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1. 『宇宙と物質の謎に迫る』
去る 2010 年 10 月 30 日、 京都大学グローバル COE 「普遍性と創発性
から紡ぐ次世代物理学」 の主催で、 京都大学百周年時計台記念館は大
ホールにて、 市民講座 『宇宙と物質の謎に迫る』 が開催されました。 この
市民講座は、 物理学における最先端の成果を広く一般市民の方々に知っ

「七夕出前授業の報告」

て頂くことを目的に毎年度開催されており、 今回で第 3 回を迎えることに
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なりました。 今回ご講演を頂いたのは、 太田隆夫教授 ( 物理学第一教室、

シンポジウム報告

非線形動力学 )、 畑浩之教授 ( 物理学第二教室、 素粒子論 )、 一本潔教

GCOE 第２回シンポジウム

授 ( 附属飛騨天文台、 太陽物理学 ) の 3 名です。 今回も、 それぞれの

「対称性の破れと量子現象」

専攻分野について、 研究動機や基本的な概念から最先端の研究結果に

中村

真 …19

至るまで、 わかりやすい形でお話し頂きました。

研究室紹介

開催前日までは台風の到来

凝縮系理論グループ

…24

も予想され、 一時は開催も危
ぶまれましたが、 幸いにして
直前に台風の進路も逸れ、 当
日には朝方にまばらに雨が
降ったものの、 午後から始ま
る講演は無事に開催すること
ができました。 会場には中高
生からご年配の方まで、 幅広
い世代にわたった沢山の方々
にご来場頂きました。
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図 1：当日の様子
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2. 司会、グローバル COE リーダーあいさつ

く引きつけ
ていらっしゃ

まず、 今回の市民講座の開催の挨拶として、 司会の柴

いました。

田一成教授 ( 附属天文台台長、 太陽宇宙プラズマ物理

ソフトマ

学 ) から、 この講座の開催概要や今回の講演プログラム

ターの定義

に関して説明を頂きました。

を具体的に

次に、 グローバル COE リーダーの川合光教授 ( 物理

述べるのは

学第二教室、 素粒子論 ) から、 この京都大学グローバル

難しいので

COE 「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学」 の目的

すが、 例え

や理念についてのお話がありました。 ここでの 「普遍性」
という言葉は、 さまざまな現象に広く共通する法則性を意

図 2：太田教授

ば全ての動
物 や 植 物、

味します。 他方で 「創発性」 というのは、 このような基本

多くの食物などや、 液晶などの多くの工業的物質が含ま

的な法則性からは容易に演繹できないような新しい現象

れ、 まさに 「地球上はソフトマターで満ちている」 ことが

が起きていることを表します。 これらの現象は、 原理的な

わかります。 これらの物質を特徴付けるのはその構成単

基本方程式からの演繹だけを考えていてはなかなか発見

位の大きさで、 これらは全てメゾスケール (1nm ～ 1 μm、

することができないものですが、 一旦その存在が認識され

通常の結晶構造より大きく生体の細胞より小さい、 中間的

れば、 その存在を基本法則から説明付けることは可能で

な大きさ ) の要素を基本単位として考えることができます。

す。 この創発的な現象は、 物理学においてあらゆる領域

ソフトマターには現象的にも大変特異な性質を示すものが

でそれぞれ起こっており、 それらを発見することで我々の

多く、 また材料科学や食品産業の面からも研究が期待さ

物理学に対する知見を広げてくれるものであります。 そし

れています。

て、 この 「普遍性」 と 「創発性」 を積極的に共存させ追

このソフトマターというものを物理学的に見る時に、 本来

求しようというのがこのグローバル COE の理念です。 つま

もっと小さい単位であるはずの分子らがある特定の条件下

り、 物理学の各領域における創発的な現象を研究するこ

で自発的に集合し、 このようなメゾスケールの構造を構成

とで得た知見を、 普遍性を以て他の領域へ応用し、 その

していくその過程に注目し、 理論的に再現しようという試

領域でまた新たな創発的現象を発見する、といったように、

みがあります。 特に、 そのメゾスケールの構造というもの

この 2 つの概念を連関、 統合し、 新たな物理学を作り出

は 1 種類ではなく、 条件を変えていくことで互いに質的

すということです。

に異なる構造に移り変わることが実験的にもわかっており、
このような創発的な現象の機構を理論的に解明しようとい

3. 「地球上はソフトマターで満ちている」

太田隆夫教授

うのが、 今回の太田先生の研究です。
太田先生が今回まず取り上げたのは、 水と界面活性剤
の混合系です。 界面活性剤は、 水と引力相互作用をす

太田先生は、 今回の市民講座の 『宇宙と物質の謎に

る親水基と、 水と斥力相互作用する疎水基から成ってお

迫る』 というテーマに関連し、 地球上の多くの物質が含ま

り、 これを水と混合すると、 親水基の部分のみが水と触れ

れるソフトマターという概念について、 それらが持つ特徴

あうよう、 界面活性剤同士が特徴的な構造を象ります。 そ

的な性質と、 それらを理論づけていく研究の様子などに

して、 これらが作る構造は、 水と界面活性剤の濃度を変

ついてお話し下さいました。 先生はお話の途中でも 「も

えることで構造の形が大きく変わることが実験的に知られ

のすごく緊張しています」 などと仰っていましたが、 それ

ています。

を全く感じさせることのないわかりやすく飄逸な口調と、 シ

このように条件の変化に対して大きく応答するのはソフ

ミュレーションの結果など画像や動画が多く用いられた、

トマターの特徴の 1 つで、 この系が作るこれらの構造は、

ビジュアルに強く訴えかける内容で、 聴いている方々を強

普遍的な現象としてその他のソフトマターでも起こり得ま
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つの高分子を成している系で、 ある領域での 2 つの基質
同士の濃度比を見ると、 個々の分子は乱雑な運動をし領
域から出入りするものの、 2 つの基質は必ずペアで出入
りするため、 それらの濃度比としては必ず一定に保たれる
のです。 この特徴を解析に取り入れると、 系の時間発展
を司る微分方程式に重要な示唆を与え、 構造を作るまで
の機構を上手く再現することが可能になるようです。

図 3：水 - 界面活性剤混合系が成す構造

す。 その例が高分子共重合体の系です。 高分子共重合
体とは、 複数種類の性質の異なる基質が合成されて高分
子となっているもので、 この高分子は場所ごとに異なる振
舞いをします。 今回の場合では、 長く連なった高分子の、
その両端の基質として、 それぞれ自分と同じ基質のものと
は引力を持ち、 自分と異なる基質に対しては斥力を持つ
ような高分子を考えます。 このような系では高分子は、 先

図 4. 高分子の場合の濃度比の変化

の水 - 界面活性剤混合系が成す構造ととても似た構造を

実際、 その微分方程式を計算機で解き、 無秩序な状態か

作るのです。 この場合、 水 - 界面活性剤混合系で濃度

ら構造を形成するまでをシミュレーションで再現した様子を見

が担っていた役割は、 高分子中で一方の基質が占める

せて頂きました。 更に、 ただ実験結果を理論的に再現する

割合が担うことになります。 このような構造自体に関しての

だけでなく、 条件を変化させることである構造からその他の構

研究も進められ、 その内の 1 つであり、 図 3 中にも登場

造へ移り変わる際、 その形成までの間に、 確認されていない

したダブルジャイロイドという構造の熱力学的な安定性が

新たに奇妙な構造をとることも確認されました。 この中間状

理論的に確かめられるなどしています。

態は Fddd 構造と呼ばれ、 当初はシミュレーション上でのみ存

この 2 つの系を特徴付けているのは、 ソフトマターを構
成する分子が 2 つの部分からできていることです。 界面

在する構造だと考えられていましたが、 その後、 実験により、
この構造が実際に存在するものだということが示されました。

活性剤では親水基と疎水基、 高分子共重合体では両端
の 2 つの基質と、 異なる振舞いをする 2 種類のものが結
合し、1 つの分子としてソフトマターを構成しているのです。
このことが、 2 つの異なる分子を混ぜた場合と比較して、
濃度の性質に関する大きな違いをもたらします。 それぞ
れの系の一部の領域のみに注目し、 その内部での 2 種
の分子の濃度比が時間の進むとともにどう変化するかを比
較すると、 次のようになります。 まず、 2 つの異なる分子
を単に混ぜた場合では、 個々の分子が熱運動で乱雑に
動き、 その注目している領域から出入りすることから、 内
部の濃度比には熱的な揺らぎがあり、 一定に保たれること
はありません。 対し、 今回のように 2 つの基質が結合し 1

図 5. ラメラ構造とダブルジャイロイド構造との転移の間に
現れる Fddd 構造
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次に、 ソフトマターの大きな特徴である流動性に関連し
て、 アクティブソフトマターとして生体細胞の運動が取り上

める分野です。 そして、 その最も有力な候補がスーパー
ストリング理論なのです。

げられました。 この細胞の運動は基本的な方程式で記述

この講演では、 スーパーストリングについて数式を殆ど使わ

されるはずですが、 細胞の形を変化させながら動き回る

ずに説明されていました。 しかし、 それでもやはり専門的な

その変形と運動を全て説明することは簡単ではなく、 これ

内容が多く、 また、 普段の実感からではとても類推の利かな

は創発的な現象として数えられるものです。 運動と変形を

い突飛なアイディアに富んだ大変難しいもので、 講演終了後

どう表現するか、 運動と変形の間にどのような関係がある

の質疑応答でも 「細かな内容までは理解できませんでしたが」

か、 という問題に対して、 太田先生らは、 細胞の重心速

との前置きで始められる質問が殆どというほどでした。 です

度、 変形の伸張、 そして細胞の前と後ろの区別を表す量

が、 畑先生の親しみやすく軽妙な語り口によって、 素粒子

に注目して、 方程式を立て、 計算機を用いてそれを解か

物理学の深遠

れました。 その結果は実際の実験結果との類似が見られ

さの一端に触

るということです。

れることのでき

最後に太田先生が取り上げられたのは、 このように運

るものになって

動する粒子がたくさん存在し、 それらの間に相互作用が

いて、 聴いて

働くような系を考え、 それらが全体の集合としてどのような

いる方々も、 ま

振舞いを見せるかという問題です。 このような系としては、

さに知的興奮

群れで泳ぐ魚などが連想されます。 この多粒子の運動の

というものを味

機構を解明しそれを制御しようということを目的に、 ある領

図 6. 畑教授

わっていらっ
しゃいました。

域に沢山の粒子を入れ、 それらの運動方向が異なる粒
子同士に斥力を与えることで、 魚の群れのように全ての粒

素粒子物理学では、 通常の物質を構成する分子や原子、

子が同じ方向を向いた秩序的な運動を再現できるか、 そ

それらを構成する電子や陽子、 中性子、 そして陽子や中

の際に条件を変化させるとどうなるかという問題で、 実際

性子を構成するクォークまでは知られており、 これらの電子

にシミュレーションの結果から、 この試みが上手くいくこと

やクォーク、 その他ニュートリノ、 光などを素粒子とする標

や、 秩序的な運動に転移する途中で系の密度を変える

準模型という理論が確立しています。 標準模型は、 実験

ことで、 また無秩序な状態に転移させられることなどを示

により詳しく検証されています。 この標準模型は、 特殊相

して頂きました。

対性理論と量子力学という 2 つの理論を下地にしています。

このように、 ソフトマター特有の創発的な挙動を解明す

特殊相対性理論は、 互いに一定の速度で運動している

るためには、 多く存在する実験上の条件の中からどれを

2 人の人にとって、 それぞれが見る物理の法則が同じも

本質的なものとして注目するかということが重要であり、 そ

のであるとする特殊相対性に加え、 更に、 この 2 人の人

のような手法や解明された結果の他領域への応用も含
め、 これからの研究が期待されます。

4. 「スーパーストリング －奇跡の究極理論－」
				

畑浩之教授

今回畑先生はスーパーストリング理論というものについ
てお話し下さいました。 畑先生が専門となさっている素粒
子物理学という分野は、 この世界を出来るだけ細かく見て
いった時に、 その行き着く先の世界を記述するような理論
を解き明かすためのもので、 言わば、 究極理論を追い求



