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研究員７名のうち町田正博氏は出張のため欠席で

今後とも溢れるエネルギーで研究に邁進されグロー

したが発表会は成功裏に終わりました。１人２５分

バルＣＯＥを大きく盛りたてていただきたいと思いま

の持ち時間で最新の研究成果の紹介および討論を行

す。以下に、各研究報告のまとめを掲載します。

い、研究員が順調に成果をあげていることを確認し
ました。ＰＤ研究員の活躍は、グローバルＣＯＥの活
性化に不可欠なものです。ＰＤ研究員の皆さんには、

（アウトリーチ委員会注）本報告集には成果報告会に欠席した
町田正博氏の成果報告も掲載してあります。

Spectral signatures of super-critical black hole accretion flows
Dominikus Heinzeller, GCOE PD fellow
Department of Astronomy, Graduate School of Science, Kyoto University
Supervisor: Shin Mineshige
sources, Seyfert galaxies or quasars.

1. Introduction

A key aspect thereby is the question whether accreBlack holes have been considered as exotic and rare

tion disk systems can exceed their Eddington limit on

objects until the 1990s. Nowadays, we know that they

the luminosity and accretion rate. This limit is derived

are ubiquituous and that they appear on all scales,

as a simple analogon to the classical stellar Eddington

ranging from stellar mass black holes with a few solar

limit, which imposes a maximum luminosity for a star

masses up to supermassive black holes which some-

in order to assure that the (outward) radiation pres-

solar masses! Detecting black holes

sure does not exceed the (inward) gravitational attrac-

today is limited to indirect methods such as observ-

tion. Numerous studies (e. g., Fukue 2000/2004, Wa-

ing the orbital motion of objects in their gravitational

tarai et al. 2001, Begelman 2005, Heinzeller 2007)

potential or the process of accretion onto them. The

suggest that this bold approximation is oversimpliﬁed

latter one usually occurs in the geometrical form of

and that super-Eddington accretion and luminosi-

a disk due to the inherent angular momentum and

ties are indeed feasible. Adversely, the theoretical

therefore is referred to as accretion disk.

explanations and resulting numbers vary signiﬁcantly

10

times exceed 10

between these investigations. A ﬁnal solution to this

2. Current understanding of accretion disks

question will enlighten the formation and evolution
of supermassive black holes in the early universe –

In accretion disks, graviational energy is released by

which is difﬁcult to explain without super-Eddington

the inward motion of matter, caused by the viscosity

accretion – and the masses of the central black holes

of the disk. Although modern theoretical studies of

in ultraluminous X-ray sources. In the latter case, we

accretion disks date back to the 1970s, key questions

are confronted with the question whether a central

on the origin of the – unexpectedly high – viscosity

stellar mass black hole is accreting violently above, or

and on the mechanism of energy transport through

whether an intermediate mass black hole is accreting

the disk still remain unanswered. This ignorance im-

peacefully below its Eddington limit.

plies great uncertainties on the properties of the central black holes, on the feedback mechanisms on their

3. Research method and status quo

surroundings and by that on the evolution of all types
of systems, be it microquasars, ultraluminous X-ray
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In my PD project, I am working with Prof. Shin Mine-

shige on the question whether super-Eddington accre-

ton luminosity is not exceeded for disks seen face-on,

tion is not only feasible, but actually taking place in

and that (2) the iron K lines may serve as a powerful

our Universe. One of the few possibilites to unveil the

diagnostic tool on the accretion process: for example,

physics of accretion onto black holes is the compari-

we found a strong correlation between the ratio of

son of theoretical spectra, calculated from analytical

the equivalent widths EW Kβ /EW Kα and the central

or numerical models, with real observations. To do so,

black hole mass M c , which is independent of the in-

I perform radiative transfer analyses of numerical data

clination angle and depends only very weakly on the

of super-critical accretion ﬂows onto black holes. The

accretion rate M (see ﬁgure).

44

numerical data is provided by my collaborators Dr.

Better statistics are needed, however, to constrain

Ken Ohsuga and Tomohisa Kawashima, who perform

further and to improve the results of the investigation

2-dimensional radiation-hydrodynamic simulations

of the iron K lines in these systems. I plan to analyse

of highly accretion black hole accretion disk systems

simulation data for a wider parameter range of cen-

(Ohsuga et al. 2005, Kawashima et al. 2009).

tral masses, accretion rates and orientations of the
disk. Furthermore, current results on the continuum
spectra suggest that Comptonization effects need to
be incorporated in our studies. Therefore, I am collaborating with T. Kawashima to apply Compton scattering carefully to both the numerical simulations and
the subsequent radiative transfer analysis. I expect to
publish two papers in the next months, focusing on
the continuum emission and line features separately.

