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若手研究者を育てることは本２１世紀 COE プログラムの目的の一つである。そのため、研究
員雇用経費が全予算のかなりの部分を占めている。COE 研究員の募集では、募集要項を世界に配
布し、採用には外部からの応募を優先した。２００５年５月現在で、１８名の研究員のうち外
国人５名、他大学出身者１０名であった。研究員として優れた実績を挙げて多くは他の研究機
関に移っている。COE 研究員は毎年、成果報告会を開いている。そこでは分野を超えて意志の疎
通ができることを重要視している。
本年度の成果報告会は、理学部フェローも含めて１２月１日に行った。その後の判定会議で
は着実な、あるいは、先進的な研究が行われているとの評価であった。本報告書は成果報告会
での発表をふまえたそれぞれの研究員の本年度の成果である。
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「スカラー場宇宙における原始ブラックホールの成長について」

安倍博之
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「超重力理論におけるモジュライの安定化とその現象論」

Sergei

RYBALKO ＊ 「Enhanced oscillations of an oil-droplet-water interface induced
by optical laser radiation」
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相対論的フェルミ流体における BCS/BEC クロ
スオーバーとそのクォーク物質における実現
可能性

らぎと束縛状態の形成という観点から、クォーク物質における
BCS/BEC クロスオーバーの可能性を調べた [3] 。BCS/BEC ク
ロスオーバーは 2 体引力相互作用する、一様なフェルミ粒子系に
普遍的な現象であり、基本的なアイデアは以下の通りである。2

阿武木 啓朗
基礎物理学研究所 原子核理論グループ
受け入れ教員: 国広 悌二 教授

体間局所引力相互作用するフェルミオン系を考える (図 1 参照) 。
有効引力(散乱長)を仮想的に変化させると、系にどのような質的
変化がもたらされるだろうか。BCS 理論が教えるところによれ
ば、弱結合においても引力が存在する限り、系は低温で超伝導を

ハドロンとは強い相互作用をする粒子の総称であり、陽子、中

示し、臨界温度 (Tc/EF) は、有効引力パラメータ (1/kFas) に対

性子、中間子、原子核、中性子星等、様々な形態で存在しており、

して指数関数的なスケーリングを示す。この理論を真空中に強い

宇宙空間の「見える」物質 (質量) の 99%以上を占める。ハドロ

束縛状態ができるような強結合極限領域にまで外挿すると、そこ

(QCD) である。近年の

では臨界温度は有効引力に対して冪の発散を示し、いくらでも大

ンの力学を記述する理論は量子色力学

研究により、この QCD が予想を超えた豊富な相構造を包含する

きくなり得る。しかし、これはむしろイオン化 (b

f + f ) の化

ことが明らかになりつつある。ここでは、高密度・圧力下におい

学平衡温度とみなされるべきであり、真の転移温度は強結合極限

て実現する「カラー超伝導」に注目したい。カラー超伝導は、高

領域において頭打ちの振る舞いを示すことがボース・アインシュ

密度でカラー自由度が開放された状況において、BCS 機構によ

タインの理論から導かれる。そこではフェルミオンが全てボソン

りクォーク対が凝縮した状態であり、グルーオン交換によるクォ

に転化し、低温においてボース凝縮する。対称性の破れ方が同じ

ーク間の引力により発現する。クォークがスピンに加え、カラー

であるため、中間領域には相転移はない。転移温度のクロスオー

とフレーバーの内部自由度を持つため、様々な状態が提案されて

バーを記述する理論として Nozieres-Schmitt-Rink 理論がある。

いるが、超高密度で実現する状態は up, down, strange の全てが

この枠組みでは、i) 臨界点で対感受率の発散する条件と ii) チャ

関与するカラーフレーバー結合(CFL)状態であることが QCD の

ージの保存則、
の 2 つをベースとする。弱結合 BCS 領域では i) が

摂動計算により支持されている。最高密度相である CFL 状態の

臨界温度 Tc 、ii) が化学ポテンシャル μ を与えるのに対し、強

密度を下げていく時に、次にどのような相へと相転移を起こすか、

結合 BEC 領域では i) が 2 体の束縛エネルギー ( = 2μ ) を与え、

また、どのような質的変化が起こりうるか、は依然として論争の

ii) のチャージ保存則が BEC の Tc を与える。希薄フェルミ原子

的であるが、中性子星内部といった現実的密度でのカラー超伝導

気体、 He 超流動、核物質等、BCS/BEC クロスオーバーは様々
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を考えるにあたって非常に重要である。これを議論する際に、1)

なフェルミ粒子系において調べられている。規格化されたフェル

運動学的効果 (ストレンジクォークとの質量差、電荷中性条件、

ミ運動量 (kF/mF) の典型値は希薄フェルミ原子系で 10 、He 系

弱い相互作用の下での化学平衡)、2) 力学的効果 (強結合性ゆえ

で 10 、核物質においてさえ 10

による揺らぎの効果等)、の 2 つが重要になる。1) ついては、こ

系では非相対論的枠組で十分であった。我々は

れまで精力的に研究がなされ、局所中性条件という「ストレス」

Nozieres-Schmitt-Rink 理論の相対論的定式化を行い、数値的に解

が、ギャップレス状態や非一様クリスタル超伝導など、様々なエ

くことで相対論的物質において 2 段階のクロスオーバー構造が

キゾチック状態実現の可能性を拓くことが分かってきた [1,2] 。

存在することを示し、それに対し定性的描像を与えることに成功

一方で、低密度に向けて結合が大きくなると、2) の効果が 1) を

した。図 2

凌駕するだろう。我々は、この場合に着目し、強結合性による揺

(赤線) をプロットしたものである。図 2 (下) は粒子数密度の内
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のオーダーであり、これらの

(上) は臨界温度 (黒線) と臨界化学ポテンシャル
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図 1： BEC/BCS クロスオーバーの概念図。横軸が有効引力パラメータ、縦軸がフェルミエネルギーに対する臨界温度。
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訳をプロットしたもので青線がフェルミオン、赤線がボソン的相

の存在と、QGP の流体的特質に対して定性的描像を提供する可

関からの寄与であり、両者を足したものは一定である。フェルミ

能性を秘めている。残念ながら、クロスオーバーの熱力学的静的

オンからの寄与はフェルミオン/反フェルミオンからの寄与にわ

性質を明らかにしたばかりの今の段階ではこれらは憶測の域を

けることができ、それぞれを水色線/点線にて示してある。同様

出ない。非相対論的フェルミガスのクロスオーバー領域における

にボソン的相関からの寄与もボソンからの寄与、反ボソンからの

粘性等の動的輸送性質の議論も始まったばかりであるが [5] 、

寄与、さらに、2 粒子連続状態とランダウ減衰からくる不安定な

BCS/BEC クロスオーバーがフェルミガスの動的輸送性質にどの

部分からの寄与に分けることができ、その内、ボソン/反ボソン

ように反映されるのかを明らかにしていくことが重要になるだ

からの寄与をそれぞれ橙線/点線にて示している。弱結合の BCS

ろう。

領域では、Tc は指数関数的に振る舞い、BCS 理論の臨界温度(水
色線)によってよく近似される。結合が強くなると、μ がフェル
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によってよく再現される(緑線)。しかし、

ボソンの質量が変化する効果が入るため、一定値に頭打ちにはな
らない。この領域では束縛状態が解ける温度 (解離温度) が存在
する(点線)。臨界温度以上、解離温度以下の領域を、
『前駆的ボソ
ン形成相』と呼ぶ。さらに結合を上げると、ボソンの半質量 μ
が臨界温度を下回り、「相対論的」BEC (RBEC) 領域へと移行す
る。この交差ポイントを境に、粒子数に対して反粒子からの寄与
が爆発的に増加しはじめる。それに伴い、臨界温度はフェルミエ
ネルギーのオーダーまで急上昇する。この臨界温度の振る舞いは、
Kapusta, Haber-Weldon によって示された、素ボソンの相対論的
BEC の臨界温度

RL
TBEC
=

3(N B − N B ) で近似的に記述できる
2(2 μ )

(橙線)。しかし、複合ボソン系ゆえ、エントロピーとエネルギー
との競合の結果、一定の割合で系に存在する(反)フェルミオンの
ため、一致の度合いは BEC 領域ほどよくはなく、高温秩序が実
現する強結合に向けて悪くなる。
最後に、これらの新しい相が QCD 相図のどこに実現しうるか、
推測も含めて議論したい。まず、クォークは媒質中で gμ のオー
ダーの質量を獲得することに着目する。ここで g はゲージ結合
定数である。BEC の実現条件 [ μ < m ] を、結合の条件に焼き
なおすと [ g > 1 ] が得られる。従って中低密度の非摂動領域に
おいてクォーク対の BEC が実現する可能性がある。大胆な予想
ではあるが、低密度領域に「閉じ込め相」、
「RBEC 超伝導相」
、
「前
駆的ボソン形成相」のバンドが存在する可能性もある。面白いこ
とに、RHIC の重イオン衝突実験での粒子の楕円型集団フローの
解析によって示唆される QGP の完全流体的性、すなわち、小さ
い粘性率 (大きい Reynolds 数) に対して、ダイクォークの (準)

