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短報

ニュートリノを捕らえる新たな目
「SciBar」が稼動開始
新しいニュートリノ検出器「SciBar ( サイバー )」が京都大学・高エネル
ギー物理学研究室の西川教授・中家助教授らのグループによって開発され
た。スーパーカミオカンデの事故、小柴先生のノーベル賞受賞など、ここ
数年一般からの注目度も高いニュートリノ実験物理学。今回の新検出器は
この分野にどのような新しい知見をもたらしてくれるのだろうか？ 中家
助教授は言う「SciBar を使えば、ニュートリノ反応で生まれる全ての素粒
子 1 つ 1 つを識別し、その軌跡を追うことが可能になります。」
そもそも「ニュートリ
ノ を検出する」とはどうい
うことなのだろうか。電子
など他の素粒子と違い、電
写真１ SciBar 検出器。 高エネルギー物理学
荷も持たないニュートリノ
研究室提供。
は周囲の物質と「弱い相互
作用」しかしない。素粒子
実験物理学で相互作用しな
い、ということは検出できないことを意味
する。ニュートリノが他の物質と相互作用
第２号の内容
すること、即ちニュートリノ反応によって
より検出が容易な素粒子が生成される。そ
１．短報
れらの性質を調べることによって、我々は
ニュートリノを捕
ニュートリノそのものの性質を知ることが
ら え る 新 た な 目
できる。しかし、弱い相互作用しかしない
「SciBar」が稼動開始
ニュートリノの場合、反応の起こる確率が
極めて低い。「そのため、ニュートリノは宇
２．探訪
宙の中で光子と同じくらいの数が存在する
非線形動力学研究室
にも関わらず、1950 年代までその実在すら
確認されていなかったんです」と中家さん
２．研究室紹介
は語る。
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反応する確率が低い場合、2 つの方法が
考えられる。1 つは検出器を巨大なものに
することだ。小さな検出器で 1 つしか捕ま
えることができなくても、1000 倍大きな検
出器なら 1000 個捕まえることができる。も
う 1 つは大量のニュートリノを人工的に生
成することだ。前者は「スーパーカミオカ
ンデ」に相当する。スーパーカミオカンデ
ではニュートリノは水分子と反応を起こし、
生成された荷電粒子は水中でチェレンコフ
光と呼ばれる光を放射する。スーパーカミ
オカンデは巨大な水層であり、この光を検
出する。一方、後者のニュートリノ発生装
置は現在、筑波の高エネルギー加速器研究

機構 (KEK) にある。ここで生成されたニュー
トリノをスーパーカミオカンデに向けて発
射する実験は「K2K (KEK to Kamioka の意 )
実験」と呼ばれ、1999 年 4 月から行われて
いる。今回、中家さんらが開発した「SciBar」
はこのニュートリノビームの発射口付近に
設置されている。
これまでの検出器の多くは、ニュート
リノ反応の結果生まれる素粒子のうち一部、
特にμ粒子や電子のみを捕らえる検出器が
多かった。しかし、ニュートリノ反応は 1
種類ではない。検出されたμ粒子がどの反
応によって生まれたものかを知るためには、
他の同時に生成された粒子の正体を明らか
にしなければならない。さらに、反応が弾
性散乱なら、反応後の粒子からニュートリ
ノのエネルギーを正確に見積もることがで
きるが、実際は反応の一部には非弾性散乱
が混じっていることがわかっている。この
非弾性散乱ニュートリノ反応を精密に識別
することは、K2K に設置されている他の検
出器では難しかった。その結果、これまで
はニュートリノの基本物理量であるエネル
ギーを見積もる際にも、それに伴う不定性
はどうしても取り除くことができなかった
のである。
そこで SciBar の登場となる。SciBar は
「シンチレーター」と呼ばれる特殊なプラス
チックを使用している。ニュートリノ反応
によって生まれた粒子はシンチレーター内
の電子を励起し、光を発生させる。この光
を光ファイバーで検出することで、粒子の
エネルギーや位置を知ることができる。シ
ンチレーターを用いたニュートリノ検出器
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図１

