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最後に、前野サ

と、くりこみとユニバーサリティについて紹介があっ

ブリーダーによる本

た。一つの分野で発見されたこと、開発された実験的・

シンポジウムの総括

理論的手法を他の分野に移植・応用することにより、

がなされ、その際に

新しい知見の創出を目指す。
（大谷一人）

優秀ポスター賞の
発表と表彰が行わ
特別講演

れました。

益川敏英 「CP 対称性の破れが我々に語ったこと」

優秀ポスター賞の表彰式

このシンポジウムは二つの目的を持って開かれまし
た。
ひとつは本GCOEプログラムの目的が何であるのか、

ディラック、ハイゼンベルグ、湯川といった過去の

とりわけ、
「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学」と

天才達が大発見の中で犯した間違いを例に研究に対す

はいったい何を意味しているのかを広く説明すること、

る心構えについて講演されました。研究において何か

もうひとつは、普遍性と創発性の二つのキーワードのも

を発見した場合、最終的にその答が決まる前に紛い物

とに、異なった分野間の共同研究を誘起することにあり

が入ってくることがあります。その際、それが紛い物

ました。

であるかどうかの判断には、
全体として整合性があるか、

講演者の方々には、これらの目的を十分によく理解し

またどのくらい広い立場で与えられるものかという総

て頂いており、それぞれ他分野の研究者にも分かりやす
い講演をして頂きました。
以下は、シンポジウムのプログラムに沿った、それぞ
れの講演の簡単な報告です（敬称略）
。なお、この報告
作成には、GCOE ポスドクの方々に全面的に協力して頂
きました。それぞれの報告の最後のカッコ内は、その報
告書の作成に協力して頂いたポスドクの方の名前です。