NGP NEWS LETTER No.9 2011.2

図 7. 標準模型

がそれぞれ観測する光の速さが等しいと考える光速度不

用いたいのですが、 先に挙げた、 無限大の運動量の問

変の原理に基づきます。 このため、 ある粒子が持つ質量

題を回避するくりこみ理論は、 この歪んだ時空の上では

とは、 その粒子が持つエネルギーと等価であるという有名

上手く考えることが出来ず、 一般相対性理論を標準模型

な結果が得られます。

に組み込むことは出来ないのです。

量子力学は、 光などの日常では実体を持つと考えない

また、 標準模型には決めるべき数値が多すぎるという問

波が、 実際は粒子としても解釈でき、 逆に電子などの粒

題もあります。 標準理論を採ると決めただけでは物理的に

子も波動として扱うことが出来るという粒子と波動の二重性

何も計算することが出来ず、 実験から得た電子の質量な

を基本とします。 この粒子の波動性は、 ある粒子に対し

どの数値から 19 個ほどの条件を標準模型に課すことで、

てその位置と運動量を同時に測定しようとした時に、 必ず

標準模型は初めて他の物理量を予言することの出来る、

その 2 つの物理量の測定値に不確定さを持たせ、 特に、

意味のある理論となるのです。 これは究極理論と呼ぶに

その位置に与える不確定さと、 運動量に与える不確定さ

はふさわしくない特徴で、 本来、 究極理論としては、 その

とには、 その積が定数になるという関係を与える、 不確定

究極理論を採ると決めただけで、 その他の全ての物理量

性原理を導きます。 つまり、 素粒子論が目指す細かい世

を計算できるような理論こそがふさわしいと考えるのです。

界に注目し粒子の正確な位置を測定しようとすると、 その

このような標準模型の問題を解決する理論の最有力

粒子に無限大の運動量を与えた上で測定しなければなら

候 補 が、 今 回 の テ ー マ で あ る ス ー パ ー ス ト リ ン グ ( 超

ないのです。 標準模型においてこの無限大の運動量の

ひも ) 理論です。 この理論は、 今まで素粒子としてき

問題を解決したのは、 朝永振一郎先生ほかが作った、 く

た も の を 更 に 細 か く 見 る と、 そ れ ら が 実 は ひ も 状 の も

りこみ理論というものです。

の で あ る と 考 え ま す。 こ の ひ も が 全 て を 構 成 す る も の
で、 それらが何から出来ているかなどを問うことには意
味がありません。 また、 その大きさはとても小さく、 今
の技術では実験上で確かめることなども全く不可能
な も の な の で す。 そ し て、 こ の ひ も が 振 動 す る と、 そ
の 振 動 に よ る エ ネ ル ギ ー が 粒 子 の 質 量 と 解 釈 さ れ、
振動の様子ごとに無限種類の粒子を表すことが出来ます。
更に、 このひもは途中で切れたりちぎれたりすることでそ
の数を変え、 これによって粒子同士の相互作用を表すこ
とも可能なのです。 また、 この超ひもを考える時には、 ひ
もを 9 次元の空間にいるものとしなくてはいけません。 こ

図 8. 不確定性原理

の 9 次元の空間のうち 6 つの次元方向が小さく丸めあげ
られたものだと考え、 それを巨視的に見ることで我々の住

さて、 このように確立され現在の細かい世界を上手く記

む 3 次元空間を再現しています。 なお、 スーパーストリン

述する標準模型ですが、 素粒子物理学者らは、 この標

グのスーパーという言葉には、 素粒子を量子力学的に見

準模型が最も細かい世界を記述しているとはしていませ

た時に現れるボソンとフェルミオンという 2 つの分類に対し

ん。 ここで素粒子としているものたちをもっと細かく見ること

て、 全てのボソンはフェルミオンのパートナー、 全てのフェ

で、それらを構成しているものを発見することが出来、また、

ルミオンはボソンのパートナーを伴い、 全ての素粒子がペ

更なる究極理論が存在するだろうと考えているのです。 標

アになっているということを表します。

準模型が不十分であると考える理由は幾つかあります。

このようにして考えられるスーパーストリング理論は、 標準

その 1 つには、 標準理論に重力の量子力学が含まれな

模型の抱えていた問題を解決しています。 1 つ目の問題で

いということがあります。 アインシュタインの発見した、 重

あった重力の量子力学の問題は、 ひもの振動という大きさ

力を時空の歪みからくる力だと考える一般相対性理論を

を持って拡がったものを全ての構成単位と考えることで空間
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の細かさというものに限度を加え、不確定性原理によっても、

はなく太陽の表面に貼り付いた現象であり、 新たに発生し

無限大の運動量というものを必要とせず、 一般相対性理論

たり消滅したりしながら、 太陽と共に回転していることを発

の歪んだ時空というアイディアを用いることが出来るのです。

見しました。 それから 400 年後の現在の研究では、 これ

また、 スーパーストリング理論には、 実験結果を再現する

ら黒点が太陽表面上で対を成したり、 太陽の赤道を挟ん

ために任意に変えられるような数値は 1 つもなく、 これは究

だ両側に発生したりすること、 更に、 緯度ごとに黒点の回

極理論としてはふさわしい性質を持つと言えます。

転周期が異なることから、太陽は緯度ごとに違う速さを持っ

しかしスーパーストリング理論では、 何らかの物理量を計
算するための手法がまだ確立しておらず、 実際の我々の

て捩れながら回転し、 赤道に近い部分ほど速く回転したり
することなども観測しています。

現実を表していることを確かめるために、 標準模型や実験

また、 同時に、 可視光ではなく X 線を用いて太陽を

結果を再現する試みはまだ成功していません。 しかしそれ

見ると、 X 線による観測では 100 万 K から 200 万 K の

も、 9 次元の空間方向のうち 6 次元を丸めあげる方法を工

温度を測れるため、 太陽そのものではなく、 その外側

夫することで可能になるかもしれないということです。

にあるコロナという高温の大気が見られ、 このコロナと黒

スーパーストリング理論には、 このように究極理論として

点の位置が対応していることがわかります。 つまり、 太

の魅力も溢れているほか、 この斬新なアイディアは物理学

陽が活動しているところに黒点があり、 その上空のコロ

の他の分野における計算手法にも重大な示唆を与えてお

ナが大変高い温度を持ち、 フレアという爆発現象も見ら

り、 一層の発展が望まれます。

れるということです。
更に、 太陽上空の雲を観測すると、 東西に対を成す 2

5. 「母なる星太陽の謎」
				

つの黒点を結ぶようにして、 筋状の雲があることがわかり

一本潔教授

ます。 この雲の形は、 棒磁石の両極を結ぶ磁力線と似た
形をしており、 実際、 太陽の磁場を直接観測する方法も

今回一本先生には、 我々にとっても身近でまた日常のエ

あり、 これを黒点の観察と同時に行うと、 この雲も磁力線

ネルギーの多くを依存する太陽について、 活動、 変化す

が作る構造であることがわかっています。 磁場の存在に

る星としての太陽という側面から話して頂きました。 太陽は

は必ず電流の存在が伴いますから、 この観察から、 太陽

身近でありながら、 直視することも叶わないような大きなエ

の黒点は電力を起こす、 いわば発電機、 ダイナモのよう

ネルギーを持つ星ですが、 そのダイナミックなスケール感を

なものだということがわかるのです。

損なうことなく、
それでいて実
際の写真や卑
近な例を用い
たわかりやす
い説明で、 太
陽という星が
生き生きと描き
図 9. 一本教授

出されていた
と思います。

その太陽の活動を見るために、 最初に取り上げられた
のは太陽の黒点です。 太陽の黒点は紀元前の昔から存

図 10. 黒点を可視光、X 線、磁場を通して見た様子

在が記録されていましたが、 今日に繋がる研究対象とし

次に、 人工衛星を通じて宇宙から観測した太陽の姿を

たのは、 望遠鏡を用いて毎日の黒点の様子をスケッチに

見せて頂きました。 地球外から観測すると、 地球の大気

残したガリレオ･ガリレイです。 彼が、 黒点は惑星などで

の影響を受けない分、克明な観測結果が得られるのです。
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おおよその部分では、 太陽の内側から表面に向かって

球まで届けば、 木の年輪や氷床に炭素の放射性同位元

沸騰のような形で物凄い速度で熱いプラズマの流れが起

素 （炭素 14） として痕跡を残すので、 過去の年代ごとに

きているのですが、 ここで再度、 黒点付近に注目すると、

銀河宇宙線の量を推測することが可能です。 太陽系の磁

そのような流れがあまり見られません。 こうして、 黒点では

場の強さというのはすなわち、 発電機としての太陽の活動

その流れが磁場の力で抑えられ、 太陽の内側からエネル

の活発さですから、 これによって、 過去の太陽活動の活発

ギーが出てくることが出来ず、 そこから放たれる光が弱く

さの記録を得ることが出来るのです。 この記録と、 直接の

なり、 黒点として我々の目に映っているのだ、 という黒点

黒点数の記録を過去 1000 年間ほどにわたり比較をすると、

の機構がわかります。 その他にも太陽の表面近くの物理

それらの間に対応があることがわかるのです。 また、 過去

学にはわからないことも多く、 これからの研究対象として

数百年には、 70 年ほどの間、 全く黒点が発生しなかった

大変豊かなものです。

時期があることもわかっています。 しかしこの時期において

続いて、 太陽本体の光を遮り、 太陽の周りに拡がる薄い
大気だけを観測することで見られる、 太陽風という現象が

も、 太陽は発電機としての機能を失っていたわけではなく、
その周期運動は継続されていました。

取り上げられました。 これは、 太陽のガスが外側へ流れ出
るものです。 太陽風は常に地球に届いており、 この放出に
よって太陽は 1 日に 100 億トンもの質量を失っていることに
なりますが、 仮にこの放出量が太陽系の誕生した 45 億年
前から続いていたとしても、 それで太陽が失った質量は、
全質量の 10 万分の 1 に過ぎないということです。
太陽の活動の中でも更に激しいものとしては、 フレア爆
発というものがあります。 この爆発は地球にも到達し、 地
球の磁力線をねじ曲げ、 北極や南極でのオーロラの発生
を促したり、 あるいは大量の電流を起こし大停電を引き起
こしたりするほどの激しさを持っています。 また、 人工衛
星の故障や宇宙飛行士の放射線被曝などの影響も持ち

