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特別研究ユニット「ナノ量子エレクトロニクス」について
特別研究ユニット「ナノ量子エレクトロニクス」ではナノスケール
の系を対象に、光と物質が強く相互作用する系を実現し、そこでおこ
るさまざまな量子現象について研究することを目的としました。より
具体的には、モード体積が非常に小さくかつＱ値が非常に高い光共振
器に光を閉じ込め、その光に物質の電子遷移に伴う分極を選択的に結
合させることで、光と物質の相互作用を極限まで増強し、通常の系で
はさまざまな緩和過程に隠れて見えないような、純粋に光と物質のコ
ヒーレントな相互作用に支配される系のダイナミクスや、光の量子性
が顕著に現れる単一光子レベルの微弱光に対する非線形光学応答の観
測を目指しました。
光の閉じ込めを実現するための光共振器の候補にはさまざまなもの
がありますが、私の研究ではウィスパリング・ギャラリー・モード
（WGM）型共振器であるトロイダル微小共振器を用いました。トロ
イダル微小共振器は誘電体界面の全反射によって誘電体内部を光が周
回する空間モードを持ち、小さなモード体積と高い Q 値が両立でき
る特徴があります。また、シリコン基板上にモノリシックに形成され
るため、既存の光エレクトロニクス技術との整合性も良く、スケーラ
ビリティに優れます。特に重要な特徴として、後述するテーパー型ナ
ノ光ファイバーを用いて単一モード光ファイバーと低損失・高効率に
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結合できることが挙げられます。
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を持つため、Si の柱に接触しているディスク中央部

高 Q 値トロイダル微小光共振器

では Si がヒートシンクの役割を果たしてあまり温度
が上がらず、動径方向に大きな温度勾配ができます。

トロイダル微小共振器の作製方法は以下の通りで

こうして、照射する CO2 レーザーの強度を適切に調

す。まず、半導体集積回路に用いられる Si 基板の上

節することで、ディスク周辺部の温度が SiO2 の融点

面に厚さ 2μm程度の SiO2 膜を付加し、フォトリソグ

を超えて液体となり、表面張力によってリング形状を

ラフィーとフッ酸エッチングにより直径数十μm程度

形成します（図 1c）。このようにして、波長 850nm

の SiO2 ディスクパターンを形成します（図 1a）。次

において線幅 1MHz、Q 値 3 × 108 の高 Q 値微小光

に、SiO2 ディスクパターンをマスクとして Si 基板に

共振器の作製に成功しました。これはモノリシック光

等方性エッチングを施します。通常の半導体微細加工

共振器としては最も高い Q 値の一つです [2]。

においては、異方性エッチングにより垂直に加工する
ことが多いのですが、ここでは等方性エッチングを用
いて大きなアンダーカットを意図的に導入すること
で、直径の小さな円柱に SiO2 ディスクが支えられた
構造を形成します（図 1b）。従来の方法 [1] では、Si
基板の等方性エッチングに XeF2 による化学エッチン
グが用いられていましたが、この方法ではエッチング
された Si 基板の表面が荒くなるという欠点がありま
した。この Si 表面の荒さは、直径が 50 μm以下の比
較的小さなトロイダル共振器に対して共振器 Q 値を
劣化させることが最近明らかになってきました。私
の研究では小さなモード体積と高いＱ値を両立させ
る必要があるため、この点の改善に取り組みました。

図１：トロイダル共振器の作製方法

複数の等方性エッチング方法を試し、SF6 を用いた反
応性イオンエッチング（RIE）を用いることにしまし

低損失テーパー型ナノ光ファイバー

た。RIE のプロセスパラメーターの最適化には多くの
苦労がありましたが、最終的には Si 表面が非常に滑

トロイダル共振器への光の入出力には、テーパー型

らかなエッチング条件を確立しました。以上のように

ナノ光ファイバーを用います。テーパー型ナノ光ファ

して形成された SiO2 ディスクは、すでにそれ自体が

イバーは波長以下の直径を持つ SiO2 ファイバーで、

ディスク型共振器として機能しますが、共振器 Q 値

ファイバー自体がコア、それを取り囲む真空（あるい
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は高々 10 ~10 程度に留まります。エッチングによっ

は空気）がクラッドとして機能する単一モード光ファ

て形成したディスクの円周部が数 nm~ 数十 nm 程度

イバーです。クラッドが真空なので、導路モードのエ

の荒さを持っており、これがもたらす散乱損失によっ

ヴァネッセント波が真空中に染み出し、これを WGM

て Q 値が制限されています。そこで、この SiO2 ディ

型共振器のエヴァネッセント波と重ね合わせることで

スクに CO2 レーザーによるリフロー処理を施します。

共振器モードと結合させたり、エヴァネッセント波中

SiO2 は CO2 レーザーの波長（~10 μm）の光を強く吸

に物質を導入して直接、導路モードと物質を結合させ

収するため、CO2 レーザー照射によって加熱されま

たりすることが可能です。特に後者の点では、テーパー

す。SiO2 ディスクの直径より十分大きなスポット径

型ナノ光ファイバーの強い横方向閉じ込めが Purcell

の CO2 レーザー光を照射すると SiO2 ディスクは均一

効果をもたらし、物質からの発光を高 NA 対物レンズ

に加熱されますが、Si は SiO2 の約 100 倍の熱伝導率

に匹敵する効率で導波モードに直接集光できることが
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としては最も高い透過率であり、従来の損失を 1 桁
以上改善する結果です。

単一量子ドット発光の高効率集光と発光明滅現象
前述の通り、テーパー型ナノ光ファイバーはファイ
バー周囲の真空中に染み出したエヴァネッセント波中
の物質と導波モードの間に強い結合を実現し、ナノス
ケールの物質からの発光を高 NA 対物レンズに匹敵す
る効率で導波モードに直接集光できることが明らかに
されています [3]。そこで、本研究ではテーパー型ナ
ノ光ファイバーを集光デバイスとして用いて、単一量
子ドットと光の相互作用を調べました。
本研究で用いた量子ドットは CdSe/ZnS コアシェル
型半導体量子ドットで、逆ミセル法等の化学的手法で
作製される半導体ナノ粒子であり、3 次元的な量子閉
図２：テーパー型ナノ光ファイバー

(a) 概略図、(b) ウェイスト部の SEM 画像

じ込めにより電子・正孔のエネルギー準位が原子のよ
うに離散化し、発光の量子効率が高い（良質な試料で
は 1 に近い）ため、従来の量子光学実験で用いられ

近年明らかになり、注目を集めています [3]。

てきた原子に置き換わる可能性を持っています。

テーパー型ナノ光ファイバーをトロイダル共振器の
外部導波路として、あるいは直接集光デバイスとして
量子光学実験に用いるには、テーパー型ナノ光ファイ
バーの損失を極限まで抑えることが重要です。本研究
を開始した時点では、国内外の多くのグループがテー
パー型ナノ光ファイバーを用いた研究を進めていまし
たが、その透過率は最大でも 90%程度に留まってい
ました。そこで、テーパー型ナノ光ファイバーの低
損失化に取り組みました。図 2(a) に示す通り、テー
パー型ナノ光ファイバーの両端は一般的な SiO2 コア
／ SiO2 クラッドの単一モード光ファイバーであり、
ウェイスト部は前述の通り SiO2 コア／真空クラッド
の単一モード光ファイバーですが、それらをシームレ

