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第 3 回 市民講座
「宇宙と物質の神秘に迫る～物理科学最前線～」
2005 年 11 月 20 日に本 21 世紀 COE の主催による市民講座が行なわれました。
「宇宙と
物質の神秘に迫る～物理科学最前線～」シリーズとして第 3 回を迎えた市民講座です
が、今回は「極限状態を見る」というテーマをキーワードに、様々な「目」で自然を
とらえている本学の研究者 3 名による講演が行なわれました。
た。講演終了後には非常に活発な質疑応
1. 特集テーマ「極限状態を見る」

第 14 号の内容
１．第 3 回市民講座
「宇宙と物質の神秘に
迫る～物理科学最前線
～」
２．受賞紹介
「中村卓史教授に学士
院賞」
「蔵本由紀名誉教授に
朝日賞」
３．研究室紹介
原子核理論研究室

2005 年 11 月 20 日、京都大学百周年時
計台記念館にて京都大学 21 世紀 COE 「物
理学の多様性と普遍性の探求拠点」主催
の市民講座「宇宙と物質の神秘に迫る～
物理科学最前線～」が開かれました。3
回目を迎えた今回は「極限状態を見る」
というテーマの下、宇宙と物質分野の最
前線で活躍されている、谷森達教授（物
理第二・宇宙線）、西川公一郎教授（物理
第二・素粒子実験）、水崎隆雄教授（物理
第一・低温物理学）の三人に、御自身の

答が行われ、最先端の物理学に対する一
般の方々の関心の高さが伺われました。
2.「見えない世界をガンマ線で見る：ブ
ラックホールからガン細胞まで」
（谷森
達教授）
谷森達教授は、ガンマ線という人類の
新しいツールを駆使して、これまで可視
光では見ることのできなかった宇宙の超
高温、超高エネルギー現象の物理機構の
解明を目指しています。また新しいガン
マ線観測技術を応用し、今まさに医療の

研究や将来の展望について講演して頂き 世界にも革命を起こそうとしています。
ました。講演会当日は、中高生から年配
“光（可視光）で見る宇宙”と“ガン
の方まで幅広い年齢層の方々が集まり、 マ線で見る宇宙”は驚くほど様相が異な
会場となった時計台記念館大ホールは ります。その原因となっているのが電磁
150 名を超える多くの人々で賑わいまし

波の持つ波長の違いです。可視光の持つ
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図 1：講演会場と講演後の質疑応答の様子
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波長では、星間ダストによって散乱や吸
収を受けやすく、宇宙空間を伝播する間
に激しく減光されてしまうことがあり
ます。一方、ガンマ線は波長が非常に短
く、物質に対する透過度が高い為、吸収
をあまり受けることなく天体の像を得る
ことができます。ガンマ線をツールとし
て見えてくる宇宙とはどのような宇宙な
のでしょうか？それは一言で言うと、光
では観測できない超高温（1 億度以上）
、

第 3 回市民講座 :
「宇宙と物質の神秘に迫る

～物理科学最前線～」

高エネルギーの宇宙です。活動銀河核や
ブラックホール、高密度天体近傍のプラ
ズマがそれにあたり、ガンマ線の高い透
過性によって、遠方宇宙や銀河中心近傍
などの情報をつぶさに得ることが可能に
なるのです。90 年代にはコンプトン衛星
の高エネルギーガンマ線観測によって、
数多くのガンマ線天体が発見されました
（図 2 参照）。またオーストラリアに建設
された CANGAROO 望遠鏡を使った TeV ガ
ンマ線観測では、物理学・天文学で最大
の謎の一つである超高エネルギー宇宙線
の起源の解明につながる成果が次々と得
られてきています。

まで最大の欠点とされてきたのが MeV ガ
ンマ線領域での位置決定精度の粗さで
す。MeV 帯域のガンマ線は、コンプトン
散乱の影響を強く受ける為、従来の検出
器（コンプトン型検出器）ではガンマ線
の到来方向を正確に決定できませんでし
た。しかしながら、この帯域には、超新
星残骸での元素合成や、ブラックホール、
中性子星、活動銀河核近傍で生じる高エ
ネルギー現象を起源とするガンマ線の検
出が予測されており、これら未解明の活
動現象を理解する為に、より高い感度の
検出器の開発が強く求められています。

このように我々人類に新たな知見を与
えてくれるガンマ線観測において、これ
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図 2： コ ン プ ト ン 衛 星 搭 載 の COMPTEL（ 上 図 ） と
EGRET（下図）による高エネルギーガンマ線源探索

そこで谷森教授らのグループでは、従来
の検出器に比べて位置決定精度の高い次
世代検出器の開発を進めています（図 3
参照）
。この検出器ではコンプトン散乱

図 3：新たに開発された検出器の概要（左図）。従来のコンプトン法によるイメージでは分離しきれない
二つのガンマ線源（中図）も電子飛跡コンプトン法（右図）ではきれいに分離して観測できている。



電子の飛跡を追うことで、位置決定精度、
ノイズ除去能力の飛躍的な向上が見込ま
れており、従来のコンプトン検出器の 10
倍の精度の観測が可能になると考えられ
ています。
また、この新しいガンマ線検出技術は
次世代の医療にも応用できる可能性を秘
めています。ガンマ線は体内の特定物質
をマーキングする為のトレーサーとして
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も有用で、それを利用することで体内代
謝を直接測定することが可能です。この
技術を用いると、例えばエックス線診断
では不可能だったガン細胞の新陳代謝を
直接観測することができ、早期診断や定
量的な治療方針の決定、治療効果の経過
観察等を行うことが可能になります。そ
の一方で、従来のガンマ線診断は検出器
の精度不足の為に短寿命放射性元素等の
強いガンマ線源に頼らざるを得ず、その
ため高価で危険性も高いとされてきまし
た。谷森教授らが開発した新型ガンマ線
検出技術を用いると、従来よりも弱いガ
ンマ線源からノイズの少ない高画質の三
次元像を得ることができ、低線量、低被
爆の安価なガンマ線医療への道が開ける
可能性があるのです。このように、ガン
マ線はこれまで人類が目にすることがで
きなかった高エネルギー宇宙を探索する
為の新たな“目”になるだけではなく、
ガンマ線観測の為に開発された新しいイ
メージング技術は、医療分野への応用も
期待されており、まさに次代を担う夢の
ツールとして脚光を集めています。

