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本２１世紀 COE プログラムの一つの目的は、世界レベルの若手研究者を養
成することであり、若手研究者を雇用し精力的に研究を進めてもらうために、
予算のかなりの部分を投じている。２００６年４月現在、本プログラムに関
係して雇用されている研究員は、COE 研究員８名、助手相当２名、理学部リサー
チフェロー３名の計１３名であった。
２００６年度も、分野を超えて研究成果を報告しあい、新しい方向性を探っ
ていくために、研究成果の発表会を１１月９日に行った。発表会は午前８時
５５分から午後５時まで行われ、一人３０～４０分の発表ののち、１０分間
の質疑応答を行った。発表会の後、評価委員会が行われ、研究員全員が順調
に成果をあげていることを確認した。
発表会での発表者と講演題目は次のとおりである。
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DNA compaction is higher at lower ionic
strengths.
Next, we measured the changes in
transcriptional activity that accompanied the
DNA conformational transitions. From the
viewpoint of physics, this problem is
formulated as a possibility of molecular motor,
RNA polymerase, which use chemical energy
of ATP, to move along DNA chain, which is
electrostatically bound to oppositely charged
nanoparticles. Complete inhibition was found
at high concentrations of nanoparticles. In
contrast, at intermediate stages of DNA binding
with nanoparticles, the transcription activity of
DNA survived, and this strongly depended on
the size of the nanoparticles. (Figure 3)

Complexes
of
DNA
with
cationic
nanoparticles as a simple model of
chromatin
Zinchenko Anatoly, Research Fellow
Physics Dept. Kyoto University
My research is dedicated to the modeling of
DNA semiflexible chain organization on
nanoscale proteins by the system containing
long DNA chain and cationic nanoparticles. It
was found that the DNA compaction by
cationic nanoparticles is progressive and
proceeds through the formation of “beads-on-astring structures” of various morphologies.
Three different adsorption mechanisms have
been identified depending on the correlation
between DNA and NPs in terms of geometry,
chain rigidity and electrostatic interactions: free
DNA adsorption onto NP surface (large NP),
DNA wrapping around NP (medium size
nanoparticles about 20 nm), and NP collection
on DNA chain (small nanoparticles about 10
nm) (Figure 1).

Figure 3. Schematic representations of three scenarios
for the movement of DNA polymerase (orange oval)
along a DNA chain complexed with nanoparticles of 40
(L), 15 (M), and 10 (S) nm.

For large nanoparticles of 40 nm, a decrease in
transcriptional activity can be caused by the
addition of only a small amount of
nanoparticles. On the other hand, there was
almost no inhibition of DNA transcriptional
activity with the addition of small nanoparticles
(10 nm) until very high concentrations, even
under conditions that induced DNA compaction
as revealed by single-DNA observation. At
higher concentrations of 10 nm nanoparticles,
DNA transcription activity decreased abruptly
until it was completely inhibited.
Our data allows for simple numerical
comparison of a mechanical work made by
polymerase during motion along DNA by the
distance equivalent to one nucleotide
(elementary length of polymerase motion) and
electrostatic contribution of the free energy of
DNA interaction with nanoparticles having
different sizes. With the help of single
molecule force measurements it was found that
about 2.5kT energy is used for polymerase
motion by one nucleotide, however the energy
from ATP hydrolysis reaction, which moves
polymerase, is much higher, 12kT. On the other
hand, electrostatic contribution to the free
energy for each bond of DNA with interacting

Figure 1. Adsorption, wrapping and collection
mechanisms distinguished in DNA-NP interaction

The wrapping scenario of DNA compaction
markedly resembles the mechanism how DNA
is compacted by histone proteins in vivo.
(Figure 2).

Figure 2. A. Wrapping of DNA around histone octamer
in chromosome (it was never observed directly by
microscopy), and B. Wrapping of DNA chain (black
line) around 15 nm cationic nanoparticle observed by
TEM.

It was found that at the point of complete DNA
compaction with nanoparticles, the total charge
on DNA-NP complex is negative, i.e.
nanoparticles are overcharged by DNA
segments. In the excess of nanoparticles,
complexes are overcharged by nanoparticles
and bear positive charge. The degree of NP
overcharging by DNA at the point of complete
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polycation was estimated as 2kT. The number
of cationic bonds can be estimated according to
the charge density on NP (ca. 1 e/nm2), size of
NP, and mode of interaction. According to our
model (Figure 3), there are two possibilities
how particle can be displaced from the certain
binding site on DNA by polymerase:
dissociation of the nanoparticle from DNA or
slipping of the NP along DNA. Due to nonwrapping mechanism of interaction and small
size, S nanoparticles interact with DNA
forming only a few bonds, therefore, both
slipping of particle along DNA and complete
dissociation from DNA are possible when
polymerase moves from the balance of
polymerase work and electrostatic energy of
DNA-NP interaction. Dissociation of M
nanoparticles from DNA is certainly impossible
because the number of bonds formed by DNA
with M nanoparticle (calculated for a one full
DNA turn around nanoparticle and 15 nm
average size) is about 50 and the corresponding
electrostatic interaction is very high. However,
the slipping of particle by simple repetitive
dissociation of ionic bond at the nearest
location to the moving polymerase and
formation of a new bond at the other end of
outgoing chain of DNA requires only 2kT in
order to maintain such a slipping. However, in
the case of a sequence of DNA-wrapped
particles on the DNA chain, this slipping
activation energy should be multiplied by the
number of particles in the sequence, suggesting
that the sequence of several M particles should
finally prevent polymerase from the motion. In
the case of L nanoparticles, where above
mentioned slipping is not possible due to the
formation of a large number of salt bonds
between DNA and nanoparticle, neither of the
mechanisms can be realized. These results will
be used to elaborate systems with controlled
DNA bioactivity in complexes with
nanotemplates.
Published and submitted papers:
Zinchenko A. A., Chen N., Compaction of
DNA on nanoscale three-dimensional templates
J. Phys.: Condens. Matter. 2006, 18, R453R480.
Zinchenko A. A., Luckel F., Yoshikawa K.,
Transcription of Giant DNA Complexed with
Cationic Nanoparticles as a Simple Model of
Chromatin Biophys J. 2007 in press