図３：単一量子ドット発光の強度相関測定

スに接続するテーパー部は必然的にマルチモードとな
ります。表面の荒さや不純物による散乱・吸収といっ

半導体量子ドットの光学応答は多くの点で原子のそ

た外因性の損失を排除すれば、テーパー型ナノ光ファ

れと類似しており、単一量子ドットの発光は光子アン

イバーの本質的な損失はテーパー部における基本モー

チバンチングを示します。つまり、単一の量子ドット

ドと高次モードの結合に起因します。本研究ではテー

は単一の原子と同様、励起状態の寿命以内の時間に 2

パー部の形状を最適化することで、99%以上の透過率

個以上の光子を同時に放出できません。図 3 に単一

を達成しました [2]。これはサブ波長径光ファイバー

量子ドット発光の強度相関測定結果を示します。遅延
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時間 0 を中心に明瞭なディップ、すなわち光子の同

オン状態とオフ状態の持続時間のヒストグラムを取る

時検出イベントの抑制が観測されており、光子アンチ

と、頻度が持続時間の冪乗となること（冪乗則）が知

バンチングを示していることがわかります。

られています。発光明滅現象の機構は完全には解明さ

このように、単一原子と単一量子ドットはいずれも

れていませんが、励起された電子・正孔のいずれかが

光子アンチバンチングを示しますが [4,5]、その起源

粒子界面にトラップされ、量子ドットがイオン化して

は大きく異なります。単一原子の場合はその発光が単

常に Auger 過程による無輻射緩和が起こるようにな

一電子遷移であるためですが、単一量子ドットは一度

るモデルが提唱されています。

に複数の励起子が励起されても Auger 過程によって

この一連の過程において、電子あるいは正孔が粒子

最後の 1 個の励起子以外が光子を放出せずに消滅す

界面にトラップされる際には、励起光が励起子に対し

るためです。

て持つ余剰エネルギーがフォノンに変換され、電子あ

この Auger 過程が関与する興味深い現象に、単一

るいは正孔のトンネリングに寄与する可能性が考えら

量子ドットの発光明滅現象があります [6]。発光に関

れますが、発光明滅現象の励起波長依存性はこれまで

与する励起状態の寿命（〜数十 ns）と比較して十分

調べられていませんでした。そこで本研究では、発光

長い時間スケールで、よく光る（発光量子効率の高い）

の中心波長が 655nm の量子ドットに対して 532nm

「オン状態」とほとんど光らない（発光量子効率の低
い）
「オフ状態」
をランダムに繰り返す現象です。また、

図４：単一量子ドットの発光明滅現象

の光で非共鳴励起した場合と 633nm の光で近共鳴励
起した場合の明滅現象の変化を調べました。

(a), (b) はそれぞれ非共鳴励起、近共鳴励起の場合の発光強度の時間変

化、(c), (d) はそれぞれ (a), (b) で得られた発光強度のヒストグラム。
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図４に測定結果を示します。(a), (b) はそれぞれ非

す。(c), (d) はそれぞれ (a), (b) で得られた発光強度の

共鳴励起、近共鳴励起の場合の発光強度の時間変化で

ヒストグラムですが、近共鳴励起の方が非共鳴励起の

す。非共鳴励起の場合には頻繁にオン状態とオフ状態

場合と比較してオン状態にあるイベント数が増えてい

を行き来しているのに対して、近共鳴励起の場合には

ることがわかります。

オン状態が長く続くことが増えていることがわかりま

図５：オン状態 (a)、オフ状態 (b) の持続時間のヒストグラム

図５には、オン状態 (a)、オフ状態 (b) の持続時間

で進められたものであり、田中耕一郎先生、中暢子

のヒストグラムを示します。いずれも冪乗則が成り

先生、廣理英基氏、渡邉浩氏、楠田良介氏に協力頂

立っていますが、その指数が非共鳴励起の場合には

きました。また、物質−細胞統合システム拠点 Chen

オン状態、オフ状態のいずれも -1.5 であるのに対し

グループの Yong Chen 先生、野村慎一郎氏には、ト

て、近共鳴励起の場合にはオン状態は -1.0、オフ状

ロイダル共振器の作製にあたってクリーンルームを

態は -1.6 であり、近共鳴励起の方がオン状態が持続

使用させていただきました。お礼申し上げます。

しやすいことがわかります。これは、光励起の余剰
エネルギーがオン状態からオフ状態へのスイッチに
寄与していること、具体的には、フォノンアシスト
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GCOE での研究活動を振り返って
安東正樹
理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻
【現所属】 国立天文台 光赤外研究部
重力波プロジェクト推進室

私は，2009 年 1 月から 2012 年 5 月まで，グローバル COE・特定准教授として物理第二教室に在籍させて
頂きました．本記事では，この京都大学での約 3 年半の研究活動を振り返り，紹介させて頂きます．研究活動の
雰囲気も感じ取って頂ければと思い，研究成果報告というより，ややくだけた記述にしたことをご了承ください．

「重力・重力波物理学」研究室の立ち上げ

上記の実験室内での研究開発とともに，国内外
の機関との協力による研究活動も継続して進めて

グローバル COE においては，特別研究ユニットと

いました．人工衛星に搭載する小型重力波望遠鏡

して独立な研究室を立ち上げ，
「境界・融合分野およ

SWIM μνの開発と軌道上運用，宇宙重力波望遠鏡

び階層連結の新手法の開発に焦点を絞って強力に研究

DECIGO とその前哨衛星 DPF の検討と開発研究，そ

を推進する」
ことが求められていました．そこで，
私は，

して，国内の重力波研究分野が協力して推進してい

「重力」をキーワードとし，ミクロな時空構造とマク

た LCGT 計画への貢献などです．LCGT は，2010 年

ロな宇宙・天文観測の間の階層連結，レーザー光学技

6 月に文部科学省の最先端研究基盤事業に採択され，

術をもちいた物性分光研究と素粒子・宇宙研究の分野

建設が開始されました．現在では KAGRA( かぐら ) と

間融合を目指した研究を目標としました．研究室名と

いう愛称が付けられています．KAGRA は国内の重力

しては，新しい分野を切り拓くという意図から，
「重

波研究者の悲願ともいえる大型計画で，総力を結集

力・ 重 力 波 物 理 学 (Gravity and Gravitational-Wave

して成功させることが求められます．私は KAGRA の

Physics)」という言葉を造り，名乗ることにしました．

設計・計画の取りまとめなどの役割を担うことにな

実際の研究室運営に際しては，物理第二教室の天体核

り，結果として，研究室立ち上げ当初の想定よりも

研究室に受け入れ研究室となって頂きました．

多くの時間と労力を KAGRA 推進のために割くことに

研究室立ち上げ時の具体的な研究内容は，高精度
のねじれ振り子装置を開発することでした．この装

なりました．以下に，これらの研究活動の内容をそ
れぞれ紹介したいと思います．

置を用いることで，重力逆二乗則の検証を行い，時
空構造や余剰次元理論に対する知見を得ることを第

ねじれ振り子装置と余剰次元理論

一の目的としていました．また，このねじれ振り子



装置は宇宙から到来する重力波を観測する望遠鏡と

ねじれ振り子装置開発の第一の目的は，重力逆二乗

しても用いることができます．これは，私が考案し

則の検証を行い，時空構造・余剰次元理論に対する知

た TOBA (Torsion-Bar Antenna) という新しい方式を

見を得ることでした．現代物理学における階層性の問

実現したもので，0.1Hz 付近の低周波数帯において

題，宇宙項の問題は，重力だけが他の 3 つの力よりも

世界最高感度の観測運転を行うことを第二の目的と

圧倒的に弱いため，統一的な理論の枠組みで説明する

していました．

ことが困難である，ということに起因しています．そ
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図 1：京都大学で開発されたねじれ振り子装置の写真 ( 左 ) と概要 ( 右 )