特別講演をする益川さん

１６日

合性を念頭におくようにという論旨でした。また若い人

基調講演

へのメッセージとして以下の言葉をいただきました。

川合 光 「普遍性と創発性からうまれるもの」

「同世代のひとたちといろんな立場から議論してくだ
さい。これはその人の成長にものすごくおおきな影響

本 GCOE プログラムの主旨についての説明があった。

を与えるでしょう。」
（日高義将）

21 世紀 COE におけるキーワードの一つに「多様性」
があったが、本プログラムでは多様性の理解を深め、
その中から新

特別講演

しい創造を目

蔵本由紀 「文化としての物理学」

指す「創発性」

基調講演をする川合拠点リーダー
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へと発展した。

物理学の文化的側面に着目した講演が行われた。

普遍性と創発

物理学の発展により、物質世界に階層構造があるこ

性の協調例と

と、階層の性質はその構成要素の性質だけでは説明で

し て、 自 発 的

きないこと（創発現象があること）、どの階層にも共

対称性の破れ

通する普遍的性質も存在することがわかってきた。物

理学で培われてきたこの普遍性と創発という概念を、

本セッションで

物質世界の外にも広げていくことで、物理学はより発

は、典型的な量子凝

展していけるのではないか、という提案があり、活発

縮相である超伝導体

な議論が行われた。
（戸田 亮）

について、その発見
から歴史、最近の研
究までを紹介する講

最先端領域に関する研究

演が行われた。超伝

講演する石田さん

a) ニュートリノ振動から大統一理論・究極理論へ

導状態は、様々な物質が低温で示す普遍的な状態であ

中家 剛 「ニュートリノ物理の展開 - 普遍性と創発性 -」

るが、クーパー対の形成機構やその対称性は物質に

畑 浩之 「D ブレイン物理の展開」

よって多様であり、今なお新奇な超伝導体が発見され
続けている。鉄砒素系の超伝導、パリティの破れた超

ニュートリノ物理の展開に関する発表では、カミオ
カンデ実験以来、日本が最先端を走っているニュー

伝導、トポロジカルな超伝導など、最近のホットトピッ
クスについても紹介があった。 （戸田 亮）

トリノ物理に関
するレビューを
行った。ニュー
トリノ物理の分

講演する中家さん

１７日

野ではニュート

最先端領域に関する研究

リノ振動などグ

c) 極限天体・最遠方天体の探査研究と新しい宇宙像の構築

ロ ー バ ル ＣＯＥ

柴田 大 「重力波と数値相対論」

のテーマでもあ

戸谷友則 「最遠方宇宙の探求」

る創発性を思わせるような予期せぬ発見が幾つも見つ
かっている。これから始まるＴ２Ｋ実験によって新し

本セッションでは、

いＣＰ対称性の破れの発見などが期待されている。 D

宇宙を探る種々の試

ブレイン物理の展開に関する発表では、特に近年発展

みが紹介がされた。

をしている AdS/CFT 対応などについての研究を分か

柴田氏の講演で

りやすく紹介した。これらの対応を用いることによっ

は、観測間近といわ

て、これまで格子計算でないと計算できなかったよう

れている重力波を取

な強結合での QCD の特性などをストリング理論（重

講演する戸谷さん

力理論）の摂動計算によって計算できるようになって

いた天文学の可能性についてお話し頂いた。また、重

きた。これにより原子核理論を超弦理論で研究するよ

力波源の強力な研究手法である数値相対論の現状につ

うな今までに無い分野融合が起きている。
（梅田貴士）

いて紹介して頂いた。戸谷氏の講演では、ハッブル宇

り上げ、重力波を用

宙望遠鏡やすばる望遠鏡などの様々な観測手段を用い
た最遠方宇宙探求の取り組みについて、最新の観測
最先端領域に関する研究

データを交えつつ解説して頂いた。
（佐合紀親）

b) 新量子凝縮相の物理
石田憲二 「最近の超伝導研究の紹介」
芝内孝禎 「最近の実験研究の話題
：非従来型超伝導における様々な対称性」
藤本 聡 「超伝導の変種に垣間見る普遍性

招待講演
小松英一郎 「宇宙マイクロ波背景輻射
：音波で探る初期宇宙」

：パリティの破れた超伝導からトポロジカルな超伝導まで」
宇宙マイクロは背景放射 (CMB) と宇宙論に関する
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講演が行われた。講演者は、WMAP 衛星の観測の解

tures and equilibrium conditions of proteins are well-

析を実際に行っており、解析方法などで大変興味深い

known, their full dynamics is widely unexplored due

話を多くされた。講演の最初に 1965 年の Penzias &

to limited computational powers. Fortunately, these

Wilson による CMB の偶然の発見、名古屋大学の田中

machines interact like simple objects in larger biological systems, despite their internal complexity.
This allows physicists to develop relatively simple
models which describe their actions and interactions
satisfactorily. Based on this idea, Alexander Mikhailov
and his team developed a model of elastic networks
which is able to reproduce the behavior of molecular
machines, which he demonstrated forseveral important cases such as HVC Helicase.
(Dominikus Heinzeller)

講演する小松さん

春夫先生の結果、COBE 衛星での観測、さらに最新の
WMAP 衛星での観測結果についてのレビューが行わ

教育関連セッション

れた。次に、WMAP により宇宙年齢や宇宙の組成が

中家 剛 「物理 TRA プログラムの現状」

精度良く決定できたことが述べられた。その後 CMB

青山 秀明 「物理とキャリアパス」

から読み取れる宇宙を伝わる ‘ 音波 ’ と初期揺らぎの

TRA 制度を含めた GCOE の活動に関する学生による

関係について説明された。インフレーション理論は、

パネルディスカッション

揺らぎの起源は量子揺らぎであることを予言している
こと、量子揺らぎによって生成された原始重力波を用
いてインフレーションの時期を直接観測出来る可能性
について述べられた。
（町田正博）

invited lecture
Alexander S. Mikhailov
“Physicist's Understanding of Molecular Machines”
Molecular machines are
units which we humans
seek to construct since
the advent of miniaturization: self-regulating
a nd sel f-repro ducing
nanoscale factories. Alexander Mikhailov leads
us on an exciting expedition into the realm

講演する Mikhailov さん

of these molecular machines, mostly proteins, seen
with the eye of a physicist. Although molecular struc-
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上：質問する八尾さん

下：パネルディスカッションの様子

京都大学 GCOE で始まった初めての試みである TRA

21 世 紀 の ハ ド ロ ン 科 学 の 国 際 セ ン タ ー で あ る

プログラムの現状を TRA となった大学院生へのアン

J-PARC では、クォーク多体系の新しい存在形態を探

ケートによる報告が行われた。大学院生への財政的な

求します。陽子、中性子はその構成要素である 3 つ

サポートをはじめ、プログラムがうまく機能している

のアップ、ダウンクォークの組合せからなります。そ

印象を得た。キャリアパスへの講演では物理分野から

れにストレンジネスと呼ばれる量子数を持ったクォー

のさまざまなキャリアパスの例が紹介され、特に物理

クを加える事で原子核の世界は大きく広がります。

の博士を採用した企業の博士への好印象な回答が興味

J-PARC ではこのストレンジネスを含むハイパー核を

深かった。TRA となった学生とのパネルディスカッショ

作りだしその性質を調べます。これは中性子星の内

ンでは学生側の問題点の提起が多く行われた。TRA が

部での核物質の性質やクォーク 5 つからなるペンタ

期限付きの短期的な制度に過ぎないという問題点への

クォーク等のエキゾチックハドロンの存在有無や性質

回答として、これが今後の長期的な制度への試金石と

の解明に貢献し、新しい分野の開拓になるでしょう。

なるのだから現 TRA の学生にもそういう自覚をもって
取り組んでほしいというコメントがあった。
（梅田貴士）

特別講演
村松 秀 「科学と
『分からなさ』
- 番組制作の現場から -」
本セッションでは、NHK エグゼクティブプロデュー
サーの村松秀氏を
迎 え て、 番 組 製 作
者 の 視 点 か ら、 科
学情報発信のあり

