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物理学の多様性と普遍性の探求拠点 ニュース

第 11 号

平成 17 年（2005 年）10 月 1 日発行

講演会「限りない未知への挑戦」
- 高校生のための物理 2005 年 7 月 23 日に日本物理学会京都支部と本 21 世紀 COE の主催による高校生のため
の物理と題された講演会が行なわれました。物理学教室�������������
スタッフを講師として、物理
学の最新の研究について高校生にもわかりやす�����������������
く伝えようという狙いです。����
講演会の
後は実験研究室の訪問���������
も行なわれました�
。

1. アインシュタインの大発見から 100 年
2005 年 7 月 23 日、京都大学理学研究
科 6 号館 401 講義室にて、日本物理学会
京都支部、及び、京都大学 21 世紀 COE「物
理学の多様性と普遍性の探求拠点」主催
の講演会「限りない未知への挑戦 高校

第 11 号の内容
１．講演会��
報告
「限りない未知への挑
戦」- 高校生のための
物理 -

生のための物理」が開かれました。当日
は蒸し暑い中、高校生を中心に 250 人以
上の人が聴講に訪れ、講義室はほとんど

２．研究室紹介
基礎物理学研究所
宇宙・天体物理学グ
ループ

子性・ブラウン運動・特殊相対論）から
100 年にあたる記念すべき年であること
を述べられ、さらに「今日の講演会の内
容は受験勉強とはほとんど関係がないだ
ろう。皆さんの、受験とは関係なくとも
おもしろい話が聞きたいという思いを歓
迎する。ぜひとも自分がおもしろいと思
えることを見つけていってほしい」と高
校生らを激励されました。
講演をされたのは、それぞれの分野
で最先端の研究をしておられる、吉川
研一教授（化学物理・生命物理）
、中村
卓史教授（天体核物理学）
、水崎隆雄教
授（低温物理学）の 3 人です。3 人の先
生方はご自分の研究内容を高校生でも
理解できるように噛み砕いて説明しつ
つ、
「物理学を研究するとはどういうこ
となのか」ということを伝えられました。
2.「生命と物理」（吉川研一教授）
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満員となりました。
はじめに、小貫明教授（日本物理学会
京都支部委員長 / 統計物理学）が挨拶を
されました。小貫教授は挨拶の冒頭で今
年がアインシュタインの大発見（光の粒

生命物理と聞いてどのような研究内容
か思い浮かべることができる人は少ない
でしょう。それもそのはず、生命物理は
とても新しい研究分野であり、まだ学問
体系が成立していないのです。当然未解
決の問題も多く、吉川教授は講演のはじ
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めに「それらを解決していくのが君たち
高校生の役目だ」とこの分野での若い力

を用いて解決されていくだろう問題の例
として「自己同調現象」について、さま

の重要性を強調されました。
では生命物理の研究とはどのようなも
のなのでしょうか。19 世紀に有機化学と

ざまな実験結果の動画を提示しながら説
明されました。心臓の細胞は 1 つずつば
らばらに取り出すとそれぞれ異なるリズ

いう分野ができてから長い間、生物分野
は化学分野と強く関係しながら発展して
きました。そのため生物分野では長らく
「生命を知りたい = ひとつひとつの部品

ムで脈動しますが、2 つ以上の細胞をくっ
つけると同じリズムで脈動し始めます。
これが「自己同調現象」です。このよう
な現象は心臓の細胞だけでなく、蛍の発

を詳しく調べる」といった化学的手法が

光、ペットボトル振動子、さらには簡単

主に用いられてきました。その結果、た
んぱく質の構造や DNA の構造といったこ

な実験で作ることのできる化学反応の波
にも見られます。一見まったく異なるメ

とは非常によくわかってきました。しか
し、吉川教授はこのような化学的な研究
手法だけでは生命を解き明かすことはで
きないとおっしゃります。その理由を
「時

カニズムで起こっているように思われる
これらの現象には、共通した一般原理が
あると考えられます。そして今後、物理
的手法を用いた研究によって、この一般

計遺伝子」を例に考えてみましょう。化
学的手法を利用した生物学では、体内時
計を司る「時計遺伝子」を探そうとする
場合、DNA の一部を書き換えて生物の体

原理は発見されるでしょう。
物理を学ぶということは「物理的な手
法、考え方」を学ぶということであり、
その「物理的な手法、考え方」はあらゆ

内時計がおかしくなったらその書き換え
た遺伝子を「時計遺伝子」とします。し
かし実際の時計では、時計自体が壊れた
ときだけでなく、電池を抜かれても針が
曲がっても狂います。化学的手法だけで