の問題を解決する 1 つの試みが余剰次元理論です．通

います．

常我々が認識している 4 次元時空に加えて，小さく丸

実験では，距離 1mm スケールで世界最高の精度

まっているため認識することができない「おまけの」

での実験を行うことを最初の目標としていました．

次元が存在している，という理論です．重力だけがこ

実験室の移転などで組み直しになる事もありました

れらのおまけの次元へも伝搬することができるため，

が，超伝導磁気浮上ねじれ振り子，レーザー干渉計

見かけ上弱くなっている，という筋書きです．もし，

センサ，ソースマス駆動機構やシールドの開発を行

この理論が正しければ，重力の大きさが距離の 2 乗に

い，装置全体を完成させて，一連の長時間測定を繰

反比例する，という重力逆二乗則が破れることになり

り返すことができました．しかし，結局，在籍期間

ます．実験的には，距離 0.1mm のスケール以下のス

中に良い結果を出すことはできませんでした．ニュー

ケールで余剰次元が存在する可能性は否定できず，検

トン重力の約 8 倍までの検証に留まり，世界最高精

証の余地が残されています．

度まで約 3 桁足りない，という結果でした．これは，

開発したねじれ振り子装置の写真と概略図を図 1

ソースマスとテストマス間の磁気的なカップリング

に 示 し ま す． 長 さ 約 20cm の ダ ン ベ ル 形 状 を し た

が主な原因でした．これは当初より想定された影響

テストマスを，ねじれ振り子として懸架します．そ

の 1 つで，シールドの設計など十分に配慮していた

の近傍で重力源となるソースマスを変動させ，それ

のですが，設計通りの性能を得るまでには至りませ

に起因するテストマスの回転変動をレーザー干渉計

んでした．ただ，超伝導磁気浮上に関して，低復元力・

で読み取る，という原理です．ここで，残留大気や

低摩擦振り子の可能性を示すという成果を得ること

静電力などの重力以外の力の影響をさけるために，

はできました．

ソースマスとテストマスの間にはシールドが設置さ
れています．同様の実験は世界でいくつか進められ

新しいタイプの重力波望遠鏡 TOBA

ていますが，この実験では，超伝導を用いた磁気浮
上を利用することで，摩擦や復元力の無い理想的な

開発を行ったねじれ振り子装置のもう一つの目的で

ねじれ振り子を目指すとともに，回転センサとして

ある，重力波望遠鏡 TOBA (Torsion Bar Antenna) と

レーザー干渉計を用いることで感度を向上させる，

しては，非常に良い結果を得ることができました．こ

という特徴を備えています．これらの装置は音響変

れは，１mHz 程度の低い共振周波数を持つねじれ振

動などの影響を避けるために真空槽内に収められて

り子によって棒状試験マスを懸架することによって，
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従来のレーザー干渉計型重力波望遠鏡では観測が困難

波望遠鏡を岐阜県・神岡の地下サイトに建設する計

な，1Hz 以下の低周波数帯に感度を持たせた新しい

画で，2010 年 6 月に建設が開始されました ( 図 2)．

タイプの重力波望遠鏡です．重力逆二乗則検証実験の

KAGRA は，干渉計を構成する主要な鏡を 20K の低

装置と全く同じ装置を用い，ソースマスを駆動する周

温に冷却することで熱雑音の影響を避けるなど最先

波数以外のデータを用いることで重力波の観測を行う

端の干渉計技術を取り入れた重力波望遠鏡で，約

ことができます．東京大学と京都大学で同等の装置の

200Mpc 遠方で発生した連星中性子星合体などの現

開発を進め，0.1Hz の周波数帯では世界最高感度を達

象を観測する性能を持つ設計になっています．この

成し観測運転を行なった結果，0.1Hz 帯の背景重力波

範囲内では 1 年間に複数回の重力波イベントが発生

に対する初めての上限値を与えました．この結果は，

すると見込まれており，KAGRA が本格的な観測を行

Physical Review Letter 誌 の Editor’s Selection 記 事

う 2018 年頃には，初の重力波信号検出を達成する

として取り上げられました．また，その結果について

ことが期待できます．同時期に観測を開始する欧米

東京大学の学生さんがまとめた博士論文は，2011 年

の重力波望遠鏡と国際観測ネットワークを形成する

度の物理学会若手奨励賞を受賞しています．その後，

ことで，新しい重力波天文学の分野を創成すること

東京 - 京都の 2 台の装置での同時観測運転を行い，さ

も見込まれています．

らに良い上限値が得られています．その結果を受け，

重力波は，空間を光速で伝搬する時空の歪みで，一

現在は低温化によって性能を向上させた中規模プロト

般相対性理論の帰結の 1 つとして 1916 年に A. アイ

タイプ計画を進めています．

ンシュタインによって理論的に予言されました．重力
波が存在することは，長年にわたる連
星パルサーの電波観測の結果，間接的
に証明されていますが，その直接検出
は未だになされていません．重力波は，
物質などに対する透過力が非常に強い
という性質を持っています．そこで，
超新星爆発や連星合体などの高エネル
ギー天体現象の中心部の観測や，初期
宇宙の直接観測といった，これまでの
天文学とは相補的，もしくは独自の観
測を行うことが期待できます．
私 は，LCGT (Large Cryogenic
Gravitational-wave Telescope) と呼ば
れていた計画立案初期よりこの計画に
参加し，干渉計の設計検討を進めるな
どの協力をしてきましたが，予算の承

図 2：岐阜県・神岡に建設中の大型低温重力波望遠鏡 KAGRA( かぐら ) の概念図

認と建設の開始を受けて，より本格的
な計画推進に貢献をすることになりま
した．EO(Executive Office) の一員とし

て計画全体を見通すとともに，望遠鏡の全体設計を取

大型低温重力波望遠鏡 KAGRA

りまとめる SEO(Systems Engineering Office) の一員
として 14 あるサブシステム設計や建設計画を取りま

KAGRA は，基線長 3km のレーザー干渉計型重力
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とめるなどのタスクを担っています．現在は KAGRA