図 2 : 上図は、臨界温度(黒線)、臨界化学ポテンシャル(赤線)を 2 体間

束縛状態が重要であるとする見方もあり [4] 、我々のクロスオー

引力の関数としてプロットしたもの。下図は粒子数の内訳で、青線がフ

バーシナリオは、QGP におけるチャーモニウム等の(準)束縛状態

ェルミオンからの寄与、赤線がボソン的相関からの寄与。その他の線に
ついては本文参照。
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内部自由度のあるボース・アインシュ
タイン凝縮体・・光によるスピン操作

究という２つの研究を行った。まず、スピン
操作の研究について述べる。

青木貴稔
物理学第一教室 量子光学研究室
受け入れ教員： 高橋義朗 助教授
１．研究活動報告
我々は気体の中性原子のレーザー冷却と、
それによって作られるボース・アインシュタ
イン凝縮体（以下、BEC と略す）の研究を行
っている。BEC は 1924 年にアインシュタイ
ンはよって予言されたもので、ポテンシャル
中のボース粒子が極低温で最低エネルギー状
態に全て集まる現象である。BEC は、超伝導
や超流動など相互作用の強い粒子では確認さ
れていたが、相互作用がほとんどない自由粒
子では相転移温度が数百ナノケルビンと極め
て低いため、理論上の産物であり実現不可能
と考えられていた。しかし、近年のレーザー
冷却技術と蒸発冷却という新しい技術を組み
合わせることで、1995 年にアメリカのグルー
プによって実験的に実現された。我々の研究
室でも、世界で初めて基底状態でスピンの無
い原子である Yb 原子の BEC 生成に成功して
いる。BEC は巨視的な波動関数で記述され、
光学におけるレーザーのように、コヒーレン
トな原子波である原子波レーザーとしての性
質を持つため、原子の 4 光波混合、原子波増
幅、物質波ソリトンなどが実現されている。
また、BEC 分子の生成や、フェルミ縮退、
BEC-BCS クロスオーバー、モット絶縁体な
どが実現され、量子縮退系でのホットな研究
が世界中で活発に行われている。
一方、我々のグループでは、CO2 レーザー
を用いて全光学的に Rb 原子の BEC 生成に成
功している（図１）
。これは、通常の BEC 生
成方法とは異なり、スピン自由度のある系で
ある。現在までにスピン自由度のある系を用
いて、反強磁性・強磁性などの相図の研究や、
コヒーレントなスピン散乱による相関のある
スピン対の生成など活発に研究されている。
本年度は、準静電場によるコヒーレントな
スピン操作の研究と、BEC の原子数増大の研

図 1 Rb 原子 BEC の相転移における速度分
布。左から熱原子、熱原子と凝縮体、凝縮体。
本研究では、電場による原子のスピンの操
作を目的としている。通常、自由電子のスピ
ンは電場と相互作用しないため、電場を用い
たスピン操作はできない。一方、原子を構成
する電子のスピンは、電場が軌道角運動量の
異なる状態と相互作用することでスピン操作
することができる。ところが、例えばアルカ
リ原子の基底状態のように軌道角運動量を持
たない状態では、電場によるスピン操作は不
可能であると考えられていた。しかし、実は
我々の方法を用いればできるのである。
従来のスピン操作の方法は大きく２つの方
法が知られている。１つ目は、良く知られた
磁気共鳴の方法で、これは RF 磁場を用いて
M1 遷移によりスピンを操作する方法である。
2 つ目は、２つの異なる周波数を持つレーザ
ー光を用いて軌道角運動量の異なる励起状態
を介して誘導ラマン遷移を起こす方法である。
今回、我々は準静電場を用いることでスピン
操作をする全く新しい手法を提案した。準静
電場とは、原子の内部状態の遷移周波数より
もはるかに小さい周波数をもつ電場のことで、
波長が非常に長いため事実上は静電場とみな
すことができる。このとき遷移の確率振幅で
あるラビ周波数は、準静電場近似を用いると、
スピン軌道相互作用エネルギーに比例した式
となる。このことは、基底状態でも、スピン
軌道相互作用によって、電場によるスピン操
作が可能であることを示している。
実験では、Rb 原子を用い、準静電場として
CO2 レーザーを用いた。Rb の遷移周波数は
780nm であるのに対し、CO2 レーザーの周波

4

数は 10.6 m と 10 倍以上周波数が低いため準
静電場とみなすことができる。実験では、光
ポンピングにより原子を F=1,mF=-1 状態へと
スピン偏極させ、CO2 レーザーの光強度を変
調しスピンのゼーマン分裂エネルギーに同調
することで、スピンを操作することができる。
実験では、22W の CO2 レーザーを 350kHz
で 100%強度変調することで、F=1,mF=-1, 0,
+1 の３つのスピン成分がコヒーレントに交
互に遷移するラビ振動を観測した（図２）。こ
れは、F=1 のスピンが才差運動しているとこ
ろを直接的に観測したことになる。また、BEC
のスピン操作にもロス無く成功した（図３）。

5

Number (x10 )

4

ップや、断熱的にポテンシャルを変化させる
方法、蒸発冷却の最適化など、様々なアプロ
ーチを試みており、来年度も継続して研究す
る予定である。
２．研究会などでの口頭発表リスト
（COE-PDF に採用されてからのもの）
[1] 小林淳、柴田康介、青木貴稔、熊倉光孝、
高橋義朗, “準静電場による光散乱のないコ
ヒーレントなスピン操作”, JST/CREST, 量
子情報ワークショップ, 箱根, 2005 年 12 月
14 日
[2] 小林淳, 柴田康介, 青木貴稔, 熊倉光孝,
高橋義朗, “準静電場による原子スピン共
鳴”, 日本物理学会秋季大会、同志社大、
20aWA, 2005 年 9 月 20 日
[3] A. Morinaga, H. Narui, A. Monma and T. Aoki,
"Berry's Phase of Atoms with Different Sign of
the g-factor in a Conical Rotating Magnetic
Field Observed by a Time-Domain Atom
Interferometer" (PI-16), ISQM-Tokyo '05
(Advanced Research Lab. Hitachi, Ltd., Japan,
August 22, 2005)
[4] A. Morinaga, H. Narui, A. Monma and T. Aoki,
"Dependence of Berry's phase on the Sign of
the g-Factor Observed by the Atom
Interferometry", IQEC 2005 (Tokyo, Japan,
July 15, 2005)
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図２

図３

スピンのコヒーレントな振動

３．論文リスト（'04 と'05 に掲載または掲載
予定の論文）
[1] T. Aoki, T. Kato, Y. Tanami and H. Nakamatsu,
“Delta-kick cooling using the Ioffe-Pritchard
potential”, Phys. Rev. A (submitted)
[2] A. Morinaga, T. Aoki and M. Yasuhara,
“Dependence of Berry's phase for atom on a
sign of the g-factor in the rotating magnetic
field”, Phys. Rev. A 71, 054101 (2005)
[3] M. Yasuhara, T. Aoki and A. Morinaga,
“Measurement of Berry’s Phase for Partial
Cycles Using a Time-Domain Atomic
Interferometer”, IEEE Trans. Instrum. Meas. 54,
864 (2005).

スピン３成分を持つ BEC

以上のようにして、我々は準静電場を用い
てコヒーレントなスピン操作に成功した。従
来の磁気共鳴はロスが無く、誘導ラマン遷移
は空間的局所性に優れているが、我々の方法
は両者の利点を両方とも備えており、特に量
子コンピュータでの有力な量子ビット操作方
法となることが期待できる。
また、もう一つの研究である BEC の原子数
増大については、近共鳴光による新しいトラ
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現在、標準模型を超える素粒子模型の最

超対称大統一理論におけるフレ

有力候補として、超対称模型が精力的に調べ

イバーの物理

られています。超対称標準模型では、標準模
型に含まれる粒子の超対称パートナーである
超対称粒子がありますが、超対称性の破れに

後藤 亨

よって超対称粒子の質量行列はそのパートナ

基礎物理学研究所 素粒子論グループ

ーのものとは異なるものになります。このため

受け入れ教員： 野尻 美保子 助教授

超対称粒子の相互作用で新たなフレイバー
混合が生じ、それがクォークやレプトンの
FCNC に寄与します。さらに大統一理論の枠

１．研究活動報告

組では、模型の構造に依存してクォーク側の
FCNC とレプトン側の FCNC との間に関係

現在、フレイバーの物理を用いて超対称

がつきます。

大統一模型を調べるというテーマで研究を進

このような観点から、フレイバー物理の観

めています。

測量で超対称大統一模型の区別をつけると

素粒子の標準模型では、質量の異なるク

いうことを目標にして、様々なフレイバー構造

ォークが 6 種類あり、電荷 +2/3 のものが軽
い順に u (up)、c (charm)、 t (top)、-1/3 のも

を持つ超対称大統一模型について、現行の

のが同様に d (down)、s (strange)、b (bottom)