Zinchenko A. A., Sakaue T., Yoshikawa K,
Baigl D., Compaction of Long Duplex DNA by
Cationic Nanoparticles: A Model Experimental
System of Artificial Chromatin, submitted to J.
Phys. Chem. B.
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京都大学 理学部 リサーチフェロー

研究成果 報告書
岡

光夫

がこれまでの理論では全く予想されていなかっ
たことを強調した。つまり、新しい理論モデルを
要求する観測的な発見があった、という論点を明
快にする書き方を心がけて修正・再投稿した。そ
の結果、2006 年 11 月 10 日付けで受理され、現

着任：平成 1７年 8 月 15 日

在印刷中である。

所属：理学部附属花山天文台
提出：平成 18 年 11 月 18 日

研究２「非定常衝撃波の観測的研究」
上記研究１の補足解析を行っている過程で予期

はじめに

しなかった新しい解析を得た。具体的には、衝撃

理学部リサーチフェローとして着任して以来、1

波遷移層を例外的に細かく観測することに成功

年強が経過した。そこで、着任以来の研究活動の

した 1996 年 7 月 1 日のイベントのデータを精査

成果と進捗状況を報告する。具体的には、（１）

した結果、電磁場が衝撃波遷移層中にイオンジャ

受理されたばかりの論文の内容、（２）投稿準備

イロ周期で変動していることに気づいた。従来、

中の研究成果、そして（３）新しい研究の準備状

単一の衛星では衝撃波遷移層の時間変化と空間

況、の３つについて解説したのちまとめる。

変化を分離することができない、と考えられてい
た。しかし、このイベントでは空間変化に対応す

研究１「衝撃波における電子加速の観測的研究」

る観測時間スケールが時間変化のスケールより

理学部リサーチフェローに着任する以前に終了

も例外的に大きかったためと思われるデータが

していた研究についてレター誌へ投稿する作業

見つかった。具体的には、衝撃波遷移層における

を行った。この研究では、日米合同で打ち上げた

各領域（フット、ランプ、オーバーシュート）を

地球磁気圏尾部探査衛星 Geotail のデータを用い

観測している間にイオンジャイロ周期で磁場の

て地球バウショックにおけるベキ型のエネルギ

絶対値や広帯域電場ノイズが変動していた。これ

ースペクトルについて調べた。具体的には、ベキ

らの現象は、従来「衝撃波リフォーメーション」

指数のマッハ数および衝撃波角に対する依存性

という呼称で主に数値シミュレーションを用い

を調べた結果、ホイッスラー臨界マッハ数を境に

て研究されてきた現象に類似していた。そこで、

してその値が大きく異なることが分かった。以上

1 次元のフル粒子シミュレーションを行い、得ら

の成果を Geophysical Research Letters に投稿

れたデータのなかに仮想的な人工衛星を通過さ

した結果、英文の校正が不十分であるとしてリジ

せて観測データの再現を試みた。その結果、1 次

ェクトされた。英文を修正したのち再投稿したが、

元シミュレーションで再現できる範囲を明らか

やはり英文の校正が依然として不十分であるこ

にすることができた。このことは、電子加速と衝

と、また、論理の組み立てが不明瞭であるとして

撃波リフォーメーションの関係という従来見過

再度リジェクトされた。このことは、電子加速過

ごされてきた論点を観測的に指摘するものであ

程とホイッスラー波の相互関係が理論的に明ら

る。現在、以上の成果をレター誌に投稿するため

かになっていないことによる混乱があったよう

準備中である。

に思われた。そこで、ホイッスラー臨界マッハ数
の導入に関する記述を増やすとともに、ホイッス

研究３「太陽フレアに伴う粒子加速の研究」

ラー臨界マッハ数でベキ指数が整理できたこと

リサーチフェローとして採用された際の課題は、

太陽フレアに伴う粒子加速機構をシミュレーシ
ョンにより明らかにすることであった。そこで、
シミュレーション研究を行うため、2 次元粒子シ
ミュレーションの準備を行った。まず、粒子加速
機構を議論するために必要な要素を検討するこ
とで、現在存在する複数のシミュレーション・ス
キームのいずれかを用いるべきか考察した。具体
的には、電磁流体シミュレーションにテスト粒子
計算を組み合わせる「宇宙線ハイブリッド・シミ
ュレーション」、イオンを粒子、電子を流体とし
てあつかう「ハイブリッド・シミュレーション」、
そしてイオン、電子ともに粒子として扱う「粒子
シミュレーション」を検討した。その結果、とく
に太陽フレアで想定される電子の加速を議論す
る場合には加速の初期段階を詳しく調べなけれ
ばならないため、あらゆるパラメータ範囲におけ
る粒子的描像を追跡可能な粒子シミュレーショ
ンを行うことにした。なお、このシミュレーショ
ン手法の歴史は古く、技術的に成熟しているスキ
ームであるため、新たに開発するのではなく、篠
原育・宇宙航空研究開発機構・助教授によるコー
ドをベースに新しい数値シミュレーションを行
うことにした。現在は、このコードのテスト計算
を行っているほか、本研究で想定している太陽フ
レアに伴う粒子加速が議論できるよう、計算パラ
メータの検討、境界条件の変更、太陽コロナに特
有の粒子間衝突の効果の実装などの準備を行っ
ている。来年までには目標としている数値実験が
開始できる見込みである。
まとめ
理学部リサーチフェローとしての課題は研究３
として記述したものであるが、研究１が予想に反
して時間を要したこと、また、予期していなかっ
た成果である研究２を行ったため、当初予定した
よりも研究３は進んでいない。しかしながら当初
の研究計画は余裕を持たせたものであるため、今
後研究２の論文化と並行して研究３を行っても、

来年度には十分な成果が出せると考えている。

“Black holes, branes and extra dimensions”
Antonino Flachi
Yukawa Institute for Theoretical Physics,
Kyoto University, Kyoto 606-8503, Japan

studied [4]. The main result of this investigation (a non technical account can be found in
[7]) was that once the brane-black hole system is
perturbed, for example by Hawking emission of
particles by the black hole, an instability develops and the brane envelops the black hole, which,
by a mechanism of reconnection, is expected to
escape from our observed universe into the extra
dimensions. Further analysis indicated that the
time scale of escape is shorter than the time of
evaporation, pointing out a specific experimental signature. From a more formal perspective,
the previous results tell us that a configuration
of a brane intersecting a black hole is unstable
under perturbations that give to the black hole a