4. References
Begelman M., 2002, ApJ, 568, L97
Fukue J., 2000, PASJ, 52, 829
Fukue J., 2004, PASJ, 56, 569
Based on a ray-tracing concept, I developed a ra-

Heinzeller D., 2007, MNRAS, 374, 1146

diative transfer code which calculates the continuum

Kawashima T., Ohsuga K., Mineshige S.,

spectra and the prominent iron Kα,β line emission and

Heinzeller D., Takabe H., Matsumoto R., 2009,

absorption feature between 6 and 9 keV for various

accepted fpr publication in PASJ

orientations of the disk relative to the observer. Previ-

Ohsuga K., Mori M., Nakamoto T., Mineshige S., 2005,

ous results of my work show that (1) mild relativistic

ApJ, 628, 368

beaming effects produce super-Eddington luminosities

Watarai K.-y., Mizuno T., Mineshige S., 2001, ApJ,

when the disk is observed face-on while the Edding-

549, L77
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有限温度格子 QCD 研究の新しいアプローチの可能性
梅田貴士
京都大学基礎物理学研究所
受け入れ教員：大野木哲也

グローバル COE 研究員として行った研究では、新

必要があるが、固定格子間隔では自明に LCP が成り立つ。

しい固定格子間隔アプローチによる有限温度格子

B) 通常は有限温度の赤外発散の繰り込みの為に温度毎

QCD シミュレーションによって QCD の有限温度相転

に対応するゼロ温度計算が必要になるが、このアプロー

移の性質を解明する事と、このアプローチの可能性を

チではゼロ温度計算による繰り込みが共通になる。

検討する事を目的としている。

C) 異なる温度の計算で体積と格子間隔を一定に保て

QCD の有限温度相転移は現実世界の宇宙が経験し
た最後の相転移であり、その相転移の性質は初期宇宙

D) 基礎となるゼロ温度計算を大規模 ( ゼロ温度 ) プロ

の進化を探る上でも重要な手がかりとなる。さらに

ジェクトの結果で代用できる。

面白いのは、このような高温・高密度の状態は重イオ

を採用すれば全ての温度領域で格子化誤差を抑えるこ

ン衝突実験によって実際に作り出す事が可能な点であ

とが出来る。一方で、温度の分解能が整数の逆数で制

る。この相転移で現れる新しい物質状態はクォーク・

限されてしまうという欠点が存在する。特に相転移温

グルーオン・プラズマ (QGP) と呼ばれて、主にハド

度の決定のような相転移近傍での細かい温度分解能が

ロン物理の世界で精力的に研究されている。

現在こ

必要な研究を行うには大きな問題になってしまう。た

れらの有限温度 QCD の相転移現象を含めた理論的研

だし、細かい温度分解能が必要でないような物理量で

究を非摂動論的かつ系統的に行える唯一の方法は格子

あればこのアプローチの利点が計算コストに関するブ

QCD による数値シミュレーションだけである。実際、

レークスルーになる可能性がある。

これまでに有限温度 QCD 相図の決定、相転移温度、



るので純粋な温度効果を引き出すことができる。
E) 細かい格子間隔

特に平成 20 年度では固定格子間隔アプローチに

状態方程式の計算などで成功を収めており、QGP の研

よって状態方程式を計算する為の T-integral method

究において、例えば、流体モデルなどを用いた現象論

を提唱し、動的クォークの効果を無視したクエンチ近

的な QGP 研究のモデルにおける基礎パラメータとし

似において状態方程式を計算して見せ、従来の方法と

て重要な役割を果たしている。

遜色ない結果を再現した。ここで得られた結果は論文

有限温度格子 QCD

において温度は虚時間方向の格子サイズの逆数で与え

誌に掲載されている [1]。

この計算ではクエンチ近

られる。通常は虚時間方向の格子点の数（Nt）を固定

似において、等方格子と非等方格子の場合について計

して、格子間隔（a）を変えることにより温度をコン

算を行った。非等方格子では空間方向に比べ時間方向

トロールする。我々の固定格子間隔アプローチでは逆

の格子間隔のみを細かくできるので、固定格子間隔ア

に a を固定して Nt を変えることで温度をコントロー

プローチでも温度を細かくコントロールできる。図１