実験及び近い将来の実験で高精度の測定が
期待される観測量の理論計算を行い、次の 2

と名付けられています。これらの間では弱い

通りの方針で解析しています。

相互作用等によって遷移が起こり、その現象

(1) b → sγ 、 b → sl+l- 等の b → s 遷移過

から素粒子の相互作用の詳細を調べるのが

程における崩壊分岐比や角分布、CP 非対称

（クォーク）フレイバー物理と呼ばれている分

性、及び τ → μγ 崩壊分岐比という、主に

野です。一方、レプトンも電荷 -1 のものが e

（現行及び次期計画の） B ファクトリー実験

(電子)、μ、τ の 3 種類、電荷 0 のニュート

で測定される量を用いて、フレイバー構造の

リノが νe、νμ、ντ の 3 種類あり、クォーク

異なる複数の超対称大統一模型について、

と場合と類似の現象が起こります。

各模型に含まれるパラメータを広い範囲でス

これらのクォーク間、レプトン間の遷移の

キャンし、既に得られている実験結果から来る

内 で 、 FCNC (Flavor Changing Neutral

制限（超対称粒子の質量等）を満たすという条

Current) と呼ばれる、電荷の同じもの間の遷

件の下で、各観測量の標準模型値からのず

移は、弱い相互作用の最低次の摂動では起

れの大きさ、相関を調べました。そして相関の

こらないというのが標準模型の特徴になって

パターンが模型によって異なるため、標準模

います。従って、標準模型に含まれない素粒

型値からのずれが測定された場合に、複数の

子と相互作用があった場合には、それらの寄

観測量を組み合わせることによって模型を選

与が相対的に顕著に現れ得るため、この点で

別し得ることを示しました。

フレイバーの物理、特に FCNC の現象は標

(2) 現在 LHC (Large Hadron Collider、

準模型を超える素粒子模型の構造を調べる

2007 年開始予定) 実験での超対称粒子発見、

ための重要な手がかりになります。

6

測定を目指した、典型的な超対称粒子の質

of Fundamental Interactions (SUSY04), June

量スペクトルの場合（フレイバー混合なし）を

17-23, 2004 Epochal Tsukuba, Tsukuba,

ベンチマークとして、詳細な理論解析が行な

Japan.

われています。それに対応する形で、質量ス
ペクトルがほぼ同じパラメータセットで、フレイ

(5) Exploring flavor structure of SUSY

バーの物理量の標準模型値からのずれを調

breaking from B decays and unitarity triangle,

べています。今のところ、右巻ニュートリノを含

The

む SU(5) 超対称大統一模型では超対称粒

Supersymmetry

子の効果は μ → eγ 崩壊分岐比に最も顕

Fundamental Interactions (SUSY04), June

著に現れるという結果が得られていますが、こ

17-23, 2004 Epochal Tsukuba, Tsukuba,

の結果の一般性、模型への依存性を調べて

Japan.

12th

International
and

Conference
Unification

on
of

いく必要があります。
今後、(1)(2)のどちらの場合も、近似の精
度を上げ、より幅広い模型と観測量を調べると

３．論文リスト

いう拡充を行ないたいと考えています。
[1] T. Goto, Y. Okada, Y. Shimizu, T. Shindou
and M. Tanaka, SUSY at the Super B Factory,
in J. Hewett (ed.) et al., THE DISCOVERY

２．口頭発表リスト

POTENTIAL OF A SUPER B FACTORY.
(1) Flavor Signals at SUSY benchmark points,

PROCEEDINGS,

3rd International Converence on Flavor

STANFORD,

Physics, 3-8 October 2005, National Central

[arXiv:hep-ph/0503261].

SLAC

WORKSHOPS,

USA,

2003,

University, Chung-li, Taiwan.
[2] T. Goto, K. Kawagoe and M. M. Nojiri,
(2) Neutralino polarization effect in the squark

Study of the slepton non-universality at the

cascade decay at LHC, Physics in the LHC

CERN Large Hadron Collider, Phys. Rev. D

era, 13-15 December 2004, YITP, Kyoto

70, 075016 (2004) [arXiv:hep-ph/0406317].

University, Kyoto, Japan.
[3] T. Goto, Y. Okada, Y. Shimizu, T. Shindou
(3) 超対称粒子崩壊過程におけるニュートラリ

and M. Tanaka, Exploring flavor ftructure of

ーノ偏極の効果 (川越清以、野尻美保子 各

supersymmetry breaking from rare B decays

氏との連名)、日本物理学会 2004 年秋期大会

and unitarity triangle, Phys. Rev. D 70,

(高知大)、2004 年 9 月 29 日

035012 (2004) [arXiv:hep-ph/0306093].

(4) Neutralino polarization effect in the squark

[4] SuperKEKB Physics Working Group (A. G.

cascade decay at LHC, The 12th International

Akeroyd et al.), Physics at Super B Factory,

Conference on Supersymmetry and Unification

Aug 2004, [arXiv:hep-ex/0406071].
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る可能性が明らかになりました。これはま

研究員氏名

だ系統誤差の範囲ではあるのですが、もし

所属

片桐

秀明

かすると SNR での粒子加速の多様性を示

物理学第二（宇宙線研究室）

受け入れ教員

鶴

しているのかもしれません。

剛

加速機構を調べるために、私は二つのこ

１．研究活動報告
私は超高エネルギーのガンマ線の観測や、

とを行ってきました。一つ目が、2004 年か

X 線偏光検出器の開発を通して宇宙線の起

ら稼動を開始した CANGAROO-III という

源という問題の解明を目指しています。

高分解能 TeV ガンマ線望遠鏡による RX

宇宙線とは、地球の外側から到来する原

J0852.0-4622 の観測です。現在も解析中で

子核です。宇宙線は、一つの粒子のエネル

すが、図１のような TeV ガンマ線のイメー

20

ギーが最大で 10 eV（16 ジュール）になる

ジが得られています。

こともあります。これは、熱的平衡へ向か
う過程ではとても考えられません。宇宙線
を調べることで、宇宙で起こっているその
ような特殊なことを発生させるプロセスを
調べることができます。また、宇宙線は銀
河系においてエネルギー密度の主要な部分
を担っており、銀河系における天体現象に
おいて重要な役割を果たしています。しか
し、このような現象がどこでどのように起
こっているということは未だ明らかにされ
ておりません。これが宇宙線の起源という
問題です。
この問題を解明するために、これまで宇

図１．CANGAROO-III 望遠鏡による超新

宙線起源として有力な超新星残骸（SNR）

星残骸（SNR）RX J0852.0-4622 の TeV

が様々な波長の電磁波で観測されてきまし

12

（ 10 eV）ガンマ線の放射の空間分布。

12

た。特に X 線と TeV（ 10 eV）ガンマ線は

細い実線が ASCA 衛星による X 線の分布。

特徴的なエネルギースペクトルを示すので
有用です。CANGAROO-II という望遠鏡を

もう一つが X 線偏光検出器の開発です。

用 い て 私 は 世 界 で ３ 例 目 と な る RX

今までは加速機構を考える際に非熱的 X 線

J0852.0-4622 という SNR からの TeV ガン

がシンクロトロン放射であると仮定してお

マ線を発見しました（論文リスト(1)）。

りましたが、偏光を検出することによって

しかし、どの粒子がどのくらい加速され

その仮定を検証することができます。そこ

ているかということは未だに謎です。また、

で私が開発しているのがピクセル読み出し

RX J0852.0-4622 では SNR の部位によっ

型μ-PIC（Micro Pixel Chamber）という

て TeV ガンマ線のスペクトルが異なってい

高分解能ガス検出器です。X 線がガス中に

8

入射すると光電効果を起こしますが、光電

あります。それは、2005 年の７月に打ち上

子の方向は偏光方向に偏っています。光電

げられた X 線天文衛星「すざく」による観

子はガスを電離して数 mm のサイズの多数

測です。この衛星は、これまで感度が低か

の電子の塊「電子雲」を形成します。μ-PIC

った 10keV 以上の X 線に対して優れた検出

によってその電子雲のイメージを捉えるこ

能力があります。私は、RX J0852.0-4622

とで偏光を検出するわけです。

の観測提案を行いました。12 月には観測が

2004 年の 4 月から 600 m のピクセル間

行われる予定で、私も衛星の運用に参加し

隔のμ-PIC の開発を続けております。読み

ます。これから、すざく衛星のデータ解析

出し回路を開発し、システムとして完成さ

という新たな手段も駆使して宇宙線起源の

せました。偏光 X 線に対して感度があるこ

研究を進めていきたいと考えております。

とを実証するために、2005 年に 2 回に渡っ

２．研究会などでの口頭発表リスト

て放射光を用いた偏光実験を行いました。

(1) 片桐 秀明、他 口頭発表 「ピクセル読み出

11 月に得られたデータの解析結果が図２の

し型μ-PIC による X 線偏光検出器の開発
（III）」 日本物理学会（大阪市立大学、2005
年、9 月）

(2) 片桐 秀明、他 口頭発表 「ピクセル読み出
し型μ-PIC による X 線偏光検出器の開発
（II）」
日本天文学会（明星大学、2005 年、3 月）

(3) 片桐 秀明、榎本 良治、L.T.Ksenofontov、
森 正樹、他 CANGAROO チーム

口頭発表「超

新星残骸 RX J0852.0-4622 における超高エネ
ルギーガンマ線の放射機構についての考察」
日本物理学会 （高知大学、2004 年 9 月）

(4) 片桐 秀明、榎本 良治、L.T.Ksenofontov、森
正樹、他 CANGAROO チーム

口頭発表

「CANGAROO-II 望遠鏡による超新星残骸 RX
J0852.0-4622 からの超高エネルギーγ線の検

図 2． 「電子雲」のイメージ方向角分布。

出」

日本天文学会（岩手大学、2004 年、9

月）

ようになっています。横軸が電子雲のイメ

３．論文リスト

ージの方向角、縦軸が X 線イベントの数で

(1) H. Katagiri, R. Enomoto, L. T. Ksenofontov,

す。偏光方向にイベント数の有意な増加を

M. Mori and the CANGAROO collaboration,

検出することができました。これから、シ

“Detection of Gamma Rays around 1 TeV

ミュレーションの構築やピクセルサイズの

from RX J0852.0 － 4622 by CANGAROO

小さい検出器の開発を行う予定です。

-II”, Astrophys. J. Lett., 619, 163-165
(2005)