の神岡サイトでの掘削工事が進められており，それが
完了する 2014 年度から本格的な干渉計インストー

開発を他の研究機関と協力しながら進めました．
DECIGO(Deci-hertz Interferometer Gravitational-

ル作業が開始される予定になっています．その後，

wave Observatory) は，天体核研究室が中心となっ

2015 年 末 に 比 較 的 簡 単 な 干 渉 計 方 式 で の 初 期 観

て最初に提案された宇宙重力波望遠鏡計画です．3

測運転，干渉計のアップグレードや低温系の導入

機の宇宙機を編隊飛行させることで基線長 1000km

を経て本格観測段階に進む計画です．

のレーザー干渉計を構成する計画で，0.1Hz の周波
数帯に良い感度を持ちます．これによって，宇宙論

宇宙重力波望遠鏡の検討・開発

的距離にある中性子星やブラックホール連星の合体
現象や，インフレーションからの重力波の直接観測

全てが順調に進めば，今から 6 年後頃には最初の

も期待できるなど，究極の重力波望遠鏡とも言え

重力波信号が KAGRA などの地上重力波望遠鏡によっ

る も の で す． そ の 実 現 は 早 く て 2027 年 頃 と 先 の

て観測され，重力波天文学分野が幕を開けることで

話 で す が， そ の 前 哨 衛 星 計 画 で あ る DPF(DECIGO

しょう．その一方で，より本格的な重力波天文学を

Pathfinder) は，既に具体的なミッション提案がされ

発展させるためには，低い周波数帯の重力波観測を

ており，早くて 2016 年頃には実現される可能性も

行うことも重要になります．低周波数帯では，初期

あります．

宇宙や連星から放射された定常的な重力波が観測で

私は，京都大学に着任する前，東京大学において

きると見込まれており，宇宙論的な知見を得ること

超小型宇宙重力波検出器モジュール SWIM μνの開

も期待できます．これは，電磁波による天文学が，

発を進めていました．これは，前述のねじれ型重力

可視光の観測によって幕を開けた後，電波からγ線

波望遠鏡 TOBA を約 8cm の大きさにモジュール化し

までの様々な波長を用いた宇宙の多様な姿の観測に

たものです．このモジュールは JAXA で開発された

よって発展してきたことを考えれば，分かり易いか

小型実証衛星 SDS-1 に搭載され，私が京都大学に着

もしれません．そのような意義のもと，低周波数重

任した直後の 2009 年 1 月に H-II ロケットによって

力波観測のための宇宙重力波望遠鏡の検討と，基礎

打ち上げられました ( 図 3)．その後，ほぼ 1 ヶ月に

図 3：超小型宇宙重力波望遠鏡 SWIM μν試験マスモジュール写真 ( 左 ) と，それを搭載した SDS-1 衛星の写真
( 右・青丸内 )．この写真は，打ち上げ・切り離し直後に主衛星「いぶき」から撮影されたものである
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数日のペースで運用を続けた結果，軌道上・微小重

アです．これは，GCOE シンポジウムなどでの私の

力下での正常な制御動作とでの特性評価，さらには，

講演などを耳にし，量子光学研究室・高橋先生が考

約 6 時間分程度の長時間観測運用も達成することが

案したもので，本 GCOE があったからこそ生まれた

できました．これは，小型装置ではありましたが，

テーマです．この実験では，レーザー冷却された中

世界最初の宇宙重力波望遠鏡を実現した，という成

性原子にさらにレーザー光を照射することで 2 原子

果になっています．

分子を生成する光会合という現象を用いています．
この際，周波数を少しずらした 2 つのレーザー光を

研究分野の融合

用いることで，原子間のポテンシャルを精密に計測
することができます．このポテンシャルから，ニュー

京都大学における私の研究活動では，物理第二教

トン重力以外の重力など，未知の力に対する上限値

室・天体核研究室が受け入れ研究室となって頂いて

を与えることができるわけです．この研究は学生の

おり，私が進める実験研究と，天体核研究室や基礎

博士論文や修士論文のテーマとして進められ，これ

物理学研究所における理論研究の相互理解を深める

までに，重力逆二乗則について，距離 nm のスケー

ことができました．現在，重力波の理論研究・数値

ルにおける独自の上限値を与える，という結果が得

相対論研究分野においては，京都大学は多くの優秀

られています．

な研究者が集結する，世界的にも有数の研究拠点に
なっていると思います．そのような中で，KAGRA

振り返って

などの重力波望遠鏡装置やデータ解析の知識を伝え
ることで理論研究の具体性を高めるとともに，重力

グローバル COE では，特別研究ユニットでの研究

波源の理論的研究や数値相対論研究の知識をもと

という，他機関ではなかなか経験することができな

に，観測装置のアイデアを検討する，といった貴重

い立場で研究を進め，貴重な経験を積むことができ

な機会を得ることができました．それらに加え，私

ました．私は現在，国立天文台・重力波プロジェク

自身が得ることができた最も大きなものは，科学へ

ト推進室に所属し，KAGRA をはじめとした重力波

取り組む姿勢を再認識させられたことです．KAGRA

研究を進めています．京都大学在籍時より大きなグ

のような大きなプロジェクトの建設に携わっている

ループで，計画推進という役割を担うことになりま

と，目の前のタスクをこなすことに精一杯になり，

すが，京都大学で得た知識や経験，特にサイエンス

本来の目的である科学的意義への意識が薄れがちに

に対する姿勢を自分が持ち続けるだけでなく，周囲

なります．天体核研究室では，ゼミや研究会などを

にも伝えていきたいと考えています．約 3 年半の間，

通して，重力波源の研究や数値相対論による重力波

大変お世話になりました．どうもありがとうござい

形の計算，そこから得られる天文学的知見の研究な

ました．

どに継続的に触れ続けることができました．京都大
学・物理教室のアカデミックな雰囲気の影響もあり，
装置開発だけでも机上の空論だけでもない，重力波
天文学というサイエンスへの意識が高められたと思
います．
重力逆二乗則の検証実験においては，新しい分野
融合のアイデアも生まれました．物理第一教室・量
子光学研究室で行われている原子・分子の精密分光
の技術を用いることで，距離数 nm のスケールでこ
れまでにない検証実験が実現できる，というアイデ

10
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特別研究ユニット「場の量子論・弦理論」
研究成果
細道 和夫
基礎物理学研究所

特別研究ユニット「場の量子論・弦理論」では 2009 年 1 月の基礎物理学研究所着任以来、超弦理論お
よび場の量子論の数理的側面に関するさまざまな研究に取り組んできました。ここでは超弦理論とはどう
いったものか、最近の進展に関する話題を交えながら分かりやすく紹介し、最後に本研究ユニットで得られ
た研究成果をご報告したいと思います。

超弦理論・M- 理論とは
超弦理論および M- 理論は、重力を矛盾なく量子化
し素粒子とその相互作用を統一する究極理論の最有力

図 2：弦理論の摂動論

候補と目されています。もともとひもの理論は、ハド
ロンの間に働く強い力を説明する模型として提唱され

超弦理論で素粒子の相互作用を評価するには、ファ

たものですが、1980 年半ばに、超ひもが 10 次元の

インマン図形のかわりに閉じたリーマン面について

超対称な量子重力を記述できることが発見され、

の足し上げを行います（図 2）。ひもの結合定数を gs

IIA, IB, I, Hetso(32), HetE8×E8

とすると、種数（把手の数）h の面の寄与は g 2h-2
を
s

という 5 種類の超ひもの模型が考え出されました。

伴います。ひもの強結合相では h の大きな面が無視
できなくなりますが、h が増えるにつれて、その形に
ついての積分がより困難になり、h≥2 にはほとんど
手が出せません。この困難のために、摂動論に基づ
く超弦理論の進展は停滞した時期がありました。
1990 年代半ばになって、ひもの強結合の問題を解
決する画期的なアイデアが突然発見されました。強
結合する 1 つのひも理論は、弱結合の別のひも理論

図 1：閉じたひもと開いたひも

超弦理論のアイデアは簡単で、素粒子は実は点では
なく、みな「ひも」であるというものです。図 1 の
ように閉じたひもと開いたひもがあり、いずれもおよ
35

そℓs 〜 10 m と非常に小さいのが特徴です。また、
ひもの色々な振動状態を考えることによって、全ての
素粒子を統一的に記述することができます。

図 3： 双対性を通じた超弦理論のネットワーク
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図 4：IIB, IIA 超弦理論および M- 理論のブレーンの一覧（p≤5 のもののみ）