ルする。アイデアは非常にシンプルだが、この新しい

の結果は新しいアプローチで計算した等方、非等方格

アプローチは従来の方法に比べて、利点と欠点の大部

子でのトレスアノマリーの値と、従来の手法による結

分が逆転をしている為に、従来の方法では困難な計算

果との比較を行っている。図２ではトレスアノマリー

を実行できる可能性を秘めている。

の温度積分で求められる状態方程式の結果である。新

このアプローチでは以下のような利点が考えられる。

しいアプローチの場合、高温での格子化誤差の影響が

A) 通常有限温度の研究を始める前に詳細なパラメー

現れる影響が結果から読み取る事ができる。また、体

タサーチが必要になる。特にフル QCD では Nf 種類の

積が小さい事による影響もわずかに確認できる。しか

クォーク質量パラメータを各温度で物理量一定になる

しながら、ほぼ従来の結果を再現して、新しいアプロー

ように保つ Line of Constant Physics (LCP) を特定する

チによる計算で状態方程式の計算が可能であることを
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示すことができた。
これらの計算は大阪大学 RCNP の SX8、京都大学
基礎物理学研究所の SX8 を用いて計算された。

Figure 2: クエンチ近似での状態方程式の計算。

References
[1] T. Umeda, et al.,“Fixed Scale Approach to Equation
of State in Lattice QCD,” Phys. Rev. D 79, 051501

Figure 1: クエンチ近似でのトレスアノマリーの結果。

(2009) [arXiv:0809.2842 [hep-lat]].
[2] G. Boyd et al., “Thermodynamics of SU(3) Lattice
Gauge Theory,” Nucl. Phys. B 469, 419 (1996)
[arXiv:hep-lat/9602007].

ブラックホール時空中を運動する質点に働く自己力問題について
佐合紀親
京都大学基礎物理学研究所
受け入れ教員：田中貴浩

近年、重力波の直接検出を目指して世界各地で重力

試験粒子を考えた場合、粒子は背景時空の測地線に

波検出器の建設計画が進められている。これらの検出

沿って運動する。しかし、質点の場合、自身が作る場

器から得られる観測データを有意義なものにするため

の影響によって背景時空の測地線からずれて運動する

には、効率の良いデータ解析手法が必要である。有望

であろう。この時、質点の運動方程式は形式的に以下のよ

な解析法の一つとして、事前に予言された理論波形を

うに与えられる。
α
Du α
Dτ = F ,

用いる、
「マッチドフィルター法」が知られている。

(1)

α

銀河中心ブラックホールとそれに捕捉された恒星質

ここで、u は四元速度、τは固有時間、D/Dτ は共変

量コンパクト天体からなる連星系は、宇宙重力波検出

微分である。 F α =0 の時、 (1) は背景時空の測地線方

器衛星 LISA の主要ターゲットの一つである。この様な

程式そのものである。従って、F α は測地線からのず

系から放出される重力波の理論波形を正確に予言する

れに対応し、これを質点に働く「重力的自己力」とみ

ためには、そのダイナミクスを正しく理解する必要が

ることができる。自己力は質点により引き起こされる

ある。ここでは、連星をブラックホール時空中を運動

計量の摂動から導出されるが、摂動自身は質点の位置

する質点でモデル化し、ブラックホール摂動法を用い

で発散を持つため、適切な正則化が必要となる。多重

て取り扱う。

極展開を用いた実用的な正則化の方法が Barack et al.
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(2002) において提案されている。この方法では、ロー

での研究で、この摂動方程式を数値的に計算する専用

レンツゲージにおける計量の摂動を入力情報として、

コードを開発し、束縛軌道を運動する質点に働く自己

質点に働く自己力を導出する事ができる。

力の導出を可能にした [1, 2]。図 1 にその一例を示す。

背景時空が球対称シュバルツシルト時空の場合、テ

この計算コードの応用例として、シュバルツシルト

ンソル球面調和関数展開を利用して摂動方程式を 2 次

時空中を運動する粒子の最内安定円軌道 (Inner-most

元 ( 時間 + 空間 1 次元 ) の問題に帰結する事ができる。

Stable Circular Orbit, ISCO) に注目し、その自己力によ

従って、ローレンツゲージ条件下の摂動方程式は 10

る補正の導出を試みた [3]。その結果、
ISCO の軌道半径、

本の 2 次元連立偏微分方程式で与えられる。これま

及び軌道振動数の自己力による瞬間的な補正は、
∆r isco =
∆Ωisco/ Ωisco =

− 3.269( ± 0.003)µ ,

(2)

0.4870( ± 0.0006)µ /M ,

(3)