SciBar が捕らえたニュートリノ反応の一例。

ニュートリノを捕らえる新たな目「SciBar」が稼動開始

反応の結果生まれた陽子とμ粒子の軌跡がわかる。高

はこれまでにも多数存在していたが、SciBar
はこれを細い棒状に加工し、１万５千本も
のシンチレーター棒を縦横に配置すること
によって、粒子の軌跡を正確に追える高い
分解能を実現している。シンチレーター
(Scintillator) の棒 (Bar) なので「SciBar」。
棒 1 本の太さは 2.5cm × 1.3cm で長さは 3m
だが、全体では縦横３m、奥行きが 1.8m の大
きな検出器になる。中家さんによると「ただ
大きいだけの検出器ならこれまでにもあった
んですが、大型検出器で SciBar ほどファイ
ンなセグメントまで実現しているものはこれ
までありませんでした。」

うのは前例がない。シンチレーター棒その
ものは米国フェルミ研究所で製作されたが、
設計からその後の開発作業・組み立ては全
て中家さんの研究室の教官と大学院生が
行った。中家さんもこれまでニュートリノ
実験物理には長く関わってこられたが、大
型検出器そのものの設計・開発はこれが初
めてだったという。技官がいない状況下で、
もともと「モノ作り」が比較的苦手な理学
生と試行錯誤しながら開発作業は進められ
た。特に苦労したのは大量にあるチャンネ
ルの構築と制御だったという。1 本 1 本の
シンチレーターの穴に光ファイバーを手作
業で通したり、大量のファイバーがからま
ないようにしたり、という「大量生産作業」
に数ヵ月が費やされた。それ以前の試行錯
誤の段階で既に半年近くかかっている。京
都大学内での作業を終えた後は、つくばの
KEK で数か月間、最終組み立て作業とテスト
が行われた。アイデアが生まれてから 3 年、
2003 年 10 月 7 日に SciBar は KEK で稼働を
開始、現在まで大きなトラブルもなく動き
続けている。
今後は各ニュートリノ反応の研究、そ
の結果を利用したスーパーカミオカンデの
データの解析などで威力を発揮するであろ
う「SciBar」。また、特に注目されるのが
「ニュートリノ振動」の研究だ。ニュートリ
ノ振動とは、ニュートリノに質量がある場
合に起こる、ニュートリノそのものの種類
が変換する現象をいう。1998 年「ニュート
リノに質量がある証拠を発見」と報道され

実際に SciBar の威力を見てみよう。図１
は SciBar が検出したニュートリノ反応の１
例である。赤丸で記されているのが粒子の軌
跡で、その大きさがエネルギーを表している。
小さなエネルギーで長い軌跡を描いているの
がμ粒子、大きなエネルギーで短い軌跡を描
いているのが陽子である。これまでの検出器
では、この陽子を効率良く検出することがで
きなかった。さらに、この反応は弾性散乱で
あることが知られており、今後は弾性散乱と
非弾性散乱を識別することが可能になる。そ
れぞれのニュートリノ反応の研究も今後は飛
躍的に進むことが容易に想像できる。μ粒子
と陽子の軌跡を同時に明らかにしている写真
２のようなクリアーな事象を多数観測するこ
とは、SciBar 以外の検出器では難しい。
１万５千本ものシンチレーター棒のみか
ら構成されているニュートリノ検出器、とい
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図２ SciBar の模式図。縦横にシンチレーター棒が
並べられている。高エネルギー物理学研究室提供。

