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1.

普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学

2008 年 11 月 30 日、京都大学百周年時計台記念館にて京大グロー
バル COE 主催による第１回市民講座「宇宙と物質の謎に迫る」が行わ

研究室紹介

れました。これは昨年度まで 21 世紀 COE プログラム「物理学の多様
量子光学研究室

性と普遍性の探求拠点」の主催で５回にわたり開催されてきた市民講

高橋義朗 …12

座の後を引き継ぐもので、講演に先立ち、本年度から新たにスタート
したグローバル COE（GCOE）リーダーの川合光教授（物理学第二教室、
素粒子物理学）からご挨拶がありました。
GCOE プログラムでも使用されている「創発」という言葉はもともと非
線形や物性の分野から生まれたもので、
「基本法則からは容易に演繹でき
ない新しい現象の発現」という思想を表しています。例えば我々の周りの
すべての現象は原理的にはすべて基礎方程式によって記述されますが、物
理学はこの基礎方程式から現象を予想してきたのではなく、少なくとも歴
史的には単純な基礎方程式から分からないような現象が様々な階層（素粒
子・生命・宇宙）で発現してきました。先にノーベル物理学賞を受賞され
た南部先生が見つけられた「対称性の破れ」も、超伝導などの分野で創発
した現象を素粒子の世界で理解されたものでした。異なった階層にまたが
る普遍性とそこで起こる創発性の共存によって物理学が発展してきたとい
う経緯をここでもう一度認識し直し、様々な分野に貢献しようというのが
本 GCOE の理念です。今回の講座で扱わ
れた物性物理学、宇宙物理学、素粒子物
理学というミクロからマクロに広がる分
野はまさにそのような意味で普遍的な創
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発を扱っていて、本 GCOE の市民講座と
図１ ： 会場の様子

して相応しいものだったと思います。
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2.

やわらかな物質の物理

−液晶ディスプレイから生体構造まで−

同じ状態であると言えますが、向きが揃っているという
意味で液体とは異なります。この配向は分子が並進方向
の動きやすさを獲得するメカニズムによって引き起こ

「やわらかな物質の物理学」、この聞き慣れない言葉

されると考えられていて、この性質のおかげで分子は液

から一体これはどんな物理学なのだろうと想像力をか

体的な性質と固体的な性質を獲得するのです。例えば液

き立てられます。実はこの分野、副題にもあるように

晶分子の電場で可変な流動性（液体的）と光の伝播特性

液晶ディスプレイから生体構造まで幅広く私たちの生

（固体的）な性質を利用したのが液晶ディスプレイです。

活に影響を

しかし、このような液晶が生体構造のようなより大きな

与えている

構造を作るメカニズムについてはまだよく分かっていませ

最先端の物

ん。分子は分子間力などによって相互作用していますが、

理学なので

それらは近距離（〜 10nm）にしか働かず、より大きく複

す。 今 回 は、

雑な構造を作る事が出来ないのです。そのような困難を

私たちの生

解決する長距離的な力として、山本教授は弾性相互作用

活に潜む「や

という力を紹介されていました。液晶の中に粒子をいく

わらかな物

図 2 ： 講演する山本教授

つか入れると、粒子の周りでは液晶が垂直に配向すること

質の物理学」について山本潤教授（物理学第一教室・

が知られています。液晶粒子は配向している方が安定なの

物性物理学）
に分かりやすく説明していただきました。

で、この粒子周りの歪んだ配向によるフラストレーショ

レジ袋などに使われているポリマー、化粧品や薬品

ンが粒子に長距離的な相互作用を与えるというのが弾性

に使われるエマルジョン、生体の中にあるような脂質膜や

相互作用の考え方です。これによって分子間力に比べて十

細胞膜など、私たちの周りにあるこれらの物質を総称して

分長距離な力（数μm〜）を与える事が可能になります。

「やわらかな物質＝ソフトマター」と呼びます。これらは

この考え方はもう少し小さいスケール（数 nm 〜）でも応

液体と固体の中間的な状態を持つもので、すべてが「液

用可能で、
nm スケールにおいても液晶の乱れによる力（協

晶」というキーワードでつながっています。そのような

同的相互作用）が生じる事が最近分かってきました。こ

例として生体構造を考えてみると、脳細胞や視神経は

の力を利用すれば、局所的に秩序の乱れた状態を作り出

ほとんどが液晶状態にあると言えるでしょう。液体は

す事でその周りのポリマーなどを集める事が可能になり

無秩序で構造を維持出来ず、固体では固くて生命活動

ます。これを「分子マニピュレータ」と呼び、任意の分

を担えず、その中間にあるような状態が巨大でヘテロ

子濃度分布を作成する事で特定の分子を特定の方向に輸

な階層構造を作ることが出来るのです。全く意思を持

送する事が可能である事から、応用が非常に期待されて

たない多種多様な分子が集まって二分子膜を作り、神経

いる現象になっています。



の軸索を作り、様々な階層構造を作りながら人間を作る

山本教授は、他に液晶を利用した応用例として構造色

…分子や人体の研究は進んでも、それらの構造の基礎に

を使ったものにも触れられていました。レーザー（輻射・

なっているソフトマターの研究はまだ未開拓の部分が

発光）
、空の色（回折）
、シャボン玉（干渉）など、私たち

多く、このような液晶状態を詳しく調べる事によって新

の周りでは様々な現象に由来する色を見る事が出来ます

しいメカニズムを考えて行く事が山本教授の目標です。

が、これらに加えて構造色と呼ばれる色の発生のメカニ

ではここで液晶状態について秩序の観点からもう少

ズムがあることが知られています。これは結晶のような

し詳しく見てみましょう。液体とは分子が自由にブラウ

一定の間隔で整列した構造に光を当てると、構造の間隔

ン運動をしている状態で、固体はその分子が相互作用に

に応じた波長の光が散乱されるという現象（ブラッグ散

よって規則的に配列している状態です。その中間の状態

乱）を利用したもので、ある種の昆虫などにみられます。

であるものとして例えばネマティック相と呼ばれる液

最近試作発表された高速ブルー相ディスプレイと呼ばれ

晶状態を考えると、これは長細い分子がある程度秩序を

る液晶ディスプレイは、コレステリックブルー相とよば

持った配向をしている状態としてとらえられます。この

れる可視光の波長程度の螺旋状構造を作る液晶を利用し

分子の重心に着目するとその分布はランダムで液体と

て作られたものだそうです。
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このように様々な分野で発展を続ける液晶ですが、そ