のように得られた。µ 、M は質点、中心ブラックホー
ルの質量、括弧内の数値は数値誤差を表す。
今後は、まず、質点に働く自己力が重力波波形に及
ぼす影響を定量的に評価することは有意義であると考
えられる。また、より一般的なカー時空への拡張に取
り組みたい。

参考文献
図 1: 楕円軌道を運動する質点に働く自己力。反作用力が効く時間ス
ケールは軌道周期に比べて十分に長いので、各時刻の自己力を計算す
る際の軌道は測地線で近似する。半直弦 p = 7M、離心率 e = 0.2 とし
た。横軸は太陽質量を単位とした時間、縦軸は質量比で規格化した自
己力を表す。赤線は時間成分、青線は動径成分に対応する。

[1] L. Barack and N. Sago, Phys. Rev. D 75, 064021
(2007) [arXiv:gr-qc/0701069].
[2] L. Barack and N. Sago, in preparation.
[3] L. Barack and N. Sago, arXiv:0902.0573 [gr-qc].

Generation of pulsed ion beam with intense-ultrashort laser irradiation
Kazuto Otani
Laser Matter Interaction Science, Institute for Chemical Research, Kyoto University
Supervisor: Shuji Sakabe

INTRODUCTION

between the accelerated electrons and ions themselves.
This is the mechanism of target normal sheath accelera-



Recent development of ultrashort laser technology,

tion (TNSA) model [1] schematically drawn in Fig. 1.

such as the chirped pulse amplification (CPA), can pro-

Since the laser-driven ion beam is short pulse duration

vide extremely high intensity of 1018 W/cm2 with table-

and it is generated from point source, it has possibility

top laser system. Under such the photo electric field

to become a small accelerator for industrial or medical

induced by intense laser light, electrons are accelerated

application. To generate quasi-monoenergetic ion beam,

to relativistic velocity along to laser direction. When the

several mass-limited targets have been proposed [2]. To

intense laser is irradiated to a thin foil, ions on the rear

generate the quasi-monoenergetic ion beam, locally-ion-

surface of the foil are accelerated by the electric field

doped target has proposed in this research.
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PRELIMINARY RESULT
Figure 2 shows the energy spectrum of the diagnosed
proton. The proton spectrum of the ion doped target
was obviously different from one of not doped target.

Figure 1. Schematic view of TNSA model.

EXPERIMENTAL SETUP
Experiment has conducted by Tabletop Ten-Terawatt
Ten-hertz Tunable Ti:sapphire (T6) laser system in Institute of Chemical Research, Kyoto-University. The energy

Figure 2. Ion spectra of ion doped target and not ion
doped target.

was 50 mJ, pulse width was 130 fs, the central wavelength was 800 nm, and band-width was about 10 nm,
respectively. The laser beam was focused to the spot of
~5 µm, in diameter, and the laser intensity was 4.0 ×
18

2

10 W/cm .

DISCUSSION
The difference of spectral shape was obtained in low
energy region. The maximum energy of ion was ~1

The polyethylene and aluminum foils were employed

MeV in previous research. The reason of geometrical

to the targets. The polyethylene foil with the thickness

setup, the high energetic ion was not observed in this

of 12 µm was irradiated the laser with incident angle of

experiment. It is considered that high energy frac-

45 degree, and the proton beam with energy of < 1.5

tion of ion was flied to another direction of the solid

MeV was generated. Aluminum foil with the thickness

angle of the detector. In the next step, two-dimensional

of 12 µm was applied to the proton doped target. Since

distribution of ion beam should be diagnosed, and high

the range of proton with the energy of 1 MeV for the

energetic ion spectrum will be observed.

12-µm-thick aluminum, then the proton was doped to
the rear surface of the target.
The laser-generated ion beam was diagnosed by the
time-of-flight (TOF) detector. The TOF detector was composed with a 0.2-mm-thick plastic scintillator (EJ-212,
Eljen Technology) attached to a photomultiplier tube

Reference
[1] S. C. Wilks, A. B. Langdon, T. E. Cowan, et al.,
Phys. Plasmas 8, 542 (2001).
[2] S. Ter-Avetisyan, M. Schnurer, P. V.Nuckles, et al.,

(H2431-50, Hamamatsu). The flight distance between

Phys.Rev. Lett. 96, 145006 (2006); H. Schwoerer,

the target foil and the scintillator was 1287 mm. Two

S. Pfotenhauer, O. Jackel, et al., Nature 439, 445

pairs of dipole magnets were set in front of the scintilla-

(2006); B. M. Hegelich, B. J. Albright, J. Cobble, et al.,

tor to remove the high energetic electron. The electron

Nature 439, 441 (2006); A. Maksimchuk, K. Flippo,

with the energy of < 2.5 MeV was swept out.