ニュートリノを捕らえる新たな目「SciBar」が稼動開始

たのは、このニュートリノ振動を検出した
ことを意味する。スーパーカミオカンデで
μニュートリノの数を測定したところ、地
球を通過して裏側から来るニュートリノが
空から来るニュートリノより少なかった。
これはμニュートリノが地球を通過中に
ニュートリノ振動によってτニュートリノ
に変化したと考えると説明できる、という
のが 1998 年の発表の主旨である。ニュート
リノ振動の存在を確認したことは、ニュー
トリノ質量を発見したことでありノーベル
賞クラスの発見である。次には、理論的に
予言される振動の起こる確率がニュートリ
ノのエネルギーに依存していることをはっ
きりと示すことが重要であり、各ニュート
リノのエネルギーを正確に測定できる K2K
実験への SciBar の導入は、今後より一層
ニュートリノ振動の研究を発展させると期
待されている。「今後の実験で各ニュート
リノの質量差がより正確にわかるようにな
るでしょう」と中家さんは期待している。
SciBar を用いた新しいニュートリノ実験の
データは今年 6 月にニュートリノ国際会議
で発表される予定。
( 宇宙物理学教室

植村誠 )
写真２ 京都大学理学研究科・高エネルギー物理
学研究室の中家剛助教授。SciBar の写真の下で
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非線形動力学研究室

探訪

非線形動力学研究室

非線形動力学研究室にお邪魔させていただきまし
た。ここでは蔵本教授・篠本助教授を筆頭とする総
勢 18 名で今までにない視点から物理学を見つめら
れています。蔵本先生と篠本先生に、非線形物理学
の歴史と展望を聞きました。
蔵本先生が大学院におられた 60-70 年代、統計物
理学は平衡、またはほんの少し平衡からずれた系の
研究に留まっていました。これらは既に理論的に完
成され収束しつつあった一方、非平衡で線形近似の
出来ない系はまだ議論が始まったばかりでした。折
しも BZ 反応や CIMA 反応 ( 図 1) と呼ばれる何時間
もかけて振動しパターン構造形成も起こる不思議な
化学反応が発見されました。実際に生物学教室で反
応を見た蔵本先生は「これを理論的にきちんとした
モデルで説明したい」という衝動にかられ、全く新
しい分野に飛び込まれたそうです、非線形力学の醍
醐味は結合振動子系の作る「リズム」の自発的発生
と小さな揺らぎの予測できない成長です。自然界で
も蛍の集団発光・拍手の同期・雪の結晶のパターン
構造形成など、様々なところに顔を覗かせています。
そこには「古典物理学的普遍性」とは違う新しい「普
遍性」があるはずです。
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図1
CIMA 反応によって自然発生したパターン。( 蔵本著 : 新し
い自然学 非線形科学の可能性 より )

非線形動力学研究室
探訪

蔵本先生は ,「自然と離れたおもちゃになら
ぬよう、具体的な自然にとらわれすぎないよう」
な距離感を持って一見多様な自然界に潜む共通
の物理を引き出してこられました。先生の世界
初の結合振動子系の精密解の発見、カオスの基
礎方程式の導出などはこの分野の基本的な成果
になっています。これは蔵本先生がまだ新しい
分野に飛び込む冒険をされたからこその成果で
あり、若い方にも是非冒険をして欲しい、との
メッセージをいただきました。
脳の記憶検索システムを磁性体の模型である
イジング模型で表現しようという一見突拍子も
なく見える研究が始まったのは 1980 年代中盤
のことです。
篠本先生は初期からこの分野に参加しておら
れます。元物理学者の Hopfield が提唱したい
わゆる「Hopfield model」では、イジングスピ
ンのアップ・ダウン状態を脳内ニューロンの発
火・休止状態に見立て、スピン間相互作用を
ニューロン間の結合に見立て、エネルギー緩
和プロセスを記憶検索プロセスに見立てます。
Amit et al.(1985) に代表される物理学者達に
よる一連の研究により、そういったモデルが記
憶検索システムを説明する「おもちゃ」として
詳しく解析されましたが、それらの「おもちゃ」
の示す現象は現実の脳神経系の現象からはか
け離れていました。90 年代に入り、篠本先生
は脳そのものの研究も始められました。この時
「本物の脳は我々の作ったおもちゃよりはるか
に複雑で、かつ面白い」と痛感されたとか。こ
の頃から、神経生理学者が行った実験に対して
理論研究者が解釈を与えるという異色のコンビ