ます。西川公一郎教授を中心とする京大
グループは、ニュートリノに質量が存在
する重要な証拠となるニュートリノ振動
を、長基線ニュートリノ振動実験（K2K
実験）によって観測し、ニュートリノ振
動の存在、ニュートリノ質量の存在を
99.9% の確度で確認しました。これは素
粒子物理にとって極めて重要な成果であ
り、その功績によって西川教授は 2005
年度の仁科記念賞を受賞されました。仁
科賞受賞直後に行われたこの講演会で
も、ニュートリノ実験の持つ魅力、その
重要性を我々に解りやすく解説して頂き
ました。
素粒子物理学は 20 世紀後半目覚しい
発展を遂げ、物質の究極の構成要素が
クォークとレプトンと呼ばれる 12 種類
の素粒子であるということ、更にクォー
クとレプトンが、4 つずつ 3 つの世代に
区別され、素粒子に働く力（強、弱、電
磁力）はグルーオン、弱ボゾン、光子を
媒介にして働くことがわかってきました
（図 4 参照）
。しかしながら、この宇宙の

3.「ニュートリノ：極微の粒子がなぜ面
白い？」（西川公一郎教授）
ニュートリノに質量があるか？これは
現代の素粒子物理の根幹に迫る重要な問
いの一つです。素粒子の標準理論では
ニュートリノは質量を持たないとされて
おり、ニュートリノ質量の存在を実証す
ることは、標準理論を越えた素粒子理論
の構築の必要性を示す重要な結果になり
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図 4：素粒子物理学に登場する粒子たち。物質の
究極の構成要素である三世代のクォークとレプト
ンや力を媒介するゲージ粒子、質量の起源となる
ヒッグス粒子が示されている。
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ほとんどの物質が、u、d クォーク、電子、
西川教授を中心としたグループは、こ
電子ニュートリノと呼ばれる第一世代の
のニュートリノ振動を実験的に検出する
クォーク・レプトンによってできている

為に、茨城県にある高エネルギー加速器

にも関わらず、なぜそのほかの世代の素
粒子が存在するのか（クォーク・レプト

研究機構（KEK）で人工的に発生させた
ミューオンニュートリノを、250km 離れ

ンの世代数はなぜ 3 なのか）
、なぜニュー
トリノの質量が他の素粒子と比べ極端に
小さいのか（電子の 100 万分の１以下）
といった根本的な疑問は未だに残されて

た飛騨市神岡町にあるスーパーカミオカ
ンデで観測し、イベント数の減少とエ

います。

ニュートリノ実験（K2K 実験）
」を世界に

このような疑問を解決する突破口とな
るのがニュートリノ振動の観測です。も

先駆けて提案しました。そして、2004 年
には 99.9% の確率でニュートリノ振動が

しニュートリノが微小な値でも質量を持
ち、三種類のニュートリノの質量が異な

起きていることを確認し、ニュートリノ
が質量を持つことを確立したのです。

ネルギー分布の歪みを観測することによ
りニュートリノ振動を検出する「長基線

るとすると、現実の 3 つのニュートリノ
の状態を、質量の固有状態の量子力学的
重ね合わせ（混合状態）として考えるこ
とができます。これら質量の違う固有状
態はニュートリノが空間を伝播するうち
に微妙な速度の違いを生み、長距離を伝
播するうちにその速度の微妙な違いが積
み重なって、他の状態のニュートリノに
変化する現象（例えばμニュートリノ→
τニュートリノ）がおこります。これが
ニュートリノ振動と呼ばれる現象で、こ
の現象を観測することはニュートリノに
質量が存在することを決定付けるだけで
なく、現在の素粒子物理の標準理論を超
えた統一理論を構築していく上でも非常
に重要なのです。

図 6：K2K 実験で得られたエネルギー分布の変化の
様子。青線はニュートリノ振動がないと仮定した時
に期待される分布、赤線はニュートリノ振動を仮定
した時に期待される分布を表し、振動があれば矢印
の箇所で波の干渉効果に相当する大きな減少が予想
される。データ点は振動の存在を示唆している。

現在、K2K 実験はその役割を終え、次
世代のニュートリノ振動実験（T2K 実験：
K2K 実験の 100 倍の精度）に向けての準
備が西川教授を中心に進行しています。
この実験によって、ニュートリノ振動現
象の全貌だけではなく、宇宙の物質・反
物質非対称性の謎を解明する為に必要な
CP 対称性の破れの発見等、様々な素粒子
物理学の謎が解明されることが期待され

で作られたμニュートリノを岐阜県飛騨市神岡町

ています。ニュートリノ質量の確定とい
う時代の転換期を向かえ、大統一理論完
成への新たな一歩を踏み出した素粒子物

にあるスーパーカミオカンデで検出する。

理からは今後も益々目が離せません。

図 5：K2K 実験の概要。茨城県つくば市にある KEK
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4.「スピンの目で見るミクロの世界
-MRI 顕微鏡の開発と磁気構造 -」
（水崎
隆雄教授）
水崎隆雄教授は粒子の量子性、つまり
粒子の持つ波動性に注目し、物質の極低
温での特異な振る舞いである“超流動”
及び“超伝導”について精力的な研究を
行っています。また、極低温物理を解明
する新たなツールである極低温磁気共鳴
映像法（MRI）顕微鏡の開発にも深く携
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わっています。近年のノーベル賞受賞者
の研究分野を見れば明らかなように、現

しか入れないという特性を持ちますが、
ボーズ粒子は何個でも同じエネルギー状
態をとることができます。このボーズ粒
子の持つ特性が、極低温で超流動や超伝

導といった非常に不思議な物質の状態を
代物理学の中で最も勢いがあり、新発見
生み出します（図 7 参照）
。
が続いているのが極低温状態での物性研
極低温状態では、取り得るエネルギー
究です。水崎教授は低温物理の歴史を紐
解きながら、我々にも理解できる言葉で、 準位が少なくなる為、多数のボーズ粒子
が一つのエネルギー準位に集中します
超流動や超伝導といった極低温の世界が
。特に、
持つ多様な魅力について講演して下さい （ボーズ - アインシュタイン凝縮）
基底状態まで落ち込んだボーズ粒子は、
ました。
もはやエネルギーを失うことなく移動で
粒子が持つ波動性から、粒子は異なる
きる為、全く粘性の無い集団運動を起こ
性質を持つ二つの種族に分類されます。
します。これが超流動とよばれる状態で
一つがボーズ粒子、もう一つがフェルミ
あり、超流動性を示す物質の代表として
粒子です。フェルミ粒子はパウリの排
有名な元素がヘリウム４です。ヘリウム
他原理から同じエネルギー状態には 1 個
４は、陽子、中性子、電子それ
ぞれ 2 個ずつ、合計 6 個のフェ
ルミ粒子からなる為、ボーズ粒
子として振る舞い、極低温で超
流動性を示します。図 8 はヘリ
ウムの相図です。図で示すよう
に、ヘリウム４は 25 気圧以下で