る分野で有用であるということがとても
伝わってくる講演でした。

は、見つけた DNA が時計自体なのか電池
なのか見極めることはできません。ここ
で活躍してくるのが「モデルを作って単
純化し物事の本質を見極める」という物

3.「ガンマ線バースト －現代宇宙物理
学の最大の謎－」（中村卓史教授）
ガンマ線バーストが発見されてから 30
年あまり、数々の論争を通じて、今よう
やくその正体が明らかにされつつありま

理的手法です。この場合、体内時計シス
す。中村先生は、この 30 年間のガンマ
テムを単純化したモデルを作り、シミュ
線バーストに関する論争の歴史を通じ
レーションをし、実際のものと比較して、 て、
「学問では多数派がつねに正しいと
体内時計の本質がなにであるかを探るの
です。

は限らない。だからこそ学問は面白い」
ということを話されました。また、講演

吉川教授らはこの物理的手法を使っ
て「なぜ DNA が核の中でもつれてしまわ

のはじめに宇宙物理学のこれからを担う
衛星である日本の X 線衛星
「すざく」
（2005

ないのか」という問題を解くことに成功
しました。吉川教授らの研究によると、
DNA は本質的に自分からからまないよう

年 7 月 10 日打ち上げ）とガンマ線バー
スト観測衛星 Swift（2004 年 11 月 20 日
打ち上げ）の打ち上げ時の貴重な VTR を

に巻いていく性質を持っているのだそう
です。この性質は、DNA モデルのシミュ
レーションと実際の DNA の蛍光像との比

見せてくださりました。
ガンマ線バーストは 1973 年に核実験
探査衛星ベラによって初めて発見されま

較から発見されました。
また吉川教授は、今後この物理的手法

した。核実験によって発生する地球から
のガンマ線を捕らえるはずであった衛
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星が宇宙からのガンマ線を捕らえたので
す。その後の観測から、ガンマ線バース
トとは、宇宙のある一点から 10 秒ぐら

た。その結果、ガンマ線バーストの発生
箇所は完全に一様等方であることがわか
りました。これは「銀河系のディスク近

いの間に 10-8 から 10-7J/m2 のガンマ線が
突然やってくる現象で、～ 1000 個 / 年

傍で起きている」という説を否定する結
果です。

ものとても多い頻度で起こっており、そ
の発生場所は宇宙全体に一様等方である

結局、ガンマ線バーストまでの距離
問題に決着をつけたのは、1997 年の

ことがわかりました。
ガンマ線バーストが発見された 1973

BeppoSAX 衛星による X 線残光の発見でし
た。X 線残光の発見によりガンマ線バー

年から 1997 年までに、ガンマ線バース
トに関する論文が 2000 本以上出版され
ましたが、その主なテーマはガンマ線

ストの発生位置がさらに精度良く決ま
り、そこに可視光の残光が存在すること
がわかりました。そして、この可視光残

バーストまでの距離でした。というのも、
ガンマ線バースト対応天体が見つかって
いなかったため、距離を決めるのが非常
に困難であったからです。さて、ガンマ

光の観測から、ガンマ線バーストは宇宙
論的な距離で起こっていることがわかっ
たのです。またこの結果から、ガンマ線
バーストは宇宙でもっとも激しい現象で

線バーストが発見されたころの多数派の
意見は「銀河系のディスク近傍で起きて
いる」というものでした。太陽から 300

あることもわかりました。ガンマ線バー
ストが宇宙論的な距離で起こっていると
するとガンマ線が地球まで届かないとい

光年以内には 10 万個の中性子星やブラッ
クホールが存在していると考えられてい
ます。これらが 100 年に 1 回程度の頻度
でバーストを起こしていて、それがガン
マ線バーストとして観測されているとす
ると、ガンマ線バーストの発生頻度や発
生場所の一様等方性、ガンマ線の増光の
立ち上がり時間が短いことなどがよく説
明できたからです。一方、一様等方性を
説明する説としては「宇宙論な距離で起
きている」というものがありましたが、
当時それはほとんど否定されていまし
た。もし、宇宙論的な距離でガンマ線バー
ストが起きているのだとすると、地球に
届くまでにガンマ線同士が衝突して消滅
してしまって観測されるはずがないから