特別講演をする村松氏

講演する大西さん

方について講演し

超高温、超高密度のクォーク物質の研究が最近大き

て 頂 い た。 科 学 の

く進展しています。これらは宇宙初期や中性子星の内

ことを伝える難し

部で実現されていると考えられます。このような極限

さはその「分からなさ」にあり、これを伝えるために

状態は実験室でも実現できるようになってきており、

は「視点の転換」が必要であることを、これまでの番

アメリカブルックヘブン国立研究所の重イオン衝突実

組製作の経験を交えて分かりやすく話して頂いた。村

験では閉じ込めから開放された、熱平衡に達した物質

松氏は、情報番組を製作する際には、単に情報を伝「え

(QGP) ができたと考えられています。その実験は非常

る」のではなく、相手に伝「わる」ことを強く意識し

に強結合のプラズマの生成を示唆しています。しかし、

ていると述べられたが、これは我々研究者が社会に情

理論的にはまだまだわからない事がたくさんあり、こ

報発信する際にも必要なことだと言えよう。
（佐合紀親）

れからのさらなる進展が期待されます。
（日高義将）

１８日
最先端領域に関する研究
d) クォーク多体系の新しい存在形態の探求
永江知文 「J-PARC で切り拓くクォーク多体系の物理」
大西 明 「2 兆度・1000 兆 g/cc の世界
: クォーク物質への相転移」

コーヒーブレイクの様子
談笑する永江さん、

川合さん、谷森さん、
早川さん、延輿さん達
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融合領域に関する研究
e) 非平衡開放系のダイナミクス（宇宙プラズマ現象から
生命現象までを網羅する）
小貫 明
“Phase Transition Dynamics and Nonequilibrium
Physics”
犬塚修一郎
“Non-Equilibrium, Dissipation, and Evolution
in Astrophysics”
小貫氏の講演では、非平衡非線形物理学と物質に即

コーヒーブレイクの様子 国広さん、柴田さん、犬塚さん、早川さん達

融合領域に関する研究

した相転移理論についての講演が行われた。気体の状

f) 量子線ビームによるイメージング科学の開拓（素

態方程式、van del Waals の状態方程式という最も基

粒子実験技術で物質 ･ 生命現象を捉える）

礎的な内容の説明から始まり、その後に当該分野にお

g) 原子を用いた量子情報、基礎物理の探求（光 ･ 原

ける最新の理論と実験の発展とその成果についての発

子実験と素粒子対称性理論との融合）

表が行われた。最初に、重力下の２層流体中での沸騰

谷森 達 「ガンマ線が拓く分子イメージングの世界」

現象の実験を紹介し、現象を支配する基礎方程式系の

笹尾 登 「原子過程を使ったニュートリノ質量分光」

説明がされた。次に無重力下でヒートフロー中にある

高橋義朗 「光格子を用いた量子情報研究」

ドロップレットの振舞い、部分的なぬれ層でのドロッ
プレットの蒸発とシミュレーションとの比較が述べら

谷森氏は、高エネルギー物理学の医療技術への応用

れた。最後に沸騰バブル内での対流についての成果が

として、ガンマ線を用いて生体全体、もしくは細胞な

述べられた。

どの微少な部分における分子イメージング技術の開発
を行っており、そのコンプトンカメラの開発について

続 い て 犬 塚 氏 の 講 演 で は、‘non-equilibrium’ と

講演をされた。この装置はガンマ線を利用した生体の

‘dissipation’ をキーワードとして、宇宙の進化と構造
形成についてのレビューが行われた。最初に、最近の
星・惑星形成の理論的な発展についてまとめられた。
最近の計算機の発達により星形成過程はほぼ解明され
た。しかし、惑星形成過程には理論上、重大な問題が
未解決のままである。その後、星間媒質中で二層平衡
状態が達成することが述べられた。星間媒質は、衝撃
波などの加熱とそれ以後の熱不安定により２つの状態
( 暖かい媒質と冷たい媒質 ) に遷移する。 冷たい媒質
の中で重力収縮が起こり星・惑星が形成される。その
結果、異なるスケールの構造が階層的に形成する。ま
た、講演の最後では、散逸の相対論についてもコメン

講演する谷森さん

トされた。
（町田正博）

直接観測における、3 次元測定を可能にする。観測例と
して、講演の中ではマウスのイメージング像が示され
た。現状では計測時間が 10 時間と長く、1 時間以内
に抑えることが目標となっている。
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続いて笹尾氏は、ニュートリノ物理に関する諸課題
への新しい原理、手法を用いたアプローチとして、原