図 7: ボーズ粒子とフェルミ
粒子の絶対零度での振る舞
いの違い（上図）
。右図は極
低温状態でヘリウム 4 が示
す超流動状態を示している。
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図 8：ヘリウム 4（左図）とヘリウム 3（右図）の相図。ボーズ粒子であるヘリウム４は 2.17 Ｋ以下
で超流動性を示している。また、フェルミ粒子であるヘリウム３でも温度 1 ｍＫ以下の極低温では
超流動性を示すことがわかる。

は絶対零度でも液体として振る舞い、超
流動性を示すことがわかります。
低温での金属の超伝導も超流動性の一
例です。超伝導はフェルミ粒子である電
子がクーパー対を作り、ボーズ粒子とし
て振る舞うことに起因して生じます。純
粋なボーズ粒子同様、基底状態まで落ち
込んだ電子対は、エネルギー損失なく電
荷を運ぶ事ができるようになります。つ
まり、多数の電子対が通常の導体中で生
じる金属原子の散乱を受けない事にな
り、事実上抵抗がゼロの状態、超伝導状
態になるのです。
また、液体ヘリウム３も極低温では超
流動性を示します。ヘリウム３はヘリウ
ム４よりも中性子の数が一つ少ない為、
陽子 2 個、中性子１個、電子 2 個、合計
5 個のフェルミ粒子から形成されること
になり、全体としてフェルミ粒子の特性
を備えています。フェルミ粒子なので超
流動性は示せないはずですが、極低温に
なると二つのヘリウム３が弱い磁気力で
結合し、クーパー対のようなペアになる
ことで超流導性が生じます（図 8 右図）
。
このように極低温状態では、ボーズ
- アインシュタイン凝縮を介し、物質が
多様で特異な振る舞いを示すことがこれ
までの研究からわかってきました。しか
しながら、低温状態の物性には未だに理
解されていない現象が数多く残されてい
ます。例えば、ヘリウム３は、極低温下
で核スピンの空間分布が大きく関与する
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図 9：異なる整列方向を持つ 3 個の
磁区からできている単結晶固体ヘリ
ウム 3 の MRI 写真（上図）。右図は
超低温冷凍機と MRI。

ような現象（超流動ヘリウム３における
織目構造や量子渦格子、固体ヘリウム３
の磁区構造）を発生させていて、このよ
うな現象を詳細に理解することは極低温
物理にとって非常に重要な意義を持って
います。水崎教授のグループではヘリウ
ム３の磁気的空間構造を観測・研究する
ために、世界に先駆け、超低温領域で使
用可能な“超低温磁気共鳴映像法（MRI）
顕微鏡”の開発を行ってきました。この
極低温状態を見る為の新たな“目”であ
る京大 MRI 顕微鏡を使った研究が、極低
温物理の新たな扉を開き、京都大学から
ノーベル賞受賞者が輩出される日も、も
う間近に迫っているのかもしれません。

( 花山天文台 政田洋平 )

受賞紹介

「中村卓史教授に学士院賞」
物理学第二教室

田中 貴浩

中村卓史教授は「ブラックホールの形成と重力波放出の理論的研究」で平成 17
年度日本学士院賞を受賞されました。中村卓史教授は昭和 48 年に京都大学理学部を
卒業、同 50 年同大学理学研究科修士課程を修了、同 53 年同博士後期課程を単位取得
退学、同年博士の学位を取得、同 56 年 12 月に京都大学理学部助手に着任、同 63 年

受賞紹介 :

「中村卓史教授に学士院賞」

1 月に講師に昇格。同年 11 月に高エネルギー研究所 (KEK) 助教授となり、平成 2 年 7
月には京都大学基礎物理学研究所教授、そして、平成 14 年 4 月に大学院理学研究科
物理・宇宙物理専攻の教授となり、現在、林忠四郎現名誉教授、佐藤文隆現名誉教授
の後を受け天体核研究室を主宰しておられます。

平成 17 年 6 月 13 日、日本学士院にておこなわれた授賞式の模様

中村教授はその大学院生時代に世界に先がけいち早く、
「星の重力崩壊の結果
としてブラックホールが形成されるときの時空構造を数値計算に一般相対論の基礎方
程式であるアインシュタイン方程式を解くことにより解明する」という問題に関心を
抱き、京都数値相対論グループを組織してこの問題に取り組みました。この問題は一
般相対論がもつ一般座標変換不変性のおかげでどのような座標を用いて解くかは原理
的には自由であるものの、実際数値的安定性を保って時間発展を調べることは高度に
自明でない問題でした。中村教授は様々な技術的困難を克服し 1980 年頃に世界では
じめて軸対称ブラックホール形成のシミュレーションに成功しました。その結果、星
の初期の角運動量にある臨界値が存在し、その臨界値以下では回転するブラックホー
ルが実際に形成されることが明らかにされました。1990 年には、この業績で西宮湯
川記念賞を受賞。更に、中村教授はこの研究を３次元計算へと拡張する研究を進め、
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現在、数値相対論といわれる分野の基礎となる BSSN（Baumgarte-Shapiro-ShibataNakamura）形式と呼ばれる定式化の基本的枠組みを発展させると同時に、その分野を
リードする後進の育成という点においても優れた業績を残されています。更に、数値



相対論のみならず、ブラックホール時空の摂動を計算するための基礎方程式 ( 佐々
木 - 中村方程式 ) の導出をおこなうという解析的な研究においても顕著な業績を残さ
れました。この基礎方程式を用いて、回転するブラックホールに落下する様々な軌道
をとる粒子からの重力波放出の計算をおこない、放出される重力波の振幅や波形の軌
道依存性を明らかにしました。この方程式はその後の多くの研究においても広く用い
られています。
その一方で、平成 3 年度から平成 6 年度にわたり文部省科学研究費重点領域「重
力波天文学」の領域代表として日本の重力波干渉計プロジェクトの創成に中心的な役
割を果たしてこられました。その後も文部省科学研究費創成的新プログラム方式によ
る「干渉計による重力波検出研究」
（平成 3 年度－ 13 年度）
、及び、文部科学省科学
研究費特定領域 A 「重力波研究の新展開」
（平成 13 年－ 17 年度）において理論グル
ープ代表を務め、日本の重力波研究の推進に大きく貢献してこられました。
さらに、近年飛躍的に増加しているγ線バーストの様々な観測的性質を統一的に