う問題は、相対論的な効果を考慮するこ
とで解決することができました。
ガンマ線バーストにはまだまだ未解決
の問題があります。講演の最後に、中村
教授は「これらの問題に最新の衛星の結
果などを使って挑んでいくのは諸君らで
ある」と高校生たちを鼓舞されました。

です。
もしガンマ線バーストが銀河のディス
ク近傍で起きているのであれば、精度よ

明してくださいました。
現代物理学では、物質は粒子としての
性質と波としての性質の両方を持つと考

く位置を決める観測を十分な回数行え
ば、銀河面上での発生頻度が高く観測さ
れるはずです。そこで 1991 年から、ガ
ンマ線の到来方向を精度良く決めること

えられています。これが量子力学の考え
方です。量子力学をきちんと理解するに
は大学レベルの物理と数学の知識が必要
ですが、大雑把に理解するには量子力学

ができる検出器 BATSE でガンマ線バース
トの発生位置を決める観測が行われまし

の 3 つの特徴を理解すれば十分です。一
つめは「ハイゼンベルグの不確定性原
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4.「極低温に見る量子力学の不思議の世
界」（水崎隆雄教授）
極低温の世界では高校で習うような古
典力学ではなく、量子力学の法則がはっ
きりと現れてきます。水崎教授はこの量
子力学の法則やそれによって起こる面白
い現象を、デモ実験を交えてやさしく説

講演会報告 :
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理」、粒子の位置と運動量は同時に決め
られない（波動性）という原理です。二

な小さな隙間も通りぬけることができま
す。また、超流動状態の物質内では温度

つめは「量子化」、エネルギーや運動量

差があってはならないので沸騰しませ

はとびとびの値しか取れないことです。
そして三つめは「量子統計力学」
、すべ

ん。
「超流動」とよく似た量子力学的な現

ての粒子は「ボーズ粒子（同じ状態を複
数の粒子が取ることができる）
」と「フェ

象に、電気抵抗が 0 になる「超伝導」と
いう現象があります。これは金属中の電

ルミ粒子（同じ状態を 2 個以上の粒子が
とることはできない）」に分けられる、

子（フェルミ粒子）がクーパー対とい
う組を作ってボーズ粒子的になり全体が

です。

ひとつの「波」として振舞うために起き

この量子力学の特徴から導かれる面白
い現象に「超流動」があります。ボーズ

ると考えられています。超伝導も一般的
には極低温で起こる現象ですが、最近で

粒子からなる系を極低温まで冷やすと、
すべての粒子はもっとも低いエネルギー

は窒素温度程度で超伝導を起こす物質が
続々と見つかっています。また、フェル

準位に縮退し、系全体がひとつの「波」
として振舞うようになります（ボーズ・

ミ粒子であるヘリウム 3 がクーパー対の
ようなものをつくり「超流動」を起こす

アインシュタイン凝縮）。さて、ヘリウ
ムはファンデルワールス力が零点エネル
ギーよりも小さいので、絶対零度になっ
ても液体のままです。そのヘリウムのう
ち、ボーズ粒子であるヘリウム 4 が 2.17K
以下に冷やされてボーズ・アインシュタ
イン凝縮した液体になると「超流動」と
いう現象を起こします。超流動状態に
なった物質は粘性がなくなるので、どん

こともわかってきました。しかし、その
詳しいメカニズムはまだわかっていませ
ん。
講演の最後に、水崎教授と研究室の
方々がデモ実験を見せてくださいまし
た。一つめは空気から固体窒素を作る実
験で、液体ヘリウムの温度がいかに低い
かを実感させられました。二つめは超流
動状態になった窒素による「スーパー