に実は等価である、このような表裏一体の理論のペ

係にある物体として、超弦理論には様々な空間次元

アが相次いで見つかったのです。双対性とよばれる

をもった膜状ソリトン（ブレーン）が存在すること

この関係を通じて、それまで知られていた 5 つの超

が分かっています。空間 p 次元、時間 1 次元に伸び

弦理論はひとつのネットワークをなすことが分かり

たソリトンは p- ブレーンとよばれ、その運動は p+1

ました（図 3）。

次元世界体積上の場の理論によって記述できると考

とくに驚くべきことに、IIA 超弦の強結合領域の物

えられます。IIA, IIB 超弦理論および M- 理論に存在

理から、半径 gsℓs の周期的な 11 番目の次元が見え

するブレーンを表にすると上の図 4 のようになりま

てくるという予想がなされています。この 11 次元の

す。これらのブレーン上の理論を突き止めること、

時空にすむ新しい量子超重力理論は M- 理論と名づけ

およびその量子論的な性質を詳しく調べることが近

られました。M- 理論にはリーマン面の足し上げのよ

年の超弦理論の主要な課題になっています。

うな定義は有りませんが、超弦の双対性などを手掛
かりに様々な研究がなされています。

ブレーンとその力学
双対性の代表的な例として電気・磁気双対性があ
ります。荷電粒子がクーロン力を及ぼしあうのと同
様に、磁荷をもった粒子の間にも引力・斥力が働き
ますが、このとき単位電荷 e と単位磁荷 m の間には
Dirac の量子化条件 em=2π×
（整数）が成り立つので、
単位電荷の間に働く力が強いときは単位磁荷の間の

図 5: 重なった D- ブレーンに付着して運動するひもから非
可換ゲージ対称性が現れる。

力は弱く、逆もまた成り立ちます。このような仕組
みで、双対性のもとで強結合と弱結合が互いに入れ
替わるのです。
超弦の双対性のもとでひもと電気・磁気双対の関

12
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I, IIA, IIB 型の超弦理論に存在する D- ブレーンと呼
ばれる膜状ソリトンは、開いたひもの端点が付着で
きるという特徴をもっています。重い Dp- ブレーン

図 6：4 次元球面 S4 上のゲージ理論 TN, ∑とリーマン面 ∑上の SU(N) Toda 理論の間に、物理量の厳密な対応関係が見つかった。

これは M5- ブレーンの S4× ∑ 1 へのコンパクト化から従うと予想される。

の振動や励起は従って Dp- ブレーンに付着したひも

がもとの 6 次元理論を通じて不思議な関係に従う仕

の運動によって記述できるわけですが、これを詳し

組みが近年注目されています。この例として代表的

く調べると、p+1 次元の超対称ゲージ理論が出てき

なのは、4 次元球面上のゲージ理論の分配関数と 2

ます。同種の D- ブレーンを平行に重ねて配置すると、

次元 Toda 理論の相関関数が厳密に一致するという、

U(N) 群のような非可換なゲージ対称性を実現するこ

いわゆる AGT の関係式です。これが M5- ブレーンの

ともできます（図 5）。

物理から説明できるとすると、4 次元球面に巻きつい

D- ブレーン以外、とくに M- 理論の基本的自由度

た M5- ブレーン集合体は Toda 理論を生じるはずで

である M2- ブレーンと M5- ブレーンについては、開

す（図 6）。しかし、どうしてそうなのか、うまい証

いたひもの量子化のような手掛かりがないため、そ

明が今のところ有りません。

の性質が明らかになってきたのは最近のことです。
近年の理論的進展として特に重要なものに、M2-

最近のトピックス

ブレーンが多数重なった系を記述する 3 次元ゲージ
理論が突き止められたことが挙げられます。この理

ゲージ・重力対応超弦理論は究極理論として、現

論の正体は Chern-Simons 理論と呼ばれる特殊な 3

在の重力理論の抱えている色々な問題を解決してく

次元ゲージ理論に物質場を絶妙に組み合わせたもの

れることが期待されます。例えばブラックホールは

と分かりました。それまで理論家の注意をほとんど

その地平線の面積に比例するエントロピーをもち、

引いていなかった部類の理論でしたが、最近では活

Hawking 温度で粒子を輻射すると考えられています

発に調べられています。

が、量子重力理論のなかでこれらの熱力学的性質が

いっぽう M5- ブレーンの集合体を記述する 6 次元

どう実現されるのか、明らかになるはずです。

の理論は、どのように定式化したらよいか未だによ

同種のブレーンを多数重ねると、その質量や電荷

く分かっていません。しかしながら、その 5+1 次元

によって、大きな計量の湾曲や非零のゲージ場を生

のうち 2 次元をを小さなリーマン面に巻きつけてや

じ、あたかも重力理論の荷電ブラックホールのよう

ると（コンパクト化）、非常に性質のよい 4 次元ゲー

に振る舞います。ブレーンの多体系の運動は、その

ジ理論が得られると知られています。色々なリーマ

上のゲージ理論で記述できると紹介しましたが、こ

ン面についてこの操作を系統的に行うことにより、

れがブラックホールの熱力学の微視的な説明を与え

M5- ブレーンの理解が進むと期待されています。

ることが 1990 年代半ばに発見されました。つまり

複数の M5- ブレーンを色々な空間に巻きつけると、
異なる次元に棲む多様な場の理論が得られ、それら

同じブレーンの多体系について、重力理論とゲージ
理論という 2 つの等価な描像があるわけです。
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ゲージ・重力対応の代表的な例は、4 次元極大超
対称、共形不変なゲージ理論と AdS5 × S5 対応上の