H. Krause, et al., Plasma Phys. Rep. 30, 473 (2004).
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極限状態における QCD 物質
日高義将
着任 2009 年 1 月 5 日
物理学第二教室

原子核理論研究室

受け入れ教員：国広悌二
世の中の様々な物質は温度や密度を変化させると相
転移を起し、その様相をがらりと変えます。例えば身

核 研 究 機 構 (CERN) の Large Hadron col-lider(LHC)、

近にある水は、1 気圧の状況下で温度が 100 度を越え

J-PARC の重イオン衝突実験などです。 RHIC での重

ると気体である水蒸気に変化し、 0 度より低くなると

イオン衝突実験結果は予想されていたクォークやグ

固体である氷へ変化します。同じように原子核を構成

ルーオンが自由に飛び回るような単純なプラズマでは

する陽子や中性子、そしてその仲間達 ( これらをハド

なく、液体のように強く相関したプラズマである事を

ロンと呼びます ) からなるハドロン物質も密度や温度

示唆しました。これは流体シミュレーションが実験結

を変化させると相転移を起しその状態ががらりと変化

果を再現するためにはずれ粘性とエントロピーの比が

する事が予想されます。超高温状態では、ハドロン内

非常に小さくなくてはならない事から導かれました。

に閉じ込められているクォークやグルーオンが自由に

エントロピーや、ずれ粘性といった量は ( 局所 ) 平

飛び回るクォークグルーオンプラズマ相 (QGP 相 ) と

衡系を特徴づける量です。それらを理論的に評価する

呼ばれる相へ相転移すると考えられています。また、

事はその系の性質を理解する上で非常に重要です。エ

中性子を低温のまま圧縮して高密度状態にすると、そ

ントロピー、圧力や感受率といった静的な量は格子

こではクォーク対が凝縮を起し、カラー超伝導相へと

QCD を用いたモンテカルロシミュレーションで定量

相転移すると考えられています。さらにハドロンの質

的に評価されます。しかし、ずれ粘性などの輸送係数

量の起源となるカイラル対称性と呼ばれる対称性に関

は動的な量でモンテカルロシミュレーションを行うに

する相転移も起ると考えられ非常に豊かな相構造が予

は符号問題や解析接続の問題のため非常に困難です。

想されています。このような超高温、高密度の極限状

輸送係数は久保公式によって熱平衡における実時間相

態におけるハドロン物質の性質を明らかにする事が私

関関数を結びつけられますが、実時間相関関数の計算

の研究テーマです。

は一般に非常に困難です。輸送係数の計算にはしばし

この様な極限状態は身の回りでは起りませんが、宇

ば Boltzmann 方程式が用いられますが、結合定数が

宙に目を向けるとこれらの状態が実現する可能性が考

大きい場合に適用可能かどうかに疑問が残ります。結

えられます。ビッグバン直後の 1 ～ 10 マイクロ秒後

合定数が小さい場合でも単純な摂動展開は輸送係数の

の超極初期宇宙では、この QGP 相が実現していたと

計算では、破綻しており一般のダイアグラムを足しあ

考えられています。この QGP 相から我々の住んでい

げる必要があります。最低次ではその足しあげ方は知

るハドロン相への相転移は非常に高温で、その温度は

られており、その計算は Boltzmann 方程式での計算

約 2 兆度と考えられています。また、中性子星と呼

と一致している事がわかっています。現在進行中の

ばれる高密度の星の内部では低温高密度のハドロン物

我々の研究では、この輸送係数の高次のオーダーを計

質が実現していると考えられています。その密度は東

算する方法を開発しています。このために Eliashberg

京ドーム 40 万杯の水を 500ml のペットボトルに詰

によって行なわれたフェルミ液体中の輸送係数の計算

め込むくらいの超高密度で、そこでのカラー超伝導相

の方法を実時間形式の相対論的場の理論に応用して評

が実現している可能性があります。

価を行っています。

近年、このような高温物質が実験でも実現されるよ
うになってきました。それは、現在行われている米国
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
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微量 3He を含む 4He 固体のねじれ振り子と NMR の同時測定
戸田 亮
物理学第一教室