デモ実験に使用した実験装置を前に記念撮影。参加した高校生をはじめ、水崎教授、
実験スタッフの顔が並んでいます。
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リーク」の実験です。デュワー内の温度
が下がっていき、ヘリウム 4 が常流動状
態から超流動状態へ移行していくにつれ

究の魅力をたっぷりと伝えてくださいま
した。参加した高校生らもとても熱心に
講演を聴いており、各講演の終わりには

て、ヘリウムの沸騰がとまり、常流動状
態では通れなかった隙間を超流動になっ
たヘリウムが流れ落ちていく様子がよく

いくつも質問が出ていました。
講演会の後、いくつかの研究室で研究
室訪問が行われました。講演会に来た高

わかりました。最後の実験は「噴水効果」 校生の多くが積極的にこの研究室訪問に
です。先端に細い管のついた底のあいた
参加していました。
容器に常流動状態のヘリウムは通れない
ように詰め物をして超流動ヘリウムの中

講演会報告 :
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に沈めます。その容器に光を当てると、
容器内のヘリウムの一部が超流動状態か
ら常流動状態へ戻ります。常流動状態に
もどったヘリウムは容器から出ることが
できなくなるので、容器内の超流動ヘリ
ウムの濃度が下がり、その結果周りから
超流動ヘリウムが流れ込み、先端から勢
いよく超流動ヘリウムが噴射されます。
水崎教授は当てる光を音楽にあわせて点
滅させることで、音楽と同調したヘリウ
ムの噴水を見せてくださいました。参加
者はどの実験も食い入るように眺めてお
り、ヘリウムの噴水が音楽にあわせて発
射されたときには、会場は大きな拍手で
包まれました。
5. 終わりに
どの先生方も高校生でもわかるようや
さしい言葉を使いながらも、最先端の研
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講演の後、研究室訪問に向けて、希望する研
究室のプレート前に並んでいる様子。

参加者のほとんどがなにかしら有意義
な情報を得られた講演会であったと思い
ます。そう遠くない将来に、参加した高
校生のなかから、物理学の道を志し、講
演された先生方に続くような研究をする
学生が出てくるかもしれません。
( 宇宙物理学教室 久保田 香織 )

研究室紹介

基礎物理学研究所
宇宙・天体物理学グループ
スタッフ
教授

小玉英雄、佐々木節、嶺重慎

助教授

長滝重博

はじめに

研究室紹介 :
基礎物理学研究所

宇宙・天体物理学グループ

基礎物理学研究所には、素粒子論、原子核理論、宇宙物理学、物性理論、など
理論物理学全ての分野の研究グループがあります。今回は、宇宙物理学の分野���
を��
紹介
します。宇宙物理学�����������������������������
では、��������������������������
大きく分けて��������������������
、�������������������
天体物理学に焦点をおいて研究している�
天
体物理学����������������������������������
グループと相対性理論および宇宙論に焦点をおいて研究している�����
宇宙���
グルー
プがあります。
本研究所の天体物理学グループが主に研究しているのは、高エネルギー天体物理
学の分野です。具体的には、ブラックホール天体や超新星・ガンマ線バーストが研究
対象で、その構造や進化、観測との対応などを、大規模シミュレーションデータや観
測データをもとに研究を進めています。
一方、宇宙グループでは、一般相対論に基づく時空の構造とダイナミクスの数理
的研究や重力波などの研究を積極的に行っています。特に一般相対論に基づく時空の
構造の研究については、重力を含む統一理論の発展を背景に、超重力理論などの一般
相対性理論の高次元版理論が盛んに研究されるようになっており、
ブレーン宇宙論
（高
次元宇宙論）というひとつの新しいパラダイムを形成しています。