が渦を巻いている形をしていることから「渦巻銀河（円

の応用は工学分野にとどまらず、医学においてもドラッ

盤銀河）
」と呼ばれ、他にも渦巻銀河に棒状の構造をと

グデリバリーシステム（DDS）と呼ばれる研究が進んで

もなった「棒渦巻銀河」
、円盤状ではなくミカンのよう

いるそうです。例えば典型的な抗がん剤はミセルと呼ば

に膨らんだ形をした「楕円銀河」など、その種類は様々

れる脂っこい物質から出来ていますが、このような物質

です。円盤の大きさは約 10 万光年で、そこに 1000 億

は人間の免疫機能によって対外に排除されてしまうた

程度の星があると考えられています。

め、
その周りをシェルによって保護する必要があります。

宇宙の研究はスケールの大きな構造がたくさん出てく

しかしながら完全に保護された抗がん剤というのは逆

るのであまり実感が湧きませんが、太田教授はたとえ話を

に薬が外に拡散しないという問題があるため、抗がん剤

使って宇宙の概観を分かりやすく説明されていました。

を液晶化する事で薬の出入りを制御しようという研究

まず太陽系から

が進んでいるのだそうです。血管壁を通過してがん細胞

考えてみましょ

に到達するような小さな液晶状態を作るのにまだ克服

う。太陽を直径

すべき困難はありますが、着々と研究は進んでいます。

30cm のスイカ

まさに液晶ディスプレイから生体構造まで、幅広い分

に例えると、地

野に応用可能なソフトマター物理の今後に期待です。

球はスイカか

3．銀河の誕生と成長の謎に迫る

ら 65m 先 に あ
図４ ： 講演する太田教授

る 3mm の玉に

続いて講演の内容は私たちの日常から宇宙へと移動

なってしまいます。海王星においては、1cm の大きさのも

し、
「銀河の誕生と成長の謎に迫る」という壮大なタイ

のがスイカから 1960m も離れている描像になります。太

トルで太田耕司教授（宇宙物理学教室）に銀河の謎を話

陽系は非常にスカスカなのです。では太陽系を離れて恒

していただきました。

星（太陽のように自ら輝いている星）に目を向けてみると、

そもそも銀河とはどのようなものなのでしょうか。銀河

太陽に一番近い恒星はどの辺りにあるのでしょうか。先ほ

は星の集団と言われますが、その姿は非常にバラエティー

どのスイカのたとえを使えば、最も近い恒星で 17000km

に富んでいます。私たちが「銀河」と聞いた時に想像する

と、地球の反対よりも少し遠いほどの距離になります。

アンドロメダ銀河（M31）のような銀河は、円盤状に星

この縮尺では銀河の大きさは太 陽 系 程 度 の 広 が り

図３ ： 銀河の分類

Copyright (C) 2004 Pearson Education,publishing as Addison Wesley
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実際に、宇宙初期の密度揺らぎから銀河の集団が生まれ
る様子はシミュレーションで確かめられており、そのよ
うな生まれたての銀河を実際に観測で見つけるという
ことが非常に大事になってくる訳です。
よく知られているように遠くの天体ほど過去の光を見
ている事になるので、過去の銀河、すなわち遠くの銀河
を見つけ出そうという研究が現在盛んに行われています。
ただ、遠くの銀河を見つけると言っても、望遠鏡で宇宙
を見た時にどの銀河が遠くにあり、どの銀河が近くにあ
るかというのを調べるのは非常に大変です。よく使われ
図５ ： 銀河同士の衝突

る方法は、分光観測でスペクトルを取る事によって銀河

になるので、銀河もまた太陽系と同じようにスカスカだと

までの距離を見積もる方法です。近くにある銀河と遠く

いうことが分かります。ではさらに縮尺を変えて銀河を L

にある銀河のスペクトルを比較すると、遠くの銀河ほど

サイズのピザ（〜 30cm）にたとえると、隣の銀河（アン

宇宙膨張によって地球から速く遠ざかるので、
ドップラー

ドロメダ銀河）までの距離はどの程度になるのでしょう

効果によって特徴的な輝線（H α線など）の波長が遠い

か。今度はアンドロメダ銀河までの距離が 6,7m 程度と、

銀河ほど長く観測されます。これは宇宙膨張を利用した

意外にも銀河同士はそれほど離れて分布していないのです。

推定方法で銀河までの距離を正確に出す事が出来ますが、

そのため、銀河の世界では銀河同士が衝突するという事が

一つ一つの銀河に対してこの方法を使うと “ 日が暮れる ”

度々起こります。ただ実際には銀河は非常にスカスカなの

ほど多くの時間が必要になるという問題点もあります。

で、銀河同士が衝突してもその中にある星同士が衝突する

そこで現在盛んに使われているのが、多色撮像による

心配はしなくてもよさそうです。今回太田教授が講演さ

手法です。銀河と銀河の間には銀河間ガス雲（主成分は

れた 125 億光年先の銀河はピザのたとえを引き継ぐと、

水素）と呼ばれるガスが漂っていて、遠方銀河からの光

約 90km 先の話です。

はこの水素ガスによる吸収を受けています。水素原子の

ではこのような銀河はどのようにして生まれ、
どのように成長する（星を生み出していく）ので
しょうか。まず成長について考えてみると、渦巻
銀河には星とともに大量のガスや塵（ダスト）が
回っていますが、ガスや塵が渦巻の腕にさしかか
ると密度が上昇する事が知られていて、そのよう
な密度の高いガス（主に水素ガス）の中で星が誕
生すると考えられています。このように銀河中の
ガスから星を作り出しながらじわじわ成長する
というモードは基本的な銀河の成長として理解さ
れています。もう一つ銀河の成長モードとして考え
られているのは、銀河の衝突です。銀河同士が
衝突すると、お互いが持っているガスが衝突して
密度の高い状態が生まれ、そこで星形成が行わ
れるという訳です。銀河の誕生については、宇
宙初期に存在したガスに非常に小さな密度揺ら
ぎがあって、それが重力によって成長するとい
うシナリオが考えられており、この研究は計算
機の発達によって急激な進歩を遂げています。 図６−１、 ６−２ ： 多色撮像による遠方銀河探査の原理
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ライマンα線より短波長側ではこの吸収が顕著になりま