ゲージ理論の数理

IIB 超重力理論が量子論的に等価であるというもので
す（ AdS5 は 5 次元反ド・ジッター空間の略）。これ

D- ブレーンの発見以来、超弦理論とゲージ理論は

は 2 つの理論がどちらも多数の重なった D3- ブレー

相補的な発展をとげてきました。ゲージ理論は D- ブ

ンを記述することから従う予想で、AdS/CFT 対応と

レーンの運動を記述できる重要な枠組みですが、一

よばれます。どちらの理論も高い対称性を持つので、

方でブレーンの複雑な組み上げによって色々なゲー

色々な物理量を精密に計算し比較するための技術革

ジ理論を実現できることも分かってきました（図 7）。

新が絶えず生み出されています。最近は、新しく見

さらに、組み上がったブレーンの絵を眺めてみると、

つかった M2- ブレーン多体系の理論を使って、3 次

ゲージ理論の難問が視覚的に解けている例が数多く

元ゲージ理論と AdS4 空間上の重力理論を比較する研

発見されました。

究も盛んです。

ブレーン上のゲージ理論としては、もっぱら超対

最近はゲージ・重力対応は本来のブレーンの後ろ

称性を持った理論が研究対象になります。素粒子の

盾を離れて、強結合する場の理論と漸近的 AdS な

標準模型では、ゲージ対称性の統一や Higgs 粒子の

空間上の重力理論のあいだに広く成り立つ対応関係

質量を軽く留める機構などの議論に超対称性が活躍

へ一般化されてきています。ただしもともとの動機

しますが、超対称性には色々な物理量の厳密・定量

とはむしろ逆に、場の理論の強結合における解析困

的な計算を可能にするという性質もあります。

難な物理を古典重力理論に翻訳して解析する話題が

この方面で近年話題になっているのが局所化原理

主流です。ゲージ理論と重力理論はいわば統計力学

です。以下では、超対称ゲージ理論と局所化原理に

と熱力学のような関係にあるので、この対応は相転

関する本研究ユニットの最近の研究成果を紹介した

移点・臨界点付近の物理現象をうまく粗視化してユ

いと思います。

ニバーサルな法則を引き出す枠組みになっているの
です。

局所化原理とは一般に、何らかの対称性を備えた
場の理論の経路積分の問題において、非零の積分値
が固定点（対称性で不変な点）からしか生じないと

図 7: ブレーン配位とゲージ理論の関係の例。上のようにブレーンを組み上げると、青いブレーンの上に異なる超対称性 N=4,2,1
をもつ 4 次元 Yang-Mills 理論が実現される。図左で (0123) は D3- ブレーンが x0,…,x3 の方向に伸びていることを表す。
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いうもので、無限次元の経路積分をより簡単な積分あ

を用いて閉じた形に書きあらわすことに成功しました。

るいは数え上げに帰着することが出来ます。この原

2 重 正 弦 関 数 は Toda 理 論 の 相 関 関 数 な ど に も

理を応用して、Kapustin ら (2009) は 3 次元超対称

現 れ、 と く に そ の パ ラ メ ー タ b は Toda 理 論 の

ゲージ理論の 3 次元球面上の相関関数の厳密公式を

Virasoro 中心電荷を決める結合定数と同定されま

与えましたが、我々の論文 [1] および Jafferis(2010)

す。従って我々の成果はもともとの AGT 予想を拡張

によって、この公式が任意の 3 次元 N=2 超対称ゲー

し、M5- ブレーンの物理を理解するより精密な手掛

ジ理論に拡張されました。この結果は 3 次元ゲージ

かりとなるものと位置づけられます。

理論の繰り込み群変換性の研究や、M2- ブレーン多
体系から従う AdS/CFT 対応の検証など数多くの基本

終わりに

的な問題に応用されています。
さらに [2] ではこの公式を 3 次元楕円体

2009 年の着任以来、京都の静かで落ち着いた雰
囲気のなかで存分に研究に打ち込むことができ、研
究生活は大変充実したものでした。基礎物理学研究
所はこの静かな環境にありながら、大小の研究集会

上の場の理論に拡張することに成功しました。b は

が絶え間なく催され常に活気にあふれています。な

丸い球面からの歪み具合を表すパラメータです。

かでも大きな催しは湯川国際セミナー（YKIS）とそ

超球面のような曲がった空間の上の超対称性は

れに付随した滞在型研究会です。1 ヶ月を越える長

Killing スピノルで特徴づけられます。3 次元球面上

い期間、海外の著名な研究者と最新の話題について

には

交流し、また基研の皆さんと一緒に組織・運営にあ
たるなど、大変貴重な経験が得られました。
GCOE 最終年にあたる今年度も実り多い年になる
よう、いっそう研究に励みたいと思います。

に従う標準的な Killing スピノルが存在し、それら
を用いて超対称な場の理論が定式化できます。丸い
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研究室紹介

宇宙物理学教室・理論グループ
スタッフ
教授 嶺重慎
准教授 戸谷友則
助教 野村英子

戸谷友則
野村英子

宇宙物理学あるいは天文学は、その対象が星・惑星から宇宙全体まで、きわめて多岐にわたる分野です。様々な波長で
の宇宙観測技術は日進月歩で発展しており、新しい観測データとそれらの理論的解釈によって新しい宇宙像が次々に明ら
かになっています。宇宙物理学教室の理論グループでは、観測グループと連携しながら、宇宙物理学の様々な分野で理論
的な切り口で最先端の研究に挑んでいます。現在、理論グループは嶺重慎教授、戸谷友則准教授、野村英子助教の三人の
スタッフと、10 名ほどの大学院生や博士研究員で構成されています。その研究対象も、嶺重グループはＸ線連星や活動
銀河中心核のブラックホールとそれをとりまく降着円盤、戸谷グループは超新星、ガンマ線バーストなどの高エネルギー
天体、銀河の形成進化、宇宙論など、野村グループは、星・惑星系の形成や原始惑星系円盤など、実に様々です。嶺重グルー
プの研究内容については 21 世紀 COE のニュースレター 11 号
（GCOE ホームページの
「リンク」
から 21 世紀 COE のペー
ジを辿れば取得できます）に紹介がありますので、今回は主に戸谷・野村グループの最近の研究の一端をご紹介します。

宇宙論：大規模銀河サーベイで迫るダークエネルギー問題
近年の天文観測技術の劇的な進展によって、宇宙観測の精度が格段に向上し、宇宙全体の成り立ちや歴史をこれまで
にない精度で科学的に検証することができるようになってきています。このように、様々な天文観測データを駆使して
ビッグバン宇宙論を検証する分野を「観測的宇宙論」
「実証的宇宙論」あるいは「精密宇宙論」などと呼んでいます。こ
うした精密観測によって明らかになった、現代の宇宙論の最大の問題が「ダークエネルギー問題」です。標準理論によれ
ば現在の宇宙は減速しながら膨張をしているはずなのです
が、何故か膨張速度は加速しているのです。この加速膨張
は、
宇宙膨張を記述するアインシュタイン方程式に「宇宙項」
と呼ばれる項を新たに加えることで説明できますが、必然
性が無いだけなく、その値に不自然な微調整が必要になり
ます。宇宙項は宇宙のどの場所でも同じ値を持つ真空のエ
ネルギー密度という解釈ができるため、この問題を「ダー
クエネルギー問題」と呼んでいます。あるいは、何か未知
のエネルギーを導入するのではなく、基礎となっている一
般相対性理論を宇宙論スケールで変更する必要があるのか
も知れません。いずれにせよ、この問題は物理学のきわめ
て基礎的な大問題であり、この問題を解決することで相対
性理論や量子力学の誕生に匹敵する物理学の大革命につな
がるのではとも言われている、現在最もホットな話題です。
このダークエネルギー問題に迫る有力な観測手段が、大
規模な銀河分光サーベイです。銀河を分光してスペクトル
線の赤方偏移を測定すれば、ドップラー効果で後退速度が
分かり、宇宙膨張則により銀河までの距離が割り出せます。
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図１：スローン・デジタル・スカイサーベイが描き出した、
約 18 億光年までの宇宙の大規模構造。我々の FastSound