実はもう一つ私がやり始めていることが

9

高赤方偏移における巨大水素輝線ガス天体
の探査研究

では、このような銀河や銀河の大規模構
造はいつ、どのようにしてできたのでしょ
うか？

松田

有一

銀河、および銀河の大規模構造の

形成過程を明らかにしていくことが私の研

宇宙物理学教室
受け入れ教員：

究の目的です。
太田耕司

助教授

銀河の形成を探るには遠方の銀河を観測
することが有効な方法になります。なぜで

１．研究活動報告

しょうか？これは光が毎秒 30 万 km という
有限の速度を持っていることによっていま

私たちは約一千億個の星の集団からなる

す。遠方の銀河から出た光は、私たちのも

銀河系の中に住んでいます。銀河系は円盤

とに届くまでに(銀河までの距離)/(光速)

（あるいは渦巻き）の形をしていますが、

に相当する時間がかかることになります。

他にも楕円や不規則な形をしたもの、また

つまり私たちは遠方の銀河を観測すること

大きいものから小さいものなどいろいろな

で、銀河の昔の姿を調べることができるの

銀河があることが知られています（図１）。

です。
私はすばる望遠鏡を用いて遠方銀河を観
測し、初期宇宙(20 億歳の宇宙、現在の宇
宙は 137 億歳)における若い銀河の姿を調
べています。すばる望遠鏡はハワイのマウ
ナケア山頂に作られた、世界最大級の口径
8.2ｍを持つ、日本の大型可視近赤外望遠鏡
です。このすばる望遠鏡には非常に広い視
野を持つ Suprime-Cam と呼ばれるカメラが

図１：いろいろな銀河

(http://cas.sdss.org/)

あります。そのカメラの広視野を生かして、

さらにもっと大きなスケールで見ると銀河

若い銀河の作る大規模構造も調べることが

は泡状、あるいはフィラメント状に分布し

できます。

ていることがわかっており、これは銀河の
大規模構造と呼ばれています（図２）。

多くの若い銀河は活発に星を作っており、
重くて非常に青い星から出る紫外線がまわ
りの水素ガスを電離して、Lyα輝線を出す
ことが知られています。観測ではある特定
の光のみを通す特殊なフィルターを用いて、
遠方銀河から出る Lyα輝線を捉えます。こ
の観測により、数百個の若い銀河を見つけ
ることに成功しました。さらにこの若い銀

図２：銀河の大規模構造
（http://magnum.anu.edu.au/~TDFgg/）

河の作るフィラメント状大規模構造(長さ
が約 60Mpc、 1Mpc は約 300 万光年)の姿を

3 次元的に捉えることにも成功しました（図

からの紫外線で暖められたダストが強い遠

３）。

赤外線放射を出すことが知られています。
観測の結果、サンプルの約 20％で明るいサ
ブミリ波を検出することに成功しました。
現在、 私はすばる望遠鏡に加え、世界中
の大型望遠鏡（ハワイの口径 10ｍのケック
望遠鏡、8.2ｍジェミニ望遠鏡、チリの 8.2
ｍＶＬＴ）を用いて観測を行い、この巨大
な水素輝線ガス天体のガスの運動について
調べています。
２．研究会などでの口頭発表リスト

図３：初期宇宙で見つかったフィラメント状の銀
河大規模構造（一目盛は 1Mpc）

[1] Keck/DEIMOS spectroscopy of Lyman

さらにこのフィラメント状大規模構造の

alpha blobs at z=3.1、国立天文台三鷹キ

中で、大質量銀河の形成の現場と考えられ

ャンパス、すばるユーザーズミーティング

る巨大な水素輝線ガス天体 (サイズが
30kpc 以上、つまり銀河系のサイズよりも

３．論文リスト

大きな天体)を 30 個以上検出しました（図
４）。 このような巨大水素輝線ガス天体の

[1] Matsuda et al. 2004, ‘A Subaru Search

多くのサンプルを取得できたのは世界でこ

for Lyalpha Blobs in and around the

れが初めてです。

Protocluster Region At Redshift z = 3.1’,
The Astronomical Journal, Volume 128,
Issue 2, pp. 569-584.
[2] Matsuda et al. 2005, ‘Large-Scale
Filamentary

Structure

around

the

Protocluster at Redshift z = 3.1’, The
Astrophysical Journal, Volume 634, Issue
2, pp. L125-L128.
[3] Geach et al. 2005, ‘A submillimetre
図４：巨大水素輝線ガス天体の例（一辺 200kpc）

survey of Lyman alpha haloes in the SA22

さらにこの天体における大規模な星形成

protocluster at z= 3.1’, Monthly Notices

活動の証拠を得るために欧米の研究者と共

of

同でサブミリ波望遠鏡 JCMT の SCUBA を用い

Volume 363, Issue 4, pp. 1398-1408.

て観測を行いました。ダスト(塵)に覆われ
た大規模な星形成活動を起こす銀河では星

the

Royal

Astronomical

Society,

第２種超伝導体に対する渦糸状態の比熱とその
電子状態の理論研究

中井宣之
基礎物理学研究所
受入教員：常次

物性理論グループ
宏一

教授

多くの超伝導体は第 2 種超伝導体であり、磁場を印
加すると、磁場が超伝導体に進入し、渦糸状態となる。
この渦糸構造とその電子状態に対して理論研究を行っ

図１:下から、無磁場の超伝導状態（赤色）、渦糸状

ている。ここではその研究成果の一つ、比熱に対する

態（青色）、金属状態（黒色）に対する比熱／温度

研究成果を紹介する（論文発表の[4]）。

（ C/

）の温度(T/Tc)依存性。 n
nT ）

は金属状態の

Sommerfeld 定数、Tc は超伝導転移温度。

超伝導に関して温度と磁場の相図を決めるために比
熱測定が利用される。また超伝導体の微視的構造を調
べる目的に対しても、この実験は利用されている。
超伝導体の比熱に対する微視的理論研究は
Badeen-Cooper-Schrieffer 理論（1957）から行われてお
り、それらの研究から比熱の温度依存性は磁場が無い
場合と超伝導転移温度の近傍で解明されている。しか
しながら渦糸状態の比熱は現在まで理論的に解明され
ていない。渦糸状態は非一様な電子状態であり、これ
が微視的理論研究を困難にしている。多くの場合、そ
の研究は数値計算を必要とするからである。
渦糸状態は第 2 種超伝導体に対する超伝導相図の中
で大きな部分を占めており、渦糸状態の比熱を解明す

図２:下から、無磁場の超伝導状態（赤色）、渦糸状

る必要があった。この問題を解決するため、我々は平

態（青色）、金属状態（黒色）に対する状態密度（N/N0）

均場理論を用い、それを近似的に数値計算して研究を

のエネルギー(E/ 0)依存性。N0 は金属状態の状態密

行った。本研究は不純物の少ない第 2 種超伝導体（具

度、

0 は超伝導ギャップ。

体例は金属元素の Nb と V）を対象としている。
研究の結果、渦糸状態に対する比熱の温度依存性は温

って決まっている。定性的には低温度領域での C/T(C

度の２乗に比例して大きくなる部分があることがわか

は比熱、Ｔは温度)の温度依存性は低エネルギー領域で

った。磁場が無い場合、比熱（C）は温度(T)の指数関

の状態密度のエネルギー依存性と同じ振舞を示すと考

数に依存し、低温度領域の比熱は非常に小さい。図１

えることができる（定量的には状態密度の温度依存性

の無磁場の超伝導状態、渦糸状態、そして金属状態の

を考慮する必要がある）。

比熱を比較してわかるように、渦糸状態では他の振舞

図２に無磁場の超伝導状態、渦糸状態、そして金属

と定性的に異なっている。

状態の状態密度のエネルギー依存性を示している。低

比熱を計算する際、状態密度が重要となる。ここで

エネルギー領域に注目すると金属状態と無磁場の超伝

は状態密度のエネルギー依存性(N(E))に注目する。こ

導状態では、状態密度はエネルギーに依存しない。一

れは超伝導体中における準粒子のエネルギー分布によ

方、渦糸状態ではＶ字状の振舞を示している。このエ
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ネルギー依存性の様子が C/T の温度依存性に反映して

日本物理学会 2005 年秋季大会（口頭発表）,

いることがわかる。それは、状態密度に冪的なエネル

同志社大学（田辺市）, 2005 年 9 月.