て生まれた理論ですが、

す。そこでこの吸収に着目すると、
いくつかの波長帯（バ

等価原理を出発点とし

ンド）で銀河を撮像することによって、ある波長帯では

て、様々な仮定を入れる

銀河が暗くなって見えなくなる事があります。どの波長

事もなく数学的な変形だ

帯で銀河が見えなくなるかを調べる事によって、分光観

けで理論が完成している

測と同様の原理からドップラーシフト量が求まり、銀河

事から非常に美しい理

までの距離がある程度正確に推定出来るのです。分光観

論体系になっています

測より精度は落ちますが、多くの暗い銀河を同時に観測

（有名なランダウ・リフ
シッツの理論物理学教

出来るという強みを持ち、遠くの銀河を見つける事に貢

図８ ： アインシュタイン東大講演 1922

献しています。この手法では、125 億光年ほどの距離に

程『場の古典論』でも「一般相対性理論は様々な理論の

たくさんの銀河が見つかってきました。その性質は、星

中で一番美しい理論だ」と述べられています）
。一般相対

の数では現在の銀河の 20 分の 1 倍、サイズでは 5 分の

論においては重力などの力はすべて時空のゆがみとして

1 倍程度と、いわば「赤ちゃん銀河」とでも言うべきも

幾何学的に扱われ、これによって太陽の周りの光の屈折、

のです。観測技術の発達によって過去の銀河がたくさん

水星の近日点移動、膨張宇宙の解、ブラックホールなど

見つかって来ていますが、これらの銀河が果たして渦巻

様々な予言がされましたが、それらは現在ほとんど検証

銀河になるのか、あるいは楕円銀河になるのかといった

されており、理論の完成度の高さを伺わせます。

進化の歴史はまだほとんど分かっていないのが現状です。

このように 20 世紀の物理学の柱を作ったアインシュ

今後は 30m 級の望遠鏡など大規模な観測装置を建設

タインの貢献がいかに大きいかという事はよく知られてい

する計画があり、銀河の進化がより詳細に調べられると

ますが、その後アインシュタインも取り組んだ素粒子論は

の事です。クイズ形式で進んで行く講演が非常に分かり

彼とは別の方向に進んで行くことになり、晩年は時代か

やすいと観客の方に評判でした。

らずれてしまって恵まれた成果を出す事ができませんで

4.

した。量子論に大きな貢献をしたにもかかわらず後に懐

アインシュタインと宇宙の謎

疑的な立場を取ったのは有名な話ですが、他にも重力と

今年度は、素粒子物理学分野における南部・小林・益

電磁気力の統一に失敗したことも彼の晩年の行き詰まり

川氏らによるノーベル物理学賞の受賞が大きな話題にな

を象徴する出来事でした。この重力と電磁気力は、後に

りました。大型加速器 CERN の運用も始まるなど、現在

カルツァなどによって５つめの次元を導入する事で統一

も発展を続け

が試みられ、５次元の計量の中に４次元の一般相対論の

る素粒子物理

テンソル（重力）と４次元のベクトル（電磁気力）を含

学の歴史と最

むようなカルツァ−クライン理論が作られました。また

新の成果につ

この時代には素粒子論には別の方面で発展がありました。

いて江口徹教

中間子論から QCD（量子色力学）が生まれ、電磁気力に

授（ 基 礎 物 理
図７ ： 講演する江口教授

学 研 究 所・ 素

粒子物理学）に説明していただきました。
まずアインシュタイン奇跡の年と呼ばれる 1905 年に
遡ってみましょう。この年はアインシュタインによって特
殊相対性理論、後に量子力学の基礎となる光電効果の研
究、統計力学に大きな影響を与える事になるブラウン運
動の研究の三つの有名な論文が発表された年です。ま
た 1916 年には、重力の理論を幾何学的に説明しようと
する一般相対性理論が発表されました。これは慣性質量
と重力質量が一致するという等価原理を指導原理とし

図９ ： カルツァ−クライン理論
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繰り込み理論が導入されて電磁気力と弱い相互作用が統

その中でも最近の大きな進展として、D ブレーンの発見

一されたのです（ワインバーグ・サラム模型）
。これら

がありました。
これは10次元時空中の超平面
（Dブレーン）

の理論はすべてゲージ理論と呼ばれる枠組みで理解す

に局在したゲージ理論が存在しているもので、この理論で

ることができ、
ミクロな世界の力（核力や弱い相互作用）

「開いた弦」は端が D ブレーンに張り付いているという描

を扱っているのが大きな特徴となっています。
ミクロな相互作用を扱ったゲージ理論は特殊相対性理

像として理解されます。D ブレーン上に局在したゲージ
場を作り出す事が可能で、このブレーンに張り付いた弦

論と量子力学の融合に成功しましたが、一方でアインシュ
タインが格闘していた重力という力は巨視的な現象は正し
く記述出来たものの、微視的な領域では理論の破綻を生じ
てしまう厄介な力です。具体的には、一般相対論は繰り
込みが可能な理論ではなくこれをそのまま量子論的に取
り扱おうとすると物理量の発散が取り除けずに意味のな
い結果を生むのです。しかしながら、膨大な物質が極微
な空間に押し込められているビックバン直後の宇宙やブ

図１０ ： D ブレーンと開いた弦

ラックホールを扱うためには、ミクロな世界における重

の基底状態はゲージ粒子に対応しています。そこで最近

力理論がどうしても必要になります。この理論は長い試

ではこのようなモデルのもと、私たちの住む世界が４次元

行錯誤の歴史があり、そのような意味でアインシュタイン

的に広がったブレーンである可能性が追求されていて、宇

の失敗は彼の問題意識の深さにあったのかもしれません。

宙の創世をブレーン（反ブレーン）同士の衝突で表現出来な

現在ではこの難問を解決する有力な候補理論があり、

いかといった意欲的な研究がされているそうです。

それが超弦理論と呼ばれている理論です。この理論は

超弦理論は、ブラックホールのエントロピーの導出

先日ノーベル賞を受賞された南部陽一郎氏などの研究に

（ベッケンシュタイン・ホーキングの公式）に成功するな

よって発展したもので、素粒子を開いた弦と閉じた弦に

ど大きな成果をあげつつありますが、一方で克服する

よって理解しようとするものです。ここで登場する「弦」

べき困難もたくさんあります。超弦理論はボソンとフェ

-35

は大きさがプランク長さほど（〜 10 m）に小さいため

ルミオンが常に対になって現れる超対称性に依拠して

点状の粒子としてとらえる事が可能です。具体的には開い

いますが、自然界ではこのような超対称性は破れた形

た弦の基底状態からは質量スピン１質量０のゲージ粒子

で存在しており、これを説明する機構が必要です。ま

（例えば光子など）が、励起状態からは質量の大きな粒子

た超弦理論では非常に多くの真空（〜 10300 個）を持ち、

がそれぞれ生まれ、閉じた弦の基底状態からは質量０でス

そのほとんどが負で大きな宇宙項を持っていています。

ピン２の重力子（重力を伝える粒子）が生まれます。この

これは、理論によって正の宇宙項を持つような宇宙（私

ようにして二種類の弦を使う事でゲージ理論と重力理論を

たちの宇宙）を再現する事が非常に困難である事を意味

統一的に理解する事が可能になるという訳です。

します。このように壁にぶつかりつつも超弦理論は少し

ところでこの理論に登場するひもは 10 次元時空に存
在しています。理論が４次元にならないのは一見奇妙に
見えますが、これはカルツァ−クライン流の考え方で捉え
れば、時空は 4 次元方向に大きく広がっていて残りの