低温物理学研究室低温物質科学研究センター
受け入れ教員 : 佐々木 豊

ヘリウムは最も軽い希ガス元素である。ゼロ点エネ

固体 4He 中の 3He は、液体同様に相分離を起こす

ルギーが大きく、原子間引力が小さいため、絶対零度

ことが知られている [5]。液体との違いとして、低濃

まで液体のまま存在することができる。この液体を冷

度でも有限温度で分離を起こすこと、拡散によって

4

却すると、ボース粒子である He の場合、2.17K 以
4

ゆっくりと相分離が進行するため、現実的な時間ス

下で超流動状態へと転移する。これが液体 He の低

ケールでは 3He と 4He は完全には分離しないことが

温凝縮状態である。25 気圧以上に加圧すると 4He は

あげられる。相分離温度以下では 4He の結晶中に 3He

固体となるが、通常の固体とは異なり、各格子点を占

クラスターの核が生成され、それが成長することに

める原子が隣接原子と頻繁に位置を交換するため、量

よって µm 程度の大きさのクラスターが 4He 固体内

子効果が系の物性に重要な役割を果たす。このような

にいくつも形成されることが、数%程度の 3He を含む

量子固体の系では、固体中に空格子が存在できる可能

4

性、空格子の BEC によって液体同様に超流動的な振

流動固体現象が見られるような低濃度の 3He を含む

る舞いが現れる可能性があると理論的に示唆されてい

4

た [1]。しかし、その実在を示す確かな実験事実は近

見られている温度領域と同程度の温度領域で起こるこ

年までなかった [2]。

とになるが、現在までのところ、双方に直接的な関連

2004 年、Kim と Chan はねじれ振り子を用いた実

He 固体の NMR 実験から明らかにされている [6]。超
He 固体においては、相分離現象も超流動固体現象が

が存在することを示す実験事実は報告されていない。

験で、固体の超流動と解釈可能な回転慣性の減少を、

3

He の状態は NMR を用いることでよく調べること

200mK 以下の低温において観測した [3]。ねじれ振り

ができる。しかし、超流動固体 4He についての研究

子測定とは、ねじれロッドとなる細い棒にセルをつる

で通常用いられる 4He 固体（0.3ppm 程度の 3He を含

し、ねじれ振動させることによって、その共振周波数

む）を用いた場合、その信号強度は非常に小さいもの

からセルの慣性モーメントを測定するものである。セ

となるため、その観測は困難である。そこで、我々は

4

ル内部の He が超流動状態になると、超流動成分は

3

ねじれ振動に追随しなくなるため、回転慣性が減少し、

と同様の方法で作成した 4He 固体を用いて NMR 測定

共振周波数が上昇する。この回転慣性の減少分は非古

を行い、4He 固体中の 3He の状態について調べる実験

典的回転慣性 (NCRI) と呼ばれている。この発見がきっ

を行った。このためにねじれ振り子測定と NMR 測定

4

He の濃度のみを増やし、NCRI 応答を示す 4He 固体

かけとなって、 He 固体を舞台とした超流動固体現象

を同じ固体に対して行える装置を開発した。低温でね

の研究が精力的に行われるようになった。

じれ振り子の共振周波数は約 1175Hz、Q 値は 105 で

NCRI 応答は 4He 固体中に混在する 3He の量に対し

あった。NMR 測定は静磁場 0.15T のもとで行った。

て非常に強い依存を示すことが報告されている [4]。

固体はキャピラリーブロック法で作成し、約 6 時間

4

かけてセル全体に成長させた。用いた固体試料の圧力

であり、これは原子間隔レベルの短距離相互作用で

は約 36 気圧である。

He 凝縮系における粒子間相互作用はハードコア斥力

ある。NCRI 応答がバルクの固体全体で起きている現

3

He を特別に混ぜていない 4He 固体においては、約

象であると仮定すると、数 ppm レベルという微量の

200mK 以下で NCRI 応答をねじれ振り子で観測する

3

3
ことができた。一方、
He を数百 ppm 混ぜた固体では、

然である。3He がこのような強い抑制効果をもたらす

NCRI 応答は観測されなかった。また相分離（相分離

理由はまだ明らかになっていない。

温度は約 100mK）に対応する異常応答も観測されな

He が NCRI を大きく抑制するというのは非常に不自
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かった。これらのねじれ振り子応答はこれまでに報告

ラッピングは、きれいな 4He 固体の結晶中ではなく、

されてきたものと同様である。

そのマクロな欠陥（結晶粒界など）において起こって

我々はこの固体 4He 中の数百 ppm の 3He に対する

いる可能性が高い。この実験結果と、相分離温度を挟

NMR 測定を行い、8mK において、系の He には T 1

む広い温度領域で全体としては微量の 3He が NCRI 応

の異なる 3 種類の状態が存在することを明らかにし

答を強く減少させるという事実から、NCRI 応答の起

た。T 1 は短い方から 10 秒、1 時間、1 日以上であった。

源が広い温度領域で 3He をトラップしている 4He 結

T 1 の短い 2 つについてその特性を調べたところ、T 2、

晶の乱れた部分にあることが示唆される。

3

Spin diffusion などの大きさ、温度依存性も異なるこ
とがわかり、これらから、それぞれの状態が明らかに
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分子雲コア中での星形成過程
町田正博
京都大学