ギー依存性、C/T に温度依存性がある場合、両者の冪
は対応するからである。

国内会議，研究会
中井 宣之, Predrag Miranovic, 市岡 優典, 町田 一成

このように渦糸状態における比熱の温度依存性は、
その状態密度のエネルギー依存性から理解できること

「渦糸格子状態の比熱と低エネルギー励起構造」

を確認した。その状態密度に現れる低励起構造は渦糸

東北大学金属材料研究所（仙台市）, 2005 年 12 月．

周りの低エネルギー準粒子励起と関係していることを
示した（CDUP NEWS LETTER 第 9 号

参照）。

論文発表（投稿中を含む）
[1] N. Nakai, P. Miranovic, M. Ichioka, and K. Machida

本研究が示した新しい結果は、渦糸状態に対する比
熱の温度依存性に温度の 2 乗に比例する部分があるこ

「Theoretical study on the field dependence of the zero

と、および状態密度のエネルギー依存性がＶ字型であ

energy density of states in an anisotropic gap superconduc-

ることである。過去の比熱実験において同様な比熱の

tors」

振舞が示唆されており、本研究の状態密度に関する結

Journal of Physics and Chemistry of Solids,

果が走査トンネル顕微鏡実験によって確認される事を

Vol. 66, pp. 1362-1364, 2005.

期待している。
一方で比熱の定量的な温度依存性に対する研究を進

[2] S. Tsuda, T. Yokoya, T. Kiss, T. Shimojima, S. Shin,

めた結果、渦糸の大きさが温度変化することとも関係

T. Togashi, S. Watanabe, C. Zhang, C. T. Chen, S. Lee,

していることがわかった。これについて日本物理学会

H. Uchiyama, S. Tajima, N. Nakai, and K. Machida

で発表を行い、論文を投稿（査読中）した。

「Carbon-substitution dependent multiple superconducting
gap of MgB2: A sub-meV resolution photoemission study」

今後、渦糸状態の核磁気共鳴実験に対する理論研究

Physical Review B, Vol. 72, pp. 064527-1-064527-5, 2005.

を計画している。核磁気共鳴実験は比熱と同様に低励
起構造を研究するための実験的手段であり、この印加
磁場下における渦糸状態を解明するための重要な実験

[3] P. Miranovic, M. Ichioka, K. Machida, and N. Nakai

手段として利用できると考えている。その理論的詳細

「Theory of gap-node detection by angle-resolved specific

を明らかにしていきたい。

heat measurement」
Journal of Physics.: Condensed Matter,

研究活動状況（2005 年）

Vol. 17, pp. 7971-7980, 2005.

日本物理学会
[1] 中井 宣之, Predrag Miranovic, 市岡 優典,

[4] N. Nakai, P. Miranovic, M. Ichioka, and K. Machida

町田 一成

「Specific heat and low-lying excitations in the mixed state

「渦糸格子状態の内部磁場構造に対する異方的超伝導

for a type II superconductor」

ギャップの影響」

Submitted.

日本物理学会第 60 回年次大会（口頭発表）,
東京理科大学（野田市）, 2005 年 3 月.

[2] 中井 宣之, Predrag Miranovic, 市岡 優典,
町田 一成
「電子比熱と渦糸半径」
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テラヘルツ時間領域全反射減衰法
を用いた表面縦波素励起可視化の
研究
岡田 隆典
物理学第一教室 光物性研究室
受け入れ教員： 田中 耕一郎

１．はじめに
酸化物高温超伝導体の縦ジョセフソンプラ
ズマについて、興味を持って研究に取り組ん
でいる。銅酸化物超伝導体は、超伝導 CuO２層
と絶縁体層が交互に結晶のｃ軸方向に積み重
なった層状構造を持っている。図１にその構
造を模式的に示す。ジョセフソン結合にはジ
ョセフソン電流と呼ばれる電流が流れており、
電磁波とカップリングすると c 軸に平行に進
行する固有振動波が存在する。これが縦ジョ
セフソンプラズマである。

図１

図２

電磁波の波長と周波数の対応表。

ーに換算すると数 meV であることから、半導
体のプラズマ振動、強誘電体ソフトモード、
超伝導ギャップ、酸化物高温超伝導体の縦ジ
ョセフソンプラズマ、生体分子の振動モード、
巨大分子の集団運動など、物性物理学上興味
深い様々な素励起を観測することができる。
これまで、放射光や黒体輻射、ボロメータ
を用いた測定手段があったが、強力な光源、
検出方法が開発されていなかった。しかし近
年、超短パルスレーザーが普及し、時間領域
(TD)分光法の開発により、急速に THz の測定
手法が発達した。THz パルスを光整流効果に
よって発生させ、その電場波形を光サンプリ
ングによって実時間で観測する方法である。
しかし、測定する銅酸化物超伝導体は光学的
に厚いので、正確に測定することが困難であ
る。そこで、時間領域全反射減衰法(TD-ATR
法)が有効である。ATR 法と TD 分光法を組み
合わせたこの測定方法により、表面素励起に
関する新たな知見を得ることができる。

高温超伝導体の層状構造。

縦ジョセフソンプラズマについて、これま
で行われてきた研究例として、テラヘルツ
（THz）波領域における反射スペクトルの測定
が挙げられる。しかし、縦ジョセフソンプラ
ズマの THz 領域における電場強度、位相を直
接測定した報告はなされていない。直接観測
すると、(1)共鳴現象による縦ジョセフソンプ
ラズマ増幅の研究、(2)それに伴う縦ジョセフ
ソン電流応答の研究、(3)縦ジョセフソンプラ
ズマを利用した THz 波光源開発、など基礎、
応用の両観点からも興味深い現象を調べるこ
とができる。今回の実験では、縦ジョセフソ
ンプラズマの研究の準備段階として、ヨウ化
セシウム（CsI）結晶の表面フォノンポラリト
ンを THz 領域において測定を行った。
THz 波とは、図２に示すように、遠赤外線
あるいはサブミリ波とも呼ばれ、電波と光の
境に位置する電磁波のことである。エネルギ

２．TD-ATR 法
TD-ATR 法の概念図を図３に示す。

図３
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TD-ATR 法の概念図。

THz パルスをプリズム内に入射し、プリズム
底面に臨界角以上で全反射させる。プリズム
界面近傍では、エバネッセント波と呼ばれる
減衰（局在した）波が生じる。この減衰波を
測定試料と相互作用させる。ATR 法の主な特
長は、真空中の光と違った分散関係を持つの
で、通常の光では励起できない表面素励起（表
面プラズモン、表面ポラリトン）を励起でき
ることである。図４に TD-ATR 法で得られた
THz パルス電場波形を示す。

図４ TD-ATR 法で得られた THz パルス電場波形。
右上の挿絵は、電場波形からフーリエ変換で得
られた電場のパワースペクトルと位相。

図５ CsI 結晶における位相差(上)と ATR（下）
のｄ依存性。破線はモデルによる計算結果。

３．CsI における表面フォノンポラリトン

できた。さらに、図５の破線で示すように、
プリズム、空気、試料の境界におけるフレネ
ル係数からなる反射係数と、ローレンツモデ
ルを仮定したフォノンの分散関係を使うと、
実験結果をよく再現できた。

表面フォノンポラリトンとは、フォノンと
電磁波とのカップリングによってできる表面
に局在した縦波結合波でのことである。CsI
において、表面フォノンポラリトンは TO フォ
ノン（1.84THz）と LO フォノン（2.5THz）の
間に現れる。よって、THz 領域の縦波表面モ
ードの実験として、CsI は最適な物質である。
図５に CsI 結晶における位相差(上)と ATR
（下）のｄ依存性を示す。ただし、減衰全反
射率 ATR=|E(d,ω)/ E(d=∞,ω)|2、位相差Δ
φ=Arg(E(d,ω))-Arg(E(d=∞,ω))である。反
射率測定に必要なリファレンス電場は、試料
をプリズムから十分離す(d=∞)だけで得るこ
とができ、正確な減衰全反射率、位相差を導
出することが可能である。
図５において、2.18THz にディップが見ら
れる。これは、波数選択則の制限により、通
常の反射測定では観測できない表面フォノン
ポラリトンの励起による現象である。また、
位相差についても、ｄ依存性を求めることが
でき、Δφがπジャンプしていることが確認