図 11. 太陽黒点の数の変化

ます。 このフレア爆発は実は太陽の本体で起きているの

更にこの黒点の発生周期に関して研究を進めると、 東

ではなく、 その表面のコロナの中で、 磁力線のつなぎか

西に対を成す 2 つの黒点が持つ磁場には向きの法則性

わり （磁気リコネクション） が起きる時に起こるものです。

があり、 北半球と南半球のそれぞれでは、 2 つの黒点の

さて、 このように活動している太陽ですが、 もっと長い時

極性は大体同じ向きになっていること、 さらに極性の向

間で観測した時に、 太陽はどのように変化してきたか、 と

きは北半球と南半球で反対になっていることが判明しまし

いうのも 1 つの問題です。 実際、 X 線で数年間の観測を

た。 これは例えば、 北半球で２黒点の磁場極性が東西方

行うと、 X 線領域での明るさは 100 倍以上も異なって見え

向に N-S という向きになっていれば、 南半球では S-N と

るのです。 更に長い期間で太陽の黒点を観測すると、 太

なっているということです。 しかもその向きは、 黒点周期

陽黒点は、 およそ平均 11 年を周期として準周期的にその

の次の周期になると逆向きになることがわかりました。 つま

数を増減させていることがわかります。 これは一種の非線

り、 伴う磁場の向きまで含めた本当の黒点数周期は 22 年

形振動と考えられます。 太陽黒点は太陽の活動が活発で

だということもできます。

ある場所を表しますから、 これは、 太陽の活動が周期的

この周期活動の起源は太陽物理学の最大の難問で、

に極大期と極小期を繰り返していることを意味するのです。

全く未解決です。 物理学的には、 非線形非平衡の複雑

太陽の活動の活発さと黒点の数の関係については、 次の

系の問題になっており、 このような問題としては、 これより

ようにしても確認することが出来ます。 太陽系外部から入っ

もずっと単純な、 一様等方乱流の問題ですら解けておら

てきた銀河宇宙線は、 太陽系の磁場に跳ね返されずに地

ず、 それにも増して、 密度の変化が 10 桁近くにもおよぶ
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非等方電磁流体乱流である太陽磁場の問題が未解決で

6. パネルディスカッション、茶話会

あるのは、 無理からぬことです。 ただし、 この問題を半経
験的に説明する試みもなされています。 それはダイナモメ

3 つの講演が終わった後、 講演者に司会の柴田先生を

カニズムと呼ばれているもので、 太陽が持つ発電機の性

加えた 4 名に対し、 会場からの質問を募りそれに回答する、

質に基づきます。 太陽が回る速度が緯度ごとに違うため、

パネルディスカッションが開かれました。 質問は講演の内容

南北方向に向いていた磁場が東西方向に向いていくこと

に留まることなく、 1 人の物理学者としての哲学を問うようなも

と、 太陽が回転しながら内側から外側に熱の流れを持つ

のもあり、堅苦しくない雰囲気でありながらも、聴いている方々

ために渦が発生し、 東西方向の磁場が南北方向の、 先

との相互的なやりとりに静かな熱気が感じられるものでした。

ほどとは逆の向きの磁場に変わるのだ、 という考えです。

質問の内容は、 講演の内容に関するさらなる説明を求
めるものの他、 宇宙や生命の最初のきっかけ、 最初の一
撃についてどう考えるかという問い、惑星の運動などもスー
パーストリング理論で説明することが出来るのか、 コロナ
が 200 万 K という温度にまで達する理由は何か、 中性子
星とは何であるか、 太陽以外の星に黒点が確認された例
はあるのかなどの質問や、 太陽物理学と地球温暖化の
関係を問うものなどが挙がりました。 その中には最新の
研究でもまだわかっていない内容を問う鋭い質問もあり、
先生方も苦労しながら真摯にお答え下さいました。

図 12. ダイナモメカニズム

さて、 近頃、 新聞などで、 近年の太陽黒点数が極めて
少なく、 太陽活動に異常が起きている、 という記事を見か
けることがあります。 実際、 現在は黒点の周期数の極小
期なのですが、 その数の少なさや、 1 個も黒点が出なかっ
た無黒点日の数の多さを考えると、 現在が 100 年に 1 度
の低活動期であると言えます。 あるいは、 その黒点数の
周期も、 ここ 80 年ほどの周期活動の中で最も長くなって

図 13. パネルディスカッション

いるということも知られています、 しかし、 数百年という期

パネルディスカッションが終わった後では、 場所を移し

間で見ると、 現在のような低活動期は 200 年前にもあっ

て、 希望者と講師の方々の茶話会が行われました。 終始

たことがわかっていて、 星としての太陽の時間スケールで

和やかな雰囲気の中で、 最新の物理学の話題や、 自学

いうと、 現在のような低活動期が際だって異常なわけでは

に励む方々へのアドバイスなどの談話がなされました。

ないのです。 ただし、 磁場の向きまで含めた周期を考え、
2 回の周期ごとの黒点数を関連づけた法則があり、 現在
のその法則からの外れ方は、 極小期が 30 年ほど続いた
というダルトン極小期との類似性も指摘され、 若干の懸念
が残るところです。 これからの黒点数に関する予測はたく
さん立てられていますが、 どれも憶測以上のことは言うこと
が出来ないというのが現状のようです。
図 14. 茶話会の様子
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GCOE 市民講座参加者からの寄稿
ＧＣＯＥでは、物理学や天文学の研究成果を専門家でない方にも広く知って頂き、また交流を深めようと、毎年市
民講座と茶話会を開催しています。これは、
２１世紀ＣＯＥの時から続いており、
今年度通算で第 8 回目となりました。
毎年アンケート調査は行っていますが、今般、本市民講座や茶話会について参加者の方から（辛口の？）論評をして
頂けないかという事で、寄稿をお願いしました。著者の井上清仁さんは、会社を定年退職されてから、このような市
民講座等に多数参加されており、また市民の立場から環境問題等にも取り組んでおられる方です。このような論評を
お願いするには最適な方と考え、今回無理を言って寄稿をお願いした次第です。

（アウトリーチ委員会）

「京都大学 グローバルＣＯＥ 市民講座に参加して」
ポール・ゴーギャンの「我々はどこから来たのか、

井上清仁

楽しみなのです。ある回の茶話会で、日頃大学の生徒

我々は何者か、我々はどこへ行くのか」は人類最大の

に話している時と比べて、当日の講演は非常に緊張し

命題でしょうか、最前線の物理科学はそれらをひも解

たと話された先生がいました。参加者が色々な層の人

いてくれるものと思っている一人です。

達で、どんな科学的知識のレベルなのか、かなり幅が

常日頃から物理科学、特に宇宙科学には興味を持っ

有りそうでどの位のレベルの話で満足されるのかが

ていましたが、京都大学の 21 世紀ＣＯＥ市民講座の

中々つかめないとの事でしたが、講演される先生方に

開催を大学、理学部の Web Page で知り、第１回 21

は色々とご苦労があるようです。

世紀ＣＯＥ『物理学の多様性と普遍性の探求拠点』の

第１回の市民講座から当日の配布資料、スライドと

市民講座から、今回の第３回グローバルＣＯＥ『普遍

講演ビデオが大学、理学部の Web Page で公開されて

性と創発性から紡ぐ次世代物理学』の市民講座まで毎

います。後日これにより講座の内容の再確認も出来、

年神戸から参加しています。

講座に参加出来なかった多くの人達も見る事が出来

第１回 市民講座は「宇宙の神秘に迫る～宇宙科学

て非常に有益なものとなっています。（このような

最前線～」として、03 年 12 月 6 日、京都市青少年

Web Page での資料、スライド、ビデオなどの公開は

科学センターで開かれ、「目で見えない宇宙の探求」

大学の他の講演会でも是非行って欲しいものです。多

をテーマに小山勝二、舞原俊憲、中村卓史の先生方

くの人が Web Page で利用する事が出来ます。）

から講演がなされ、講演会の後講師やその他の先生

近年、大学や研究機関では一般市民への社会的貢献

方と懇談する茶話会も開かれました。毎回市民講座

として、大学や研究機関での研究や活動内容について

では最前線の物理科学のテーマについて先生方から

の情報発信が活発です。大学や研究機関が一般市民に

講演され、講座参加者の知的好奇心を満足させられ

とっても身近なものになり、そして象牙の塔にならな

ると共に、シニア世代（参加者の約半数）にとって

いよう、京都大学でもそのような社会的貢献を大いに

は一昔前の科学知識をリフレッシュさせられる有益

進めてもらいたいものです。

な講座なのです。

最近、神戸でも「サイエンスセミナー」や「サイエン

毎回、講演会会場は司会の柴田一成先生によって講

スカフェ」が盛んに開催され、最前線の科学や科学者を

演の先生方と参加者との質疑応答もスムーズに進行さ

身近な存在として感じられ、その科学の成果や知識を一

れ盛会ですが、講演会後の茶話会は、最前線の物理科

般市民も楽しめる場となっています。これからも更に、

学の先生方と講演や研究の裏話、講演では聞けなかっ

京都大学のグローバルＣＯＥ市民講座が一般市民に愛

たお話などをする事が出来る、市民講座当日の最大の

され発展されますよう心から祈ります。

NGP NEWS LETTER No.9 2011.2



ニュース

前野悦輝教授が仁科記念賞受賞
常見

俊

物理学第二教室
原子核ハドロン研究室 研究員

2010 年の仁科記念賞を「スピン三重項超伝導体ルテニウム酸化物の発見」の業績で受賞された前野
教授にインタビューをして、記事にしたものです。業績はもとより、前野教授が学部や院生のときの生
活についてもお話を伺いました。仁科記念賞は、Klein-Nishina の公式で有名な仁科芳雄博士の業績を
記念して、若手の研究者に贈られる賞です。
■ 超伝導や超流動の研究をされるきっかけを教え
てください。

大学に入る頃には、「宇宙に関することをしたい」
と漠然とした想いを持っていました。1 回生の夏休
みに米国に行って、NASA のジェット推進研究所や

物理の研究を始める上では、高校の先生との出会

カリフォルニア工科大学を訪問し、かなり感化され

いが大きかったです。高校の授業で、万有引力につ

ました。このときから大学院は米国に留学と決めま

いて習っていた時のことです。先生が、「月はなぜ

した。当時は京大では自主ゼミが盛んで、大学から

地球に落ちてこないか？」という疑問を投げかけら

の支援もあり博士号を取られた方をチューターとし

れ、生徒の間で意見を戦わせたのです。そのとき、

て自主ゼミにつけてもらっていました。私が参加し

いくつかの選択肢を挙げられて質問をされました。

た「宇宙論ゼミ」は天体核理論の佐藤通さんという

これは、
今思うと板倉聖宣氏が中心となっている「仮

方が担当され、より一層物理への想いを強めまし

説実験授業」という授業形式だったようです。この

た。そのあと前田恵一さんが継がれました。佐藤さ

ときに、教室が大変盛り上がりまして、今でもその

んから「林忠四郎教授（当時）には『大学院にいく

ときの雰囲気を鮮明に覚えているぐらいです。その

ならランダウ・リフシッツを読みなさい』と言われ

時ぐらいを境に、物理が好きだということを自覚し

た」ということを聞きまして、皆でランダウ・リフ

はじめました。

シッツを一から読み始めました。この自主ゼミは 4
回生までずっと続きました。ちなみに、現在の宇宙
物理学教室教授の長田さんもそのメンバーでした。
超流動という言葉には、学部 2 回生のときに、
「熱
統計物理学」の講義で印象的に出会いました。素粒
子・場の理論の山崎和夫さんが「キッテル熱物理学」
の教科書に忠実に沿って講義を進められ、とてもわ
かりやすかったのを覚えています。特に、
「負の温度」
の定義や「超流動」の話が印象的で、低温物理学に
魅かれていきました。さらには、学部 3 回生の課

図１. 自主ゼミで使っていたテキスト
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題演習にのめりこみました。課題研究は、いまでも
その伝統を引き継いでいますが、当時から課題の解