融合領域に関する研究

子過程から生成される光子とニュートリノ対の検出実

h) 特別研究ユニットによる新分野の開拓

験について紹介された。相互作用頻度を上げるため、

安東正樹 「光技術と重力・重力波」

粒子数の 2 乗に比例する超放射現象を利用した、マ

青木隆朗 「ナノ量子エレクトロニクス」

ク ロ・ コ ヒ ー ラ
ンス増幅機構の
説明がなされた。
現在は二光子超
放射と巨視的な
マ ク ロ・ コ ヒ ー
講演する笹尾さん

ラント状態を維

持する標的の実現に向けた理論構築と実験が進行中
である。
高橋氏の講演では、量子コンピュータで用いられる
Qubit に関して、レーザー光の定在波による周期ポテ
ンシャルに超低温に冷却された原子を配置した光格子

講演する高橋さん

講演する安東さん

本 GCOE プ ロ グ ラ ム で は、 境 界・ 融 合 分 野 の 開

による Qubit 生成

拓 を 目 的 と し て 特 別 研 究 ユ ニ ッ ト が 新 設 さ れ た。

手法が紹介され

シンポジウム最後のセッション ( 融合領域に関す

た。 こ の 手 法 は

る 研 究 h) で は、 本 ユ ニ ッ ト に 採 用 さ れ た 安 東 氏、

Qubit に 要 求 さ

青木氏に講演して頂いた。安東氏はレーザー干渉

れるほぼ全ての

計 に よ る 重 力 理 論 の 検 証 と 重 力 波 観 測 に つ い て、

条件を満たすが、

青木氏はナノテクノロジーと量子光学を用いた量

原子のアドレッ

子情報技術の開発について、現状と今後の展望を

シングおよびその観測が課題となっている。講演では

述べられた。どちらも最先端の光技術を用いるが、

Yb を使った光格子量子計算と、量子シミュレーショ

その研究対象は全く違っており非常に興味深いも

ンについて説明があり、Yb 原子によってアドレッシ

のであった。（佐合紀親）

ングの問題を解決できることが示された。
（大谷一人）

ポスター発表の様子
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PD 研究員自己紹介

梅田貴士

基礎物理学研究所

tumeda@yukawa.kyoto-u.ac.jp

2008 年 12 月 1 日より特定研究員（グローバル COE）として基礎物理学研究所に配属になりました梅田
貴士です。これまでは筑波大学数理物質科学研究科素粒子論研究室で研究員をやっていました。
私はこれまで主に有限温度格子ゲージ理論を用いたクォークグルーオンプラズマの研究を行ってきました。
特にクォークグルーオンプラズマ生成のシグナルの候補になっているＪ／ψ抑制を有限温度格子ゲージ理論で
調べる研究を博士論文以来のメインテーマとして行っています。
格子ゲージ理論を用いたクォークグルーオンプラズマの研究やハドロン物理の研究は素粒子理論と原子核
理論のちょうど中間領域の研究テーマなので、以前京都大学の基礎物理学研究所で学振研究員としてお世話
になっていた時と同じように、素粒子理論グループに属しながらも原子核理論グループの人達とも一緒に議
論や共同研究を行いながら自分の興味ある物理の研究を進めていこうと思います。異分野間の交流や融合が
グローバルＣＯＥの目的の一つでもあると思うので 、そういう点でも私のような研究の進め方でグローバルＣＯＥ
のプロジェクトに貢献できればと思っています。
● 略歴 ●

1996 年 3 月

広島大学理学部物理学科卒業

1998 年 3 月

広島大学大学院理学研究科（博士課程前期）物理学専攻修了

2001 年 3 月

広島大学大学院理学研究科博士課程後期物理科学専攻修了

● 学位取得 ●

2001 年 4 月

筑波大学計算物理学研究センターＣＯＥ研究員

2003 年 4 月

京都大学基礎物理学研究所日本学術振興会特別研究員

2005 年 6 月

ブルックヘブン国立研究所研究員

2007 年 2 月

筑波大学大学院数理物質科学研究科研究員

2008 年 12 月 京都大学基礎物理学研究所ＧＣＯＥ特定研究員
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大谷一人
化学研究所