４．まとめ
以上により、CsI 結晶を用いて、THz TD-ATR
法によって表面素励起を高感度に検出するこ
とが可能であることが分かった。
今後の予定として、既存の測定系に低温保
持装置を組み合わせ、低温実験も可能にし、
高温超伝導体 YBCO の縦ジョセフソンプラズ
マに起因する現象を観測する。
５．謝辞
CsI サンプルを提供していただいた大阪大
学太陽エネルギー化学研究センターの平井豪
博士に感謝いたします。
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超多様体上の共形場理論

の中の 2 次元面（世界面という）として表

関

されます（図 1）。そして、標的空間の採り

穣慶

物理学第二教室

素粒子論研究室

方によって様々な弦理論が現れます。例え

受け入れ教員：

畑

ば、10 次元空間に採ると超弦理論が、複素

浩之

教授

3 次元カラビ-ヤウ多様体に採ると位相的弦
弦理論は素粒子統一理論の有力な候補と

理論が構成されます。本研究では、標的空

して盛んに研究されてきました。弦の運動

間として超多様体（supermanifold）に注目

は標的空間（私たちの世界が入っている）

します。

開弦の世界面

閉弦の世界面

標的空間
（私たちの世界）

図 1：標的空間への世界面の埋め込み
（conformal symmetry）を課します。この

弦の世界面上の座標を (z,z) とすると、標
μ

的空間での座標 X は世界面上の点から標

対 称 性 は 、 共 形 変 換 （ conformal

μ

transformation

的空間内の点への写像 X ( z , z ) で与えられ

μ

、

図

2

）

μ

X ' ( z ', z ') = X ( z , z ) （ z ' = f ( z ) ; 正 則 関
数）の下での不変性であり、弦理論の構成
の世界の）物理が世界面の座標の取り方に
左右されないようにしなければなりません。 において非常に重要な役割を担っています。
ですから、弦理論とは、2 次元世界面上の
従って、2 次元世界面上の理論という立場
共形場理論と見なすことができます。
から見た弦理論には、共形対称性
ます。ここで、標的空間における（私たち

2 次元世界面: (z,z)

例

z ' = ζ z（ ζ は複素数）
（縮小（拡大）＋回転）
図 2：共形変換

(φ1 , φ 2 , L , φ m | ξ1 , ξ 2 ,L , ξ n ) という座標で

次に、超多様体について説明しておきま
しょう。普通の多様体上には可換な座標 φ
I

J

J

I

張られる空間です。量子色力学では MHV

I

（ φ φ = φ φ ）が張られていましたが、
超 多 様 体 に は 反 可 換 な 座 標 ξ
A B

B

（Maximally Helicity Violating）振幅を求

A

めるために大変な計算が必要でしたが、最

A

（ ξ ξ = −ξ ξ ）も導入されます。よっ

近、カラビ-ヤウ超多様体の中に埋め込まれ

て 、 (m | n) 次 元 超 多 様 体 は

た D-brane（多次元の膜）上での位相的開
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弦理論（ツイスター弦理論と呼ばれる）を

また、今後の課題として、ツイスター弦

用いて比較的簡単に MHV 振幅を計算でき

理論のように、非ユニタリーな理論からユ

る手法が発見され、多くの注目を集めてき

ニタリーな理論の結果を抽出する方法を探

ました。そこで、本研究では、以下に示す

すことも重要であると考えています。

ように超多様体上の共形場理論（特に超対
称性を持つ超共形場理論）を調べました。
まず、ゲージ化された超対称線形シグマ

[1] 関 穣慶, 杉山 勝之, “Gauged Linear

模型を超多様体である標的空間の上で構成

Sigma Model on Supermanifold,” 日本物

し、この模型の強結合領域での超共形対称

理学会, 2005 年 3 月, 東京理科大学野田キ

性を調べます。超共形対称性があるために

ャンパス

は、それに対応して保存する超共形カレン

[2] S. Seki, “Gauged Linear Sigma Model

トが存在しなければなりません。我々はこ

on Supermanifold”（ポスター）, Strings

のカレントを書き下し、古典的に保存する

2005, 2005 年 7 月, University of Toronto

ことを確かめました。また、演算子積展開

（カナダ）

を用いてこのカレントが超共形代数を満た

[3] 関

すことを示し、それに伴って、超共形代数

Model on Supermanifold,” 基研研究会「弦

の表現を決める重要なパラメータである中
心電荷（central charge）c が 3( m − n −1) で

理論、場の量子論の展望」, 2005 年 8 月, 京
都大学基礎物理学研究所

あることを導きました。

[4] 福間 将文, 入江 広隆, 関 穣慶, “連続

研究会発表リスト

穣 慶 , “Gauged Linear Sigma

次に、量子効果について考察します。1-

なループ方程式によるミニマル弦理論の解

ループの寄与を考慮すると、先ほどのカレ

析,” 日本物理学会, 2005 年 9 月, 大阪市立

ントには量子異常（anomaly）と呼ばれる

大学杉本キャンパス

項が付加され、カレントは一般的には保存
しません。標的空間が普通の多様体の場合

論文リスト

は、量子異常がなくなる条件と標的空間の

[1] S. Matsuda and S. Seki, “Cosmological

カラビ-ヤウ条件が一致することは知られ

Constant Probing Shape Moduli through

ていました。一方、本研究では、超多様体

Large Extra Dimensions,” accepted to Int.

としてのカラビ-ヤウ条件の下では量子異

J. Mod. Phys. A, [hep-th/0404121].

常が無いことを示しました。言い換えると、

[2] S. Seki and K. Sugiyama, “Gauged

標的空間がカラビ-ヤウ超多様体のときは

Linear Sigma Model on Supermanifold,”

（1-ループレベルで）量子論として超共形

[hep-th/0503074].

代数が満たされます。

[3] M. Fukuma, H. Irie and S. Seki,
d -1|d

例として超射影空間 CP
を考えてみ
ましょう。この空間はカラビ-ヤウ超多様体

“Comments on the D-instanton Calculus

で、これを標的空間とすると中心電荷は

Phys. B728 (2005) 67, [hep-th/0505253].

in (p, p+1) Minimal String Theory,” Nucl.

c = −3 となります。この理論は c < 0 のた
め非ユニタリーですから、普通のカラビ-ヤ
ウ多様体では構成出来ない新しいゴースト
共形場理論をカラビ-ヤウ超多様体上で構
成出来たという意義を持ちます。
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原子核構造におけるテンソル力の役割の研究

倍した場合の計算結果 (xT = 1.5) も同様に示してあ

杉本聡

る。この図からテンソル力の結合エネルギーへの寄

理学研究科

物理学第２教室 原子核理論研究室

原子核は多数の核子（陽子・中性子）が核力によっ
て複雑に相互作用しながら結合している量子多体系
である。原子核の構造を核子間の相互作用である核
力に基づいて理解することは原子核物理学の大きな
目標の一つである。その際に重要な鍵となるのがテ
ンソル力である。テンソル相関の原子核構造におけ
る役割については、核物質、少数系における精密な
計算、閉殻近傍の原子核など限られた対象しか調べ
られていないのが現状であるが、我々は不安核を含
めた系統的な研究を行うことによってテンソル力が

与は LS 力と同等かそれ以上の大きさがあることが
分かる。また、テンソル力の寄与の中性子数による
変化は LS 力による寄与とは違った振る舞いをして
いることが分かる。中性子数の変化は詰まっている
単一粒子軌道の変化に対応しており、通常これによ
る変化には LS 力の寄与が重要だと考えられている
が、我々の結果はテンソル力の寄与も同様に重要で
あることを示唆している。また、アルファ粒子にお
いてはテンソル力による相関に対しては高い運動量
を持った成分が重要であることが我々や他の研究者
の研究から分かっていたが、酸素同位体においても
同様に重要であることを確かめることができた。

原子核構造の基本的な要素である殻構造の形成、変
形構造の出現、クラスター的局在化の発展等にどの
ような役割を果たしているか調べていきたいと考え
ている。
今年度は我々がテンソル力による相関をハート
リー・フォック計算に基づいた平均場的手法で取り
扱うことを目指して開発した荷電・パリティ射影を
行ったハートリー・フォック法（CPPHF 法）を準閉
殻である酸素同位体に適用することによって、テン
ソル力の殻構造への影響を調べた。また、平均場的
手法では取り扱うことが難しい相関の影響を調べる
ために、２粒子―２空孔の配位混合を取り入れた殻
模型計算を行った。

CPPHF 法ではテンソル力による相関を取り扱う
ために正負パリティ、陽子・中性子の荷電状態の混合
した単一粒子軌道を導入する。全系の波動関数に対
してはパリティ射影、荷電射影を行い良いパリティ、
決まった荷電数を持った状態を抜き出す。このよう
に混合と射影を組み合わせることによってテンソル

図 1: 準閉殻の酸素同位体（14 O, 16 O, 22 O, 24 O, 28 O
を CPPHF 法で計算した結果におけるテンソル力に
よるポテンシャル・エネルギーの寄与（VT ）と LS
力によるポテンシャル・エネルギーの寄与（VC ）を
質量数（Mass number）に対してプロットしたもの。
通常の強さのテンソル力の場合 (xT = 1.0) とテンソ