決にむけて、自分達で実験装置を作って取り組みま

質のひとつとして、試験管に入れていた液体ヘリウ

した。そのときの課題は「比熱の測定」で、当時の

ム 4 が、試験管の外壁を伝わってするすると外に

遠藤研（現在の八尾研）が担当されていました。物

でていってしまうという現象があります。

質名は知らされずに、比熱の測定を行い、測定し始

市民講座などでは「超流動とは原子の超流動。超伝

めたころに物質名を教えてもらえるというものでし

導は電子対の超流動」と説明しています。ヘリウム 3

た。課題として与えられた物質の高温での比熱測定

原子はフェルミ粒子で、その超流動は原子の対の超流

もおもしろかったですが、低温に魅かれていたので、

動なので、電子対の担う超伝導とも似ています。超流

課題にはなかったのですが、最後には装置ごと液体

動状態で原子や電子の質量、電荷、スピンなどの状態

窒素に突っ込んで低温比熱も測ろうとしました。結

や流れがどうなっているのかが面白い点です。

果は高温用の装置では低温比熱の測定には使えない

博士論文のテーマは超流動ヘリウムの熱対流の研

ということを確認して装置を壊しただけに終わりま

究でした。広島大学の助手にしてもらってから、そ

した。ところで、京都大学理学部でとても充実した

の研究室のテーマである超伝導に転向しました。今

日を送りましたが、私には決めていたことがありま

回の仁科記念賞のもう一人の受賞者は東大の金子さ

した。それは先にも述べましたが、大学院からは海

んです。金子さんとは授賞式のときが実質初対面で

外に行くという想いです。京都の和菓子屋に生まれ、

した。しかし実は私が米国ロスアラモス国立研究所

ずっと京都で生まれ育ちました。ですので、ぜひ京

で博士を取った直後の 1984 年に、金子さんから手

都以外の場所、それも海外にいってみたいと思って

紙をもらっていました。彼はポスドクとしてロスア

いたのです。素粒子理論の大学院生で留学しようと

ラモスに来ることになったので、私に現地情報を尋

している人が複数おられることを聞きつけて、情報

ねてこられたのでした。結局、金子さんがロスアラ

交換しに行ったりもしました。そのときの一人が現

モスに着任されたのは、私が広島に向けて発った 1

在京大物理の教授の青山秀明さんでした。私の方は

週間後だったので、その時は入れ違いでお会いでき

課題研究でお世話になった平井章さんや水崎隆雄さ

ませんでした。

んの推薦で、大学院はカリフォルニア大学サンディ
エゴ校に進みました。超伝導でなく、超流動の研究

■ところで、仁科賞の WEB サイトでも引用されて

をするために留学しました。

いる超伝導の論文名（※１）の一部に「without
copper」と、なぜ「銅なしで」ということを書か

■ 超流動を一言でいうと、どんなものでしょうか？

れているか教えて下さい。

また超流動の研究から超伝導の研究に転向された
きっかけは？

まずは、超伝導の歴史を簡単にお話します。超伝
導は、1911 年にオランダのカメリン・オネスによっ

超流動とは、厳密性を犠牲にして簡単に言うなら

て、水銀が 4.2 K で電気抵抗ゼロになるとして発見

ば、ボーズアインシュタイン凝縮を起こした状態で

されました。その後の長い研究の歴史を経て、1986

す。ボゾンからなる系が十分低温で十分高密度にな

年には銅酸化物で約 30 K の超伝導を示す画期的な

るとボーズアインシュタイン凝縮状態になって、す

物質が発見され、すぐに関連の銅酸化物で約 90 K

べての粒子がひとつの波動関数で表せるようになる

での高温超伝導体も見つかったのです。液体窒素の

状態です。コヒーレントな状態で、粒子の波動関数

沸点は 77 K ですから、それよりも高い温度で超伝

の位相が全部マクロに揃うのです。実際は粒子間相

導になるため、容易に超伝導現象を起こすことが可

互作用の影響とか、凝縮状態と超流動性の違いとか、

能になりました。ここで重要なポイントがあります。

いろいろ考慮すべき基本点もあります。超流動の性

銅酸化物で似た結晶構造の物質はたくさん高温超伝導
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になりましたが、これは銅が良いのか、結晶構造が良

置として、電子数が 5 個のものも選びました。

いのかという問題です。私は、結晶構造の重要性を意

もう少し詳しくお話しましょう。対象とする酸化

識して、銅以外の元素を使って新たな超伝導を見つけ

物の中では銅やルテニウムのような遷移金属元素の

たいと、Ru（ルテニウム）を用いたのです。

周りに酸素が配位しています。遷移金属は d 軌道
の電子をもち、方位量子数ℓは 2 で、電子軌道が
2ℓ+1=5 個あります。それぞれ電子スピン上下向
きの合計 2 個入れるので、d 電子 10 個まで入りま
す。これらの軌道はエネルギー縮退していますが、
この結晶中では酸素の静電場で縮退が解けており、
下に 3 レベルと上に 2 レベルができます。銅酸化
物は電子が 9 個あるので、一番上のレベルに 1 個
空きがあることになります。電子は 5 個だと、下
のレベル 3 つのうちの一番上のレベルに 1 個空き
を作ることができます。軌道の一番上のレベルに 1

図 2. エレメンタッチを手に解説する前野氏

個空きがあるという点で、似ているのです。ルテニ
ウム以外にも電子 5 個のものをいろいろ試しまし
たが超伝導にはなりませんでした。結局のところ、

■ Ru（ルテニウム）はどんな物質ですか？

電子 5 個で試したものはダメでした。ルテニウム
酸化物を手掛けて 6 年目に、電子 4 個のルテニウ

元素周期表で説明します。Ru は原子番号 44 番で、

ム酸化物を冷やしたところ、ビンゴ！でした。

元素周期表を縦にみると原子番号 26 の鉄の真下に
あり、
鉄と似ているともいえます。また、
横にみると、

■ルテニウムに巡り合われた経緯を教えてください。

原子番号 47 の銀などの貴金属に似ています。この
ように元素周期表からみると、Ru は、鉄のような性
質をもった貴金属であるといえなくもありません。

超伝導になることをみつけたのは 1994 年です。
銅酸化物の高温超伝導発見から 8 年たっています。
すさまじい研究競争のなかで、銅以外の同構造の酸

■ Sr2RuO4 は銅酸化物とは、どのように似ています

化物で世界初の超伝導物質を自分達がみつけるとは

か？なぜ、ルテニウムを選ばれましたか？

思っていませんでした。そもそも私は超流動の研
究から超伝導に移ってきた素人でした。博士号は超

12

Sr2RuO4 はスイスのべドノルツとミュラーによっ

流動でとって、助手になってから初めて酸化物の超

て発見された最初の銅酸化物高温超伝導体と同じ結

伝導を扱いました。超伝導の物質合成は初めてでし

晶構造で、銅をルテニウムで置き換え、Sr のとこ

たが、非常に面白い分野だということはわかりまし

ろもそれなりに置き換えたものです。ルテニウム

た。なぜなら、自分でものを考えて、自分でものを

を選んだのにはいろいろ理由があります。主役とな

つくことができるからです。ルテニウムを用いて研

る原子の外殻電子数が 5 個のものがいいなと思い

究しようと思ったのは、ベドノルツさんに見出して

ました。銅酸化物では電子数 9 個が基本状態です。

もらって、1988 年～ 1989 年に IBM 社の資金で留

電子が 9 個であることが非常によいといういろん

学させてもらったときでした。ベドノルツさんは

な理由づけができるので、他にも 9 個のものをい

1987 年にノーベル賞を取られたばかりでした。ス

ろいろ試しましたが駄目でした。それに似た電子配

イスの IBM の研究所に行ってみると、ベドノルツ
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さんもはや銅酸化物の研究はやっていませんでし

発見になるので、超伝導の証拠として十分なデータ

た。それは、世界中の研究者がフィーバーに乗って

が揃ってから論文を出したいと思いました。そこで

銅酸化物の研究してくれているからです。べドノル

べドノルツさんにお願いしてスイスの実験室の棚に

ツさんは銅酸化物以外の新超伝導体を探すことに専

何年間も眠っていた Sr2RuO4 単結晶を日本に送って

念していました。彼からテーマとしていくつかの候

もらいました。

補を示されて、私が選んだのはルテニウムでした。

スイスからの単結晶が届いてすぐの 1994 年 8 月

ルテニウムは貴金属ですから値段が高くて、当時の

4 日（木）に、大学院生 2 人と一緒に 3 人で単結

広島の研究室ではできない研究テーマなんです。私

晶試料の電気抵抗を測って、きっちりゼロ抵抗にな

は日本でも、ニオブとかニッケルとかチタンなどの

ることを確認しました。その後の詳しい測定は学生

酸化物で超伝導探しをしていたのですが、これらは

さんに任せて、私は旋盤工作で次の実験用のコイル

べドノルツさんの狙っていたものと方向性がかなり

を作りました。この時のコイルのデザインは今でも

似ていました。しかしどれが超伝導になるかわから

うちの研究室で使ってくれています。そして 8 月

ないのに、大枚をはたいて、当たるか当たらないか

9 日（火）には、マイスナー効果を示す信号がオシ

わからないような貴金属のようなものは日本では手

ロスコープに現れました。その信号が現れたときの

掛けられなかった。誰かが発見していれば高くても

ことは今でも鮮明に覚えています。1 週間後の 8 月

買いますけど、誰も発見していない段階で高価なも

16 日（火）に論文を Nature 誌に投稿しました。そ

のは買えなかったのです。実際、IBM から帰国し

の間の週末にはロスアラモス国立研究所時代の日本

てすぐにルテニウム酸化物の研究で文部省科研費を

人会があり、温泉宿で過ごしました。温泉につかり

申請しましたが不採択でした。さて、べドノルツさ

ながら、論文をどのように書こうかと思い巡らしま

んにいくつか提示された中で、日本にいたらできな

した。投稿日にはちょっとした遊び心があります。

いだろうなと思った物質を選びました。わかりやす

8 月 16 日は、京都では五山の送り火が行われます。

かった。すぐにルテニウムを選びました。

京都人の私としては、執筆前にまずこの日を論文に
印刷される「送り日」に設定しました。また、この

■ 1994 年の Sr2RuO4 の超伝導発見のときの様子を

論文では最後になって初めて研究の動機を書いてい

詳しく聞かせてください。

ます。最初エディターからちょっとクレームも付き
ましたが、現場ではこういう発想の順番で新しい超

超伝導を確認するには、まず電気抵抗がゼロにな
るのとマイスナー効果を観測することが必要です。

伝導体探しをやっているんです、ということで認め
てもらいました。

そして超伝導になる物質を特定することも必要で
す。マイスナー効果は、外からかけた磁場をはじき

■ルテニウムを扱う上での工夫を教えてください。

出す効果のことです。実際はそれを反映する低周波
の交流磁場での磁気遮蔽効果を測りました。それに

ルテニウムだけを含む酸化物は蒸発がはげしい

はコイルのなかに物質をいれて、インダクタンスを

です。ある程度さっさとつくることが肝要で、ゆっ

測ればよいのです。超伝導になったら、中を貫く磁

くりじっくり作っていたら、大事な元素が蒸発し

束の数が減り、インダクタンスも減るので超伝導に

てしまいます。非常にラッキーなことに、Sr2RuO4

なったことを確認できます。

という物質は一旦出来ると化学的にとても安定で

1994 年 4 月に多結晶試料での比熱データを最初

酸や水分にも強く、酸素の含有量も安定していま

に得て、それに続いて、電気抵抗率、磁化率でも超

す。研究の初期では、銅酸化物に似せて、奇数の

伝導の兆候をつかみました。しかし本当だと重要な

電子を持つ状態のルテニウムの酸化物を作ろうと

NGP NEWS LETTER No.9 2011.2

13

していました。けれども、Sr2RuO4 は 4 つの電子

思 っ て い ま す。 現 在、 京 大 の 大 学 院 生 が そ の よ

を持っています。発見されてしまえば、なんのこ

うな実験に取り組んでいます。

とはない、偶数の電子で O.K だったのです。銅酸
化 物 は 電 子 が 9 個 で な い と い け な い と い う ルー

■ COE の恩恵はどのように受けられましたか？

ルが刻みこまれていたけど、あたり前ですがどこ
かルールを破らないと新しいものができません。

ルテニウム酸化物でスピン三重項が実現している

Sr2RuO4 はあくまで参照物質として作ったもので

という証拠には、国際共同研究を含む多くの実験結

したが、予期せず超伝導になりました。この超伝

果の積み重ねがあります。スピン三重項というのは、

導発見は修士論文のテーマになりました。そのと

電子対のスピンに関しては三重項状態になっている

きの大学院生の橋本博明さんは現在、衆議院議員

ことを証明しないといけません。一番直接的な実験

です。Sr2RuO4 の測定を始めるとき橋本君が、「前

は核磁気共鳴（NMR）を用いた実験です。現在京

野さん、これ電子 4 個ですけど低温まで測るんで

大物理の教授の石田憲二さんが当時助手をしていた

すよね？」と聞いてくれたのが印象的でした。銅

大阪大学の研究室の北岡良雄さんが、NMR の緩和

酸化物高温超伝導体の発見が偉大すぎて、大学院生

率の測定結果を見て「Sr2RuO4 は従来型のスピン一

にも固定観念が浸透していた、というか指導教員が

重項 s 波超伝導体では絶対ない」とおっしゃったん

悪い影響を与えていたというべきですね。しかし、

です。それと前後して、スイスのライスさんとシグ

周辺物質までくまなく調べ始めていたので、遅かれ

リストさんが 1995 年に「Sr2RuO4 の超伝導は、ヘ
リウム 3 のスピン三重項超流動の電子版ではない
か？」という論文を発表されました。この論文のお
かげでスピン三重項の可能性を追求するという実験
の方向性が定まり勢いが増しました。1996 年に広
島大学から京都に異動になりましたが、新しい実験
室立ち上げに周りから大変強力なサポートをいただ
き、すぐに京大発の論文も出せるようになりました。
COE との関係では、京大に移ってこられてから
の石田憲二さんのグループの核磁気共鳴（NMR）
の成果が重要でした。大阪大学時代の Nature に掲