ずつ進歩してきました。今後、超弦理論が宇宙の創世を
解き明かすような理論になるのか注目です。

5. アンケート集計

６次元の部分は小さくまとまっているという解釈が可

GCOE プログラムがスタートして第一回目の市民講

能です。この６次元の部分はいわば素粒子の内部空間と

座は、百周年時計台記念館のホールをほぼ埋め尽くす

でも言えるもので、ここから素粒子の持つ様々な量子数

ほど多くの方々にお越しいただきました。ノーベル賞

や世代の起源が説明出来るのではないかと期待されて

効果でしょうか、物理学に対する市民の方々の関心の

いるのです。実際に数学的な立場からカラビ−ヤウ多様

高さが伺えました。今回は来場された方にアンケート

体というものを考える事によって、この内部空間に迫

を実施し、１８９名の方に回答をいただいたので、その

ろうとするなど詳しい研究が数多くなされています。

結果と講演に対する感想をまとめます。
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無職・退職者
会社員
中学生
高校生
学生
大学生・院生
不明
教諭
公務員
自営業
その他
図１１ ： 年齢 ・ 性別来場者数

42
40
34
11
9
5
18

7
11
11
5

表１ ： 職業別来場者数

まず来場者の内訳は、図 11 の通りで、非常に幅広い年齢層の方々にご参加いた
だきました。職業別では表 1 のようになります。
特に、退職をされて生涯学習の一環として参加された方が多かったような印象で
した。他にも意欲的な中・高生など、最先端の内容に触れようと実に様々な方がいらっ
しゃったようです。
「どこからこられましたか」
という質問には、
９割近くの方が関西だっ
た一方で、東京や長野など遠方から来た方も１割程度いらっしゃいました。
続いて内容については、全講演を通じて「非常に難しい・やや難しい」という
回答が７割を超えていて、
「市民でも理解出来るレベルにしてほしい」という声が
目立ちました。院生が聞いても、他分野の先生の講演となると難しく感じた気が
します。一方で、
「面白かったでしょうか？」という質問には「非常に面白かった」
「やや面白かった」を合わせるとほとんど全員が「面白い」と感じていたのが印象
的でした。内容はやや難しいくらいの方が満足度は高いのかもしれません。特に
講演されている先生はいずれも最先端で活 躍 しておられる方ばかりで、そのよう
な専門家の話を聞く貴重な機会として講演を楽しんでおられた方が多いということ
でしょうか。講演や会場に対する他の意見としては、
・ 質問の時間をもう少し多く取ってほしかった。
・ パンフレットがフルカラーで感激した。
・ 会場が暗くてメモが取れなかった。
・ どんな質問にも答える講演者に好印象を抱いた。
・ 専門用語や英語をいきなり使わないで欲しい。

図１2 ： 参加者の住所、 内容についての感想

など、様々な意見が寄せられました。
また「今後、
どのようなテーマの講演を聴きたいですか」という質問に対しては、以下のような回答がありました。
宇宙
素粒子
ノーベル賞関連

初期宇宙、ブラックホール、太陽系、地球外生命体の可能性など
場の理論、超ひも理論、加速器実験とその目的
小林−益川記念講演、2008 年ノーベル賞の受賞内容について

37
17
3

地学
その他

火山活動、気象、地震予知、地球磁場の原因など
相対性理論、日常に密着した物理の話、環境問題、原子力など

9
28

物性

物性科学について、物質の生成について、他分野への応用など

11

表２ ： 今後希望する講演テーマ

やはり、ノーベル賞受賞後の講演会だった影響でしょうか、宇宙論や素粒子といった基礎物理への関心の高さが伺え
ます。他にも物性や気象など、我々の生活に密着した話も興味を持たれているようです。
この講演会の意見をもとに、今後より市民の方に満足してもらえるような市民講座が開かれるといいなと思いました。
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特定准教授自己紹介