力による２粒子―２空孔相関を取り込んだ波動関数

ル力の強さを 50% 強めた場合 (xT = 1.5) の２通り

を得ることができる。図 1 に準閉殻である酸素同位

の結果が示してある。

体におけるテンソル力と LS 力によるポテンシャル・
エネルギーの核子あたりの結合エネルギーへの寄与
を示した。(xT = 1.0) 平均場的手法では取り扱うこ
とができない相関を考慮してテンソル力の強さを 1.5

CPPHF 法は平均場的手法であり取り込むことが
できる相関は限られている。しかしながら、テンソ
ル力による相関にはさまざまなものが考えられる。
そのような CPPHF 法を用いては取り込むことが難

しい相関の効果を調べるために、我々は１粒子―１
空孔、２粒子―２空孔の配位混合を取り入れた殻模
型計算を行った。その際テンソル力による相関にお
いて重要であることが我々の CPPHF 法による研究
によって見出された高い運動量の成分を取り込むた
めに単一粒子軌道波動関数として通常の調和振動子
波導関数に加え、幅パラメータが違った単一粒子軌
道波動関数を取り込んだ計算を行った。それにより、

CPPHF 法で取り込むことができない相関も重要で
あることを見出すとともに、高い運動量成分を取り
込むことにより非常に大きなテンソル力による相関
をエネルギー（16 O において結合エネルギーと同程
度）が得られることが分かった。
我々はこれまで、閉殻を主に取り扱ってきたがテ
ンソル力による相関の重要性を調べるためには１粒
子状態、１空孔状態等を調べる必要があると考えて
いる。今後は１粒子状態、１空孔状態等を調べると
ともに中性数（陽子数）が変化することによってテ
ンソル力の効果がどのように変化するかについても
調べていきたいと考えている。また、最近ハイパー
核においてもテンソル力による相関の重要性が注目
されてきている。我々の手法はハイパー核に対して
もそのまま適用可能であるので、ハイパー核におけ
るテンソル相関についても調べていきたいと考えて
いる。

• 口頭発表
– “テンソル相関と平均場的模型”, 研究会「テ
ンソル力と多核子相関 」
（２００５年９月・
基研)
– “The study of the effect of the tensor force
using the charge- and parity-projected
Hartree-Fock method”, 第２回日米物理学
会合同核物理分科会（２００５年９月・ハ
ワイ)

– “The study of the effect of the tensor
force with the mean-field and shell model
methods”, 研究会「弱結合系の束縛機構と
新しいダイナミクス」
（２００５年１２月・

基研）

• 論文
– “Charge- and parity-projected HartreeFock method for the tensor correlation and its application to light nuclei”,
S. Sugimoto et al, J. Phys. Conf. 20, 215
(2005)
– “Study of the effect of the tensor correlation on the alpha clustering in 8 Be with
the charge- and parity-projected HartreeFock method”, S. Sugimoto et al, nuclth/0511087

状態においてミューオン( μ ) と陽子( p )のみが

COE-PDF 研究員 研究成果 報告書

生成されるような事象( ν + n → μ + p )である。こ
A 型 COE 研究員(基幹プログラム 1)

の事象では、二体反応であるためミューオンの運

物理学第二教室 田中 秀和

動学のみから始状態のニュートリノのエネルギー

研究課題: K2K 実験 SciBar 検出器を用いたニュー

（ Eν ）を再構成することが可能である。一方、CCQE

トリノ・原子核反応の研究

反応以外の荷電カレント事象（non-QE; 例えば

ν + p → μ− + p + π + ）では、ミューオンの運動

受け入れ教官: 物理学第二教室助教授

学からニュートリノエネルギーを再構成すること

中家 剛

はできない。そのため、ニュートリノエネルギー
測定のバックグラウンドとなる。 K2K 実験のエネ

１． 研究活動報告

ルギー領域（ < Eν >≈ 1.3 GeV）では、CCQE 事象は
全荷電カレント事象の 40%程度であり、ニュート

K2K実験の前置検出器の一つ、”SciBar”検出器

リノのエネルギーを精密に測定するためには

を用いて、ニュートリノ・原子核反応の研究を行

non-QE 事象の除去が重要となる。今までは、反跳

った。

陽子の散乱角の情報を基に CCQE/non-QE 事象を分

K2K 実験は、高エネルギー加速器研究機構(KEK)

離する方法が用いられていた。これにより、CCQE

の 12GeV 陽子加速器を用いて生成したニュートリ

事象の割合が 72%のサンプルを作る事ができてい

ノビームを 250km 離れた東京大学宇宙線研究所神

る。そこで、散乱角の情報に加えて、新たに反跳

岡宇宙素粒子研究施設の大型水チェレンコフ装置

陽子の運動量の情報も組み合わせる事で、CCQE の

(スーパーカミオカンデ)に照射することにより、

割合を 78%に向上する事に成功した。現在、さら

ニュートリノ振動現象の研究をすることを目的と

に non-QE を効果的に除去する手法を開発中であ

した実験である。

る。

ニュートリノ振動現象の研究のためには、ニュ
ートリノのエネルギーを正確に測定する必要があ

飛跡検出能力の改良

り、そのためには「ニュートリノ・原子核反応」

現行の SciBar 検出器の飛跡検出アルゴリズム

のより正確な理解が必要不可欠である。特に本実

は、ヒットパターンの組み合わせから飛跡を再構

験では低エネルギー領域での反応が重要である。

成する手法を用いている。この方法の場合、fake

K2K 実験では、生成直後のニュートリノのエネ

track を作ってしまうなどの問題点を避けるため

ルギーを精密に測定することを目的として、

に、短い飛跡に関しては、事実上、再構成する対

SciBar 検出器が導入された。SciBar 検出器は棒状

象から外されている。例えば、図１に見るように、

のシンチレータ(2.5x1.3x300cm3)約 15000 本から

ミューオンの飛跡（図中の青線）は再構成されて

構成されており、全感知型飛跡検出器で、ニュー
トリノ反応のアクティブターゲットでる。SciBar
検出器はニュートリノ反応点での全立体角をカバ
ーしているため、ニュートリノ反応の詳細な研究
が可能である。
図 1：ミューオンのみが再構成されたイベントの

私が SciBar 検出器を用いて取り組んだ研究課

SciBar 検出器の event display。図中の赤い丸の

題を以下にまとめる。

大きさは各シンチレータで観測したエネルギー

荷電カレント準弾性散乱事象の選別

（光量）に比例して大きく表示されている。図中

荷電カレント準弾性散乱 (CCQE) 事象とは、終

の青線は再構成されたミューオンの飛跡である。
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いるが、その脇にある短い陽子の飛跡については

ニュートリノ反応のデータベースを一新する事を

再構成されていない。飛跡の短い陽子、即ち低運

目的としている。現在それに向けて実験準備を精

動量の陽子を再構成する事は、低エネルギー領域

力的に進めている。

での反応を研究する上では欠かす事ができない。
２．研究会などでの口頭発表リスト

図１から見て取れるように、陽子の飛跡はミュ
ーオンの飛跡に比べて大きな energy deposit を

“K2K coherent pion production in SciBar,”

残すという特徴がある。そこで、各シンチレータ

で測定されたエネルギーの情報を用いる事により、 invited talk, Fourth International Workshop on
Neutrino-Nucleus Interactions in the Few-GeV
短い陽子の飛跡を再構成するための新たなアルゴ
Region, September 26 - 29, 2005
Okayama University, Okayama, Japan

リズムを開発した。
その結果、図１に示したような、既存のアルゴ
リズムで再構成できなかった陽子のうち、5cm 以

“K2K 実験 SciBar 検出器の飛跡検出能力の評
価,”日本物理学会 秋季大会 一般講演,大阪市立
大学, 2005 年 9 月 15 日

上の長さを持つ陽子に関しては約 55％を再構成す
ることに成功した（図２）。

３．論文リスト（'04 と'05 に掲載された論文）
“Single-Spin Asymmetries in

Semi-

Inclusive Deep-Inelastic Scattering on a
Transversely Polarized Hydrogen Target,”
A. Airapetian et al [HERMES collaboration],
Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 012002

図 2： ミューオンのみが再構成された
イベントにおける反跳陽子の飛跡検出

“Subleading twist effects in single-spin

能力。横軸は飛跡の長さ。

asymmetries in semi-inclusive deep-inelastic
scattering on a longitudinally polarized

ニュートリノ・原子核散乱断面積の測定

hydrogen target”, A.Airapetian et al [HERMES

現在、SciBar 検出器をフェルミ研究所（アメリ

collaboration], Physics Letters B 622 (2005)

カ）のニュートリノビームラインに導入して、低

14-22

エネルギー領域のニュートリノ・原子核反応の散
乱断面積を測定する計画が進行中である。この実

“Quark Helicity Distributions in the Nucleon

験の特徴は低エネルギー（1GeV 以下）ニュートリ

for up-, down-, and strange-quarks from Semi

ノ反応の測定に特化している事である。フェルミ

inclusive

研究所で得られるニュートリノビームのピークエ

Deep-inelastic

Scattering”,

A.

Airapetian et al [HERMES collaboration], Phys.