otani@laser.kuicr.kyoto-u.ac.jp

グローバル COE 研究員として着任いたしました大谷一人です。これまでは大阪大学レーザーエネルギー
学研究センターにて核融合プラズマ中の流体不安定性成長の抑制と、電子による熱輸送について研究を
行ってきました。レーザー核融合では液体、
もしくは固体状態の核融合燃料を数千倍の密度にまで圧縮
（一
瞬で圧縮するので爆縮と呼びます）
し、
核融合反応を引き起こします。この高密度爆縮を妨げる要因として、
爆縮中の燃料表面上に成長する流体不安定性と、輻射および電子の熱輸送による燃料の加熱です。これ
らの現象を観測するために、体育館ほどの建物にようやく収まる巨大なレーザー装置で作り出すレーザー
光を、数十ミクロンのターゲットに集光、照射する実験を行ってきました。当時の成果としては、それ
まで抑制の対象であった電子熱輸送を流体不安定性の成長抑制に利用出来ることを実証しました。
京都に移ってからは少し研究の内容が変わり、同じレーザーでもパルス幅がフェムト秒（10-15 秒）の、
極短パルスレーザーを使った研究になります。極短パルスレーザーを集光すると、標準的な実験室サイズ
でも上記のような施設を上回る出力を瞬間的に発生させることができます。このような非常に強い強度
のレーザー光によって生成される光電場中では、電子の軌道は単振動から外れ、レーザー光の進行方向
に加速されます。特に金属薄膜などに超高強度のレーザーを照射すると、高エネルギーの電子や、X 線
やテラヘルツ波などの電磁波、そして高エネルギーイオンが発生します。レーザー生成高エネルギーイ
オンは点源、短パルス、そして高い指向性を持ち、加速器に変わる次世代イオン源となる可能性があり
ます。私はレーザー生成高エネルギーイオンの単色化および高輝度化を目標に、高エネルギーイオン生
成の物理機構の解明を進めるとともに、生成したイオンビームをプローブとするピコ秒程度の現象を観
測する技術を確立していきたいと考えています。
● 略歴 ●
2002 年 3 月

大阪大学理学部物理学科卒業

2004 年 3 月

大阪大学大学院理学研究科物理学専攻博士前期課程修了

2008 年 3 月

大阪大学大学院理学研究科物理学専攻博士後期課程修了

2008 年 4 月

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター特任研究員

2008 年 12 月 京都大学大学院理学研究科グローバル COE 特定研究員
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PD 研究員自己紹介

佐合紀親

基礎物理学研究所
sago ＠ yukawa.kyoto-u.ac.jp

有力な重力波源と考えられているコンパクト天体連星系について研究を行っています。重力波とは、一般
相対性理論により予言される、時空の歪みが光速度で伝播する現象のことで、
「時空のさざ波」等と呼ばれて
います。1916 年にアインシュタイン自身によって重力波の概念が提唱されて以来、その存在性を巡って様々
な議論がなされてきました。1974 年にハルスとテイラーにより連星パルサー PSR1913+16 が発見され、その後
の継続的な観測から、その公転周期の減少率が重力波放出を仮定した時の値と良く一致することが分かりました。
これにより、
重力波の存在が間接的に証明されたと考えられています。重力波は、
電磁波とは異なる情報を我々
にもたらす可能性を秘めており、重力理論の検証や宇宙を探る「新しい目」として期待されています。
重力波が通過すると空間が歪められ、空間の長さに変化が生じます。重力波の直接検出は、この長さ
の変化を測定することで行われます。近年主流となっているのは、レーザー干渉計を用いて距離変動を
精密測定する方法です。現在、重力波の直接検出を目指して、世界各地で高い精度を持つ大型レーザー干渉計
の建設計画が進められています。しかしながら、重力波の信号は非常に小さなものであり、観測データを
一見しただけでは検出器の雑音に埋もれていることがほとんどです。そのため、観測データから信号を効率良く
取り出すための解析法が必要となります。この様な解析法の一つに、事前に予測した重力波理論波形と
観測データの相関をとる手法があります。
「マッチドフィルタリング」と呼ばれるこの手法は、強力な重力波
データ解析法として知られています。マッチドフィルタリングでは理論波形の精密な予測が要となります。
コンパクト天体連星系は重力波源の最も有望な候補と考えられています。連星系から放出される重力
波波形を予測するためには、その軌道を正確に知る必要があります。しかし、重力波を放射することに
よる反作用力 ( 自己力 ) によって軌道は常に変化しており、その効果をきちんと取り入れる必要が出てき
ます。
「重力波輻射の反作用問題」として知られるこの問題は、一般相対論において古くから知られてい
る未解決問題の一つです。私の研究では、ブラックホール摂動法と呼ばれる手法を用いてこの問題に取り
組んでいます。また、重力波データ解析に使用する理論波形の構築を目指しています。
● 略歴 ●
1999 年