まずは天体物理学グループについて、もう少し詳しい解説を与えます。

ブラックホール天体
Ｘ線連星系や活動銀河中心のブラックホール候補天体は、いずれも極めて高エネ
ルギーに至るはば広い波長域での放射、激しい時間変動、複雑なスペクトル変動を示
します。これはおそらく、ブラックホールの強い重力に引かれてそこに落ち込みつつ
ある降着流の中では、磁場・物質・放射が空間的にも時間的にも入り乱れ、粒子加速
やプラズマ加熱を起こし、エネルギーを交換し合いながら、様々な放射メカニズムで
エネルギーを放出した結果でしょう。またブラックホールに落ち込むガスは、その一
部を相対論的ジェットの形で放出します。この宇宙ジェットは、近年、観測でその詳
細が明らかにされるにつれ、理論的に取り組む課題も鮮明になってきました。わたし
たちは、磁場および�����������������������������
放射���������������������������
と物質との相互作用をキーワードに、大規模シミュレーショ
ンを実行した上で、放射スペクトルを計算し、観測と照合してモデルの検証を進める
というやり方で研究を進めています。以下に具体的な研究テーマをあげます。
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（１）ブラックホール磁気降着流のダイナミクスとスペクトル
降着流の中に埋め込まれた弱い種磁場が、差動回転や各種不安定性によりどのよ
うに成長するかを、大局的３次元磁気流体（MHD）シミュレーションにより調べました。
弱いポロイダル磁場に貫かれた初期トーラスを最初に用意します。すると強い差動回
転により、円盤の回転方向に垂直な磁場（ポロイダル磁場）は引き伸ばされてトロイ
ダル（回転角方向）磁場を作り、そのトロイダル磁場はぎりぎり巻きに蓄積して磁気
タワーを形成します。この結果、磁気圧力によって駆動されたジェットが自然に噴出
することを、世界で初めて示すことができました（図１）
。
MHD ジェットシミュレーションといえば、これまで、円盤を貫く大局的縦磁場か

研究室紹介 :
基礎物理学研究所
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ら計算がスタートするものが主流
で、結果が磁場の強さや形状等、初
期条件に強く依存しているのではな
いかという懸念がありましたが、今
回の計算は、局所的な弱い磁場から
出発してもジェット噴出が確認され
ました。そういう意味で MHD ジェッ
ト研究に新しい風を吹き込むものと
期待されます。現在、この MHD シミ
ュレーションデータをもとに、多波
長スペクトルをモンテカルロ法によ
り計算しており、典型的な低光度ブ
ラックホール降着流の観測スペクト
ルを再現することに成功していま 図１：新しいタイプの MHD ジェット：磁気タワーの形成
す。
(Kato et al. 2004, ApJ 605, 307)

（２）高光度降着流における光子捕捉効果
ブラックホールに落とし込むガスの量（ガス降着率）を上げると、そこから出て
くる放射量も増加します。そして、ガス降着率がエディントン光度を与える臨界率に
近くなると、放射圧と重力とが拮抗するようになり、物質との相互作用のため放射が
なかなか外に出ていけないようになります。その結果、円盤内部でつくられた光子が
外に出る前にブラックホールにガスもろとも飲み込まれてしまうという現象が起きま
す。これを光子捕捉といいます。これを近似的に解いたモデルはありましたが、２次
元効果がフルに考慮されていないものでした。
そこでわたしたちは、ダイナミクスは与えて２次元�������������
放射�����������
輸送を解くというやり方
で降着率増加に伴う降着流スペクトルの変化を計算し、光子捕捉が効く条件を求め、
それが効くにしたがって、
スペクトルはだんだんソフトになることを見いだしました。
これは、ハードな光子ほど降着流の深いところで作られるため、光子捕捉がより顕著
で、表面に現れにくいためです。さらに、まさに計算で予測された傾向が、巨大ブラ
ックホール天体（活動銀河核）や恒星質量のブラックホールの明るいフェーズに現れ
ていることを見いだしました。
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（３）ブラックホールはどう見えるか
ブラックホールの最も有効な観測とは何でしょうか．いろいろな答えがありえま
すが、一つの答えは望遠鏡でブラックホールのサイズ（シュバルツシルド半径）の領
域を分解して見ることです．もちろん見るのは，ブラックホールを取り巻くガス流か
らの光であって，その中心に本当にブラックホールがあれば，
光る降着ガスの中に「黒
い穴」（まさに黒い穴）が見えるはずです．それを見ようというのです．
しかしこれは現在とてもかないません．というのもブラックホールの見かけの大
きさは，角度にするとわずかマイクロ秒程度だからです。マイクロ秒角といってもピ
ンとはこないでしょうが、100km 離れたところ�����������������
を����������������
見た場合の角度１マイクロ秒はわず
か１ミクロンに当たります。そんなに小さな角度ですが、近未来にスペースからの電
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波干渉計を用いて可能になると言われています。
では，実際にブラックホールを
とりまく円盤は次世代スペース電
波 干 渉 計（VSOP-2） で ど う 見 え る
か．一般相対論を用いて計算してみ
ました．結果を図２に示します。ご
らんの通り，現存のスペース干渉計
VSOP は無理ですが、次世代 VSOP-2
では，ブラックホールの「黒い穴」
が観測されうることがわかりまし
た．この VSOP-2 衛星は 10 年以内の
実現を目指して開発が進められてい
ます．