計画は、これよりはるかに遠い 120 億光年先の宇宙の大規
模構造を世界で初めて明らかにする予定です。

天球面上の広い領域で多数の銀河の分光を行うことで、
銀河の三次元マップができるわけです
（図１）
。こうした三次元マッ
プから様々な宇宙論的な情報を引き出すことができます。中でも、ダークエネルギー問題に関して最近注目されているの
が、
「赤方偏移空間歪み (RSD) 効果」です。上述の通り、分光して得られる赤方偏移は基本的には宇宙膨張によって銀河
が我々から遠ざかる速度を表していますが、宇宙全体の膨張に加えて「固有速度」と呼ばれる、個々の銀河が持つランダ
ムな運動速度成分もあるため、赤方偏移だけから距離を計算すると真の値からわずかにズレが生じます。これが、銀河分
布の三次元パターンに現れます。固有速度は銀河がより大きな宇宙の大規模構造に重力で引かれて落ち込んでいくために
生じます。つまり、この効果を測定すれば、宇宙で大規模構造が成長していく速度を直接測ることになるわけです。
さて、ダークエネルギー問題は一般相対性理論の変更が一つの解決策と述べましたが、一般に重力理論である一般相
対性理論を変更すると、構造形成の成長スピードも変わるはずです。従って、この RSD 効果を用いて成長速度を測定し、
種々の修正重力理論と比較することで、ダークエネルギー問題に迫ることができるわけです。このような理由で、現在、
世界で様々な銀河サーベイが計画され、実行されています。すでに近傍宇宙（つまり、時間で言えばほぼ現在の宇宙）
では広範囲の分光サーベイが行われています。次の目標は、より遠方（つまり、より昔の宇宙）でサーベイを行い、宇
宙大規模構造の成長速度の時間発展史を明らかにすることです。現在、京都大学の宇宙物理学教室が中心となって進め
ている FastSound 計画もその一つです。京大グループが開発した、すばる望遠鏡の新観測装置 FMOS を使い、30 平方
度にわたる領域で１万個もの銀河を分光し、赤方偏移１を越える最遠方の銀河三次元マップを作成する計画です。今年
になって正式にすばる望遠鏡の戦略枠プログラムとして採択され、今年と来年度の２年間にわたってサーベイを遂行中
です。これは、日本が主導するものとしては初めてとなる宇宙論目的の大規模銀河分光サーベイです。我々が測定する
構造成長速度は、果たして一般相対性理論と一致するでしょうか？あるいは何か別の重力理論を支持するような結果が
出てくるでしょうか？乞うご期待です。

超新星やガンマ線バーストで探る遠方宇宙
太陽よりおよそ８倍以上重い大質量星は、その一生の最後に中心コアが重力崩壊し、超新星爆発を起こします。さらに、
非常に稀ですが、中心に誕生したブラックホールへ落ち込むガスの一部が、ほぼ光速のジェットと呼ばれる外向きの質
量放出を起こすと、そのジェット方向の観測者にはガンマ線バーストと呼ばれる強力なガンマ線放射現象として観測さ
れます。ガンマ線バーストは稀な現象ですが非常に明るいため、宇宙論的な遠距離からでも観測できます。宇宙では遠
くを見ることは過去を見ることですから、ガンマ線バーストは初期の宇宙を探る貴重な道具になっています。実際、現
在までに認められている最遠方天体は、赤方偏移 z=8（波長が９倍に延びて見える、宇宙誕生後６億年の時代）のガン
マ線バーストで、他の遠方天体である銀河やクエーサーを凌駕しています。我々のグループでは、こうした超新星やガ
ンマ線バーストに関する研究も多角的に推進しています。
特に、これらを道具として使った銀河進化や宇宙論の研究
に重点を置いています。
例えば、2005 年に発生した当時最遠方のガンマ線バー
ストをすばる望遠鏡で観測した光学スペクトルを解析し、
宇宙誕生後９億年という初期の宇宙の水素ガスの電離状態
の測定に成功しました。宇宙の通常物質の大半を占める水
素は、宇宙誕生後４０万年の「宇宙の晴れ上がり」期に一
度中性原子となりましたが、現在の宇宙では再び電離して
おり、
「宇宙再電離」がどこかの時点で起こったとされてい
ます。この測定により、この時代の宇宙がすでに電離され
ていたことが初めて分かりました。ガンマ線バーストを宇
宙再電離の研究に応用した最初の例となりました。
また、すばる望遠鏡による遠方超新星探査にも参加してお

図２：すばる望遠鏡で発見された、
当時最遠方の Ia 型超新星。
2008 年 6 月の画像に出現しているのが見える。
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り、昨年は Ia 型と呼ばれる超新星の最遠方記録を更新しました（図２）
。この Ia 型超新星は明るさがほぼ一定で、標準光
源として遠方天体の距離測定に使われます。上述した宇宙の加速膨張の発見にもこの手法が大きな貢献をしています（昨年
のノーベル物理学賞）
。この Ia 型超新星は大質量星の重力崩壊ではなく、連星の中の白色矮星が爆発的に核融合反応を起こ
して爆発すると考えられていますが、具体的にどういう連星が Ia 型超新星になるかはまだよくわかっていません。我々は、
様々な銀河での Ia 型超新星の発生頻度を調べることで、星形成から Ia 型超新星まで進化する時間の分布が t-1 のベキ則に
なることを発見しました。これは、Ia 型超新星の母天体を探る上で大変重要なヒントになるもので、注目を集めています。

原始惑星系円盤から太陽系・系外惑星系へ
惑星系は、原始惑星系円盤と呼ばれる、若い星の周囲を取り巻く円盤内で形成されると考えられています（図３）
。太
陽系の惑星がほぼ同一平面上に軌道を持つことから、惑星系が円盤内で形成されることが昔から理論的には示唆されて
きましたが、実際にそのような天体が観測されるようになったのは 1980 年代のことです。特に最近では赤外線・電波
観測技術の向上により高空間分解能・高分散観測が可能になり、原始惑星系円盤を構成するガスやダスト ( 塵 ) の詳細
観測が急速に進展し、円盤の物理・化学構造、ひいては円盤内における惑星形成過程の観測的検証が進みつつあります。
特に、昨年初期運用を開始した、日米欧共同プロジェクトの大型ミリ波・サブミリ波干渉計 ALMA は、既存の電波望遠
鏡とは桁違いの性能で高感度・高空間分解能観測を可能にし、今後の数年間で原始惑星系円盤の描像を大きく変化させ
ると期待されています。一方で、1995 年の太陽系外惑星の発見は近年の天文学上の大発見の 1 つであり、その後の観
測手法の急激な発展と、特に最近のケプラー惑星探査衛星の活躍により、現在までに 3000 個以上の惑星候補天体が発
見されています。これにより、
太陽系の惑星だけでは不可能であった、
惑星形成の統計的性質を議論することが可能になっ
てきました。また、これまでに発見された系外惑星系の中には、質量や公転軌道、密度などの点で太陽系内の惑星とは
大きく性質の異なる惑星が発見されており、このような惑星系の多様性や統計的性質を説明し得る、汎惑星形成論の構
築が求められています。
我々のグループでは、このような近年の原始惑星系円盤や系外惑星観測の進展を背景に、原始惑星系円盤内のガスやダ
スト進化、またその化学進化に関する理論的研究を行っています。円盤内において、ダストが合体成長して地球のような
固体惑星および木星のようなガス惑星のコアを形成し、さらに円盤中のガスがコアに降着してガス惑星を形成します。ガ
ス惑星形成後、円盤内に残っていたガスが散逸すると、現在の太陽系や系外惑星系のような惑星系になると考えられてい
ます。しかし、この惑星形成論の第一段階
においてダストから微惑星 ( 固体惑星を形
成する前の段階の、キロメートルサイズの
小惑星のような天体 ) を形成する過程につ
いて、また、惑星系形成の最後においてガ
スがどのような機構で散逸するかについて
は、実はまだよくわかっていません。一方
でこれらの過程は、原始惑星系円盤の赤外
線・電波観測によって観測的検証が可能な
過程でもあります。円盤内における化学進
化は、我々の生命起源も含め、太陽系内物
質の起源を探る上での鍵となります。
「は
やぶさ」や「スターダスト」など、最近
の太陽系内物質のサンプルリターン・ミッ
ションや隕石分析により、アミノ酸の存在
も含め、小惑星や彗星を構成する物質の詳
細な化学的性質が明らかになってきていま
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図３：原始惑星系円盤進化と円盤内における物理・化学素過程の概略図。