relative velocity with respect to the brane. The
previous results seem to be relevant not only in
the context of low scale gravity theories, but also
Amongst the various predictions of higher diin the context of early universe cosmology, where
mensional theories, there is one which is partica type of mini black holes, termed ‘primordial’,
ularly worth of study: the creation of a ‘mini’
have existed.
black hole in the high energy collision of two parThe above results have been reconsidered
ticles [2, 3]: when two particles collide at an energy which overcomes the Planck scale, the sys- within a more general class of models that intem may collapse and form a black hole. The po- cluded effects ignored in the previous investigatential of the LHC or cosmic ray facilities might tion. In [5], for the first time, the dynamical
then open a window on black holes microphysics interaction between a black hole and a field theand will be, without doubt, a revolutionary dis- oretical realization of a brane (domain wall) was
covery. However, a clear picture is far away, and studied and the evolution of this system simumany issues are still to be clarified and under- lated numerically. These new results confirmed
the conclusions of [4], and allowed one to follow
stood.
the evolution of the system during the separaOf paramount importance both for the potention, completely illustrating how the escape of
tial phenomenological interest of low scale gravthe black hole takes place. Further analysis has
ity theories, and also from a more formal pershowed that, when both the recoil velocity and
spective, is the study of brane-black hole systhe brane tension are small, in some cases, which
tems. In simple words: we still do not comdepend on the co-dimension, there exists a critipletely understand how a black hole ‘interacts’
cal velocity, namely a barrier that may prevent,
with a brane. Only recently the dynamical interfor small recoil velocities, the escape of the black
action between black holes and branes has been
hole [6].
considered [4–6]. As a first step, a simple model,
During the past few months we have been
consisting of a black hole sitting on a geometrical sheet-like (Nambu-Goto) brane, has been investigating the collision between a black hole
Introduction. Recent advances in theoretical
physics suggest that the observed universe might
be a membrane embedded in a higher dimensional space [1]. In this scenario the universe is
a 3D hypersurface, the brane, and explicit examples of these objects are D-branes in string
theory or domain walls in elementary particle
models. This idea has recently received a great
deal of attention, mainly because of the possible resolution of the hierarchy problem that it
suggests: gravity can be diluted due to the extra hidden dimensions and in this way become
strong at the TeV scale. This fact can, in principle, be tested during the next few years at the
particle accelerator LHC or in cosmic ray facilities and has triggered new directions of study in
particle physics and cosmology .
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and a brane when brane models of axionic type cosmological domain wall problem [8–10].
are considered. In such a case the new possibilWe are currently considering the above reity of creation of a hole on the brane becomes
possible. Our study shows this explicitly and, sults in relation to various problems and aspects
although further detailed analysis is needed, it of relevance in particle physics and cosmology.
may confirm a new conjectured solution of the