図２：ブラックホールのまわりの降着円盤
とジェットの電波画像．上から順に，元
画像，VSOP および VSOP-2 の分解能で期待
される像．VSOP-2 で「黒い穴」が見える
（Takahashi et al. 2004）

超新星・ガンマ線バースト
ガンマ線バーストは、宇宙で最大の爆発で、未だその中心エンジンは未解明です。
爆発のエネルギーは、星全体の静止質量エネルギーにも匹敵するともいわれ、
また数々
の観測から、ローレンツ因子が 100 にも達するような超相対論的ジェットが発生して
いることがほぼ確実視されています。そこで我々は、ガンマ線バーストの正体解明を
めざし、重力崩壊型超新星および円盤降着、それぞれの立場から超相対論的運動ガス
の高エネルギー物理過程を調べています。
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（１）回転する超新星爆発
近年、ロングバーストと分類されるガンマ線バーストは重力崩壊型超新星から生
まれていることが観測的に裏付けられており、そのメカニズムを解明するための努力
が世界のたくさんの大学、研究所でなされています。上記の通り、ガンマ線バースト
の実現のためにはバルクなローレンツ因子が数�����������������
百����������������
にも達するような高速のジェットが
要求されると一般的に考えられていますので、そのような高速なジェットがどのよう
にして大質量星から飛び出すのかが、理論的に大変興味を持たれている訳です。こ
の問題を別の言葉で言い換えますと、爆発エネルギーを通常の超新星と同程度の 1051
erg 程度とし、ローレンツ因子が数百とすると、そこに含まれているべきバリオンの
量は太陽質量のわずか 100 万分の 1 程度となり、このような「クリーンな」ジェット
が何故大質量星から噴出出来るのかが、理論的に大きな問題となっているのです。

マ線バーストのメカニズムの解明に向けて順調な一歩が踏み出されたものと考えてい
ます。この計算はまだ星の中心部分のダイナミクスを解いたに留まっていますので、
今後更にこのジェットが外層部へ伝播し、星を突き抜け、更には星間空間中を伝播す
る状況を相対論的流体シミュレーションを用いて解析し、このジェットが最終的にガ
ンマ線バーストとなっていく過程を明らかにすることを計画しています。

研究室紹介 :
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我々は、回転と磁場の効果を入れた大質量星の重力崩壊現象を、大規模な数値計
算によって解析し、磁場が回転によって巻き込まれる結果、非常に収束されたジェッ
トが回転軸方向に形成されることを見いだしました（図３）
。この研究により、ガン

図３：回転と磁場の効果を取り入れた、大質量星の重力崩壊の大規模数値計算例 .。カラーは
密度の等高線を表す。磁場の巻き込みによって収束したジェットが回転軸方向に噴出している�
。
（Takiwaki, Kotake, Nagataki, and Sato , ApJ, 616, (2004), 1086）