京都大学理学部卒業

2001 年

大阪大学大学院理学研究科博士前期課程修了

2004 年

大阪大学大学院理学研究科博士後期課程修了

学位取得後、大阪大学大学院理学研究科特任研究員、英国サウサンプトン大学リサーチフェローを経て、
2008 年 12 月 本 GCOE 研究員に着任。

10

NGP NEWS LETTER No.3 2009.7

戸田

亮

低温物質科学研究センター
rftoda@scphys.kyoto-u.ac.jp

2008 年 11 月より特定研究員 (GCOE) として、低温物質科学研究センター、低温物理学研究室で研究させて
いただくことになりました。よろしくお願いします。2007 年12月までは名古屋大学大学院理学研究科で、2007 年
12月からは京都大学低温物質科学研究センターで、
ヘリウム原子の系を用いて量子凝縮系の実験研究を行ってきました。
絶対零度まで液体として存在できるヘリウム原子の系は、量子液体の理想的な実験研究対象です。加圧す
ると固体になりますが、固体の物性にも量子性が重要な役割を果たすため、量子固体と呼ばれています。こ
のため、液体、固体ともに量子性の強い興味深い研究対象として精力的に研究が行われています。
名古屋大学では、主に4He 原子薄膜の超流動転移と次元性について研究してきました。量子液体の性質は密度や次元
によって異なりますが、バルク体では3次元系しか実現できません。また気液相転移があるため密度を広く変えること
もできません。しかし、固体表面に原子を吸着させてできる吸着薄膜の系を用いると、連続的な密度制御を行うこと
ができます。薄膜の系は単純には 2 次元系を形成すると考えられますが、低温では粒子の波動関数が広がるため、微
細な構造は重要ではなくなり、薄膜のよりマクロな接続の次元性（吸着基盤の幾何学的構造によって制御できる）が
系の次元性を決定する可能性があり、より広い密度制御、様々な次元の実現が期待できます。4He を数 nm スケー
ルの直径を持つ1次元トンネル状の細孔に吸着させた場合と、数 nm というスケールで3 次元的な繋がりを持ってい
る細孔に吸着させた場合の比較実験を行い、超流動転移に接続の次元性の違いが反映されることを明らかにしました。
現在は、超流動 3He 液体についての研究を計画しています。P 波超流動体である 3He は内部自由度を持つ
ため、様々な対称性を持った秩序変数の実現を期待できますが、バルク体においては A 相、B 相と呼ばれる
2 種類の相だけが実現されることが知られています。しかし、3He 液体をコヒーレンス長程度の狭い空間中
に閉じこめると、空間の幾何学的構造（対称性）が秩序変数に反映され、今まで実現されていない新奇超流
動状態が実現される可能性があります。現在、このような新奇超流動状態を探索する研究を計画しています。
● 略歴 ●
1998 年 3 月

広島大学附属高等学校 卒業

2002 年 3 月

名古屋大学理学部物理学科 卒業

2004 年 3 月

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻博士課程（前期課程） 修了

2007 年 3 月

名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻博士課程（後期課程） 修了 学位取得

2007 年 4 月

名古屋大学 大学院理学研究科 研究員

2007 年 12 月 京都大学 低温物質科学研究センター 講師（研究機関研究員）
2008 年 4 月

京都大学 低温物質科学研究センター 研究員（研究機関）

2008 年 11 月 京都大学 大学院理学研究科 特定研究員 (GCOE)
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Dominikus Heinzeller
宇宙物理学教室
dominikus@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Having visited Kyoto already several times, I was very excited about being offered a postdoc position
in the Global COE program at Kyoto University. I started working at the Department of Astronomy
mid of November 2008, where I belong to the group of my collaborator and host professor Shin
Mineshige. As people might now expect, my measure is theoretical astrophysics. More precisely, I
have a strong background in accretion disks, for which I started first semi-analytical calculations in
my master thesis at the University of Heidelberg (2004/2005). In my PhD thesis, I continued working on critical and super-critical black hole accretion disks, performing semi-analytical modeling of
convective processes (with my advisor Wolfgang J. Duschl, University of Kiel) and radiative transfer
analysis of super-critical accretion flows. The latter project is still ongoing and a close collaboration
with Shin Mineshige, Ken Ohsuga (NAOJ) and, recently, Tomohisa Kawashima (Chiba University).
In the last months, I have undertaken a step towards a new frontier for my work: the investigation of
protoplanetary disk spectra, in particular their molecular emission lines. In this project, I am collaborating with Hideko Nomura (Kyoto University) and Tom J. Millar (The Queen's University, Belfast); our
main motivation is the reproduction of prominent molecular emission lines, observed from T Tauri
disks in the near- and mid-infrared, by our disk models with a subsequent radiative transfer analysis. I
am very excited about this new aspect of my research and I hope to get interesting results during my
stay at Kyoto University.
Apart from work, I enjoy living in Kyoto very much, since I am addicted to mountaineering, rock
climbing and running. I also love music and, as my colleagues already experienced, especially singing
at カラオケ ! With all these activities, there remains only very little time to study Japanese, which, unfortunately, makes it sometimes difficult to participate in activities by the Global Center of Excellence
program. がんばりましょう。。。