青木隆朗

専門分野「ナノ量子エレクトロニクス」

昨年 12 月 1 日にグローバル

ものと、ボゾン的な電子正孔対の生成・消滅によるもの

ＣＯＥ特定准教授に着任いたし

の大きく２つに分類できますが、単一原子と半導体量

ました青木隆朗と申します。着

子ドットはそれぞれ前者と後者の典型的な系です。レー

任前は独立行政法人・科学技術振興機構（ＪＳＴ）さき

ザー冷却技術の発展によって、真空中に極低温の原子集

がけ「光の創成・操作と展開」領域の専任研究員として、

団を冷却・捕獲し、量子縮退した原子気体を生成するこ

米国カリフォルニア工科大学（Caltech）に滞在していま

とが可能になりましたが、この技術を単一原子に適用す

した。学生時代から Caltech 滞在中までの間、半導体電子

ることで、原子の外部状態・内部状態の精密な制御が可

正孔系の光物性・非線形光学応答、直交位相成分スクイー

能になります。また、半導体量子ドットは固体系であ

ズド光を用いた量子情報科学、冷却単一原子と微小光共振

りながら離散的エネルギー構造を持つことなどから「人

器を用いた量子光学など、光物理学のさまざまな分野を渡

工原子」ともよばれますが、結晶成長技術や微細加工技

り歩いてきました。これらの経験を活かして、このグローバ

術の発展により品質の良い試料が得られるようになり、

ルＣＯＥ特別研究ユニットでは「ナノ量子エレクトロニクス」

レーザー冷却された原子と同様の量子状態制御が可能

という新しい分野の開拓に取り組みたいと考えています。

な段階に至りつつあります。光との相互作用が異なる素

「量子エレクトロニクス」とは、光と物質の量子力学的

励起に分類される、これら２種類の系を対象にすること

な相互作用に関する物理一般を表す分野名です。光と

で、観測される量子現象や光学応答にあらわれる共通点

物質の相互作用に起因する物理現象には通常、巨視的

と相違点を明らかにしたいと考えています。

な数の光子と原子が関与しており、また、系の外との相

また、光の閉じ込めを実現するための光共振器の候補に

互作用による緩和過程の影響を強く受けます。それに対

はさまざまなものがありますが、私の研究では主にウィスパ

して私の研究では、特にナノスケールの系を対象に、光と

リング・ギャラリー・モード（ＷＧＭ）型共振器といわれる種

物質が強くコヒーレントに相互作用する系を実現し、そこ

類の共振器を使います。この種の共振器は、誘電体界面の

でおこるさまざまな量子現象について研究していきます。

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

すなわち、モード体積が非常に小さくかつＱ値が非常に

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

高い光共振器に光を閉じ込め、その光に物質の電子遷

ります。ＷＧＭ型光共振器は従来、フォトニクスの分野に

移に伴う分極を選択的に結合させることで、光と物質

おいて、低閾値で動作するレーザーや波長変換デバイスへ

の相互作用を極限まで増強し、通常の系ではさまざま

の応用を目指した研究が展開されてきました。光科学の産

な緩和過程に隠れて見えないような、純粋に光と物質

業的応用の拡大に伴った近年のフォトニクスの発展はめざ

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

ましいものがありますが、そこで開発された技術を光と物質

スや光学応答を観測します。またこのような系では、光

の量子力学的な相互作用の研究に取り入れようというわけ

の量子性が顕著に現れる単一光子レベルの微弱光に対

です。また逆に、将来的に私の研究で得られた知見をフォト

しても大きな非線形光学応答を示し、非古典的な光の

ニクスの研究に応用することで、単一光子で動作する究極の

状態を生成できることも期待されます。

光デバイスや量子光源の実現につながればと考えています。

光と結合させる「物質」としては、真空中にレーザー冷



以上のように、
従来の量子光学、
レーザー分光学、
光物性、

却された単一原子と、半導体量子ドットの２つを考えてい

フォトニクスといった光科学のさまざまな分野との共通項

ます。一般に可視～近赤外領域の光と物質の相互作用の素

を持つような、新しい融合分野としての「ナノ量子エレク

過程は、フェルミオン的な単一電子の励起・脱励起による

トロニクス」の開拓を目指します。
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安東正樹

専門分野「重力・重力波物理学」
ando@scphys.kyoto-u.ac.jp

2009 年 1 月よりグローバ

中で、研究の新しい方向性を見出すことも期待していま

ル COE 特定准教授として着任

す。その一方で、もし私の経験が必要とされる場合には

しました。学部学生時代を過ご

微力ながらお役に立ちたいと思います。どうぞよろしく

したこの大学で再び研究に携わることができ、大変嬉しく

お願いします。

思っています。こちらでは、重力・重力波物理学を専門分
野としています。レーザー干渉計を用いた先進的な精密計
測技術を用いて重力・重力波を測定・観測することで、基
礎物理法則や、天体現象や宇宙に対する新しい知見を得る
ことを研究目標としています。
私は学部卒業後、東京大学・物理学教室に所属し、主
にレーザー干渉計を用いた重力波検出器の開発に携わっ

【略歴】
1990 年 3 月
京都市私立 洛南高等学校 卒業
1994 年 3 月
京都大学理学部 卒業
1996 年 3 月

てきました。重力波の効果は非常に微弱であるため、そ

東京大学大学院理学系研究科

の検出のためには、さまざまな雑音の影響を排除すると

修士課程 修了

ともに、レーザー干渉計を用いた精密計測技術が必要と

1999 年 3 月

されます。重力波の直接観測はこれまで実現されていま

東京大学大学院理学系研究科

せんが、日本を含めた国際観測網での性能向上の現状を

博士課程 修了

見ると、最初の直接観測もそう遠い話ではないと考えて
います。重力波を用いた、電磁波などによる観測とは異
なった新しい天文学を切り拓く事に貢献したいと考え
ています。
一方、本グローバル COE プログラムでは、レーザー干
渉計による精密計測技術を、基礎物理実験に応用する、
新しい研究にも取り組む予定です。特に、微小距離での
重力法則の検証実験の準備を進めています。物体の間に働

1999 年 4 月
日本学術振興会 特別研究員
1999 年 8 月
東京大学大学院理学系研究科助手
2007 年 4 月
東京大学大学院理学系研究科助教
2009 年 1 月
京都大学理学研究科 特定准教授

く重力の大きさが、その距離の二乗に反比例する、とい
う重力の逆二乗則は、数 mm 以下という比較的身近な
距離でも、それほど良い精度では検証されていません。
一方、余剰次元理論によると、微小距離ではこの逆二
乗則が破れている可能性が指摘されています。そこで、
微小距離での重力を直接測定することで余剰次元理論
など、基礎物理法則に対する知見を得ることを目指し
ます。
着任するにあたって、京都大学の自由闊達な雰囲気の
中で研究できることを楽しみにしています。また、本グ
ローバル COE プログラムでの分野横断的なつながりの
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特定准教授自己紹介

Glenn Paquette

Universality and Emergence in Stochastic Systems

My main research interest is in

non-equilibrium theories began more than one-

the construction of a general

hundred years ago, but it is fair to say that these

theoretical framework for

fields are still in their infancy. Indeed, most of what

describing the global behavior of systems composed

is known about non-equilibrium phenomena is

of many constituent pieces. Of course, this is a very

applicable only near equilibrium, and there are

broad and long-term pursuit, and in fact, I wish to think

very few concepts in the existing non-equilibrium

of it in a much wider context than that of traditional

theories that are truly novel. In order to make

statistical physics, considering also biological,

significant progress toward constructing a general

sociological and economic phenomena.

theory of non-equilibrium phenomena, we must
develop entirely new concepts and discover new

The basic problem we face here is to understand

quantities and emergent phenomena in terms of

how to distinguish between what we can and cannot

which this theory can be expressed, as extended

efficiently describe and measure. In other words, we

versions of equilibrium concepts and quantities will

must be able to find ways to reduce the behavior of

yield only extended forms of the equilibrium theory.

the many individual degrees of freedom composing
the systems in such a way that allows us to formulate

The discoveries and conceptual developments

useful descriptions, expressed in terms of small

that we will need to formulate descriptions of

numbers of readily measured quantities. Of course,

universal non-equilibrium phenomena will obviously

the most successful examples of such theories are

require close interplay between experimental and

those of equilibrium thermodynamics and statistical

theoretical studies. Theoretically, at present, the most

mechanics. These theories succeed in reducing

promising approach is to analyze stochastic systems

the description of systems that exhibit extremely

and attempt to elucidate in them universal global

complicated behavior on the level of individual

behavior that can be expressed in terms of readily

constituent elements to quite simple theories on the

measurable quantities. I believe that such emergent

global level. Their formulation was facilitated by the

behavior should be universal to the extent that it is

discovery of easily characterized and easily measured

simple, and hence it should be our strategy to seek

physical quantities in terms of which a very broad

simple global relations that characterize the behavior

class of systems exhibit simple, universal behavior.

of the non-equilibrium systems under consideration.
Then, through the generalization of such relations

While the development of equilibrium thermodynamics

to wider classes of systems, hopefully we will be

and statistical mechanics represents one of the

able to develop concepts of increasingly universal

greatest accomplishments in the history of science,

significance, and using these concepts, to construct

its realm of application is in fact quite narrow, as

theories of increasingly universal validity.