（２）ニュートリノ冷却降着流モデルの構築
ガンマ線バーストのモデルは、ある種の超新星爆発とか、コンパクト天体（ブラ
ックホール、中性子星など）同士の合体とか、諸説紛々としていますが、多くのモデ
ルは、最終的に、数太陽質量のブラックホールと、それをとりまく円盤という姿を予
言しています。そのような円盤構造は、高温高密度のため、ニュートリノ冷却が効く
と予想されています。そこで、ニュートリノ冷却の効いた降着円盤モデルの構造を、
電子、核子の縮退をもきちんと考慮して解き、円盤の構造を出しました。さらにニュ
ートリノ冷却円盤の安定性や、期待される重力波放射パターンを議論しています。
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では次に宇宙グループについての詳しい紹介を行います。

時空構造とダイナミクスの数理
一般相対論は，重力を時空構造の変化として記述するという特異な性格を持って
います．このため，一般相対論に基づく重力現象の研究では、時空の構造とダイナミ
クスの数理的研究が重要な役割を果たすことになります。また，最近では，重力を含
む統一理論の発展を背景として、超重力理論など一般相対性理論の高次元版理論が盛
んに研究されるようになっています。これら高次元理論はさらに豊かな構造を持ち、
その数理的研究は素粒子論や宇宙論の基本的な諸問題を解決する上で重要な役割を果
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たします。このような観点から、基礎物理学研究所の宇宙グループでは、時空の構造
やダイナミクスに関係した様々な問題の数理的研究を積極的に行っています。
４次元一般相対論の数理的研究は長い歴史を持ち、これまでに時空特異点定理、
正エネルギー定理、ブラックホール一意性定理、位相検閲定理などに代表される様々
な成果を挙げてきました。しかし、
２１世紀に残された未解決問題も多く存在����
し���
ます。
そのなかで最大のものは、天体の重力崩壊の最終状態を決定する問題です。特に，重
力崩壊では一般に時空特異点が発生するという特異点
定理の成立を背景として、Penrose は現実的状況では
そのような特異点はブラックホールにより隠されるだ
ろうという予想（弱い宇宙検閲予想）を提唱しましたが，
この予想が正しいかどうかは未だに示されていません。
しかも、詳しく研究されている球対称な系では、裸の
特異点が一般的に発生する自然な物理系が多く存在す
ることが示されています。もちろん、これは球対称と
いう高い対称性が原因である可能性があります。した
がって、非球対称系の研究が是非とも必要です。これ
らのことから、我々のグループでは、現在、冨松佐藤
図４：冨松佐藤解（δ＝２）のホ
ライズンとリング状時空特異点

解など非球対称な裸の特異点を持つ時空の大域的構造
およびその形成可能性の研究を行っています（図��
４�
）。

４次元と異なり、高次元重力理論およびそれによ
り記述される時空構造の研究はまだ始まったばかりです。しかし、すでに，４次元と
５次元以上では重力理論の予言が大きく異なることを示す様々な興味深い結果が得
られています．例えば、５次元では回転ブラッ
クホール解に対する一意性定理は成り立たず，
Kerr 解の５次元版に対応する解（ブラックホ
ールは球形）以外に、ブラックホールが球面
と円の積 S2 x S1 という位相構造を持つ回転解
（ブラックリング解）が発見されています（図
５�
）。また，Kaluza-Klein 型モデルでもブラッ
クホール解が一意的でないことが確認されてい
ます．これらのことから，５次元以上の重力理
論における定常ブラックホールの分類問題が重

図５：ブラックリング解（H.Elvang et al,
Phys.��������������������������
Rev. D71 (2005) 024033 より）
�������������������������

要な数理的問題としてクローズアップされています．現在，我々のグループもこの分
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類問題を非線形シグマモデル，摂動論など様々な方法を用いて研究しています．成果
として，これまでに，ホライズンが球の位相をもつという仮定の下で，５次元定常正
則ブラックホール解の一般的一意性，任意次元における小さな角運動量を持つ定常正
則ブラックホール解の一意性などを証明することに成功しています．