[1] N. Arkani-Hamed,
S. Dimopoulos and [7] M. Inman, ‘Budding Black Holes’, Physical Review Focus, October 2005,
G. R. Dvali, Phys. Lett. B 429, 263 (1998).
http://focus.aps.org/story/v16/st12
[2] S. Dimopoulos and G. Landsberg, Phys. Rev.
[8] D. Stojkovic, K. Freese and G. Starkman, Phys.
Lett. 87 161602 (2002).
Rev. D72 45012 (2005).
[3] S.B. Giddings and S. Thomas, Phys. Rev. D65
[9] A. Flachi and T. Tanaka, to appear.
056010 (2002).
[4] A. Flachi and T. Tanaka, Phys. Rev. Lett. 95 [10] A. Flachi, to appear in the proceedings of the
Workshop ‘Fundamental Problems and Appli161302 (2005).
cations of Quantum Field Theory –Topological
[5] A. Flachi, O. Pujolàs, M. Sasaki and T. Tanaka,
Aspects of Quantum Field Theory’, Kyoto UniPhys. Rev. D73 125017 (2006).
versity, December 2006.
[6] A. Flachi, O. Pujolàs, M. Sasaki and T. Tanaka,
Phys. Rev. D74 045013 (2006).

テラヘルツ領域での表面フォノンポラリトン共鳴に
よる電場増大効果
京都大学大学院理学研究科 岡田隆典

fTO=1.84 THz、fLO=2.71 THz、減衰定数 γ=0.08
THz、光学誘電率 ε∞=6.51 を用いることで、図 1
の破線で示すように実験結果とよく再現するこ
とができた。このことから、2.18THz に現れる構
造は CsI の SPP によるものであることが分かる。

テラヘルツ(THz)領域での局所センサーに繋が

さらに、反射率がゼロとなる条件で電場増大がど

る技術として、物質界面に局在した表面電磁波を

の程度であるかを見積もった。プリズム/空気境界

用いる方法がある。全反射分光法を用いてドープ

面で反射される電磁波と SPP からの再輻射電磁

された半導体における表面プラズモン共鳴につ

波の二つの成分が完全にバランスを保っている

いて研究された例があるが[1]、大きな減衰定数の

場合を考える。r123= (r12+ r23exp(-2ηz2d))

ために効率的な電場増大は得られていない。この

/(1+ r12r23 exp(-2ηz2d))=0,

ことは THz 領域高感度センサーとしての応用研

ここで、ηz2=-(ε1sin2θ1-ε2)1/2ω/c、c は光速、r12 と

究に対し、妨げの要因となっている。そこで本研

はそれぞれプリズム/空気と 空気/CsI 間の複素反

究では、テラヘルツ時間領域全反射減衰

射係数である。この現象は位相整合条件が成り立

(THz-TD-ATR) 法を用いて、減衰定数が小さいヨ

つときに見られ、解析の結果共鳴条件における電

ウ化セシウム(CsI)結晶界面における表面フォノ

場強度は入射光強度に比べて 400 倍まで増幅され

ンポラリトン(SPP)共鳴に注目し、表面電場の増

ることが分かった。これは表面プラズモンの場合

大効果について考察を行った。本研究では、プリ

と比べるとはるかに大きい[1]。SPP における局

ズムを用いた THz-TD-ATR 法で測定を行った(図

所的高効率な電場増大は、減衰定数がフォノンの

1 挿図)。プリズム(誘電率 ε1)-試料(ε3)距離 d を変
化させ(オットー配置)、エアーギャップ(ε2)にしみ

r23

縦横分裂のエネルギー幅に比べて非常に小さい
ことに起因している。この結果は、テラヘルツ領

出したエバネッセント光で SPP を励起し信号電

域での電場センシング技術への応用に期待でき

場成分の振幅と位相を直接測定することで共鳴

る。

現象を解析した。図 1 に d を変化させたときの
TM

偏 光 励 起 で の

ATR

反 射 率

ATR=|E(ω,d)/E(ω,∞)|2 を実線で示す。ATR

反射率

が低周波数側に行くに従い小さくなっているの

[1]Hirori et al. Opt. Express, 13, 10801
(2005).

は、プリズム/空気/CsI の 2 境界の系に起因する。
TM 偏光励起において TO、LO フォノン周波数の
間 2.18THz にディップが現れる。この信号は

d=70μm で最小値ゼロとなり、TE 偏光励起では
現れない。また位相シフト

Δ φ =arctan(E(ω,d)/E(ω,∞)) に お い て も 、
2.18THz で TM 偏光励起でのみ位相変化が見られ
た。これは SPP が TM 偏光であることに起因し、
TM 偏光エバネッセント光によって SPP が励起
されエネルギー吸収および拡散されるために、

ATR 反射率にディップ構造が現れ位相シフトが
変化すると考えられる。これらの実験結果につい
て、プリズム/空気/CsI の 2 境界モデルで解析を
行った。CsI 内の電子の振る舞いについては単一
ローレンツ振動子モデルを用いた。その結果、

図1

原子核・ハイパー核の殻模型による研究
理学研究科

物理学第２教室
杉本聡

原子核理論研究室

原子核はいくつかの陽子と中性子がその間に働く

考えられている。そこで、我々はテンソル力による

力である核力によって結びついている量子多体系で

相関を取り込んだ殻模型計算を行い閉殻構造を持つ

ある。原子核は陽子数、中性子数の組み合わせによっ

16

したりもする。最近では不安定核ビームを用いた実

O に一粒子がついた 17 O における ls スプリッティ
ング、磁気モーメントについて調べた。テンソル力に
よる引力エネルギーが結合エネルギーの半分程度も
あるにも関わらず、ls スプリッティング、磁気モーメ