almost all phenomena we observe in nature are
inherently non-equilibrium. Attempts to construct

10
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細道和夫

専門分野「場の量子論・弦理論」

hosomiti@yukawa.kyoto-u.ac.jp

重力を矛盾なく量子化する
こと、そして重力を電磁気力
などのその他の力と併せて統

【略歴】
2000 年

一的に記述する理論を編み出すことは、理論物理学に

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻

とって最も大きな課題の一つです。私の研究している

博士課程終了 理学博士

弦理論は、この大きな問題への最も有力なアプローチ

2000 年

と考えられています。これまでに、弦理論は重力理論

京都大学基礎物理学研究所

の量子化にともなう紫外発散の問題を解決するだけで

日本学術振興会特別研究員

なく、一般に弦理論から四次元より高い次元の時空が
自然に出てくること、弦だけでなくいろいろな高次
元の膜状物体が登場することなどが分かってきてい
ます。弦理論の性質がより詳しく分かるにつれ、現実
の世界を弦理論から説明する新しいアイデアも数多く
生まれてきています。
4

2002 年
トロント大学（カナダ）ポスドクフェロー
2005 年
サクレー研究所（フランス）ポスドクフェロー
2007 年
韓国高等科学院助教授

4

弦理論はもともとひも を基本粒子として研究が始
められた以外は、その出発点において何の大きな仮
定もしていません。そのため、最近では場の理論を用
いて記述できる物理現象の実に多様なものが弦理論に
「取り込まれて」きています。京都で新たに研究生活
を始めるにあたって、私は弦理論の適用範囲をさらに
広げて行くこと、また物理学のいろいろな分野をつな
ぐ共通言語としての弦理論の理解を深めることに努め
たいと考えています。
また、高次元の弦理論から四次元の物理現象を導く
いわゆるコンパクト化にからんで、弦理論は数学の
いろいろな分野とも互いに影響しあいながら発展して
来ました。とくにブラックホールのエントロピーとコ
ンパクト空間の位相不変量の対応を予想した最近の
一連の研究結果には大変興味を持っています。京都
ではこうした弦 理 論 の数学的側面の研究も大変盛ん
なので、ぜひ新しいことをどんどん学んでいきたい
です。
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研究室紹介

量子光学研究室
スタッフ

教授 高橋義朗

助教 高須洋介

高橋義朗

§ １ はじめに
現在、レーザー光が発明されてから半世紀近くが経っ

さらにフェルミ原子については、固体中の超伝導状態に相

ている。多くの光技術者たちのたゆまぬ努力により、現

当するバーディーン・クーパー・シュリーファー状態が実現

在では、高性能なレーザー光を発生し制御する技術は極め

されてきている。特に、
原子が自由に動きまわれる状態
（超

て高度な段階に達し、いまや光の量子的な性質にまでその

流動状態）と、原子間の斥力相互作用によってそれぞれ

制御範囲は及んでいる。そうした高度な量子光学技術は、

が局在してしまった状態（モット絶縁状態）との相転移

物理学の重要テーマにも適用されている。その中で、特に

を、ボース・アインシュタイン凝縮を用いて見事に再現

注目されるものを独断で３つ挙げるとすると、
１）レーザー

した実験が報告されている。これまで原子物理学は、孤

冷却による量子縮退原子気体の研究、
２）光量子情報処理、

立原子系を対象とし、その高感度検出や高分解能測定の

３）
光周波数計測および標準、
であろう。これらの研究テー

技術を確立してきたが、レーザー冷却法による孤立原子

マには、1997 年に「レーザー冷却」についてクラウド・

系の運動制御を経て、いまや量子多体系にまで、その対

コーエンタンノージ、ウイリアム・フィリップス、および

象を広げてきている。その結果、この分野は固体物理学・

スチーブン・チューがノーベル物理学賞を授与され、そし

量子凝縮系物理学まで密接に関連した巨大な分野になり、

て 2001 年に「気体原子のボース・アインシュタイン凝縮」

最も活発な研究分野の一つになっている。

についてカール・ワイマン、エリック・コーネル、および

また、当研究室では、最も一般的に用いられるアル

ウォルフガング・ケターレがノーベル物理学賞を授与さ

カリ原子ではなく、希土類で２電子系原子のイッテル

れ、さらに 2005 年「光の量子論」についてロイ・グラ

ビウム（Yb）に着目して研究を行っている。それは、

ウバーが、
「光周波数計測法の開発」についてセオドア・

Yb 原子にはアルカリ原子系にはないユニークな特徴が

ヘンシュとジョン・ホールが、ノーベル物理学賞を授与

いくつか存在するからである。まず １）２種のフェル

されたことから分かるように、物理学の発展に非常なイ

ミ同位体（171Yb, 173Yb）と５種のボーズ同位体（168Yb,

ンパクトを与えてきている。ここで挙げた３つのテーマ

170

は、実は互いに深く関わりあっていて、当量子光学研究

さらに準安定光励起状態も含め、多様な混合量子縮退系

室でも、この３つのテーマに関した研究を中心に行って

を生成することが可能である。２）また、基底状態と準

いるので、それらの研究について紹介したい。

安定励起状態との間には 1Hz 以下の超狭線幅遷移が存

Yb, 172Yb, 174Yb, 176Yb）という豊富な同位体が存在し、

特に当研究室では、全ての研究テーマにおいて、レー

在し、光周波数標準や高分解能分光への応用などが期待

ザー冷却された中性原子を用いている。中性原子のレー

できる。３）さらに基底状態には電子スピンが存在しな

ザー冷却技術は、
それまで物質の性質を
「計る」
道具であっ

いため、浮遊磁場による影響を受けにくく、長いコヒー

たレーザー光を、物質の状態を劇的に変化させてしまう

レンス時間が期待できる。当研究室ではこれらの特徴を

ことのできるものに格上げさせ、その結果、1 億個以上

最大限に生かしたテーマを設定し、研究を行っている。

の中性原子を数マイクロケルビンに冷却・トラップする

ただし、
Yb 原子の原子間相互作用、
特に散乱長の情報、

ことが可能になった。さらにそうして得られた原子集団を

に関してはこれまでほとんど情報が得られていなかっ

100 ナノケルビン台のさらなる超低温に冷却することによ

たことが、これらがほぼ確定しているアルカリ原子に比

り、
原子のボース・アインシュタイン凝縮（BEC）が実現され、

べて、非常に不利な点とされてきた。このような状況を

12

NGP NEWS LETTER No.2 2009.4

以上の方法により、これまで
に多様な Yb 原子の量子縮退気体
を生成することに成功している。
まず、ボース同位体に関しては、
最も大きな自然存在比（31.6%）
の 174Yb 原子について約 105 個の
原子数の BEC を安定に生成でき
るようになっている。また、自
然存在比の小さい（3.1%）170Yb
同位体についても、約 104 程度
の原子数の BEC を生成すること
に成功している。さらに、176Yb
打破すべく、最近、我々は、光によって分子を生成する、