「中村卓史教授に学士院賞」
「蔵本由紀名誉教授に朝日賞」

説明するサブジェットモデルの提唱に代表されるように、中村教授は種々の天体現象
の研究においても世界をリードする活躍をされてきています。それらの研究において
も、例えば MACHO と呼ばれる我々の銀河ハローに重力レンズ効果によって発見された
光っていないコンパクト天体が初期ブラックホールであった場合に、それらが重要な
重力波源となることを指摘するといった、他の天体現象を重力波の物理と結びつける
斬新なアイデアを中村教授はいくつも提出されております。このような研究を通じて
も、一般相対論・重力波研究の推進に多大な貢献をされてきています。また、デシヘ
ルツ帯での重力波観測が宇宙論において重要な意味を持つことを指摘した近年の研究
は国内外で注目され、新しいタイプのスペース重力波干渉計プロジェクトへと具体化
しつつあります。

「蔵本由紀名誉教授に朝日賞」

受賞紹介 :

物理学第一教室

篠本 滋

学術や芸術などの分野で傑出した業績をあげた個人や団体に贈られる「2005 年度
朝日賞」が本学名誉教授の蔵本由紀先生に贈られました。受賞内容は「同期現象など
をめぐる非線形科学の先駆的研究」です。
蔵本先生は昭和 39 年京都大学理学部の卒業、同博士課程を修了の後、九州大学
理学部助手、京都大学理学部助教授、シュトゥットガルト大学物理学科客員教授、京
都大学基礎物理学研究所教授、京都大学理学研究科教授を歴任されました。平成 16
年に定年退官された後の現在は北海道大学理学研究科数学専攻 COE 特任教授を務めて
おられます。
蔵本先生は物理学の非線形ダイナミックス理論研究、とくに非線形振動子集団の
ダイナミックスの研究において世界でも主導的役割を務めてこられました。高く評
価される業績は三つあります。第一には、振動場の位相不安定性の研究において時
空カオスのモデルを提唱されたことがあげられます。そこで提唱された方程式は今
日「蔵本・シバシンスキー方程式」と呼ばれ、非線形科学における時空乱流の基礎的
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発展方程式の一つとして広く知られています。第二には、振動子集団の巨視的同期現
象に関する可解モデルの提唱と解析、があげられます。このモデルは近年めざましい


発展をとげつつある結合振動子系の動力学研究の先駆けとなりました。位相記述法の
開発において蔵本先生が果たした決定的な役割から、このモデルは今日「蔵本モデ
ル」と呼ばれています。第三には、Springer 社から出版されたモノグラフ「Chemical
Oscillations, Waves, and Turbulence」があげられます。このモノグラフには上記
２研究の成果を収めるとともに、発展方程式の縮約を通して非線形現象に迫ろうとす
る蔵本先生の理念が集約されており、非線形科学のその後の主要な流れを先取りした
ものとして記念碑的存在です。19 年後の平成 15 年 8 月には Dover 社から再出版され、
現在では一つの古典と見なされています。
振動子集団の同期現象には、例えばマングローブで数千の蛍の光が同期する現象、
歩行者による橋の振動現象、拍手の同期、超伝導ジョゼフソン結合での同期、化学反
応にみられる振動、など様々なものがあり、位相モデルによってそれらに共通した普
遍性を切り出すことが可能になります。現象の本質を的確に見抜き、それを簡素で美

受賞紹介 :

「蔵本由紀名誉教授に朝日賞」

しい数式に定着させる能力は蔵本先生の独壇場であり、物理学の枠を越えて数理科学
の多方面で現在も世界的に大きな影響を与え続けておられます。

2006 年 1 月 27 日、東京・日比谷の帝国ホテルでの授賞式にて、蔵本研卒業生に囲まれた蔵
本先生ご夫妻（卒業生の田中ダン氏のご好意による）

また蔵本先生の幅広い学識と本質をとらえる鋭い論理性に魅せられ、多くの大学
院生や海外からのポスドクが集い、数多くの優れた研究者が育っていきました。１－
３年の長期にわたって滞在した外国人研究者は、米国、フランス、ドイツ、モンゴル、
など世界の様々な国にわたっており、このことも蔵本先生の世界的な知名度の高さを
証明しています。また直接の指導を受けた者のみならず、研究会やセミナーでの議論
を通し、大きく触発されて蔵本先生を師と仰ぐ研究者は国の内外に多数存在します。
以上のように、蔵本先生が国内のみならず広く国際的に学術の発展に寄与した功
績は非常に大きく、かつ顕著なものです。このような優れた研究が京都大学物理学教
室を中心に発展したことは大変誇らしいことだと思います。
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研究室紹介

原子核理論研究室
～現代物理学の重心としての核物理学～

スタッフ
教授：堀内 昶

助教授：松柳 研一

講師：藤原 義和

助手

菅沼 秀夫

：巽 敏隆

この世界を構成している原子や分子は、よりミクロには原子核と電子からでき
ています。その原子核も幾つかの核子（陽子と中性子）が集まって構成されています。
原子核中の核子を結び付けている力は、私たちが日常目にする電磁気力や重力とは全
く性質の異なる「強い相互作用」です。湯川秀樹博士は、
このことにいち早く気づき、
核子間に強い引力をもたらす中間子の存在を予言しました。これら核子や中間子等は

研究室紹介 :

原子核理論研究室

「ハドロン」と総称されますが、これらもまた クォークとグルーオンという素粒子が
幾つか強く結びついてできています。こういった自然の階層性は、ミクロな素粒子の
スケールから マクロな宇宙のスケールまで存在し、私たちの世界に多様な構造を生
み出します。
この世界の多様な構造を反映して、現代科学もまた 様々な分野に細分化され 高
度に専門化しています。物理学だけをとってみても、素粒子物理・原子核物理・物性
物理・宇宙物理という大枠の中で、さらに細かい専門的分野があり、そこでは それ
ぞれのアプローチで「自然の真理」を追究しています。当然のことながら、分野によ
って 研究の中心的な方法も大きく異なり、古典的な相対論が中心となる物理もあれ
ば、高度な量子力学が研究の中心的な手段になる物理、統計力学的アプローチが重要
な物理、数学的な側面の強い物理、実験データが豊富にある物理など 多種多様です。
さて、原子核物理学においては、量子力学・多体論・統計力学・相対論・場の量
子論など、様々な理論的方法が いずれも欠けることなく必要であり、後述するよう
に、その境界においては 素粒子物理・物性物理・宇宙物理のいずれとも強いオーバ
ーラップを有しています。その意味で、原子核物理学は、これら現代物理学の「重心」
とでも言うべきところに位置しています。また、理論と実験とが相互に密接に関連し
あいながら発展している点も、原子核物理学の重要な特徴です。現在では、我々の宇
宙での元素合成のプロセスとも深く関わる「不安定核（中性子過剰核・陽子過剰核）
」
の生成実験や全く新しい物質相である「クォーク・グルーオン・プラズマ相」の生成
実験など、新しいフロンティアに向けての実験が まさに進行中です。我が国におい
ても、理化学研究所で建設中だった世界一の RI（Radio Isotope) ビームファクトリ
ー (RIBF) がこのほど完成し、これからいよいよ莫大な種類の不安定核の生成実験が
行なわれます。また、2008 年には、日本原子力研究所（原研）と高エネルギー加速
器研究機構（KEK）が共同で進めている大強度陽子加速器研究施設（J-PARC）が稼動
し始め、高密度のハドロン物質やクォーク物質の様相が明らかになると期待されてい
ます。
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京大原子核理論研究室では、強い相互作用が支配する量子多体系を主たる対象と
して、クォーク・グルーオンから、核子・中間子などのハドロン、原子核の構造・反