験が広く行われるようになってきており、原子核の

ントはテンソル力によってあまり影響を受けないこ

様々な新しい性質が明らかにされつつある。陽子と

とが分かった。これはテンソル力による強い相関が

中性子（核子）だけからなる通常の原子核にストレ

あるにも関わらず、16 O に一粒子が弱く結合してい

ンジネスを持った粒子である Λ 粒子、Ξ 粒子などが

るという描像が成り立つことを示しており興味深い。

て多様な形態をとり、さらに励起エネルギーが加わ
ることによって基底状態とは違った新たな相が出現

加わった原子核はハイパー核と呼ばれる。ハイパー

また、我々は Ξ ハイパー核に対しても殻模型によ

核も近年精密な測定が可能になってきており、p 殻領

る研究を行っており、今後実験データが蓄積されると

域の Λ ハイパー核においては γ 線分光を用いた実験

期待される Ξ ハイパー核の構造の情報から、核子-Ξ

により準位構造が明らかになり、核子と Λ 間の相互

間の相互作用についてどのような情報が得られるか

作用について多くの情報が得られつつある。

について研究を進めている。

現在、日本では理化学研究所において不安定核ビー

• 口頭発表
“Study of the tensor correlation in oxygen isotopes using mean-field-type and shell model
methods”, SPIN06 (Kyoto, Oct 2006).

ムを用いた実験を目的とした RI ビームファクトリー
が建設中であり、今後不安定核を含めた原子核の研究
が急速に発展をしていくものと期待されている。ま
た、東海村には J-PARC と呼ばれる大強度陽子加速
器が建設中であり、ここではハイパー核の実験を精

• 論文
“Study of the effect of the tensor correlation in
oxygen isotopes with the charge- and parity-

力的に行う予定である。J-PARC においてはストレ
ンジネス S = −2 のハイパー核を生成することが大
きな目標の一つであり、S = −2 を持つ Ξ 粒子を含

projected Hartree-Fock method”, Sugimoto et
al., nucl-th/0607045; to be published in Phys.
Rev. C.
“Tensor correlation in 4 He with the tensoroptimized shell model”, T. Myo, S. Sugimoto et

んだ Ξ ハイパー核の研究は重要なテーマのひとつで
ある。
我々は原子核におけるテンソル力の効果について
研究を行っている。テンソル力は相互作用する核子
のスピン角運動量と軌道角運動量を同時に 2h̄ ずつ変

al., nucl-th/0607059; to be published in Prog.
Theor. Phys.

化させる。テンソル力が強いということは原子核物
理において特徴的なことであり、原子核の引力エネ
ルギーの半分程度はテンソル力によるものだと考え
られている。テンソル力はスピンの自由度に関わっ
ており、原子核の殻構造において重要な ls スプリッ
ティング、磁気モーメント等に影響を及ぼしていると

1

ハイペロンΛ(1405)の研究
藤村寿子
物理学第二教室 原子核ハドロン
受け入れ教官
今井憲一
強い相互作用をする粒子をハドロンと言い、今ま
でに数百種類もの質量や性質が異なるハドロンが
発見されてきた。クォーク模型は、これらハドロン
を、より小さい構造を仮定したクォーク多体系とし
て記述するものである。ハドロンには、陽子や中性
子に代表されような３つのクォークから成るバリ
オンと、π中間子や K 中間子などのクォークと反ク
ォーク対からなるメソンに大別される。しかし、こ
の模型では説明できない粒子も存在し、その一つと
してハイペロン共鳴状態である (1405)粒子があげ
られる。ハイペロンとは、ストレンジクォーク(s ク
ォーク)を含むバリオンのことである。
(1405)は、スピン・パリティが 1/2－で、重い s
クォークを含んでいるにもかかわらず、負のパリテ
ィを持つバリオンの中で最も軽い粒子である。クォ
ーク模型では、u, d, s の３つのクォークから構成さ
れ、スピン・パリティが 3/2－の (1520)とスピン多
重項を形成すると考えられている。しかし、これら
2 粒子は 100 MeV/c2 以上の質量差があり、クォー
ク間の LS 力の寄与だけではこの差を説明すること
が出来ない。このため、 (1405)は N K の束縛状態
ではないかと従来から指摘されてきた。これは、ハ
ドロンレベルのメソンとバリオンの分子共鳴的な
状態として表される。このような束縛状態が存在す
れば、K 中間子が原子核に対して強く束縛され、原
子核が収縮すると予想されるので、中性子星内部の
K 中間子凝縮の理解に繋がる。カイラル・ユニタリ
ーモデルでは、複数のメソン・バリオン分子共鳴状
態によるチャンネル結合法により (1405)は構成さ
れ、アイソスピン I=0 と I=1 の干渉項のために、
(1405)からの崩壊が + － か － ＋ かによって不変
質量分布の形が違うことを予言している。このた
め、この電荷の異なる崩壊モードにおける不変質量
分布を測定することが、 (1405)の構造を理解する
鍵となる。しかし、過去の (1405)の生成実験は
(1385)との分離の難しさから非常に乏しい。その
一方で上述のように理論的な研究は活発に行われ
ており、現在多くの実験データが求められている。
SPring-8/LEPS に お い て 、 原 子 核 標 的 か ら
(1405)を生成し、その質量分布を測定する実験を
行った。蓄積電子ビームにレーザー光を散乱させ、
後方にコンプトン散乱されたγ線は、高偏極、高強
度であり、また、空間的に非常によく局所化してい
るために、短寿命で崩壊するハイペロンの崩壊様
式の研究に適している。バックグランドとなる