図 3. 超伝導を見つけた時の写真
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載された論文（※２）に加えて、さらに多様で緻密
な NMR 実験の蓄積がありました。これらの実験が

早かれこの超伝導体は見つかっていたと思います。

今回受賞しました仁科記念賞にも大きなインパクト

いま興味をもっているのは共晶物質とよばれ

を与えたのではと私は想像しています。これらの実

る も の で す。 成 分 を 調 整 す る こ と で、Sr 2 RuO 4

験で従来の一重項の超伝導ではスピンが消えるはず

の 単 結 晶 の 中 に Ru の 単 結 晶 薄 片 が マ イ ク ロ

の電子対（クーパー対）が、スピンをもっていると

メ ー ト ル の ス ケ ー ル で 規 則 的 に 並 ん だ も のを自

いうことが示されました。京大の大学院生の貢献が

然 に 作 れ ま す。 両 物 質 の 界 面 は 原 子 レ ベ ル で 清

大きいことは言うまでもないことですが、その中で

浄 界 面 に な っ て い ま す。 自 然 の 造 形 を 使 っ て 超

出口和彦さんは、21 世紀 COE の最後のときに COE

伝 導 の い ろ い ろ な 基 礎 実 験 を す る こ と が できま

の PD としても働いてもらいました。比熱測定から

す。 こ れ ら を 利 用 す る こ と で ス ピ ン 三 重 項 超 伝

超伝導ギャップ構造を明らかにして、スピン三重項

導ならではの新現象の実証を積み重ねたいと

の理論の整合性もはっきりしました。
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京都大学の環境で恵まれたのは、退職された山田

す。会議の終わりの方にベドノルツさんから相談が

耕作教授のグループが高度な包括的な理論を構築さ

あると呼ばれて、1 年間滞在のお話をいただきまし

れて、電子同士の反発力によって超伝導が生まれる

た。大学院生のときの米国留学がベドノルツさんの

ことの基礎づけをされたことです。その理論展開で

ところへのスイス滞在にもつながった訳です。

は、ルテニウム酸化物も重要な例としてお役にたて
たと思います。
■グローバルなつながりはどのようなものがありま
すか？

■これからの展望をお聞かせください。
スピン三重項超伝導の実証をさらに積み重ねてい
く必要があります。その際、自分は解釈に関してしっ
かり批判的な視線も保てるように心がけています。

国際的な共同研究として、約 15 カ国の 70 以上

現在では、スピン三重項超伝導体とみられる物質は

の研究グループに京都大学で育成した単結晶試料を

多くあります。最近では結晶構造が反転対称性を持

送ることにより、多彩な研究を行なってきました。

たない物質での超伝導や、強磁性秩序と共存する超

試料提供を依頼されることも多いですが、こちらか

伝導などでスピン三重項状態が確実視されるものが

ら実験を企画して頼むこともあり、論文執筆は共同

あります。しかしながらスピン三重項であることを

して行うことが普通です。留学していたので、英語

直接証明するというのは、なかなか簡単ではありま

でのコミュニケーションが円滑にできるというのも

せん。自分の中では、もっと決定的な画期的な証拠

役にたっていると思います。国際共同研究では試料

が欲しいと思っています。スピン一重項ではありえ

提供しているグループをとても大事にしていただく

ない、スピン三重項で初めて現れる超伝導効果をぜ

ことが多いです。一方、国内会議などでときどき気

ひ発見したいです。キーとなる概念は、クーパー対

になるのですが、明らかに他の研究グループから提

が時間反転対称性を破っていること（電子対の双子

供された単結晶試料の測定で成果を挙げられての発

星としての相互公転運動の回転方向がすべて揃って

表なのに、試料作成グループについて全く言及しな

いること）、そしてスピンと軌道の両方の自由度が

い場合もみかけます。

生きていることです。その方向での新しい段階の研

長期海外滞在は 2 回しました。学部を卒業して
すぐに米国に 5 年間留学しました。そのつぎにベ

究成果もぼちぼち出てきており、近いうちにいくつ
かご披露できると思います。

ドノルツさんのところに 1 年間滞在しました。そ
のきっかけは、仙台で開催された国際会議のウェル
カム・リセプションでした。米国からの馴染みの先

※１

生方が多く参加しておられたので、その辺を渡りあ

Y. Maeno, H. Hashimoto, K. Yoshida, S. Nishizaki,

るいていろいろ話をしていたんです。ベドノルツさ

T. Fujita, J. G. Bednorz, and F. Lichtenberg,

んは、日本から若い研究者を一人雇えるということ

Superconductivity in a Layered Perovskite without

で、そのパーティーでは誰が元気そうかというよう

Copper, Nature 372 (1994) 532-534.

なことを見られていたんです。この話は、彼本人か

※２

ら後で聞きました。ひとり、海外からの研究者とな

K. Ishida, H. Mukuda, Y. Kitaoka, K. Asayama,

んか親しそうに話している若者がいるということ

Z. Q. Mao, Y. Mori, and Y. Maeno, Spin-Triplet

で、それまで面識はなかったのですが、パーティー

Superconductivity in Sr 2RuO 4 Identified by

中に話しかけてこられました。そのあと私の招待講

Knight Shift, Nature 396 (1998) 658-660.
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演も聴かれて、ミュラーさんとも相談されたそうで
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ニュース

佐々木節教授らが
大和エイドリアン賞を受賞
成子

篤

基礎物理学研究所

D2

佐々木節 ( ささき みさお ) 基礎物理学研究所教
授の研究チームが大和エイドリアン賞を受賞され
ました。本賞は 3 年に一度、日本と英国の科学分
野の共同研究チームを対象に与えられる賞で、日
本側のチームは佐々木教授と田中貴浩同研究所教
授、早田次郎理学研究科准教授、白水徹也同准教
授の４名で、英国側のチームは David Wands ポー
ツ マ ス 大 教 授 を リ ー ダ ー と し、Roy Maartens、
Robert Crittenden、Marco Bruni、Cyril Pitrou、
Gustavo Niz、Kazuya Koyama ( 敬称略 ) です。
受賞の対象となった研究は ”Non-linear cosmological perturbations. Providing theoretical predictions
from the very early universe physics for the statistical properties of primordial curvature
perturbations.” です。
宇宙の開闢は約 140 億年前と言われています。

1

この極めて一様な宇宙とその上にある微小な揺ら

宇宙が出来て約 40 万年後、電子や陽子と相互作用

ぎの存在をうまく説明するモデルがインフレーショ

していた光子はそれらから切り離され伝播し始めま

ン理論です。インフレーション理論では、スカラー

す。これを宇宙の晴れ上がりと言います。1964 年

場のポテンシャルエネルギーが真空のエネルギーの

に初めてその光子は捕らえられ、3K の黒体輻射が

役割をして、宇宙の極めて初期に指数関数的な加速

観測されました。

膨張が起こり、それにより宇宙が引き伸ばされ一様

宇宙には銀河や銀河団といった大きなスケールで

性が実現されます。またその急速な加速膨張のた

の非一様な構造があります。これらは太古の宇宙に

め、ミクロのスケールで存在した真空の量子的な揺

おいて物質の密度に揺らぎがあり、それが重力の作

らぎが巨大スケールに引き伸ばされて古典化し、そ

用で成長して出来たものと考えられています。する

れが銀河や銀河団を作り、宇宙背景輻射の温度揺ら

と宇宙背景輻射には、宇宙の原始密度揺らぎに対応

ぎの元となる原始密度揺らぎを生むと考えられてい

した温度の揺らぎが存在することになります。実際

ます。そして、こうしたインフレーション理論の予

観測により、宇宙の晴れ上がりの時期の宇宙は基本

言は、WMAP 衛星による宇宙背景輻射の揺らぎの

的には一様等方でありその上に微小な 10 万分の一

観測など、最近の宇宙論的観測データを数パーセン

の揺らぎを持っていることが示されました。

トの精度で良く説明します。
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しかし、現在の観測精度では、数百以上あると言

一方、素粒子の統一理論に基づいた多くのイン

われるインフレーションモデルのどのモデルが正し

フレーションモデルでは、観測されている揺らぎ

いのかを特定することはできません。そこでインフ

の大きさを説明することが難しいという問題が知

レーションモデルを区別する手法として、より高精

られていました。英国側のリーダーの Wands 教

度の観測への要求が高まりつつあり、それとともに

授は、それらの問題を解決する理論として、イン

原始密度揺らぎの非ガウス性に注目が集まっていま

フレーションを起こすスカラー場とは独立な場に

す。単純なインフレーションモデルでは量子揺らぎ

よって原始揺らぎを生成するカーバトンメカニズ

は通常ガウス統計に従いますが、インフレーション

ムを提唱しました。

中の揺らぎの非線形成長により、インフレーション

そして両教授は共同で、δN フォーマリズムを

後に残る揺らぎは非ガウス的になる可能性がありま

用いてカーバトンモデルにおける非ガウス性の解

す。そして、2009 年 5 月打ち上げられた PLANCK

析を世界で初めて行い、観測的にどのような非ガ

衛星は宇宙背景輻射の非ガウス性の検出に長けてお

ウス性が得られるかを明らかにしました。この解

り、近々その観測データの解析結果が発表されると

析手法はその後の様々なモデルの解析にも用いら

期待されています。また、宇宙の大きなスケールで

れており、極めて先駆的な研究と言えます。

の非一様構造の解析から原始密度揺らぎの非ガウス
性を検出しようという試みも始まっています。

佐々木教授は一見声の大きな普通のおじさんで
すが、鋭い物理的直感と深い思考、そして親しみ

こうした状況のもとで、理論サイドには、定量的

や す い 人 柄 が、 強 力 な 日 本 チ ー ム を 作 り 英 国 の

にどのモデルにどのような非ガウス性が現れるかを

チームと素晴らしい共同研究を実現する原動力と

明らかにする事が、緊急の課題となってきます。こ

なった事は間違いないと思います。

れを受けて、佐々木教授は揺らぎが大スケールに引

両教授が世界を牽引する研究者としてこれか

き延ばされた後にどのように発展するかを解析する

らも活躍されることを期待すると共に、佐々木

ための、摂動論的アプローチを超えた非線形領域に

教授におかれましてはより一層学生の指導にも

適用できる強力な手法 ( δN フォーマリズム ) を編

いそしまれることを師事する学生一同切に願い

み出しました。

ます。

短報

七夕出前授業の報告
森谷友由希

宇宙物理学教室

D2

去る 2010 年 7 月 5 日 ( 月 ) から 7 月 9 日 ( 金 ) の 1 週間、京都府内の小・中・高校で七夕出前授
業が行われました。これは日本天文学会が主催する全国同時七夕講演会 ( 参考 URL：http://www.
kwasan.kyoto-u.ac.jp/tanabata/about.html) の 一 環 と し て、 京 都 大 学 と 京 都 府 教 育 委 員 会 と の
教育連携事業における交流から生まれた企画です。七夕のある週に天文学、宇宙物理学に関する講演
授業をし、子どもたちに最先端の研究に触れてもらおうという趣旨で行われました。
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1