10

応までの、強い相互作用が織りなす多彩なダイナミックスを、核物理のみならず、素

研究室紹介 :

原子核理論研究室

粒子物理・物性物理・宇宙物理などとも深く関連する、様々な視点から総合的に研究
しています。（図１参照。）まずは、現代的な原子核物理学の内容について、特に学際
的な側面を中心に、ほんの少しですが概観します。

図１ 原子核物理学の学際的な側面に関する簡単な模式図。３つの枠内は、いずれも核物理学が研
究対象としている領域。現代の原子核物理学は、不安定核物理など、核物理固有の領域での目覚し
い発展に加えて、素粒子物理・物性物理・宇宙物理など様々な方向性にも拡張しており、物理学全
体の「重心」とでも言うべき位置にある。

素粒子物理学との接点：
クォークやグルーオンの世界では、
「真空の構造」そのものが変質してしまう程
に相互作用が強く、その結果としてクォークはハドロンの内部に閉じ込められてしま
い単独では現れません。この現象は「クォークの閉じ込め」と呼ばれ、その解明は現
代物理学の極めて難しい問題の１つに数えられています。私達は、クォークやグルー
オンの基礎理論である量子色力学（ＱＣＤ）に基いて、クォークの閉じ込め機構をは
じめとして、真空の構造やハドロンの性質を解明しようとしています。
物性物理学との接点：
原子核は 物性物理とも深い関連をもっています。原子核内部では、核子対によ
る「ミクロな超流動現象」が、中性子星内部においても、天体スケールでの「巨視的
な超流動現象」が起こっています。更に高密度の「クォーク物質」においては、クォ
ーク対による「カラー超伝導現象」が理論的に予測されています。また、有限量子多
体系として、量子カオスやナノ物理とも深く関連しています。
宇宙物理学との接点：
原子核の世界は、全てのスケールが日常の世界とは桁違いであり、むしろ宇宙物
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理と深く関連しています。例えば、太陽の放つ膨大なエネルギーは、核反応によって
11

作られています。また、恒星進化の最終形態の１つである中性子星は、中性子のみか
らなる「巨大な原子核」であり、水の約千兆倍という超高密度の天体です。遠い過去
に遡ると、宇宙創世のビッグバン直後は、１兆度以上の超高温のクォーク・グルーオ
ンのプラズマ状態の世界でした。この宇宙の初期状態を探るべく、現在 超高エネル
ギーの重イオン衝突実験によってミクロの初期宇宙「リトルバン」が実験的に作られ
ており、これに対しても私たちは理論的研究を行なっています。
広がる原子核の物理：
原子核は、それ自身核子間の強い相互作用を反映して多様なダイナミックスを示
します。原子核中で各核子は一定独立な運動を示し、
原子物理に見られる
「殻模型描像」
が成立しているように見えます。その一方で、幾つかの核子がユニットを作って「ク
ラスター的な構造」を形成したり、多数の核子が集団としてまとまって運動する「集

研究室紹介 :

原子核理論研究室

団的運動」も特徴的な現象として現れます。最近では、通常の原子核に加えて、宇宙
での元素合成のプロセスの鍵を握る「中性子過剰核」や、
「高速回転する原子核」
、球
形から極端に変形してしまった「超変形核」等が実験的に作られ、理論的研究と相ま
ってバラエティに富んだ様々な現象が明らかになってきています。また、通常の原子
核を構成するアップ・ダウンクォークの物理のみならず、ストレンジネスを持ったハ
イペロンやハイパー核の物理、更には、チャームを含むハドロンなど、様々なフレー
バー自由度を含んだハドロン物理も、ここ数年、理論と実験の両面に亘って大きく進
展しています。この様に、現代の原子核物理学は、これまで構築されてきた堅実な学
問的基礎の上に、理論と実験とが両輪となって、新しい局面に発展しつつある、これ
からの学問です。（研究の具体的で より詳細な内容等については、以下のサブグルー
プの紹介を御覧下さい。）
これらのバラエティに富んだ「強い力の量子系」の物理に対して、京都大学理学
研究科の原子核理論研究室では、ハドロン・クォークグループ、クラスターグルー
プ、集団運動グループという３つのサブグループを設け、それぞれに独自な視点のも
とに物理を展開し、世界をリードする最先端の研究を行なっています。また、京大基
礎物理学研究所の核理論グループ 及び 周辺大学の核理論研究者とも強い連携を保ち
つつ、研究活動を行なっています。以下では、各サブグループで 最近行なわれてい
る研究を簡単に紹介します。

<< ハドロン・クォーク（ＨＱ）グループ >>
核子や中間子などのハドロンは、さらに基本的な素粒子であるクォークとグルー
オンによって構成されており、 それらのダイナミクスは量子色力学（ＱＣＤ）と呼
ばれる理論により記述されます。ＱＣＤは、そのシンプルなフォームとは対照的に、
ミクロな階層で実に多様な現象の宝庫になっています。その鍵となるのは、2004 年
のノーベル物理学賞の授賞対象となったＱＣＤの非可換性に由来する漸近的自由性
と、その物理的帰結である 低エネルギー領域での強結合性です。この強い相互作用
は、真空の構造や性質さえも変質させてしまうほどに強力であり、その結果もたらさ
れる現象は極めて非自明で多様です。尚、ＱＣＤの非摂動的（強結合的）性質を理
論的に解明することは、現代物理学に残された最重要課題の１つであるばかりでは
なく、純粋に数学的な超難問でもあります。実際、ＱＣＤの非摂動的な性質の数学
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的な証明に対しては、ミレニアムの７問題の１つとして、リーマン予想などととも
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研究室紹介 :