(1385)は、崩壊様式が (1385)→ ０→p － ０であ
り、 (1405)→ ± m →n ± m とは異なるため、崩壊
する荷電粒子を測定すれば、これらを分離する事が
出来る。このため、Time Projection Chamber (TPC)
の開発を行った。TPC は 3 次元の情報量で粒子の飛
跡を大立体角に渡って測定することが出来るので、
このような測定に適している。
図１はγｐ→K+ X 反応で得られたハイペロンの不
変質量分布である。1.4 GeV/c2 付近にピークがある
が、これには (1405)と (1385)が含まれている。図２
も、γp→K+ X 反応のハイペロンの不変質量分布だ
が、崩壊様式からΣπに崩壊するイベントを選んだも
のである。1.4 GeV/c2 と 1.5 GeV/c2 付近のピークは、
Σπに崩壊する (1405)と (1520)である。今後は、
(1405)のΣ + π － とΣ － π ＋ の崩壊モードによる不変
質量分布の形の違いを見ていく予定である。

図 1:γp→K+ X 反応によるハイペロンの質量分布。

図 2: γp→K+ X 反応によるハイペロンの質量分
布。崩壊様式からΣπに崩壊する粒子を選んでい
る。
口頭発表
“ (1405) photoproduction at SPring-8/LEPS”,
The 17th International Spin Physics Symposium,
October 2 to 7, 2006 in Kyoto, Japan.
“ (1405) photoproduction at SPring-8/LEPS”,
Yukawa International Seminar 2006, November 20
to December 8, 2006 in Kyoto, Japan.

高赤方偏移における巨大水素輝線ガス天
体の探査研究

がより加速されているのではないかと考えられます。

松田 有一
宇宙物理学教室
受け入れ教員： 太田耕司 助教授
１．研究活動報告
現在の宇宙で見られる銀河は膨大な数の星（数百
万から数千億個）の集団です。銀河にはいろいろな
形や大きさを持つものがあり、バラエティーに富んで
いることが知られています（図１）。
図２：遠い昔の宇宙に存在する巨大水素輝線ガス天
体
（緑色が水素輝線ガス、画像の一辺は 60 万光年）
２．研究会、学会発表
[1] 松田有一他、「z=3.1 Lyα blobs のサブミリ波観
測」 日本天文学会 2006 年春季年会 和歌山大学
[2] Y. Matsuda ‘Lyα blobs at z=3.1’, Cosmic Frontiers,
2006/8, ダーラム, イギリス
図１：現在の宇宙にあるいろいろな銀河
（Pearson Education より）

３．査読論文

ではこのような銀河はいつ、どのように、どのような場

[1] Matsuda et al. 2006, ‘A Keck/DEIMOS Spectroscopy of Ly

所でできてきたのでしょうか？私は銀河形成の謎に

α Blobs at Redshift z = 3.1’, The Astrophysical Journal,

迫るため、すばる望遠鏡をはじめとする世界一線級

Volume 640, Issue 2, pp. L123-L126.

の望遠鏡をフルに活用して、遠い昔の宇宙にある生

[2] Kashikawa et al. 2006, ‘Clustering of Lyman Break

まれたての銀河の観測的な研究を行っています。

Galaxies at z = 4 and 5 in the Subaru Deep Field: Luminosity

私の主な観測対象は、宇宙の始まりから 20 億年と

Dependence

of

the

Correlation

Function

Slope’,

The

いう初期宇宙で見つかってきた、巨大水素輝線ガス

Astrophysical Journal, Volume 637, Issue 2, pp. 631-647.

天体と呼ばれる、差し渡し数十万光年の非常に大き

[3] Shimasaku et al. 2006, ‘Lyα Emitters at z = 5.7 in the

な水素の電離ガス雲を持つ天体です（図２）。この天

Subaru Deep Field’, Publications of the Astronomical Society

体は銀河系の数倍の大きさを持っており、大きな楕

of Japan, Vol.58, No.2, pp. 313-334

円銀河の子供時代ではないかと考えられています。

[4] Kashikawa et al. 2006, ‘The End of the Reionization Epoch

私はこれまでにすばる望遠鏡で見つけた多数の巨

Probed by Lyα Emitters at z = 6.5 in the Subaru Deep Field’,

大水素輝線ガス天体に対して分光観測を行い、天体

The Astrophysical Journal, Volume 648, Issue 1, pp. 7-22.

中のガスの運動を調べました。その結果、サイズの大

[5] Iye et al. 2006, ‘A galaxy at a redshift z = 6.96’, Nature,

きなガス天体ほど、ガスの運動も速いということを世界

Volume 443, Issue 7108, pp. 186-188.