で「脳の高次機能」という研究が重点領域化さ
れ、現在までに脳内を伝わるスパイク状電気信
号 ( 神経スパイク ) の数学モデル化など、様々
な成果を挙げられています。
現在我々の理解は脳内の電気信号そのものの
解釈にとどまっています ( 図 2)。しかし、い
つの日か、信号だけから記憶を再構築できる「脳
の完全理解」時代がやってくるかもしれません。
「まだ読むべき論文の少ない分野に行きなさい。
それはきっと新しい分野だから」という篠本先
生の言葉が印象的でした。
さらに詳しく知りたい方は : http://www.ton.
scphys.kyoto-u.ac.jp/nonlinear/
( 物理学第二教室

馬場

彩)

図2
脳の神経スパイクは測定できても思考は再構築できない。
( 篠本先生の HP より )
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宇宙線研究室

研究室スタッフ
教授 小山勝二、 教授
助手 窪 秀利、 助手

物理学第二教室

谷森 達、助教授 鶴 剛、 助手
松本浩典、助手 身内 賢太朗

小山

勝二

田沢雄二、

はじめに
私たちの研究室は歴史的な経緯から宇宙線研究室と呼ばれています。時々「線」を「船」
と間違えて別のロマンを感じる方もいます。私たちの「宇宙線研究」は、旧来のスタイル
やテーマに停滞することなく、新たな研究課題の設定や人事（交流）を促し、常にダイナ
ミックな発展を進めるものです。現在のテーマは宇宙 X 線とガンマ線検出技術開発、それ
を用いた宇宙の研究です。ガンマ線天文は物理第 2 教室では最も新しい分野です。硬 X 線
を含む 10k e V から 100T e V まで 10 桁にもおよぶ広大な波長帯は天文学における未開拓のフ
ロンティアでもあります。私たちは広大な領域の両端エネルギー帯、100GeV  100TeV(TeY
ガンマ）と 10keV  10MeV( 硬 X 線、MeV ガンマ ) の観測から宇宙最高エネルギー現象、宇
宙に残存しているかもしれない宇宙初期の量子効果の探求を目指しています。

図１ 南オーストラリア
の CANGAROO-III 10 ｍ
望遠鏡 4 台

Z

CDUP News Letter
No. ２

4

昨年のノーベル物理学賞はニュートリノとＸ線という天文学の新しい窓を開拓した功績に
与えられました。全ての理論天文学者の否定的な予想に対し「自然は我々より想像力に富むか
もしれない」と敢行したロケット実験（1962 年）、これが X 線天文学の劇的な誕生になったの
です。「理論の権威」に盲従することなく、独創的技術開発と実験を基礎に宇宙線の正体を解
明した実験家（ロッシの自叙伝は感動的です）のみが持ちえた「直感、卓見、実行力」だった
と思います。こうして生まれた X 線天文学は未だ 40 歳の若造ですが、天文学の３本の柱と認
知されるほどになりました。そして今なお私たちに想像をこえる新事実を提供しているのです。
この X 線天文は当研究室の最も実り（成果）多い分野としてのみならず、成果の多くは前述の
ガンマ線天文へ重要な指針を与える役割を担ってきた主柱です。
ガリレオは、1610 年 1 月７日自作の望遠鏡を木星にむけ、その周辺にいくつかの小天体（ガ
リレオ衛星）を発見、翌日の観測でその配置がまったく変わっていることに驚愕、これが「地
動説」への確信になったのです。このように実験・観測物理の真髄は「理論」の検証ではな
く、むしろ「理論」を打ち破る事実を白日のもとにすることでしょう。想像を超える真実を秘
める宇宙、それを見る新たな窓（X 線、ガンマ線）を切り開くこと、それを用いた実験（観測）
主導型の研究に、私たちは物理学の魅力を実感しています。全く検出技術が異なる軟 X 線から
T e V ガンマ線までの幅広い波長帯の研究者が緊密に連携する当研究室は世界的にもユニークな
存在です。現在修士以上２４名（うち女性４名）の研究者がこの特徴を生かし、世界の先端研
究を切り開くべく奮闘しています。以下に私たちの研究活動と成果を波長の短い順に紹介しま
す。実験物理学の魅力を感じていただければ幸いです。