同位体については 174Yb 同位体との共同冷却により

いわゆる光会合分光法を系統的に行い、電子基底状態に

176

ある分子の結合エネルギーを決定することにより、散乱

の 176Yb BEC は、引力相互作用する BEC である。

Yb BEC を生成することに成功している。特に、こ

長に関する質量スケーリング則と併せて、全ての同位体

フェルミ同位体 173Yb については、6 成分のスピン状態

の散乱長、および異種同位体間の散乱長を高精度に決定

間の衝突を利用した蒸発冷却を行い、フェルミ温度の 0.4

することに成功した。その結果を右表に示す。これをみ

倍以下までの冷却に成功し、さらにフェルミ圧力およびパ

ると、非常に大きな負の値（引力相互作用）や、ほとん

ウリブロッキングによる効果の観測に成功した。この 173Yb

どゼロ、非常に大きな正の値（斥力相互作用）
、を実際に

原子のフェルミ縮退は、６つのスピン成分が同時にフェル

とっており、Yb 原子の系は、多様な原子間相互作用を提

ミ縮退していることが、２成分しかないこれまでのアルカ

供する系であるということがいまや分かっている。これ

リ原子の系と大きく異なる。もう一方のフェルミ同位体

は今後 Yb 原子を研究する上で大変重要な情報である。

171

§ ２ 量子縮退気体の生成

Ybに対しては、
フェルミ同位体 173Ybとの協同冷却により、

フェルミ温度の 0. ４倍以下までの冷却に成功している。
さらに、混合量子気体の生成にも成功している。フェル
ミ同位体 173Yb とボース同位体 174Yb の混合気体、引力

我々が計画している様々な研究を行うには、まず対

相互作用する BEC(176Yb) と斥力相互作用する BEC(174Yb)

象とする原子集団を量子縮退領域まで冷却することが

との混合気体、
さらに、
スピン自由度を持った二つのフェ

大前提となる。Yb 原子の場合、前述のように、基底

ルミ同位体 173Yb と 171Yb の混合気体、の生成に成功し

状態には電子スピンがないため、保存力のトラップと

ている。同位体の混合気体であるため、ほぼ同じ質量を

して通常良く用いられる磁気トラップを採用すること

もち、ほぼ同じトラップを感じ、したがって、ほぼ同じ

はできない。そのため、我々は全光学的に量子縮退領

トラップ周波数で運動している、ということで、混合量

域まで冷却することを行っている。

子気体の系として理想的な状況を提供できている。

まず、オーブンからの Yb 原子を、レーザー冷却の方
法により、10 マイクロケルビンまで冷却し、その後光ト

§ ３ 光格子中の冷却原子気体の研究

ラップに導入して、高エネルギーの原子を光トラップか
ら逃がすことによりトラップ原子集団を冷却する、いわ

前述の全光学的手法により生成したYb原子気体のボー

ゆる蒸発冷却を行う。ただし、これには、弾性衝突が頻

ス凝縮体やフェルミ縮退状態などの多様な量子縮退原子

繁に起こる必要があるが、これは同位体によって異なる。

集団を光格子に導入した系を用いて、ハバードモデルに

大きな弾性衝突レートが望めない同位体には、大きな弾

よって記述される強相関量子多体系の量子シミュレー

性衝突レートを有する同位体との衝突を通して、間接的

ターを実現しようという研究を行っている。光格子は、

に冷却するという、いわゆる協同冷却を行う必要がある。

光の定在波によって作られた周期的なポテンシャルのこ
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とであり、不純物や格子欠陥がない理想的な系を準備す

よるホッピングの抑制のために系全体での位相コヒーレン

ることができ、特にハバードモデルにおける重要なパラ

スが消失し、干渉パターンも消失する。ただし、この干渉

メーターである、ホッピング項とオンサイト相互作用の

パターンの消失は、単なる熱的なデコヒーレンス等による

項の大きさを、光格子に用いたレーザー光の強度を調整

ものではないため、再び光格子ポテンシャルを低くすると

することにより極めて精度よく変えることができる。
これまで、アルカリ原子のルビジウム 87Rb 原子やカリ
40

、系全体として再び位相コヒーレンスが速やかに
（～ 7ER）
復活して、再び干渉パターンが観測されるようになる。

ウム K 原子、およびその混合気体を光格子に導入した

また、フェルミオンの３次元光格子への導入につい

系を用いて、ボースハバードモデルおよびフェルミハバー

ても 173Yb 原子を用いて行い、光格子中の第一ブリル

ドモデルの量子シミュレーションに向けた研究が行われて

アンゾーンにおける擬運動量を断熱的に原子の運動量

いるが、Yb 原子を用いることにより、その特徴である１）

に変換することにより、次図のような、time-of-flight

豊富な同位体が存在し、それらの混合気体も含めて、多様

画像を得ることに成功した。正方形の運動量分布の一

な量子縮退系を生成することが可能であること、２）2 電

辺の大きさはほぼ 2ħk に対応しており、第一ブリル

子系原子に特有な 1Hz 以下の超狭線幅遷移を用いた超高

アンゾーンの大きさと一致している。
また、フェルミ同位体 173Yb とボース同位体 174Yb の

分解能レーザー分光が可能であること、を有効に生かして
ユニークな研究を行うことをねらっている。
これまでに、量子縮退領域への冷却に成功したいくつ

混合気体も３次元光格子に導入することに成功した。
174

Yb 原 子 BEC の 超

かの Yb 量子気体を３次元光格子に導入することに成功

流 動・ モ ッ ト 絶 縁

している。光格子に用いた光源は、波長 532 nm のもの

体転移の振舞いが、

で、Yb 原子の最も強い吸収線に対しては赤方離調に相

フェルミ同位体 173Yb

当する。比較的短い波長を用いたため、比較的重い Yb

の存在によって、ど

原子に対しても、十分頻繁にホッピングを引き起こすこ

のように影響を受け

とが可能になっている。この光格子の強度は強度安定化

るかを、干渉パター

を施しており、再現性の高い実験結果が得られている。

ンを観測することに

174

まず、 Yb 原子を 3 次元光格子に導入して、光強度

より調べた。その結

を調節することにより、超流動・モット絶縁体転移を観

果、約 40%ものフェルミオン 173Yb を混入させた場合で

測することに成功した。右下図にその様子を示す。比較

も、
あまり影響がないことが見出された。この振舞いは、

的光格子ポテンシャルが低いとき（～ 7E R、E R は反跳エ

8%程度の 40K（フェルミオン）の存在で、87Rb（ボソン）

ネルギー）は、ホッピングが頻繁に起こり、系全体で位

の超流動性に大きく影響を与えるという先行研究の結
果と大きく異なる。173Yb-174Yb 系は原子間力が斥力であ
り、40K-87Rb 系は引力である、ということが大きく異な
る点であり、現在、光会合などの手法により、この振舞
いを詳しく調べている最中である。
また、Yb 原子に特有な、1Hz 以下の超狭線幅遷移を
用いて超高分解能レーザー分光を行なうことにより、
光格子に導入された原子の局所的なプローブとなりう
る、
と考えている。
そのための高安定光源の開発を行い、
調和型のトラップに閉じ込められた量子縮退気体の超
高分解能レーザー分光や、1 次元光格子中の擬 2 次元
系ボース気体や、2 次元光格子中の擬 1 次元系ボース