で初めて統計的に明らかにしました。この結果から、

[6] Yoshida et al. 2006, ‘Luminosity Functions of Lyman Break

サイズの大きなガス天体ほど（１）質量が大きい、ある

Galaxies at z~4 and z~5 in the Subaru Deep Field’, The

いは（２）多くの超新星爆発を起こしているため、ガス

Astrophysical Journal, Volume 653, Issue 2, pp. 988-1003.

液晶配向場を用いた分子マニピュレータの
開発

とを実験的に示すことを目的とした。図 1 に分子マニ
ピュレーションの概念図を示す。具体的な実験の詳
細を次に述べる。

佐光貞樹
物理学第一教室 ソフトマター物理学研究室
受け入れ教員： 山本 潤 教授
ソフトマターはその名前からも明らかなように固体
に比べてはるかに柔らかい物質であり、構成単位の
高い運動性に加えさまざまな秩序をもった高次構造
を示す。特に液晶状態と呼ばれる相では、分子は重
心に関する周期秩序を持たず液体と同様に流動性
を示す一方で、その分子方向に関して規則性を示し
分子の配向秩序の変形に関して固体と同様に弾性
を示すことから、運動と構造の結合という観点から物
理学的にも興味ある対象といえる。液晶の配向秩序
の高さを示す物理量としては秩序変数 S があり（ここ
ではスカラー秩序変数 S のみを考える）、一般に液晶
状態を示す物質では、温度が高いと分子の配向が
完全に乱された等方液体相（S = 0）を示すが、温度
が低くなると排除体積効果により分子の配向方向が
そろった液晶状態（S = S0 ≠ 0）を示す。さまざまな秩
序を持った液晶相があるが、ここでは最も対称性の
高い液晶相である１次元の配向秩序のみを示すネマ
チック液晶相を測定対象とした。
低分子からなるネマチック液晶に高分子のような単
独では配向秩序を示さない物質を微量に添加すると、
高分子は混合エントロピーの効果により液晶中に分
散するが、液晶中に分散した高分子の周囲では液晶
の配向が分子スケールで乱されるため、純粋な液晶
系に比較して秩序変数 S が減少し自由エネルギーが
増加する。そこで、このような低分子液晶・高分子混
合系に対して人為的に液晶の配向が乱れた領域を
部分的に導入した場合には、ネマチック液晶の排除
体積効果により高分子は液晶の配向が高い領域から
排除され、液晶の配向が乱された領域に濃縮される
のではないかと考えた。もしこのような現象が生じるな
らば、液晶のような秩序を持った流動相においては、
高分子とプローブとの直接的な作用がない場合にも、
液晶の配向場の秩序度を制御することにより、液晶
中に分散した高分子を集めることができることから、こ
のような系は分子マニピュレータとして機能する。そこ
で本研究では、このような液晶の配向場を駆動力と
する分子マニピュレーションが原理的に可能であるこ

図 1. 分子マニピュレータの概念図
低分子液晶の配向場を乱す手法として、アゾベン
ゼンの光異性化反応を利用することを検討した。アゾ
ベンゼンは紫外光を照射すると分子形状が伸びたト
ランス体から分子形状の曲がったシス体に異性化し、
シス体に可視光を照射すると元のトランス体に戻ると
いう光異性化反応を示す分子である。トランス体は液
晶に類似の棒状形状であるので低分子液晶の配向
はあまり乱されないのに対して、シス体ではアゾベン
ゼン分子と低分子液晶の形状の相違により液晶の配
向が大きく乱されることが期待される。またアゾベンゼ
ンはシス体よりもトランス体のほうが安定なため、シス
体からトランス体への逆異性化反応は熱エネルギー
によってもゆっくりと進行する。アゾベンゼンの光異性
化反応を利用することで分子スケールでの配向乱れ
を生じさせることが実現可能となる。
分子マニピュレーションの原理を示すためには、試
料中で高分子が部分的に濃縮されることを示す必要
がある。微量の高分子濃度を局所的に測定すること
は実験的には難しいが、ここでは高分子に蛍光団を
持たせて蛍光強度を測定することにより、部分的な高
分子濃度の不均一を検出することを試みた。高分子
の濃度が低い領域と高い領域を区別するため、検出
系には 2 次元の CCD カメラを使用した。低分子液晶
にアゾベンゼンと蛍光団を持つ高分子を微量添加し
た系に、部分的に紫外光を照射してアゾベンゼンの
光異性化反応を生じさせた状態で試料を冷却して試
料全体を結晶化させた後、試料の蛍光観察を行い、
アゾベンゼンの光異性化が生じていた部分で蛍光強
度が高くなっていることを見出した。今はまだ予備実
験の段階ではあるが、この結果は分子マニピュレー
ションの可能性を示していると期待される。
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高波長分解能ファブリペロー分光器による銀河

冷却されている必要がある。平行平面鏡間隔調整

系中心部の温かい分子雲が放つ水素分子純回転

機構は、片側の鏡の位置を微小に動かすアクチュ

輝線の検出

エータと、平行平面鏡の間隔の相対変化を測定す
る変位センサ、および、平面鏡保持部からなる。

宇宙物理学教室

永山貴宏

受け入れ教官：長田哲也教授

これらはすべて前述のとおり、30K の環境下で機
能することが必須であり、加えて、冷却を容易に
するため低発熱、低熱流入であることが求められ
る。さらに天体観測装置は望遠鏡の焦点部に取り