TeV ガンマ線は上層大気（高度 5 〜 15km）でほぼ光速の粒子シャワーを起こし、そ
の荷電粒子群がチェレンコフ光を約１度の円錐上に放射します。この微弱な光（約 300 〜
500nm）フラッシュを大面積の反射鏡で集光し、焦点面に並べた約 400 本の光電子増倍管ア

研究室紹介

宇宙線研究室

TeV ガンマ線

図 2 GeV（黒印）および TeV（赤印）ガンマ線が
検出された天体
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図 3 ステレオ観測の原理。

レーで１０９秒の時間分解能で捉えて、TeV ガンマ線の到来方向を知るわけです。陽子（宇宙線）
起源のチェレンコフ光の像は、電磁相互作用で発達するガンマ線シャワーに比べ広がるため雑
音として除去できます。ガンマ線チェレンコフ像の形状をパラメータ化して、宇宙線と識別す
る手法によって、ＴｅＶガンマ線地上観測が急速に進展したのはここ 1 ０年余りのことです。
私たちはオーストラリア（ウーメラ）に 10m 直径の望遠鏡群（図 1）を建設し、それを
用いた観測研究（CANGAROO グループ ) の中心的役割を担っています。CANGAROO 望遠
鏡は、4 台の 10m 望遠鏡が一辺約 100m の菱型の頂点に配置され、現在 3 号機までが稼動し、
４号機が平成 1 ５年度末に完成します。複数の望遠鏡で捉えたチェレンコフ光画像の長軸の
交点から、ガンマ線到来方向を決め（図３）、角度分解能は１台の観測時の 0.2 度角から 0.06
度角へと大幅に向上します。CANGAROO および欧米グループは現在までに約 10 天体を検
出していますが、前述の高感度化で、TeV ガンマ線天体の数は飛躍的に増大させ、GeV 領域
(100MeV 〜約 10GeV：CGRO 衛星 EGRET 検出器により約 270 個のガンマ線源が発見され
ている ) を凌ぐ最高エネルギーガンマ線天文学の樹立を私たちはめざしています。
現在知られている TeV ガンマ線天体は、中心に巨大ブラックホールと相対論的ジェッ
トを持つ活動銀河核、パルサー（高速回転する中性子星）をもつ星雲、超新星残骸 (SNR) な
どです。私たちは 1995 年、Ｘ線衛星 ASCA で SNR SN1006 からの X 線シンクロトロン放
射を発見、続いて CANGAROO 望遠鏡で TeV ガンマ線を検出しました ( 図４)。多波長スペ
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図 4 超新星残骸 SN1006 の ASCA による X 線画像（左）と CANGAROO で得られた TeV ガ
ンマ線の有意度分布（右）
図 5 超新星残骸 RXJ1713.7-3946 の TeV ガンマ線有意度分布と多波長 ( 電波から TeV ガンマ
線 ) で観測されたスペクトル。シンクロトロン放射（青）、電子による逆コンプトン放射（緑）、