七夕出前授業は今年度からの試みでしたが、京都

後日生徒からの感想文が届いたのですが、授業は面

府内各地の小・中・高校 49 校からの申し込みがあ

白かった、普段聞くことのできないことが聞けて良

り、その内 47 校 ( 高校 4 校、中学校 13 校、小学

かった、などの感想がありました。また、
『木星に

校 30 校 ) にボランティア講師を派遣することがで

人が行くと浮くことができるのか』
『宇宙の温度は

きました。ボランティア講師には京都大学宇宙物理

どのくらいなのか』といった質問を書いていたもの

学教室を始めとして、物理学第二教室、工学部、文

もあり、日頃から宇宙に関して興味がある子、七夕

学部、また他大学からも積極的な参加があり、教職

授業をきっかけに宇宙に興味を抱いた子もいるのだ

員 19 名、PD2 名、大学院生 10 名の合計 31 人が

なと感じました。

集まりました。講師の中には 2、3 校担当して下さ
る方もいました。
私は 7 月 6 日 ( 火 ) の午前中に南丹市立殿田中学

ではなく、一般の、しかも中学生に向けて話すのは
新鮮で、どのように話せば分かりやすくなるだろう、

校の中学 2 年生 48 名、3 年生 44 名に授業を行い

と考えながら準備をするのは日頃の研究を振返る機

ました。1 時限 (50 分 ) の授業の中で、宇宙の広が

会にもなり、とてもよい経験になりました。

りや構造について話しました。2 年生、3 年生それ

出前授業は『子どもたちの知的好奇心をくすぐる

ぞれに授業を行ったのですが、どちらの学年の生徒

体験事業「出前授業」
』として七夕講演会以降も続

も熱心に耳を傾けてくれ、授業の最後に質問を受け

いており、この秋からボランティア講師に行ってい

た時は、
『宇宙はどうやって誕生したのか』
『地球以

る方もいます。私も 12 月に南丹市立の小学校へ授

外の星で人類が住めるところはあるのか』
『宇宙服

業をしに行く予定です。皆さんも是非参加してはい

を着ずに宇宙空間に行くとどうなるのか』
『太陽に

かがでしょうか？

は寿命があるのか』などの質問が出ました。また、

図：七夕出前授業の様子 ( 京都新聞 7 月 7 日より抜粋 )
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私にとっても、研究室で専門家を前にして話すの
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シンポジウム報告

GCOE 第 2 回シンポジウム

「対称性の破れと量子現象」
Symmetry Breaking and Quantum Phenomena
報告統括：中村
物理学第二教室

真

原子核理論研究室

GCOE 第 2 回シンポジウムが 2010 年 2 月 15 日から 17 日の 3 日間、京都大学百周年時計台記念
館にて開催され、200 名を超える参加登録者と国内外からの招待講演者により盛況を博しました。
今年度は招待講演者としてそれぞれ高エネルギー物理学、宇宙物理学、物性物理学の著名な研究者で
ある三田一郎さん、David Wands さん、Andrew J. Schofield さんを迎えるとともに、本学で理学博士
号を取得後科学翻訳家として活躍されている青木薫さん、大学院で素粒子実験に携わられた後現在は東
京大学で科学コミュニケーションの専門家として活躍していらっしゃる横山広美さんを迎え、研究活動
のみならず科学と社会の関わり方など、多彩な方面からの講演が行われました。16 日の懇親会では、
参加者間で分野を超えた交流がなされていました。また連日行われたポスターセッションでは、学生や
ポスドク研究員などにより 100 を超える発表が掲示され、活発な議論がなされました。
以下は、プログラムに沿った、講演の簡単な報告です（敬称略）。各報告はシンポジウムに参加した
ポスドク研究員の方々にご協力頂きました。括弧内は各報告者のお名前です。（報告統括：中村真）
（注）
この記事は上にあるとおり中村真さんの責任編集のもとでポスドク研究員の方々に書いて頂いた原
稿をニュースレター用に短く編集し直したものです。完全版は本 GCOE のウェブページ
scphys.kyoto-u.ac.jp/gcoe/

http://www.

から見ることができますので、興味のある方は是非ご覧下さい。
GCOE アウトリーチ委員会

2 月 15 日

国際セッション

シンポジウム初日は海外からの講演者を含む国際セッションであり、全ての講演は英語で行われまし
た。川合光 GCOE リーダーによるオープニング挨拶の後、高エネルギー物理学、量子臨界現象に関す
る招待講演が行われ、午後の後半はポスター発表やポスドク研究員による研究報告がなされました。
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午前：高エネルギー物理学セッション
特別招待講演
三田一郎 「The road to detecting large CP violation in B decays」
中家

剛 「The First Neutrinos in the T2K neutrino oscillation experiment」

David Wands

「Cosmological Structure from Quantum Fluctuations」

午後前半：量子臨界現象セッション
特別招待講演
Andrew J. Schofield 「Quantum Criticality and the Quest for New States of Matter」
田中耕一郎 「Terahertz Optical Spectroscopy - electron-hole plasma in solids and non-linear phenomena」
前野悦輝 「Symmetry Breaking and Topological Quantum Phenomena in Superconductors」
午後後半：ポスドクセッション
日高義将 「Cold and dense QCD matter」
Antonino Flachi 「Black Holes in the LHC era」
森 田 英 俊 「Universality of low-dimensional macroscopic motions within high-dimensional conservative
chaos --Hamiltonian systems and two-dimensional turbulence」
中里健一郎 「Nuclear shapes at subnuclear densities: analogy with polymer system」
Markus Kriener 「Superconducting Diamond – About superconductivity in doped wide-gap
semiconductors」
大谷一人 「High energetic ion beam generation with intense ultrashort laser irradiation」

2 月 16 日
午前前半セッション：クォーク多体系の新しい存在形態の探求
福嶋健二 「Symmetry breaking in hot and dense QCD」
四日市悟 「核物質中の中間子質量測定とカイラル対称性」
午前後半セッション：原子を用いた量子情報、基礎物理の探求（光 ･ 原子実験と素粒子対称性理論との融合）
清水裕彦 「中性子光学が拓く科学」

20

NGP NEWS LETTER No.9 2011.2

午後前半：特別講演
青木

薫

「科学翻訳家のしごと」

翻訳とは、他言語で表現されているものを日本語で表現しなおして日本人に伝える仕事、広く捉えると何
か異なる分野・世界に存在する知を別の世界へと伝える仕事である。翻訳の難しさとして言語のもつ文化的
背景の違いがあるが、科学翻訳ではある程度共通の背景があるので比較的易しい。科学者には科学的手法で
得られた知識を社会へ伝達することが求められているが、この場合にも双方の持つ背景・常識の違いは障害
のひとつとなる。社会から科学を誤解されないために、科学の世界における背景や常識、たとえば「科学的
手法によって得られる
知には誤差がある」と
いうようなことを示し
ておくことが重要だと
いうことを述べられた。
こ れ は、 我 々 研 究 者 が
社会へ情報発信してい
くにあたって常に心に
とめておくべき事であ
ろうと思う。
（戸田 亮）
盛況を博する青木さんの講演

横山広美 「理系研究者と社会のコミュニケーション」
横山氏は「素粒子実験から科学コミュニケーショ
ンの世界へ」と題して、ご自身の幼少の頃から現在
に至るまでのいきさつや、現在の専門である科学コ
ミュニケーション・広報活動に関する話を、楽しい
エピソードを交えて紹介された。特に一般の人々へ
の科学広報の難しさの例としてツバルの例を紹介さ
れ、
「ツバルは温暖化によってではなく、沼地に家
を建てたことが原因で沈下している。しかし、それ
が温暖化の象徴のように用いられてしまっている。
科学広報はそのような所に持って行かないことが大
切。
」と語られたのが印象深かった。またご自身の
姿勢として「スキーのように前のめり」と語られた
横山氏の積極的な姿勢を見習いたいと感じた。
講演する横山さん

（中村

真）
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午後後半：教育関連セッション 「キャリアパスについての討論会」
本セッションではキャリアサポートセンター長、鱸淳一氏の、京大におけるキャリアサポートに関しての
説明の後、アカデミックポスト以外の就職を決めた４人の卒業生の自己紹介と進路のアドバイス、パネルディ
スカッションが行われました。鱸氏は博士課程、PD に関しての就職は非常に厳しい現実があると報告してく
ださいました。博士課程修了者は年々増えていますが、アカデミックポストが増加傾向にない上に、加えて
産業界も乗り気ではないとのこと。ですがキャリアサポートセンターではカウンセリング、企業の情報収集、
新規開拓、マッチングセミナー、研修、
シンポジウム等、積極的に動いている
と報告してくださいました。続いて行
われた卒業生の発表では、海外で就職、
外資系、ベンチャー等の年齢にこだわ
らず能力重視の職場に目を向けてはど
うか、また産総研では毎年 10 名程度
の募集がある等の具体的な提案と、高
校で教鞭をふるっている傍ら、研究も
続けていること等の参考になる話が発
表されました。

（株木 重人）

パネリストの皆さん

2 月 17 日
午前前半セッション：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）
和田浩史 「Spontaneous and Active Symmetry Breaking in Living Systems」
山本

潤 「やわらかな物質のナノ構造と揺らぎ」

午前後半セッション：新量子凝縮相の物理・量子線ビームによるイメージング科学の開拓
（素粒子実験技術で物質 ･ 生命現象を捉える）
遠山貴巳 「高温超伝導の舞台：銅酸化物系と鉄砒素系」
米澤進吾 「Superconductivity and magnetic fields - competition and interplay」
高須洋介 「Sub-Radiant 状態分子の観測」
午後前半セッション：極限天体・最遠方天体の探査研究と新しい宇宙像の構築
長田哲也 「近赤外線偏光観測で探る銀河系中心部と巨大ブラックホール Sgr A* 」
鶴
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剛 「X 線衛星で探る銀河系中心部」
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午後後半セッション：BIEP での派遣・招聘された学生や PD による体験談
Jose Fonseca 「Exchange experiences abroad 」
村瀬孔大 「海外での研究生活の面白さと BIEP による海外派遣で得たもの 」
双方向滞在型国際交流プログラム（BIEP）の活動が２件紹介された。Portsmouth 大学の Fonseca さんが 3 ヵ
月間京都に滞在し DBI インフレーションモデルに関する研究を行い、また京都大学の村瀬さんが米国ラス
ベガスとペンシルベニアにそれぞれ１ヵ月滞在してガンマ線バーストとマグネターに関する研究を行った。
BIEP は大学院生が海外研究所の空気を経験し、語学のみならず研究の視野を広げるよい機会である。また、
訪問先で新たな研究テーマや共同研究のきっかけなど、二次的な成果の可能性が紹介された。 （大谷 一人）
総括・ポスター賞発表 佐々木節
シンポジウムの締めくくりとして佐々木節さんより総括があり、最後にポスター賞受賞者の発表がありま
した。受賞された学生・ポスドク研究員にはポスター賞として南部陽一郎先生のサイン入り著書が贈呈され
ました。受賞者の方々と発表題目は以下の通りです。
安東正樹 「Short-range gravity experiment」
畔柳竜生 「Large N reduced models from modern viewpoints」
秦