水素は宇宙に最も多く存在する元素であり、宇

付けられ、望遠鏡と共に上下左右に回転する。こ

宙空間では主に水素原子(HI)、水素イオン(HII)、

のような困難な環境中下の超精密ステージは少

水素分子(H2)の 3 つの状態で存在する。このうち、

なくとも天体観測装置においては例がなく、本研

HI、HII は、21cm 超微細構造線(HI)、再結合線

究においても、いろいろな試行錯誤、予備実験を

(HII)という検出が容易な輝線を放射するため、こ

繰り返してきた。以下では、有望なアクチュエー

れまでに多くの研究が行われてきた。一方、H2

タと変位センサについて述べる。

は検出が容易な輝線を持たないため観測が非常
に難しく、HI、HII に比べ極端に観測例が少ない。

インパクト駆動型アクチュエータは、衝撃力を

H2 は分子雲と呼ばれる"星のゆりかご"の主構成

発生させることで対象物をたたき、慣性力で物体

要素であり、また、恒星自体が分子雲中の H2 が

を微小量移動させ、その後摩擦力によって物体を

収縮することで生まれる。そのため、H2 を直接検

保持する方式のアクチュエータである。この駆動

出することは星の形成過程を明らかにする上で

方式であれば、ストロークの短いアクチュエータ

意義深く、天文学がさらに進展するため必要不可

でも一連の動作を連続的に行うことで 1mm レベ

欠である。以上の背景をもとに、本研究では、１．

ルの移動量を 10nm レベルの分解能と同時に実現

宇宙空間の水素分子が放射する波長 17.035μm

できる。現在、試作品が完成し、低温実験を行っ

の純回転遷移輝線を検出するためのファブリペ

ている。インパクト駆動方式は対象物移動後には

ロー(FP)分光器を開発し、実際に検出を試みる

摩擦力により位置を保持するため、アクチュエー

２．宇宙空間、特に銀河系中心部の温かい分子雲

タに常時通電する必要がないという利点もある。

を観測し、その分布、物理状態を明らかにするこ

また、複数のアクチュエータを 1 つのドライバで

とを目的としている。今年度は、FP 分光器の開

駆動することができる。このため、将来の天文観

発を行った。

測衛星用のアクチュエータにも適する。

FP 分光器は 2 枚の平行平面鏡間の多重反射を
用いた分光器である。本研究の目的を実現するた

光干渉型変位センサはレーザー光を 2 つの経路

めには、高い波長分解能(λ/Δλ) 50,000 が必要

に分け、再び合成する際の干渉強度が 2 つの経路

であり、そのためには 2 枚の平面鏡を平行(両端の

の光路長の差により異なることを利用した距離

距離に換算して 50nm の平行度)に保ったうえで、

センサである。光路中に偏光板・波長板を置くこ

その間隔を 50nm の精度で調整する必要がある。

とで、偏光成分間に 90°の位相差を生じさせ、対

また、目的とする輝線の波長は中間赤外線領域に

象物の移動方向を検知可能としている。また、2

位置するため、室温物質はすべて背景放射源とな

成分の干渉強度比を測定することで、レーザー発

るので、可能なかぎり(～絶対温度 30K 程度まで)

振波長の約 1/100(6nm)まで測定可能である。こ

のセンサの利点は測定の長期安定性がレーザー
の発振波長にのみ依存するため、非常に安定する
ことにある。低温下での動作に対して不安材料も
ない。室温環境下ではすでに機能しており、現在、
低温実験の準備を行っている。
研究発表リスト
A high-spectral resolution tandem Fabry-Perot
spectrometer for 17-micrometer wavelength
Nagayama, T, Nagata, T; Zenno, T; Nagashima,
C; Kurita, M; Sato, S; Kobayashi, M; Haraguchi,
K; Kawada, M; Kataza, H; Okamoto, K. Y.
SPIE, 6269, 134, 2006

Figure Caption
開発中のインパクト駆動型アクチュエータと光
干渉型変位センサ

編集後記
早いもので２１ＣＯＥ最終年度も残るところ半年余りとなりました。次期グ
ローバルＣＯＥへの申請作業も始まりいよいよ慌ただしくなってきたように感じ
ています。当初毎月発行を目論んでいた本ニュースレターでしたが、皆さんなか
なか忙しく、現在は三月に一度、年四号の発行のペースで頑張っています。多少
なりとも皆さんの研究交流の役に立っているとすれば広報委員の一員として大変
うれしく思います。また記者として協力してくれた院生の皆さんも多大な貢献を
してくれています。惜しむらくは、広く全構成分野から記者を募る仕組みが確立
していなかったため、委員の周辺の特定の院生に頼むことが多くなってしまった
のが少々残念です。自分の研究分野とは違う分野の研究室を訪問して、話を聞き、
それを記事にするのは、色々な意味で勉強にもなり、また自分の研究の視野を広
げることにも役立つことだと思います。もし次期グローバルＣＯＥでも同様の企
画を続けるとしたら、是非もっと多くの院生が記者を体験できるように改善して
いければ良いと思います。
（編集委員 国友 浩）
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