原子核理論研究室

図２ 量子色力学（ＱＣＤ）の物理：極めて単純な１つの式が、数百種類ものハドロンを作り、同時
に ミクロなレベルでの多様な世界を創出している。

に、クレー数学研究所から１００万ドルの懸賞金がかけられています。図２は、ＱＣ
Ｄの物理の概略を図式的に表したものですが、たった１つの数学的な方程式が、極微
なスケールでの多様性を形成しています。
ハドロン・クォーク サブグループでは、ＱＣＤに基いて、その非摂動的性質で
ある「クォークの閉じ込め」や「カイラル対称性の自発的破れ」
、
「真空のトポロジー
的な構造（インスタントン）
」
、ハドロンの性質、更には超高温・超高密度でのクォー
ク・グルーオン・プラズマ（ＱＧＰ）相転移などを、クォーク・グルーオンという基
本的自由度から系統的に研究しています。
１．格子ＱＣＤに基くクォーク・ハドロン物理学の研究 ～ 強い相互作用の第一
原理計算
ＱＣＤの生成汎関数は、経路積分 即ち「無限重積分」で表されますが、格子Ｑ
ＣＤでは、４次元時空間を有限格子状に離散化することにより、経路積分を「数百万
重積分」程度の有限重積分に「近似」し、計算を行ないます。ＨＱグループでは、格
子ＱＣＤを用いて、カラーの閉じ込めなどのＱＣＤの非摂動的性質や、クォーク・グ
ルーオンやハドロンの性質を系統的に研究しています。一例を挙げると、我々は、世
界で初めて、「バリオン中でのクォークに対する閉じ込め力」の様相を明らかにしま
した。また、クォーク多体系（テトラクォークやペンタクォーク）やグルーオンのみ
で構成されるグルーボールなどのエキゾチック・ハドロンやカラーの閉じ込め機構に
ついても、世界に先駆けた研究を行なっています。
２．ＱＣＤの赤外有効理論を用いたクォーク・ハドロン物理学の研究
ＱＣＤの低エネルギー有効理論である、南部・ジョナラシニオ（NJL）模型、双
対超伝導理論、クォーク模型、ＱＣＤ和則、シュウィンガー・ダイソン方程式、カイ
ラル摂動論などを用いて、クォークやハドロンの性質やＱＣＤの非摂動的性質の研究
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を行なっています。最近では、通常の中間子やバリオンの他に、ペンタクォークに対
しても、ＱＣＤ和則を用いた詳細で徹底した研究を遂行し 成果を挙げています。
３．超高温でのＱＣＤ相転移～２兆度の高温世界と宇宙最後の真空相転移
宇宙創世のビッグバン直後は 超高温であり、幾度かの相転移を経て 現在に至っ
ていますが、 その「真空としての最後の相転移」が、ＱＣＤ相転移です。これは 宇
宙ができて 10 マイクロ秒程度後の出来事であり、それ以前は、１兆度以上の超高温
のクォーク・グルーオン・プラズマ（ＱＧＰ）相でした。 この宇宙の初期状態を探
るべく、現在 米国の Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) などで、核子当た
り 200GeV 以上という超高エネルギーの重イオン衝突実験によって、ミクロな初期宇
宙「リトルバン」の創造が地上で試みられています。人類にとっては全く新しい物質
相である このＱＧＰ相に対しても、ＨＱグループでは、中心的な課題の１つと位置

研究室紹介 :
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づけて、ＱＧＰ中での素励起の研究、繰り込み群を用いた相対論的流体方程式の微視
的導出など、極めて独自性の高い 京大らしい研究を行なっています。

図３ 有限温度・密度 QCD の相図に対する理論的予測。μＢ は バリオン数の化学ポテンシャル。
斜体で示されているものは , 比較的最近の研究により提示された概念。

４．超高密度でのクォーク・ハドロン物質とコンパクト天体の研究
カラー自由度の解放は , 高密度の極限状況下でも起こり得ます。例えば、恒星進
化の最終形態の１つである中性子星は、
「巨大な原子核」であり , その内部では , 低
温高密度の「クォーク物質」が実現している可能性もあります。特に、最近発見され
た強磁場中性子星「マグネター」は、千兆ガウスという桁違いに強い磁場を有し、核
子レベルの現象とは 到底解釈し難いことから、その起源はクォーク・レベルで説明
される可能性も指摘されています。これら、コンパクト天体中などで実現し得る「超
高密度のハドロン・クォーク物質」についても、現在精力的に研究を進めており、カ
ラー超伝導相や、相対論的なボーズ・アインシュタイン凝縮（ＢＥＣ）
、クォーク・
ハドロンの混合相の研究など、物性系や統計力学の基本原理まで踏み込んだ一般性の
高い研究を行ない、多くの成果を挙げています。
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<< クラスターグループ >>
１．原子核（安定核・不安定核）におけるクラスター構造の研究
原子核の研究は構造論にせよ反応論にせよ安定核（弱い相互作用でも崩壊しない）
の研究が中心でしたが、２０年ほど前に不安定核（弱い相互作用でのみ崩壊する）の
ビームを用いた実験研究が可能となって以来、その面目を一新してきています。安定
核では常識であった多くの基本的認識すら不安定核では変更を余儀なくされていま
す。例えば、密度や結合エネルギーの飽和性が破れていたり、従来の魔法数が消失し
たり新しい魔法数が現れたり、中性子と陽子の密度分布が大きく異なったり、という
具合です。核子多体系としての原子核の研究はルネサンスにも例えられる状況にある
わけです。勿論、安定核の領域にもまだまだ驚くような発見が、以下にも述べるよう
にありますので、原子核の研究は安定核と急速に広がりつつある不安定核の広大な核
種領域を対象に多くのフロンティアを抱えて活力ある展開を見せています。
私たちの研究室では１０年ほど前に中性子と陽子の変形が大きく異なった原子
核が炭素の同位体にはいくつか存在
するという予言を行ないました。最
近、理化学研究所で中性子過剰側の
Ｃ核についてその予言の実験的検
証がなされ大きな話題となっていま

研究室紹介 :
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１６

す。また、以下にも述べるとおり、
安定核にはクラスター構造が広く存
在しますが、中性子過剰の不安定核
にもクラスター構造が存在すること
を１５年ほど前に予言しました。余
剰中性子の存在はクラスター構造の
発現を妨げるとは限らないことを示
したのです。この予言も今ではＢｅ
の同位体については広く受け入れら