重史 「Synchronization of Uncoupled Oscillators by Common Gamma Impulses, From Phase Locking
to Noise-induced Synchronization」

日高義将 「Novel diagrammatic method for computing transport coefficients」
池田昌浩 「Structural Analysis of Turbulence-like flow in Counter Optimal Velocity Model」
大川博督 「High-velosity collision of two black holes」
佐藤大輔 「Spectral function of a fermion coupled with a massive vector boson at finite temperature」
柴田康介 「Toward addressing and imaging of neutral atoms with wavelength resolution」
Kiki Vierdayanti 「X-ray spectral variability in the ultraluminous X-ray source Holmberg IX X-1」

名前を呼ばれ参集するポスター賞受賞者の方々
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研究室紹介

凝縮系理論グループ
スタッフ
教授
川上則雄
准教授
池田隆介、藤本聡
助教
池田浩章、手塚真樹

凝縮系理論グループでは、量子力学効果が巨視的スケールで現れる「凝縮系」の理論研究を行っ
ています。特に、新奇な超伝導、超流動、強相関電子系、量子磁性体、ナノスケール量子系、レー
ザー冷却原子気体など、固体電子系からレーザー冷却系に至る幅広い分野を研究対象としています。
以下で、最近の研究テーマをいくつか紹介します。

強相関電子系のモット転移と
異常量子凝縮相

破れを伴わない相転移」が特に注目を集めてい
ます。フラストレーションの強い電子系がこの
典型例です。モット絶縁体では電荷自由度が凍
結するので絶縁相では有効的に量子スピン系が

固体電子の示す諸性質の研究は物性物理の中

実現します。この量子スピンは通常何らかの磁

心課題となっています。このような中で、電子

気転移を起こすのですが、フラストレーション

相関によって生じる金属・絶縁体の相転移、す

の強いモット絶縁体では、スピン配置の折り合

なわち「モット転移」が大きな注目を集めてい

いがつかず、量子的に乱れた「スピン液体」と

ます。通常のアルカリ金属などではクーロン相

呼ばれるエキゾチックな量子状態を実現するこ

互作用は特に重要な役割を果たしませんが、遷

とが実験的に明らかにされています。フラスト

移金属や希土類化合物においては 3d 軌道や 4f

レーションを持つ強相関電子系の典型例として

軌道の電子が物性の本質を担い、そこでは電子

三角格子があります ( 図１)。三角格子におい

間のクーロン相互作用が重要となります。この

て隣り合う電子スピンが反強磁性的に揃う傾向

クーロン反発によって生じる絶縁体がモット絶

をもつとき、基本となる三角形において隣同士

縁体であり、提唱者の N.F.Mott (1977 年ノー

の電子スピンすべてを反平行に揃えることがで

ベル賞 ) の名に因みます。モット転移付近の物

きず「フラストレーション」が生じます。局所

性には、
「電子が互いに強く相関」することに

的なクーロン反発を持つ三角格子の電子模型で

より生じる「電子相関効果」のエッセンスが凝

は、このようなフラストレーションが自然に生

縮されています。このため、強相関現象の宝庫

じます。この系では、金属相と磁気秩序状態の

となっています。たとえば、四半世紀にわたっ

間に非磁性のモット絶縁相（スピン液体）が実

て精力的に研究されてきた銅酸化物での高温超

現します。また、モット転移直前の金属相にお

伝導は、モット転移近傍で発現することがその
本質となっています。従来は主に遷移金属や希
土類化合物などがその研究の中心でしたが、最
近では有機伝導体や冷却原子系でもモット転移
が観測されホットな話題を提供しています。
このようなモット転移の中で「内部対称性の
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図1

三角格子とフラストレーション

いて「異常な金属相」が現れます。今後も強相

超伝導相です。最近当研究グループでは、強い

関電子系や冷却原子系を対象としてモット転移

パウリ常磁性は FFLO 相だけでなく d 波超伝

付近に現れる新奇量子凝縮相の研究が大きく進

導相内に反強磁性秩序をも誘起することを理論

展するものと思われます。

的に示しました。この理論に基づき、強いパウ

新奇超伝導と超流動

リ常磁性効果を示す d 波超伝導体の代表例で
ある CeCoIn5 という重い電子系物質に現れた新
奇高磁場超伝導相の正体が、上記の理論に基づ

近年、超伝導の基礎研究が盛んになっている

き FFLO 超伝導と反強磁性秩序が共存した相で

理由の一つに、研究対象となる超伝導現象が多

あると期待されます。このパウリ常磁性による

様になってきたことが挙げられます。銅酸化物

d 波超伝導と磁性の共存は次の点でユニークで

高温超伝導 (HTSC) の発見前から、電子相関に

す：元来、d 波電子対の原因は正常相での反強

起因して電子対凝縮を示す超伝導が主たる研究

磁性揺らぎと考えられますが、実際に対凝縮が

対象になっていましたが、HTSC は転移温度が

起きると反強磁性揺らぎが減退します。しかし、

高すぎて超伝導臨界揺らぎという統計力学的側

磁場をかけてパウリ常磁性対破壊効果が効きだ

面が異常現象の主役になっていた感がありまし

すと、反強磁性秩序化が超伝導相内でのみ起こ

た。今世紀に入って、従来の低温超伝導体には

ろうとします。この反強磁性と超伝導の共存は

見られなかった物質特性を示す新たな「低温超

高磁場下の現象なので、実際にはマイスナー相

伝導体」が数多く発見され、超伝導理論の興味

ではなく渦糸状態で起きます。従って、超伝導

の対象が電子相関に起因する量子力学的側面に

と磁性が共存したがる様子は、量子渦格子に伴

移りました。非ｓ波の対状態や磁性による量子

う磁束分布に反映されます。反強磁性揺らぎが

臨界点近くで出現する超伝導などは近年の「低

強い系で渦のコアが反強磁性になる（反強磁性

温超伝導体」と HTSC とに共通した特徴ですが、

と超伝導が実空間で棲み分ける）ことは HTSC

近年になって強い電子相関により強まったパウ

でなじみの現象ですが、今の場合反強磁性は超

リ常磁性効果に起因する磁場下の新奇超伝導現

伝導と共存するため、反強磁性は渦のコアでは

象が新たな関心を集めています。パウリ常磁性

なくコアの外で起こります（図 2 参照）。前述

効果による超伝導現象として古くから期待され

の FFLO 相は、
「超伝導は電子対の BEC であり、

ていたのが FFLO 状態（ロシア人等は LOFF 状

BEC は実空間で一様な状態である」、という従

態と呼ぶ傾向があります）という空間変調した

来の認識とは異なる型破りの超伝導相です。上

図2

z 方向の磁場中の渦格子相における反強磁性スタッガードモーメントの大きさ
（左図）と超伝導ギャップの大きさ（右図）の x-y 面での分布図。
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記の反強磁性との共存の仕方も含めて考える

転対称性のない化合物 CeRhSi3、CeIrSi3 は常圧

と、パウリ常磁性効果は従来の超伝導現象とは

では反強磁性体ですが、加圧して磁気秩序を

反対の新奇現象を生む傾向があることがわかる

壊すと超伝導になります。最もきわだった特

でしょう。これがこの題材に関心がもたれる最

徴は、超伝導転移温度 T c が最も高くなる圧力

大の理由です。なお、超伝導と反強磁性との共

(P c ~2.6GPa) での零磁場の T c がわずか 1K 程度

存は、電荷中性の系ではある条件下で超流動と

であるにも関わらず、上部臨界磁場 H c 2 が 30

固体（密度波）の共存とみることができます。

T から 40T にも及ぶことです。高温超伝導体

この着想から当研究グループでは、粒子数不均

である鉄ヒ素系超伝導体でも、例えば T c ~28K

衡な 2 成分フェルミ粒子系における「超固体

に対して H c 2~70T 程度であることを考えると、

(super-solid)」も最近研究しています。冷却原

この物質の相対的な H c 2 の高さは際立っていま

子系での実現を期待しての研究ですが、冷却原

す。( 通常の超伝導体では T c ~1K ならば、H c 2

子系で実現されている安定なフェルミ対状態は

は 2 〜 3T 程度です。) P ~ P c での振る舞いは、

s 波のみなので、FFLO と密度波との共存のみ

まるで超伝導を壊そうと磁場を強めれば強める

が可能なようです。Super-solid の本家である

ほど、逆に超伝導が強固になっていくかのよう

ヘリウム４の方でも事情は似ているようで、固

です。なぜ、このような興味深い振る舞いを示

体ヘリウム４で近年物議を醸していた超固体現

すのでしょう。一般に磁場による超伝導破壊効

象も固体中の欠陥による不均一超流動状態がそ

果には 2 種類あり、1 つはゼーマン効果によっ

の正体ではないかと考えられ、並行してその理

てスピン 1 重項対が壊される効果 ( パウリ対破

論的記述を試みています。

壊効果 )、もう 1 つは磁場によるローレンツ力

パリティの破れた超伝導
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がクーパー対を壊す効果 ( 軌道対破壊効果 ) で
す。上述の系でパウリ対破壊効果が抑制されて
いる原因は反転対称性の欠如にあります。大雑

最近、超伝導体の中で興味を集めているもの

把な言い方をすると、反転対称性の破れがもた

の一類に、結晶構造に空間反転対称性のない

らすスピン軌道相互作用によって、バンドがス

（つまりパリティが破れている！）系がありま

ピン上向き状態と下向き状態に元々分裂してい

す。量子力学の教科書にあるように対称性は状

るため、そこに磁場を加えてもゼーマン分裂の

態間遷移の選択則を決める要因です。反転対称

影響は小さく、たとえ、クーパー対が主にスピ

性がないと選択則の拘束が弱まって、電荷やス

ン 1 重項で形成されていたとしても、パウリ

ピンといった異なる自由度の間に非自明な結合

対破壊効果は起こらないことになります。で

が生じたりします。このような観点から、この

は、軌道対破壊効果はどうでしょう。これが抑

ような系では風変わりな現象が理論的に期待さ

制される原因は反転対称性の欠如だけでは説明

れ、また、実験でも確認されています。たとえ

できず、 P ~ P c で系が反強磁性の量子臨界状態

ば、電子のクーパー対はパリティで分類できな

になっていることが重要な要因になります。こ

いため、クーパー対がスピンを持たない (S =0)

の超伝導が反強磁性揺らぎを媒介した引力で起

超伝導状態とスピンを持つ ( S =1) 超伝導状態と

こっていると仮定すると P ~ P c で低温に近づく

の量子力学的重ね合わせ状態になります。また、

と、磁気量子臨界点近傍で引力が爆発的に増大

超伝導電流がスピン分極を引き起こすなどの磁

し、軌道対破壊効果を強く抑制します。このシ

気電気効果なども可能です。ここでは特に、実

ナリオに基づいた、これらの系に対するモデル

験と理論の見事な一致という点で成功を収めた

計算の結果は、実験データと半定量的に良い一

巨大上部臨界磁場について紹介しましょう。反

致を示しており、理論の正しさが証明されてい
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ます。反転対称性の欠如のおかげで、磁気量子