重力波の物理
近年、日本も含めた世界各国で、一般相対論的天体現象に付随して発生する時空
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の揺らぎ、重力波を直接検出しようという計画が進められています。それらの計画に
おける最も重要なターゲットのひとつは、銀河中心などに存在する巨大ブラックホー
ルとそれを周回する太陽質量程度のコンパクト星からなる連星系からの重力波であ
り、それを捉えることによってブラックホール時空の構造を検証しようというもので
す。この目的のためには、このブラックホール‐コンパクト星の連星系からの重力波
の波形の正確な理論的予測が必要です。我々は、この連星系からの重力波を、ブラッ
クホール摂動論を使い、重力波放出によるコンパクト星の軌道への反作用を含めて、
正確に求める研究を行っています。
この研究では、コンパクト星を点粒子近似することによって引き起こされる粒子
の軌道上での反作用力の発散を、如何に正確にかつ系統的に正則化するかが最も重要
かつ困難な問題です。これに関して、我々は最近、非常に有効な解析的手法を開発し
ました。現在は、簡単のため、スカラー重力波モデルという仮想的モデルに対して解
析している段階です。今後は、これを本当の重力波に対して定式化することが課題と
なっています。

ブレーン宇宙論
ここ数年、我々の住むこの 4 次元時空が実は高次元時空の中の面である、という
ブレーン世界説が注目を浴びています。この説は、ストリング理論の最近の発展の中
から生まれたもので、我々の世界がブレーン宇宙であることが検証されれば、これま
でと異なる全く新しい宇宙像が得られるだけでなく、素粒子相互作用の統一理論に対
しても計り知れないインパクトを与えることになります。
我々は、このテーマに関して、高次元時空（バルク）に存在すると予想されてい
る様々な量子場や時空の高次の曲率項がブレーン宇宙に与える影響を研究していま
す。最近の主な成果は、(1) ガウス - ボンネ項と呼ばれる曲率の２次の項を含んだ５
次元重力理論（アインシュタイン・ガウス - ボンネ理論）がバルクを支配しているブ
レーン宇宙上の有効重力理論を導出したこと、(2) アインシュタイン・ガウス - ボン
ネ理論では、余剰次元が約 10km というマクロな大きさである可能性を発見したこと、
(3) バルクの量子場によるカシミア効果や有効作用汎関数を、ブレーンがインフレー
ション的宇宙膨張をしている状況下で評価する手法を開発したこと、などです。

おわりに
昨年（2004 年）１月に、基礎物理学研究所で行った研究会における招待講演の収
録を、岩波ジュニア新書「宇宙と生命の起源：ビッグバンから人類誕生まで」として
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出版しました（図６）。これは、宇宙に存在するさまざ
まな天体の起源や、生命、人類の進化まで、一線の研究
者が中高生向けにわかりやすく解説した一般啓蒙書で、
編集は嶺重と国立天文台の小久保英一郎氏、また拠点か
らは、犬塚修一郎氏（物２）
、吉川研一氏（物１）
、そし
て嶺重（基研）が執筆に参加しています。興味をもたれ
た方は、どうぞご覧下さい。
図６：岩波ジュニア新書
「宇宙と生命の起源」(2004)
嶺重・小久保編

記者紹介
久保田 香織 (Kaori Kubota)�宇宙物理学教室 M1
専攻 : 恒星物理学 ( 降着円盤を伴う系の観測的研究 )

編集後記
今春より 21COE 広報委員会に加わり、市民講座の準備や News Letter の編集作業
に加わるようになりました。これまでの聴く側、読む側の立場からは見えなかったも
のも見えるようになってきて、案外、楽しんでやっています。
（もちろん、そのため
に割く時間分をマイナスにしないために、不自然に密度が上がる箇所も出ますが…）
市民講座や講演会にたずさわると、科学を学び、興味を持ちはじめた中学・高校
生から、社会で活躍しつつ、広く科学を楽しんでいる年配の方まで、我々は多くの目
に見つめられていることにあらためて気付かされます。素朴な疑問に対して苦笑で答
えてしまうことなく向き合うことは研究者の一つの役目でしょう。優れた研究をされ
多忙だと思われる先生ほど真摯な態度で対応され、忍耐強く、易しく説明されている
姿は印象的です。
広報委員会の活動を通じて、基礎科学を目指す若者や支えてくれる人たちの裾野
を広げることに少しでも貢献できれば、と遠く思いをはせながら、とりあえず目の前
の編集ソフトと苦闘して、ようやく今号を仕上げた秋の夕暮れです。
( 編集委員 野村正
����
)�
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