理学研究科

受け入れ教員：犬塚修一郎

1 背景

の電波観測は、星は濃いガス雲 ( 分子雲コア ) の中で
誕生することを示唆している。また、分子雲コアは、

星は、宇宙の最も基本的な構成要素であり、宇宙の進

重力エネルギーと同等の磁気エネルギーを保持してい

化を考える上で非常に重要な役割を果たしている。我々

ることも分かってきている。他方、
星形成の「直後」は、

の周りの物質を構成する元素のほとんどは、星の内部、

星形成領域での分子アウトフロー、光学ジェット、星

または星の最後の瞬間の元素合成で出来たと考えられて

周円盤の観測などに対応する。星が誕生する瞬間には、

いる。また、我々が居住する地球は、星の形成途上に出

低速のアウトフローと高速のジェットという特徴が異

現する星周円盤の中で誕生したと考えられている。そのた

なる２種類のガス流が出現する。また、最近、星周円

め、星の形成過程を理解することは非常に重要である。

盤の直接撮像も可能になってきている。
さらに、
観測は、

近年、観測機器の発展により星形成の「直前」と

多くの星が連星として誕生することを示唆している。

「直後」は、詳細に観測されるようになってきた。星

このように、星が誕生する瞬間の ‘ 前後 ’ は詳しく

形成の「直前」は、分子雲コアの観測である。数多く

観測することが可能になってきた。しかし、星が誕生

10
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する ‘ 瞬間 ’ を観測することは出来ない。これは、上

なるため

で述べたように、星は濃いガス雲の中で誕生するため

に、磁力線

である。どのような波長の光もこのような濃いガスを

が捻られて

透過することは出来ないために、我々は観測から星が

コア近傍か

誕生する瞬間を理解することは出来ない。従って、理

らガス流が

論を用いて星形成過程を理解する必要がある。上記の

駆 動 す る。

ジェットや連星形成過程は分子雲の進化の非線形段階

前頁の右

で起こるため、これら現象を理解するためには数値シ

上 の 図 は、

ミュレーションが最も強力なツールとなる。

ファースト
コアからの

2 我々の取り組み

アウトフ
ローを表し

我々は、分子雲コアから原始星が誕生する瞬間まで

ている。こ

の直接計算を目的として数値コードの改良に取り組ん

の図で流線は磁力線を、青色の表面がアウトフローして

できた。 2006

いるガスの領域を示している。また、中心部の密度分

年度に高密度

布を壁面に投影している。図で壁面の中心部分の赤い

ガス領域での

点がファーストコアに対応する。ファーストコア形成

磁場散逸の扱

後約 1000 年ほどで、中心部分が再び急速に崩壊して

いを可能にし

セカンドコア ( 原始星 ) を形成する。セカンドコア形成

た多層格子法

後は、再び磁力線が強く捻られて高速のジェットが駆動

コード (3 次元

する。ファーストコアからのガス流が観測の ‘ 分子アウ

磁気散逸多層

トフロー ’ に対応して、セカンドコアからのガス流が観

格子法：詳細は、

測の ‘ 光学ジェット ’ に対応することが分かった。また、

Machida et al.