相コヒーレンスが存在するため、time-of-flight の画像に

気体の分光を行なっている。

は、明瞭な干渉パターンが観測される。さらに光格子ポテ

今後の展開として、狭線幅の光学遷移と磁場勾配と

、斥力相互作用に
ンシャルを高くしていくと（～ 17ER）

組み合わせることにより、光格子中の単一のサイトの

14
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選択的操作の実現を考えている。自由に任意の場所に

乱長を変えることが可能である。すでに、ボース同位体

格子欠陥を導入することにより、例えば、長岡強磁性

を用いて、予備的実験には成功しており、今後、171Yb-173Yb

などの遍歴磁性の重要問題に応用できると期待してい

という異種フェルミ原子の混合系に応用して、スピン自由

る。さらに、これを発展させて、量子計算機に応用展

度をもった BCS 状態などを生成したいと考えている。

開しようと計画している。
また、Yb 原子と Li 原子からなる極性分子 YbLi を生
成する準備を進めている。アルカリ原子からなる 2 原子
分子と違って、YbLi 分子には基底状態に電子スピンの自

§ ４ 原子スピン集団の量子非破壊測定と
スピンスクイズド状態

由度が存在し、異方的な長距離相互作用をする永久電気

多数個の偏極した原子スピン集団は、時間反転対称

双極子モーメントを媒介として、YbLi 分子のスピン間に

性の破れを示す原子の永久電気双極子モーメントの精

異方的長距離相互作用を誘起することが可能である点が

密測定や、原子時計、など、様々な精密計測に用いられ

大きな特徴であり、これを光格子に導入して、量子スピ

ている。これらの究極的測定の精度を制限する要因とし

ン系のシミュレーションを行なうことを計画している。

て、多くの技術的・装置的なノイズを除去したあとで残

さらに、原子間相互作用の制御を可能にする新しい方

るものとして、
量子スピン揺らぎが挙げられる。これは、

法の開発も手がけている。散乱長の操作方法としてアル

スピン測定の標準量子限界、または、量子射影雑音、と

カリ原子に対して有効な磁場によるフェッシュバッハ共

も呼ばれることがあり、全原子数の 1/2 乗に比例して

鳴の方法は、Yb 原子には超微細構造がないため利用でき

大きくなる。この量子スピン揺らぎのある一方向の揺ら

ない。そこで、スピン禁制遷移を用いて、光により散乱

ぎが圧搾された状態はスピンスクイズド状態と呼ばれ、

長を変化させる、いわゆる光フェッシュバッハ共鳴法を新

測定精度向上に役立つと期待されている。

たに開発することを計画している。特に、スピン禁制遷移

最近、本研究室では、レーザー冷却された 171Yb 原

を用いることにより、原子のロスの影響を抑えて、大きく散

子の核スピン 1/2 の系について、量子非破壊測定によ
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りスピンスクイズド状態を生成することに成功した。

量子限界を超えた精度の光格子時計が実現でき、量子計

次図にその実験系と信号を示す。レーザー冷却された

測技術の発展に寄与できるのではないかと考え、現在実

171

Yb 原子に、100 ns のパルス幅を持った直線偏光の

験を進めている。また、原子スピン集団と光との間での

光パルスを入射してそのファラデー回転による偏光回

量子情報のやりとりを実現することは、量子情報通信に

転を検出することによりスピンをスクイーズする。ス

とっても重要である。当研究室では、特に、上記の量

クイジングの確認は、続けて入射する光パルスの偏光

子非破壊測定の相互作用を 3 回繰り返すことによる光

回転を検出して、１発目のパルスの結果との相関を測

と原子のスワッピングゲートについて理論的に考察し、

定することによって行った。光だけの時には、１発目

実験的に十分実現可能であることを明らかにしている。

と２発目の間には相関は無いが、原子があるときには、

さらに、ハイゼンベルクの不確定性原理の検証にも利用

スピンによるノイズがのると同時にその加わったスピ

できると考えている。

ンノイズに相関が生じていることが分かる。これから、
1.8dB のスピンスクイジングが達成されていることが

§ ５ 終わりに

わかった。これは、冷却原子スピン系での初めてのス
クイジングの成功であり、世界的に注目されている。

量子光学研究室で最近行っている研究テーマに

また、コヒーレント光と原子スピン集団の相互作用を

ついて紹介した。得られた成果は、当研究室のメン

詳しく考察し、測定を用いずにスピンスクイズド状態

バー全員が精力的に取り組んで得られたものである。

を生成する方法を新たに見出しており、これについて

より詳しくは当研究室の HP

も現在、実験を行っている最中である。

http://yagura.scphys.kyoto-u.ac.jp/publications/

今後の展開としては、まず、スピンスクイジングの
技術を光格子中の Yb 原子に適用することにより、標準

index.html
にある参考文献を参照していただきたい。

編集後記
昨年１１月３０日にアウトリーチ委員の一員として市民

お客様との交流を通して、皆様非常に熱心であることを

講座の受付などを担当させていただきました。最初は何

実感し、自分があの年齢になって同じような好奇心や向

人ぐらい集まるのか、不安でしたが、おかげさまで３００

学心をもっていられるかと考えると本当に頭が下がる思

人を越す大勢の方々にご参加いただき、委員一同ほっと

いです。と同時に、在学大学生の方にも、参加された方

胸をなでおろしております。受付係を担当していて感じ

のような熱意でもっと勉学に励んでもらえるような講義

ましたことは、年齢層が非常に幅広く、特にご年配の方

や研究指導をしなければ、と改めて痛感させられました。

が多かった点にまず驚かされました。私は会場にはほと

今後も市民講座をはじめ、シンポジウムなどが多数開催

んど入れませんでしたが、質疑応答も活発だったようで

されます。今回と変わらぬご参加をお願い申し上げます。

したし、アンケートの回答結果や、講演後の茶話会での
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