1986 年に発見された銅酸化物高温超伝導体

臨界性に由来する巨大上部臨界磁場がはじめて

は、現在、最も高い転移温度 138K をもちます。

実現されたと言えます。また、これらの系は、

このように高い転移温度をもつ超伝導物質は、

超伝導が古典的な BCS 理論のように電子格子

工業的な価値も大きく、社会的な注目度も高い

相互作用による引力で起こっているのではな

ものです。2001 年、青山学院大の秋光研究室

く、磁気的なゆらぎで媒介された引力によって

で発見された MgB2 ( 転移温度 39K) の記憶も

起こっていることが確立した例として、特筆す

新しいことでしょう。このような中、ごく最近、

べきものです。

再び日本人の手によって新しい高温超伝導体が

前述のようにスピン軌道相互作用は、しばし

発見されました。2008 年初頭、東京工業大の

ば超伝導の新奇物性をもたらす要因です。スピ

細野教授のグループにおいて、鉄を含む化合物

ン軌道相互作用はスピン反転を伴った電子の軌

LaFeAsO1-xFx が、26K で 超 伝 導 を 示 す 事 が 報

道運動ですが、これはスピンと波数で指定され

告されたのです。その第一報での転移温度が比

た状態空間の中で “ ひねり ” を導入し、ヒルベ

較的高いこと、磁性原子の象徴である鉄が超伝

ルト空間のトポロジーを非自明なものに変える

導を示すことで大変注目され、世界的な超伝導

可能性があります。最近、スピン軌道相互作用

フィーバーとなりました。発見後、わずか半年

のこのような側面に着目した研究が、スピント

ほどの間に、次々と関連物質が合成され、現在、

ロニクス、量子情報との絡みで盛んになされて

SmFeAsO1-xFx において転移温度は 55K を示し、

います。ある種のスピン軌道相互作用がトポロ

銅酸化物に次いで高い転移温度をもつ物質群と

ジカル秩序 ( 通常の長距離秩序とは違ったトポ

なっています。新聞やテレビ等でも取り上げら

ロジカルに非自明なヒルベルト空間の構造で特

れたので、ご存知の方も多いことでしょう。( 細

徴づけられる秩序 ) を実現し、それが新奇物性

野研究室の HP には、上記物質の合成法のビデ

をもたらします。反転対称性のない超伝導体で

オクリップなど、なかなか興味深いムービーが

もトポロジカル秩序とそれに伴った新物性が実

あります。御一見あれ。http://www.khlab.msl.

現可能であることが最近の研究で明らかになっ

titech.ac.jp/) 現在、
「銅の時代」から「鉄の時代」

ています。例えば、ある種の反転対称性のない

をキーワードに、この高温超伝導の発現機構の

超伝導体では、トポロジカル秩序が実現し、さ

解明に向けて、実験、理論両面から精力的な研

らにそこではマヨラナ・フェルミオンが準粒子

究が行われています。

として実現できることが分かっています。マヨ

興味深いことに、舞台となる電子状態、構造

ラナ・フェルミオンとは粒子とその反粒子が等

は、銅酸化物との類似点も多くあります。銅酸

しいという際立った性質を持ち、元々は素粒子

化物では、母物質が反強磁性絶縁体であり、キャ

の分野で、その存在が議論されているものです

リアドープによって、超伝導が出現します。そ

が、それが固体中の超伝導体で実現できるとい

の主たる伝導面は銅原子を含む 2 次元正方格

うのは驚きです。また、超伝導体中で実現した

子です。鉄系超伝導体では、母物質が反強磁性

マヨラナ粒子を使って、decoherence-free な量

金属であり、それに隣接して超伝導が出現しま

子計算を実現するスキームが提案されており、

す。主たる伝導面は、やはり鉄原子の 2 次元

関連した研究が盛んにされています。今後の発

正方配位です。このような共通点から、発見当

展が楽しみなテーマです。

初よりその隣接する反強磁性相に関連した磁気

高温超伝導体 ーー 銅から鉄へ

的な揺らぎが超伝導の引力源として注目されて
きました。しかし、ことはそれほど単純ではあ
りません。銅イオンは 3d9 であり、バンドを組
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んでも基本的にホール１つが伝導に寄与すると

最後に、この鉄系超伝導体の急速な進展を支

予想されます。実際、その低エネルギー励起は、

えた理論的な背景に注目しておきましょう。そ

概ね、単一バンドで理解できます。一方、鉄の

のバンド構造は、鉄の 5 つの 3d 軌道を含む非

6

場合は 3d であり、フェルミ準位付近は鉄の 5

常に複雑な構造をしています。ひと昔前なら、

つの軌道全部が顔を出す複雑なバンド構造をも

その複雑なバンド構造を再現するような、現実

ちます。また、鉄では、母物質における反強磁

的な多軌道モデルを構築するだけでもかなりの

性相は、結晶の構造相転移と共存し、面内の回

時間を要したであろうと推察されます。しかし、

転対称性が 4 回から 2 回に落ちています。こ

我々は今、第一原理的バンド計算の結果をもと

れは必然的に、軌道の秩序を伴います。最近で

に、( 最局在 ) ワニエ基底を構築し、その基底

は、このような面内回転対称性の破れが、構造

に対する多軌道モデルを抽出する事が可能と

相転移温度よりずっと高い温度から起こってい

なっています。このような第一原理計算に基づ

る可能性が指摘されており、電子系として回転

いた低エネルギー有効模型の導出は、最近のト

対称性を破るネマティック転移が注目されてい

レンドの 1 つであり、例えば、トポロジカル

ます。果たして、超伝導の発現機構が銅酸化物

絶縁体の表面状態の計算など、幅広く応用され

と同様のストーリーで理解可能なのか ? それ

ています。こうして、現在では、個々の物質の

とも、多軌道性に基づく新奇な機構が必要なの

違いを現実的なモデルに基づいて、具体的に議

か ? その機構の解明は、次の高温超伝導体を

論できる程に進歩しているのです。今後も、実

見つけるための手がかりを与えると考えられま

験的な研究と 2 人 3 脚で堅実な発展が期待で

す。今後の進展が楽しみです。

きる研究分野です。

図 3: LaFeAsO の 4 ユニットセルと鉄 3dx2-y2 軌道の最局在ワニエ軌道
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冷却原子気体系の理論

同じ準位間の s 波散乱はないので、系の長さス
ケールが ( 密度 )-1/3 と熱的ド・ブロイ波長のみ
という、原子種に依らないユニバーサルな物理

中性原子の気体をレーザーにより減速して真

が実現します。この近傍で、有効的に斥力 (a s>0)

空中に捕獲し、蒸発冷却によりさらに低温 (nK

および引力 (a s<0) の場合について、近距離相

程度 ) に冷却した系で、多様な実験が行われて

互作用する強相関領域のフェルミオン集団のふ

きています。この系の大きな特徴として、レー

るまいが実測されています。これは、量子力学

ザーや磁場によって、原子が感じる閉じ込めポ

的に多体の相関効果を取り扱った理論計算のテ

テンシャルの形状を、核種ごと、超微細準位ご

ストとなりうるものです。また、2 つの準位間

とに制御できること、磁場や光によって実効的

で原子数を変えた系では、トラップポテンシャ

な原子間相互作用を調節できることがありま

ルの形状で決まる系の次元性や a s の値によっ

す。望みの原子種以外の不純物のない系で、た

て、運動量を持つ原子対が凝縮した (Larkin-

とえばレーザーの定在波の重ね合わせによって

Ovchinnikov) 超流動状態や、トラップの中央

3 次元の周期格子をなすポテンシャル ( 光格子 )

に生成する両成分がほぼ等密度の凝縮体の周り

を課すことができ、そこでの原子集団のふるま

を多数成分の非凝縮相が取り巻いた状態が期待

いを、光学的に観察できます。

されます。

中性原子は、構成する核子と電子の個数の合

光格子中でも、強相関電子系の基本的な模型

計、すなわち質量数と原子番号の和の偶奇によ

の一つであるハバード模型が再現されること

り、ボソンまたはフェルミオンとなります。ボ

や、原子種によって異なるポテンシャルを作用

ソン原子系では、1995 年にボース・アインシュ

させることでより複雑な模型も実現できること

タイン凝縮体 (BEC) が実現されました。その後、

から、冷却原子系を、固体中の多体相関系の「量

2 つの BEC を落下させて物質波の干渉縞が原

子シミュレータ」として活用することを目指し

子密度の周期的な増減として見られることを確

た研究が進められています。たとえば、平坦バ

認した実験や、BEC を回転させて量子化され

ンドを持つ格子では、2 個の超微細準位をスピ

た渦の格子を周期的に現れる低密度の領域とし

ン S =1/2 と見たときの強磁性に相当する状態

て観測した実験などが行われています。超伝導

が期待できます。さらに、極低温の冷却原子系

体や超流動液体ヘリウムと同様に、量子効果が

では原子間隔が大きく、フェルミ速度が遅いた

巨視的なスケールで現れる系となっています。

め、相互作用や、電子系の電位に相当する閉じ

光格子中でも、格子を深くしていくとサイト間

込めポテンシャルを変化させたときのダイナミ

のコヒーレンスが失われ、超流動を示さない局

クスを実時間で観測することができます。2 サ

在化した状態になることが観測されます。

イト以上の周期を持つ超格子や、フェルミオン

原子間の相互作用を調節することにより、量

とボソンが共存する系での非平衡状態の計算

子多体系のさまざまな物理が調べられます。中

は、冷却原子系の実験結果の予測となるだけで

性原子間のファン・デル・ワールス相互作用の

なく、現実的なバンド構造やフォノンの効果を

働くスケールは nm 程度です。低温では原子間

考慮した電子系の光電子分光や光誘起相転移、

の相対運動量が小さいため、相互作用は多くの

絶縁破壊等の研究との対応も考えられ、重要な

場合 s 波散乱長 a s で特徴づけられます。( 磁気

テーマです。

あるいは光学 ) Feshbach 共鳴点では a s が発散
します。たとえば、1 種類のフェルミ原子が 2
つの超微細準位に等しい個数存在する系では、
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※所属は発行時のもので執筆時のものとは異なる場合があります。
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市民講座報告
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第 3 回 市民講座「宇宙と物質の謎に迫る」
浜

直史

受賞紹介
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（はま なおふみ）

基礎物理学研究所

俊直

（つねみ としなお）
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原子核ハドロン研究室 研究員

専攻：素粒子論
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成子 篤

短報

「七夕出前授業の報告」
森谷
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基礎物理学研究所

（もりたに ゆうき）

宇宙物理学教室

D2
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専攻：宇宙論的摂動論

18 頁

友由希

専攻：光赤外装置開発

恒星物理学

シンポジウム報告

GCOE オープニングシンポジム 「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学」
中村 真

（なかむら しん）

物理学第二教室

原子核理論研究室

特定研究員 （
「新ハドロン」プロジェクト内助教）
専攻：超弦理論とその応用

編集後記
この 1 年の間に、私はアウトリーチ委員会のヘッドになり、委員長は太田耕司さんに交代しました。ヘッドというのは、グローバルＣＯＥ
全体の運営をつかさどるヘッドクォーターのメンバーの一人でもあり、ホームページ委員会のヘッドも兼ねています。太田新委員長はアウト
リーチ委員会のリーダーとしての仕事を責任感をもって大変てきぱきと進めてくださるので、私の気苦労（何か重要な事項を忘れていないか
心配する気苦労）がぐっと減り、大いに助かっています。その分、アウトリーチ活動を活発にするために、今までとは違った側面から貢献し
たいと思っています。その一つは「出前授業」です。本ニュースレターでも大学院生の森谷さんが素晴らしい記事を書いてくださっています
が、私たち研究最前線に関わる研究者が学校に行って授業をするのは、大変意義あることです。小学生から予想外の高度な質問を受けて、びっ
くりしたり、感心したり、一方、研究者には当たり前のことが子供たちには当たり前ではないことがわかって、カルチャーショックを受けた
りとか、とにかく、視野がひろがります。
「出前授業」は我々の責任であるだけでなく、我々にとって視野や発想の仕方が拡大する絶好の機会
なのです。大学院生やＰＤ、
（特に若手）教員の皆さん、
「出前授業」にぜひ行きませんか？
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