各々のフローの特徴は、コア周囲の電離度 ( つまり磁場

2006, 2007) を

強度 ) に強く依存する。ファーストコア周囲は電離度が

開 発 し て、 世

相対的に高く、強磁場のために磁気遠心力風メカニズム

界で初めて分

によってガス流が駆動する。他方、セカンドコア周囲は

子雲コアから直接原始星が誕生する瞬間までの大規模

電離が非常に低く、弱磁場であるために、磁気圧風メカ

数値シミュレーションに成功した。この計算では、多層

ニズムによってガス流が駆動する。また、各々のフロー

5

格子法を用いて 〜 10 AU( 分子雲コアのスケール ) から

の異なる速度は、各々のコアの重力ポテンシャルの深さ

0.1 太陽半径 ( 原始星のスケール ) までのおよそ 10 桁に

の違いに起因する。これらのメカニズムで原始星形成過

及ぶ広範な空間スケールを分解した。計算のセッティン

程で異なる２種類のガス流が出現することが分かった。

グとしては、観測されるような分子雲コアをシミュレー

また、我々は分裂 ( 連星形成 ) 条件を求めるために、

ションボックスに配置してガス収縮の過程を計算した。

分子雲が持つ物理量をパラメータとして数多くの計算

また、ガス雲の持つ磁場強度、回転速度、形状をパラメー

を行った。左上の図は、パラメータサーベイの結果で

タとして数多くの進化計算を行った。

ある。この図で横軸は初期に分子雲コアが持つ磁気エ
ネルギーに、縦軸は回転エネルギーに対応する。図中

3 研究結果

の各々のパネルは、それぞれ、計算終了時の赤道面の
密度分布を示している。図で、背景が青い領域は断熱

計算の結果、ガス収縮の過程で２つの異なるコア

段階で分裂したモデルであり、これらは遠隔連星にな

( ファーストコアとセカンドコア ) が出来ることが分

ると予想される。背景が赤色のモデルは第二収縮期以

かった。ガス中にコアが形成すると、ガス収縮が遅く

降に分裂したモデルであり、これらは近接連星になると
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考えられる。また背景が灰色のモデルは、分裂を示さな

などを解明することが出来た。

かったモデルであり、単星へと進化すると考えられる。
図は、磁場は分裂を抑制して、回転は分裂を促進す
ることを示している ( 詳細は、Machida et al. 2008)。初期に

4 今後の研究

分子雲コアが高速で回転している場合には、進化の途中で

上記の研究結果は、原始星形成の瞬間までの研究であ

十分に薄い円盤を形成して分裂する。他方、分子雲コアが

る。星は誕生の瞬間には、ほぼ木星程度の質量しか持た

強く磁化されている場合には、磁気制動やアウトフローに

ない。星の大部分の質量は、引き続く ‘ ガス降着段階 ’ の

よって角運動量が外層に輸送されるために、薄い円盤を作

進化過程で獲得する。‘ガス降着段階 ’ には、
星周円盤形成、

れなくなり分裂が抑制される。また、分子雲が分裂するか

惑星形成、星形成率の決定など重要な問題が残っている。

どうかは、初期の揺らぎの大きさ ( つまり、ガス雲の形状

今後、この降着段階に焦点をあて研究を推進して、分子

) に関係なく、分子雲コアの回転エネルギーと磁気エネル

雲コアからの星形成シナリオの確立を目指す予定である。

ギーの比によってのみ決まることが分かった。初期にガス
雲の回転エネルギーが大きく、磁気エネルギーが小さい程
( 図の左上の領域 )、大きなスケールで分裂する。これに対
して、回転エネルギーが小さく、磁気エネルギーが大きい
ガス雲中では、分裂スケールが小さくなり、より磁場が強
ければ ( または、より回転が遅ければ )、分裂が起こらず
に単星になる。
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編集後記
随分遅くなってしまいましたが、 今号では、 昨年度末に行われた
GCOE ポスドク研究員の研究成果発表会の集録をお届けします。 こ

この傾向は、 研究室紹介でもあって、 研究している本人が書くと難

の研究員制度は、 GCOE の重要な事業の１つになっていますが、 ど

しい内容になる傾向があるようです。 他分野の院生が、 記者として取

んな研究がなされているのかは常日頃はあまり知らないという方、 発

材した場合の記事はわかりよい傾向にあると思います。 他分野の人

表会当日忙しくて出席できなかったという方もおられる事と思います。

でもわかる言葉／概念にもどって解説を書くからだと思われます。 専

本ニュースレターなら、 ちょっとあいた時間にでも読むことができて、

門用語だらけでは、 ちょっと分野が離れただけでも意味がわからない

内容を知ることができると思いますので、 是非御覧下さい。

ことがままあると思います。 GCOE の目標は他分野、 隣接分野の融

ただ、 私も編集段階で全て目を通しましたが、 結構難しいというの

合というのがあるのだと思いますが、 そのためには、 お互いにわか

が正直な印象です。 自分の分野に近い内容はわかりますが、 そうで

る言葉で話す必要があるのでしょう。 そういう意味では、 他分野でも

ないと、 あまりよくわかりません。 前号では、 GCOE ポスドク研究員

わかる言葉で記事を書くということは、 GCOE の目標達成への一歩で

自己紹介が掲載されましたが、 自己紹介でも内容はなかなか難しい

もあるのでしょう。 GCOE の記事をかかれる際には、 このような観点

なあ、 という印象だったのですが、 さすがに研究成果発表となると当

も思い出して頂ければ幸いです。
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然かもしれませんが、 一段と難しいという感じです。
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