12
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日高義将

物理学第二教室
hidaka@ruby.scphys.kyoto-u.ac.jp

私の専門分野は極限状態のハドロン物質の性質についての研究です。通常の物質、例えば、水が温度、密
度を変化させると水蒸気、氷といった様々な状態に姿を変えるように、ハドロン物質も高温高密度や、また
高エネルギー等の極限状態ではその様相を変え、豊富な構造がある事がわかってきました。我々の世界の真
空状態は何もない単純な真空ではなく、量子色力学 (QCD) の基本構成要素であるクォーク、グルーオンが閉
じ込めを起こし、クォーク反クォーク対が凝縮してカイラル対称性が破れた非常に非自明な真空です。この
真空は高温高密度状態になるとクォークやグルーオンが閉じ込められたハドロン相からクォークやグルーオ
ンが自由に動き回れるクォークグルーオンプラズマ相 (QGP 相 ) へ相転移が起こると考えられています。こ
の相転移は相対論的かつ量子論的、さらに強く相互作用した系の相転移であり、その複雑さから非常に豊富
で面白い現象を含むと期待されます。また、宇宙は進化の中でこの相転移を通って来たと考えられ、その解
明は非常に重要です。実験では、米国ブルックヘブン国立研究所 (BNL) の Relativistic Heavy Ion Collider
(RHIC) やこれから行なわれる欧州原子核研究機構 (CERN) の Large Hadron Collider(LHC)、J-PARC の重
イオン衝突実験などでも高温高密度状態が実現されるようになり、相転移の有無や性質が実験的に確かめら
れるようになっており理論的にも実験的にもこれからますます発展する分野です。特に私は最近は QGP 相で
の動的性質について興味を持って研究しています。いわば QCD の物性と言えるこの分野では、GCOE の理
念である「普遍性と創発 性から紡ぐ」にあるように、多体系に見られる普遍的な性質と強く相互作用する相
対論的な量子多体系の新しい現象の創発が非常に期待されます。この解明に向けて頑張っていきたいと思い
ます。
● 略歴 ●
2000 年 3 月

上智大学理工学部物理学科卒業

2002 年 3 月

東京大学理学系研究科物理学専攻修士課程修了

2005 年 3 月

東京大学理学系研究科物理学専攻博士課程修了

2005 年 4 月

高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所協力研究員

2006 年 2 月

東京工業大学特別研究員

2006 年 4 月

理研 BNL 研究センター基礎科学特別研究員
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町田正博

物理学第二教室
machidam@scphys.kyoto-u.ac.jp

星・惑星形成の理論的研究を行っています。研究の目的は、太陽などの恒星や、我々の地球を含めて惑星
が一般にどのようにして誕生するのかを解明することです。近年、観測機器の発達により様々な波長で、星
形成領域が詳細に観測されています。また、原始星の周りの円盤や、円盤の中で誕生した惑星の直接撮像も
可能になってきました。しかし、これらが形成する「現場」を直接観測することは出来ません。これは、濃
いガス雲で覆われているために星・惑星の現場を見通すことが出来ないためと、もし見通せたとしても形成
のタイムスケールが短いために観測頻度が非常に低いことに起因します。
従って、星・惑星形成の過程を理解するためには、理論による研究、特に数値シミュレーションが強力なツー
ルとなります。
私は、多層格子法という計算法を用いて、星・惑星形成の研究をしています。例えば、星は分子雲という
ガスの塊の中で誕生しますが、母体となる分子雲と原始星は空間スケールが 7 桁以上も異なります。我々の
多層格子法は、10 桁以上に及ぶ広範な空間スケールを分解することが可能です。この数値コードを用いて
分子雲から直接原始星が出来るまでの大規模シミュレーションを行っています。今までの、我々の研究によ
り、
「星形成領域での光学ジェットと分子アウトフローの起源」
、
「近接連星と遠隔連星の形成メカニズム」
、
「磁
束・角運動量問題」などを解明することが出来ました。
今後は、今までの研究を発展させて、原始星の周りで円盤が形成し、その中で惑星が生まれる条件などを研
究しようと考えています。これは、我々の地球が何故存在するのか？ また、地球はありふれた惑星なのか？
それとも特別な惑星なのか？などを理解する手助けになると考えています。
● 略歴 ●
1998 年 3 月

金沢大学理学部物理学科卒業

2003 年 3 月

北海道大学大学院理学研究科博士課程修了

2003 年 4 月

国立天文台 天文学データ解析計算センター 教務補佐員

2003 年 10 月 千葉大学 先進科学教育センター 研究員
2004 年 4 月

14

京都大学 理学研究科 研究員 ( 科学研究 )

NGP NEWS LETTER No.3 2009.7

ニュース

延與佳子准教授のたちばな賞受賞
須原唯広

原子核理論研究室

D1

延與佳子准教授が「反対称化分子動力学法を用いた不安定
原子核の研究」により、第 1 回（平成 20 年度）京都大学優
秀女性研究者賞（たちばな賞）を受賞されました。たちば
な賞とは京都大学における若手の女性研究者の優れた成
果を讃える制度として、
平成 20年度に創設された賞です。
平成21年3月3日 たちばな賞を受賞される延與佳子准教授