図４ 陽子と中性子の変形が大きく異なった原子核。

れていて、さらに広く他の同位体で
の可能性が追求されている現状です。
新しい質の原子核を積極的に追求することは原子核構造の研究にとって基本的に
重要です。その課題追究の現在の典型例は「ガス的構造の原子核」の研究です。原子
核の基本的性質には密度とエネルギーの飽和性として知られるものがあり、原子核は
その質量数によらず、密度はほぼ一定（標準密度）であり、核子あたりの結合エネル
ギーもほぼ一定です。これは液体の性質を思わせるものであり、原子核は通常は液体
的であると考えられていて、液滴模型とか流体模型などの模型も使われています。さ
て、原子核の密度を標準密度よりもかなり薄くすると、密度分布は空間的に一様では
なくなり小さな原子核（クラスター）からなる「ガス的状態」が発現すると予想され
ますが、そのような状態が実際に原子核の励起状態として存在しているとする研究が
行なわれているのです。日仏独の共同研究ですが、代表的成果として、星の中での炭
素元素の合成の鍵となる１２Ｃ核の第二 0 ＋状態（Hoyle 状態）が３つのα粒子からな
るガス的状態であることをほぼ確定しました。α粒子はボーズ粒子ですのでこの状
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態はボーズ・アインシュタイン
凝縮した状態になっています。
１２
Ｃ核には他にもガス的構造の
励起状態があり、さらに１６Ｏ核
や１１Ｂ核にもガス的構造の励起
状態があることが明らかにされ
つつありますので、「ガス的構
造の原子核」は広い核種の領域
に存在すると期待されます。
ガス的構造の状態は共鳴状
態ですので束縛状態を扱う理論
だけでは記述できません。ガス
的状態の研究の過程で、共鳴状
態を記述する新しい理論も考案
されました。この新理論はガス
的状態に限らず一般の共鳴状態
の記述にも威力を示すと期待さ
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れています。
原 子 核 の 構 造 は 多 様 で す。

図５ クラスターが作るガス的状態。核子自由度が支配する基底
状態に対し、αクラスターから成るボーズ凝縮状態が励起状態
に形成される。

基底状態を始めとする多くの状
態が平均場的構造を持っている
ことはよく知られています。しかし軽い原子核には基底状態でさえもが平均場的構造
ではなくて、２つ（まれには３つ）の小さな原子核（クラスター）が結合して分子的
とも言える構造（クラスター構造）を作った原子核が少なからずあります。このクラ
スター構造の状態は実は励起状態には非常に沢山存在することが知られています。上
に述べたガス的構造状態というのもクラスター構造の一種でつい５年ほど前に至って
その存在が認知されたものです。励起状態として存在するクラスター構造の研究も質
量数が３０近くより重くなると実験も理論も研究の蓄積が薄いのが実情です。従って
核構造研究の最前線の一つとして質量数３０近傍以上の安定・不安定の核種に対する
クラスター構造の研究が行なわれています。最近の成果の一つとして、３２Ｓ核の超
変形の励起回転帯の構造が実は古くから知られる１６Ｏ＋１６Ｏの分子共鳴状態と密接
に関係していることを微視的に明らかにした研究を挙げることが出来ます。
２．クォーク・クラスター模型によるバリオン間相互作用とその原子核多体問題
への応用
原子核を構成している陽子や中性子を結びつけている力、
「核力」( 正確には核子
間力 ) は、一般に「強い相互作用」と呼ばれており、自然界に存在する全部で 4 種
類ある基本的相互作用の典型例です。湯川博士は、核力を担う粒子としてパイ中間
子の存在を予言しましたが、現在では、パイ中間子は、陽子や中性子等のバリオン (
重粒子 ) とともに、それら自身が、より下位の階層に属するクォークとグルーオン
( 膠粒子 ) から構成された複合粒子であり、一方、クォークとグルーオンは、量子色
力学（ＱＣＤ）という、量子電磁気学（ＱＥＤ）に“類似の”運動方程式により支配

CDUP News Letter
No.14

されている事が分かりました。しかしながら、ＱＣＤはＱＥＤと違って、カラー電荷
という内部自由度の存在のために、摂動論的な解析を許さない構造をしており、その
16

ために、核力は、発見から既に 3/4 世紀近く経った今日に至るまで、いまだ完全に
は理解されていません。もし、こうした私たちの認識が正しければ、近年、実験面で
注目されているストレンジネス ( 奇妙さ ) を含むハイパー核や、ハイペロン - 核子
相互作用等も、同様な描像で理解できるはずです。私たちは、このような観点から、
バリオン間相互作用全般について「より自然で正確な、強い相互作用の理解」を目指
して研究を進めています。
最近の成果として、バリオン間相互作用の短距離部分を一つのグルーオン交換に
基づいたクォーク間相互作用で記述し、中距離や遠距離領域で支配的な中間子交換模
型の特徴を備えた新しい模型 fss2 が完成致しました。fss2 は核力における豊富な
実験データを 1 ボソン交換模型に劣らない精度で再現するだけでなく、まだ実験デー
タが少ないハイペロン - 核子相互作用やハイペロン - ハイペロン相互作用、更にはい
まだ実験データの全く存在しない八重項バリオン間の相互作用に対してもクォーク
模型の対称性に裏うち
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された信頼できるバリ
オン間相互作用を提供
しています。また、こ
れらのバリオン間相互
作用を用いて、核子の
三体系であるトリトン
や陽子 - 中性子 - ラム
ダ粒子 ( シグマ粒子 )
からなる一番軽いハイ
パー核であるハイパー
トリトンをクォークか
らなる複合粒子系の三

図６ 一番軽いハイパー核であるハイパートリトンの概念図。変化した
重陽子 (np) に Λ 粒子と少量の Σ 粒子が緩く結合している。

体問題として厳密に解
くことが出来るようになりました。これらの成果は QMPACK ホームページ (http://
www.qmpack.homelinux.com/~qmpack/index.php) に公開されています。

<< 集団運動グループ >>
集団現象には多体系の物理の醍醐味があります。集団現象では系の構成要素の性
質からはまったく想像もできない新しい性質と法則性が現れます。系の構成要素とそ
れらの間の相互作用から出発してこれらの集団的性質の発現機構を解明すること、こ
れが集団現象の微視的理論の目的です。私たちは原子核構造における多様な集団現象
に興味をもって、実験データに密着した微視的モデルの構築から基礎的多体理論の構
築まで幅広く研究を進めています。
陽子と中性子が原子核という束縛系を構成すること自体が集団現象ですが、私た
ちはこの系の基底状態はもとより、この系を色々な方法で励起させたときに起こる多
彩な集団運動のダイナミクスに特に興味を持っています。この研究は物理学をはじめ
化学や生命科学に至る広範な分野に普遍的な課題といえるでしょう。特に、有限量子
系の物理としてメゾスコピック系物理や化学反応動力学と概念的に共通する面も多く
あります。もちろん、強い相互作用に従う原子核に固有の特徴も多々あります。
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私たちは原子核構造という個別科学に根ざしながら、多体系の物理のいろいろな
分野との学問的交流をすすめ、理論物理として普遍性のある概念を発見することを目
指して研究を進めています。
以下では最近の主な成果を要約します。
１．高速回転する超変形核における新しい集団励起モードの発見
大きく変形し高速で回転している原子核の内部を運動する中性子や陽子には強い
コリオリ力と遠心力が作用します。このような極限状況では、基底状態と全く異なっ
たシェル構造が形成され、これに伴って、ソフト８重極振動とよべる新しい型の振動
モードが現れうることを私たちは理論的に予言していましたが、最近になって、この
モードの実験的証拠が多数見つかりました。また、巨大変形核が軸対称性を破ると
Wobbling モードと呼ばれる 3 次元的な首ふり回転運動が生じると期待されていまし
たが、最近になってこのモードが発見されました。ところが、現象論的な回転モデル
では観測されたこのモードの性質を説明できませんでした。私たちは「回転座標系で