す。またそれらの結果は、太陽系が形成された円盤について、例えば、円盤内において大規模な物質移動があったことを
示唆しています。一方で先述の大型ミリ波・サブミリ波干渉計 ALMA は、原始惑星系円盤ガスの様々な分子輝線の観測
を可能にすると考えられます。円盤化学進化モデルは、原始惑星系円盤で観測される物質から太陽系内物質までの進化を
探ったり、また、ALMA で観測された分子輝線から円盤物理・化学構造に関する情報を引き出すのに非常に有効です。以
下に、我々のグループにおける具体的な研究内容を紹介します。

若い星団内における原始惑星系円盤の光蒸発
惑星系形成の最後において原始惑星系円盤からガスを散逸させる機構の候補の１つに、光蒸発と呼ばれる過程がありま
す。これは、円盤の中心に存在する若い星が放射する強い紫外線や X 線により円盤表層部のガスが加熱され、ガスがそ
の熱エネルギーで中心星の重力を振り切って星間空間へ放出し続ける、という過程です。特に若い星団内においては、大
変強い紫外線を放射する大質量星が近接することが多く、この光蒸発過程はより有効であると考えられます。太陽系もま
た、誕生した当時は星団内に存在しており、大質量星の影響を受けていた可能性が示唆されています。我々のグループで
は、大質量星に照射された原始惑星系円盤の進化を研究しています。星団内で近傍の大質量星に照射された円盤では、孤
立系における円盤とは異なり、光蒸発によるガス散逸は外縁部から起こるとが理論的に示されています。太陽系外縁部の
氷惑星にガスが少ないのは、光蒸発による円盤ガス散逸が原因の 1 つなのかもしれません。現在の太陽系の近くに存在
する星形成領域は主に孤立系のため、これまでは孤立系における星・惑星形成過程の研究が主流でした。しかし、星の多
くは若い星団内で形成されることが観測的に示唆されており、また ALMA は、太陽系から少し距離の離れた若い星団内
の原始惑星系円盤の詳細観測も可能にすると考えられています。今後、若い星団内における星・惑星系形成の研究が理論
的・観測的に進展すれば、孤立系では観測的検証が困難であった光蒸発の素過程の解明が進むと期待されます。また、大
質量星からの距離に応じた円盤進化の変化の研究は、系外惑星の多様性の解明にも繋がるかもしれません。

原始惑星系円盤における化学進化と有機分子生成
星間空間における分子種は、特に電波観測が始まった 1970 年代からその発見数が増加し、現在では 170 種を超える
分子種が発見されており、最大のもので 13 原子を含む分子が見つかっています。視直径の小さい原始惑星系円盤は観測
が難しく、今はまだ余り多くの分子種は見つかっていませんが、今後 ALMA により、より複雑な分子種が数多く検出さ
れると期待されています。低温のため、気相では活性化エネルギーを持つ化学反応が進み難い星間空間において、複雑な
有機分子は主にダスト表面反応を介して生成されると考えられています。星間空間においてはまだ検出が確認されていま
せんが、アミノ酸もまたダスト表面反応を介して生成されると思われています。一般に星間空間における化学反応は紫外

図 4：元 GCOE 研究員 Dominikus Heinzeller による原始惑星系円盤ガス中の H2O( 左図 ) および NH3( 右図 ) 存
在量の空間分布の計算結果。乱流拡散により、円盤内縁部において H2O や NH3 が豊富な領域が拡大している。
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線量やガス・ダスト温度に強く依存しますが、主な加熱源・紫外線源が中心星である原始惑星系円盤内では、円盤内縁か
ら外縁にかけて、また円盤赤道面付近から上層部にかけて紫外線量やガス・ダスト温度が大きく変化し、実に様々な化学
反応が起きていると考えられます。我々のグループでは、中心星からの照射を考慮した円盤物理モデルに基づいて円盤全
体の化学進化を研究しています（図４）
。円盤外縁部では低温で、気相分子はダスト表面に凍結してダスト表面反応が進
むと考えられます。円盤半径 ~100AU 以遠の低温領域 (T=10-20K) ではダスト表面を動き回ることができるのは主に質
量の小さい水素のみで、原子や分子に水素が付加する反応が進みます。これに対し、円盤半径数十 AU のやや暖かい領域
(T=30-40K) では、やや大きな分子種もダスト表面を動き回ることができるようになり、かつ、分子がダスト表面から蒸
発するほどは温度が高くないため、複雑な有機分子種を生成する反応が進むと考えられます。この領域は彗星滞在領域に
相当し、この領域で生成された複雑な有機分子種が彗星と共に地球に運ばれ、さらに複雑な高分子を生成する元になった
のかもしれません。また円盤外縁の中層部においては、中心星からの紫外線によりダスト表面で生成された分子種の一部
が非熱的に気相に脱離し、分子輝線により観測が可能になります。一方で円盤からの分子輝線の観測は、円盤物理量に対
しても制限を与えると考えられます。円盤内のガス流やダスト進化は、気相反応やダスト表面反応を介し、円盤化学構造
に影響を与えます。今後の ALMA による分子輝線観測は、円盤内の物理・化学構造に強い制限を与え、惑星形成論や太
陽系内物質の起源の検証に役立つと期待されます。

編集後記
私はニュートリノの実験に携わっています。ニュートリノ
と言えば、昨年から “ 光速を超えた（ように見える）” とい

アには「ニュートリノ光速超え撤回」ばかり取り上げられて、

う報告が世間を騒がせました。テレビでも取り上げられ、光

１年以上開催準備をしてきた私たちとしては何とも…。

速超えの影響、恐るべしという感じでしたが、このニュース

ところで、
「ニュートリノ光速超え（かも）
」という発表が

レターでも取り上げようかという話が編集委員会でありまし

あって以来、それを説明する理論が、連日、数十編という勢

た。私としては「そんなんあり得へん。
（多分）実験が間違っ

いでプレプリントとして発表されました。
（ほとんどの）実

ている」ということで、取り上げるのを反対し、無事（？）

験屋は、間違えたら「腹切り」くらいの覚悟でデータを解析

取り上げられなかった訳ですが、京大 GCOE も後援した６

しています。また、物性や天文など多くの分野では、理論屋

月の「第２５回ニュートリノ・宇宙物理国際会議」で当該実

も、
「基礎となる理論」に矛盾しない模型を作っているかと

験グループが「ケーブルの接続が甘かった」として結果を撤

思います。ところが、素粒子論やビッグバン以前の宇宙論に

回することで一件落着しました。この国際会議、600 名以

なると正しい「基礎となる理論」がないので、どんな模型で

上の参加の大規模な会議で、京都大学の参加する実験 (T2K

も計算間違いでもしないかぎり、OK で言ったもん勝ちです。

実験 ) や中国、韓国、フランスの原子炉の実験によって、長

ずるいよなあと思いつつ、いつかちゃんとしたすごい実験結

い間未発見であった “ 第三のニュートリノ振動 ” 発見という

果で、理論屋さんを翻弄したいものです。
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