延與准教授は平成 3 年に京都大学理学部を

が自然に存在する安定核において重要な役割を

卒業後、平成８年に同大学院博士課程にて学位

果たすことはよく知られていますが、延與准教

を取得、平成 9 年 1 月に東京大学原子核研究

授は中性子過剰な不安定原子核の諸性質におい

所助手に着任し、平成 9 年 4 月より高エネル

てもこのクラスター構造が重要な役割を果たし

ギー加速器研究機構（KEK）の助手を務めた後、

ていることや、不安定原子核において安定核で

平成 17 年 4 月より京都大学基礎物理学研究所

は見られなかった様々な新奇な構造が発達しう

（YITP）の准教授として、現在まで京都大学の

ることを理論的に予言した最初の研究者の一人

原子 核理論グループの中心として活躍してこ
られました。
延與准教授はこれまで反対称化分子動力学法

としてあげることが出来ます。
延與准教授の研究のうち特に重要なもののひ
とつとして Be 同位体の研究があげられます。

の発展と軽い不安定原子核の構造の研究とにお

延與准教授は Be 同位体に対して系統的な研究

いて多大な業績を残されてきましたが、このた

を行ない、Be 同位体において 2 つのαクラス

びそれらが高い評価を受け受賞にいたりまし

ター（4He 原子核）が発達し、それらの周り

た。反対称化分子動力学法は核子の自由度を生

をまわる分子的軌道に余剰中性子が入る分子的

に取り扱う原子核の微視的模型であり、現在に

構造が現れること、そしてそのような構造によ

おいて核構造理論の重要な一端を担っていま

り Be 同位体の様々な性質がうまく説明できる

す。
反対称化分子動力学法の重要な特徴として、

ことを指摘しました。また、12Be（陽子４個、

その他の多くの核構造理論と異なり原子核のク

中性子８個）の基底状態が大きな変形度を持つ

ラスター構造を容易に記述できる、ということ

ことを示しましたが、これは安定核において存

があげられます。クラスター構造とは、原子核

在していた中性子数８の魔法数が破れていると

内において核子が集まってグループを作り、ブ

いうことを意味し、従来の常識を破る新しい未

ドウの房のようにいくつかのかたまりに分かれ

知の現象の存在を示唆するものとして非常に注

る構造のことを言います。このクラスター構造

目されました。魔法数が破れは現在の核物理に
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おいても、大きな研究テーマの一つになってい

に大きなインパクトを与え続けてこられました。

ます。また他にも、16C において陽子と中性

これらの研究が高く評価され、この度のたち

子がまったく異なる変形を持ちながら共存する

ばな賞受賞となりました。延與佳子准教授が今

ことや、8He において原子核の表面に中性子

後更なる活躍をされ、日本を代表する研究者と

層が現れ、それらの中性子が凝縮した様相をみ

して原子核理論の分野を牽引していくことが期

せる可能性を指摘するなど、原子核研究の分野

待されています。

編集後記
みなさんにニュースレター3 号をお送りします。今回は、2 月のGCOE オープニングシンポジウム報
告と GCOE ポスドクの方の紹介、そして第一回京都大学優秀女性研究者賞（たちばな賞）を受賞され
た延與佳子氏の業績に関する報告からなっています。
「アウトリーチ」という耳慣れない名前の委員に指名されても最初は何をするのかイメージがわかなくてと
まどったのですが、柴田委員長をはじめベテランの方々の指導のもと、他の委員の方にご迷惑をおかけし
ながら、アウトリーチ委員会というのはどうやらグループ内外に向けての広報活動一般を企画、運営にあ
たる委員会であるらしい、ということが分かってきました。
ところで、この委員会の仕事である広報というのは、まず広報すべき材料があってはじめて成立するも
のです。材料があれば、企画で頭を悩ませる必要はありません。たぶん、この GCOE のなかではどんどん
広報に値する研究成果や業績が得られ蓄積されているのだと思います。みなさんにお願いしたいのは、そ
ういう成果を挙げられたり、見聞きしている方は是非最寄のアウトリーチ委員に知らせていただきたい、
ということです。そうすれば、後はそれをどう広報するか、ということでアウトリーチ委員会としてはた
いへん仕事がしやすくなります。また、院生の方にはシンポジウムや講演会の報告、あるいは、研究者へ
のインタビュー等、力を発揮していただきたい仕事がいくつもありますので、是非積極的に参加していた
だきたいと思います。
学振の方以外には、
少ないながら謝礼が出るはずです。どうぞみなさんの積極的なご協力をお願いします。
（国広 悌二）
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