才差運動を微視的に記述することに成功しました。このように、高スピンフロンティ
アーとよばれる実験と理論の世界的なネットワークの中で、私たちは格別に重要な役
割を果たしています。
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の準粒子 RPA」と呼ばれる微視的モデルを用いて「準粒子の回転整列」という微視的
機構を取り込むことによって、このパラドックスを説明することに成功しました。更
に、多数の準粒子の角運動量が（強磁性体のように）整列した high-K アイソマーの

図７ 左から、High-K アイソマーの才差運動、高速回転する超変形核のバナナ振動、正四面体
(tetrahedral) 変形核の回転運動の概念図。

２．陽子ドリップ線および中性子ドリップ線近傍の不安定核におけるソフト振動
モードの探索
私たちは対称性の制限を課さない平均場の方法 (symmetry-unrestricted SkyrmeHartree-Fock-Bogoliubov method) に基づいて不安定核において様々なエキゾチック
変形状態が現れる可能性を調べ、正四面体のような tetrahedral 変形や巨大変形核が
バナナの様に振動する可能性を示唆してきました。これらの成果の上に、ドリップ線
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近傍の不安定核において中性子スキンの形成に伴って新しい型のソフト振動モードが
現れる可能性を探求しています。この目的を遂行するため必要とされる、1) 平均場
の変形、2) 対相関、3) 連続状態への励起の３要素を取り込んだ準粒子 RPA 法の計算
コードを世界に先駆けて構築し
ました。ごく最近、このコード
を用いた理論計算によって、中
性子ドリップ線近傍核において、
中性子ペアー分布の揺らぎ、ス
キンの変形振動、共鳴状態に励
起し空間的に広がった中性子対
のダイナミカルな相乗効果によ
って新しい型のソフトモードが
現れる可能性を示唆しました。
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この研究は理研をはじめとする
世界の不安定核ビーム実験とタ
イアップして今後おおいに発展
させるつもりです。
図８ 上：ドリップ線近傍の原子核では
弱く束縛された中性子や中性子のペア
ーが容易に連続状態に励起するが、こ
の様な励起のコヒーレントな重ねあわ
せによって、集団励起モードが形成さ
れる。中 : 中性子スキンの双極子型振
動の概念図。下：中性子ドリップ線近
傍核の超変形状態の中性子と陽子の密
度分布 ( 理論計算 )。巨大変形した中性
子スキンの出現が示唆されている。

３．大振幅集団運動の理論の構築とその変形共存現象への適用
超低温状態にある原子核の励起スペクトルには、非線形振動や異なった形の共存・
競合現象など、線形近似では扱えない多様な集団現象が現れますが、これらを記述す
る微視的理論はまだ発展途上の段階にあります。とりわけ、
平均場の複数の平衡点
（場
の理論でいえば、異なる真空）にまたがる大振幅集団運動の微視的理論の構築は核構
造論のなかで最大の難問とも言えましょう。そのような理論の構築は長年にわたって
試みられてきましたが、大きな理論的困難に直面して行き詰っていました。この状況
のなかで最近、私たちは突破口を見つけ、その理論的定式化を成し遂げました。 こ
の理論は ASCC 法 (Adiabatic Self-Consistent Collective Coordinate Method) と
呼ばれています。この理論の開発によって時間変化する平均場の描像と時間依存変分
原理に基づいて、多粒子系の膨大な微視的自由度から少数の集団的自由度を自己無撞
着に抽出することが可能になりました。ごく最近私たちはこの理論を（オブレート変
形とプロレート変形が同じエネルギー領域に共存する）変形共存現象に適用し、二つ
の平衡点をつなぐ集団経路を微視的に決定することに世界で初めて成功しました。更
に、平均場が時間変化することによって生じる微視的効果を取り入れて、集団運動の
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慣性質量を計算することに成功しました。この現象の理解には多体系の集団自由度に
関するトンネル効果を記述できる理論の開発が必要で、核構造論にとどまらずメゾス
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コピック系をはじめ広範な分野に普遍的な課題となっています。最近の成果はこの目
標への第一歩であり、将来おおいに発展する可能性を秘めています。

図９ ASCC 法で求めた集団経路 (collective path)。オブレート ( みかん ) 変形（上側の黒丸）とプロレ
ート（レモン）変形（下側の黒丸）をつなぐ集団経路（赤い実線）は変形エネルギーマップの渓谷近傍
を通っている。この渓谷は軸対称性を破っている。厳密に言えば、この図は多次元位相空間内の集団経
路を変形パラメター ( β , γ ) 空間に射影したものである。左側：68Se, 右側 : 72Kr.

記者紹介
政田 洋平 (Youhei Masada) 宇宙物理学教室／花山天文台 D1
専攻 : 理論天文学（宇宙における磁気流体現象の理論的研究）

編集後記
市民講座では、谷森先生、西川先生、水崎先生、いずれも興味深いお話ありが
とうございました。参加者のアンケートも、昨年同様、( やや難しかったが ) 大変
おもしろかった、という回答が多数でした。今号では、中村先生の学士院賞受賞、
蔵本先生の朝日賞受賞という嬉しいニュースがありました。市民講座で講演をし
ていただいた西川先生も「加速器ビームによる長基線ニュートリノ振動の観測」
という受賞理由により、今年度の仁科賞を受賞されておられます。三先生にあら
ためてお祝い申し上げます。西川先生はこの４月１日より高エネルギー加速器研
究機構に移られることになりました。また、市民講座の水崎先生、本号で研究室
解説を書いていただいた堀内先生も３月末で定年退職されます。大変寂しい限り
ですが、残された我々はより一層頑張らねばと思う次第です。先生方、
これまで色々
とありがとうございました。
( 編集委員 柴田一成 )
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