ネルギー（〜0.6GeV）は、次世代ニュートリノ振

Rev D 71 (2005) 012003

動実験「T2K 実験」のそれとほぼ同じである。
世界に存在するニュートリノ・原子核反応のデ

“Flavor Decomposition of the Sea Quark

ータベースには、1GeV 以下での散乱断面積の測定

Helicity Distributions in the Nucleon from

結果は非常に少ないのが現状である。そこで、こ

Semi-inclusive Deep-inelastic Scattering”,

の計画は T2K 実験で必要な低エネルギー領域での

A.Airapetian et al [HERMES collaboration],
ニュートリノ原子核散乱の断面積を独自に測定し、 Phys. Rev. Lett. 92 (2004) 012005
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Lattice BBGKY scheme for
multiphase flows

(∂

t

G
G
G
G
+ v1 ⋅∂ xG1 + v2 ⋅∂ xG2 + a1 ⋅∂ vG1 + a2 ⋅∂ vG2 ) f12
= C12 ,

Aiguo Xu

where C12 is the two-body collision operator.

Division of Physics and Astronomy
Supervisor: Prof. Hisao Hayakawa

By representing f12 as

Introduction
The investigation on multiphase flows
essentially relies on various simulation tools,
for example, macroscopic description based
on Navier-Stokes, kinetic algorithms such as
molecular dynamics, Monte-Carlo, lattice
Boltzmann (LB) method, etc. In nowadays,
every method is facing some limitations,
constraints, and/or problems. Within all
previous LB models for non-ideal fluids, the
force term in the Boltzmann equation is
generally treated in some phenomenological
ways. A clear understanding of phase
separation force and interfacial tension is still
in debate. In this study we construct the
force term by using the real inter-particle
potential and the pair-correlation function.
For that, the two-body BBGKY equation is
recast in the form of a one-body Boltzmann
equation, coupled with a kinetic equation for
the pair-correlation function. The selfconsistent inter-coupling force between the
two equations is what we aim at and is
microscopically
more
grounded
than
previous phenomenological ones.

f

12

G G
G G
G G
= f1 ( x1 , v1 , t ) f 2 ( x2 , v2 , t ) g ( x1 , x2 ) ,

we obtain two equivalent one-body Boltzmann
equations,

(∂

t

G
G
+ vk ⋅∂ xGk + ak ⋅∂ vGk ) f k = Ck , k = 1, 2

and an equation for the pair-correlation
G G
function g ( x1 , x2 ) ,

(∂

t

G
G
+ v1 ⋅∂ xG1 + v2 ⋅∂ xG2 ) γ = χ,

Ck is the corresponding collision
operator, γ = − ln g , and

where

χ = C1 / f1 + C2 / f 2 − C12 / f12 .
The equation for g can be rewritten as

Formulation of scheme
We consider a system where the position,
velocity and acceleration of the k-th particle
G G G
are denoted by xk , vk , ak . The two-body
distribution

function

G G G G
f12 ( x1 , v1 , x2 , v2 , t )

G
G G
[∂ t + v1 ⋅∂ xG1 + (v2 − v1 ) ⋅∂ rG ]γ = χ ,
where

G G G
r = x2 − x1 . By neglecting the

fluctuations in particle speed, in other words,
G
replacing particle speed vk by its mean

describes the probability of finding two preselected particles in a configuration
G G G G
( x1 , v1 , x2 , v2 ) , leaving parameters of other

value - flow velocity uk , it becomes

particles
arbitrary.
The
single-body
G G
distribution function f k ( xk , vk , t ) is explained

G
G G
[∂ t + u1 ⋅∂ xG1 + (u2 − u1 ) ⋅∂ rG ]γ = χ .

in a similar way. The evolution of f12 follows

We assume (i) a BGK form for both the twobody and one-body collisions,

the

two-body

BBGKY

equation,

G

C12 = f1 f 2 ( g eq − g ) / τ12 ,
Ck = ( f k eq − f k ) / τ k ,

times, (ii) the equilibrium of

Here, please note that (i) i is the index of the
discrete velocity, instead of particle, (ii)
G G
a ( x ) is the constructed self-consistent force.

the much simpler kinetic equation for paircorrelation function g reads,

We pursue a fully non-perturbative route to
evaluate the inter-particle interactions by
direct numerical integration. No assumption
of small density gradient is needed. So such
a scheme is, in principle, more robust for
handling sharp interfaces.

where τ k , τ12 are the corresponding relaxation

g takes the
eq
general form, g = exp[−Φ (r ) / T ] , where
Φ(r ) is the inter-particle potential and T the
temperature. Finally, by noting τ 1 = τ 2 = τ ,

G
G G
[∂ t + u1 ⋅∂ xG1 + (u2 − u1 ) ⋅∂ rG ]γ

Oral presentations

1 g eq
=− [
−1]
τ12 g
Generally, τ12 << τ

.

The

inter-coupling

between the simplified kinetic equation for g
and the one-body Boltzmann equation is
implemented via a self-consistent force,

r r
r r r r r r
a ( x ) = ∫ dr g ( x , x + r )n( x + r )∂ rr Φ (r ) ,
G G
where n( x + r ) is the number density at
G G
position ( x + r ) . Up to this step, the main
frame of our theoretical formulation is
finished.
Since the
defined and
terms of the
G G
f1 ( x1 , v1 , t ) ,

hydrodynamic quantities are
the simulation is performed in
single-body distribution function
in the following description, the

particle index “1” will be neglected, the
quantity with index “2” is replaced by its
G G
value at position ( x + r ) .
Within LB simulation, at each lattice site, the
r
continuous particle speed v is replaced by a
G
small number
of discrete velocities ei

G
(i = 1, 2,..., N ) . The construction of ei

follows the Gaussian quadrature under the
condition
that
recovers
the
same
G
hydrodynamics as the continuous v does.
Thus, the LB equation reads,

G G
G
fi ( x + ei Δt , t + Δt ) − f i ( x , t ) =
G
G
[ fi eq ( x , t ) − fi ( x , t )] / τ
,
G G G G G eq G
+ a ( x ) ⋅ [ei − u ( x )] fi ( x , t ) / T

(1) Aiguo Xu, ``Finite-Difference lattice
Boltzmann methods for binary mixtures’’,
invited lecture, RIMS, Kyoto university,
May 30, 2005.
(2) Aiguo Xu, S. Succi, and B. Boghosian
``Lattice BBGKY scheme for multiphase
flows: one-dimensional case’’, The 14th
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編集後記
2 月 13 日 -14 日に 21C O E シンポジウム「光と物理学」が行われました。市民
講座とは違いどちらかと言うと物理の専門家向けで、しかも平日でしたが、多く
の方の参加があり、21COE 側としては大変うれしく思いました。色々な講演があっ
たと思いますが、あらためて分かっているようで分かっていない話があることに
気がつかされました。山本潤先生の「ソフトマターの新しい対称性と光」のお話
の最初の方で確か、黄金虫の羽の色の原理のお話があったと思います。考えてみ
た事もなかったのですが、解説をお聞きし「はー、そういう原理だったのですかー」
と感動しました。今回のシンポジウムはいずれ本になるそうですので、原理をご
存知でない方はそれを買って頂いてのお楽しみ（さりげなく宣伝）
。
色と言えば、別の研究会では「あじさいの花の色」に関する研究の報告も聞い
た事もあります。それまでは、なんとなくアルカリ性だと青色で酸性だと赤色
なのかなーと、ほとんどリトマス試験紙と同じ程度の理解しかなかったのですが、
そんな単純な話ではないことを知りました。かなり奥深い話です。
朝日新聞の「ののちゃんの Do 科学」は結構面白く読んでおりますが、先日「ガ
スの炎はなぜ青い？」という記事がありました。これまた単純に温度で色が違う
のかなーと思っておりましたが、確かに赤い場合はそうなんですが、青い色は違
うんだそうです。よく考えたら青い色はガスが黒体輻射であればとんでもない温
度ですね。私の考えがあまりに足りなかったことをさらけ出しておりますが、そ
れでもそういう理由とは知りませんでした ( 正解は asahi.com へどうぞ )。たぶん、
化学の方には常識かもしれませんが。
一口に「色」しかも一番身近な「可視光」であっても、これだけ知らない事が
多いとは、自然の奥深さ、興味深さを感じられます。また、放射、吸収、透過、
反射、干渉、偏光、様々な性質を数式まで使って学んでいたはずなのに、それと
実際がなかなか繋がっていなかったことは、これまで勉強したと思っていた事が
ほとんど本当の意味では身に付いていないということも分かり、自分の不勉強も
痛感させられました。
それにしても、子供の頃は黄金虫は大変なお友達でしたが ( 相手に取っては、
大変な脅威だったでしょうけど . . . ごめんね )、そのころ羽の色の話を知ってい
たら、自然に対する感じ方もまた一段と違ったでしょう。今の立場は既にそうい
う感動をもらう側から与えるべき側（あるいは与えられるチャンスを持っている
側）に変わりました。自分のために、これから続く子供達のために、身近なサイ
エンスに目を向けて楽しむ心を持ちたいものです。
（編集委員
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