチ委員会では、毎月委員会

ニュースレターは、理学部の学部学生諸氏には配布されて

を開催して打合せをしていますが、その中で新しいネタや活

いませんし、目に触れる機会も多くなかったと思われます。

動も探っています。そのうちの一つとして、今回 BIEP 特集

せっかく物理系の研究内容や活躍を紹介している冊子なの

号を行ってみましたが、他にも GCOE 自身の活動を取り上

に、これが自分のところの学部学生の目に入らないのはいか

げられないか考えています。GCOE ホームページにもこれら

にももったいない。そこで、今年度から、6 号館の理学部中

の活動実績がアップされるようになっていますが、ニュース

央図書室に置かせてもらったり、同館の 2 階 3 階にもニュー

レターでも記事になるものはないかと考え中です。何かアイ

スレターの設置場所をおいて、自由にもっていってもらうよ

デアがありましたら、是非お寄せください。

うに改善を図りました。逆に言うと、学部生がわかるような

また、やはり本委員会での議論から、出前授業等の体験交
流会の開催にも至りました。今号では、その報告も掲載して

ようになると思います。

います。さすがに非常に多くの参加があったというほどでは

GCOE も残すところ１年ちょっとになってきましたが、ア

ないものの、関心のある方が集まって、聴衆側からも体験や

ウトリーチ委員会でも引き続き工夫をしていければと思って

提案があって、面白い会になりました。これも次につなげて

います。今後ともよろしくご協力お願い致します。
（太田耕司）
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