クトルは、約 4 μ G の磁場中で約 50TeV の電子が放射するシンクロトロン光子（電波か
ら X 線領域）、及びその電子による 2.7K 光子（宇宙背景輻射）の逆コンプトン（ガンマ線
領域になる）で説明できます。百年前（1911 年）に発見されて以来、謎のままであった宇
宙線起源の謎に大きく迫ったのです。もちろん陽子も加速されているはずです。高エネルギ
ー陽子は物質密度の濃い領域（星雲や分子雲）の原子核と衝突すると、π０を生成、崩壊し
てガンマ線を出します。SN1006 以外にも当研究室は非熱的Ｘ線放射が卓越する SNR を多
く発見しています。中でも RX J1713.7-394 ６では X 線シンクロトロン放射領域から TeV
ガンマ線を検出しました。その
0.4 〜 5TeV の ス ペ ク ト ル は、
π 0 崩壊起源のガンマ線でよく
説明出来ます ( 図５)。超新星残
骸を銀河系内宇宙線起源とする
重要な証拠でしょう。このよう
に X 線シンクロトロン放射する
SNR から系統的な TeV ガンマ
線観測を行い、宇宙線の起源に
迫っていきたいと意気込んでい
ます。
図６(a) MeV ガンマ線イメージン
グ検出器の模式図 (b) 実際に測
定された、コンプトン散乱の反跳
電子の３次元軌跡 (c) ガス検出器
μ -PIC の模式図

MeV ガンマ線
MeV ガンマ線はブラックホール最近傍や宇宙初期の、超高温状態や特異な時空構造や、
巨大原子核あるいはクオーク物質＝中性子星、超新星爆発やビッグバンといった宇宙、素粒
子、物質創生の現代物理学最重要課題に直接肉薄できるユニークなプローブです。 ところ
が、MeV ガンマ線は物質（検出器）とは主にコンプトン散乱するのみなので、その到来方
向を決めることは大変困難です。事実、MeV ガンマ線の到来方向を一意的に決める有効な
手段は未だにありません。長い間重要視されながらも未踏のエネルギー領域だったのです。
当研究室は独自に開発した微細加工による薄膜型 2 次元ガス検出 ( μ -PIC: 図 6c）とガス
中での電子のドリフト時間検出技術（TPC）を組み合わせることにより、世界で初めてガン
マ線の到来方向を検出する装置（図６a、ｂ、図７）を開発しました。霧箱のように電子が
ガスの中を散乱しながら走るのを世界で初めて電気的に捉えることに成功したのです。この
技術を発展させて、3 年後に気球実験を行います。そして最終的には衛星搭載を目指してい
ます。この技術を応用すれば、X 線高速物質構造解析技術、医療診断のための 3 次元ガン
マ線イメージングなどで画期的な成果が期待できます。
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図７ ( 左 ) プロトタイプを用いたガンマ線イメージ取得実験 ( 右 ) ２つの
線源を置いた時の再構成ガンマ線イメージ
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硬X線
中性子星や巨大銀河団の重力ポテンシャル、超新星爆発や銀河団衝突は宇宙の最も
Energetic な現象です。その莫大なエネルギーが構成粒子に等分配（熱化）されると約１億
度のプラズマになり、１０keV 程度の軟Ｘ線を放射します（X 線天文学）。ところが、広大な
宇宙では少数の粒子にエネルギーが選択的に注入される「常識はずれな」現象が随所で実現
されます（非熱的粒子）。前述の宇宙線加速、ガンマ線バースト、相対論的宇宙ジェットな
どがその典型です。非熱的粒子は宇宙における最高エネルギー生成プロセスの証人なのです。
非熱的粒子は熱的粒子と異なり、広いエネルギー範囲の電磁放射をします。なかでも硬 X 線
（数１０keV）は熱的放射から卓越し、かつ光子数も多いので最も意味ある観測帯域といえま
す。しかし硬Ｘ線は軟 X 線と異なりミラーによる集光が困難です。つまり MeV ガンマ線と同
様、撮像観測がほとんど不可能な領域でした。私たちは新しい波長帯に踏み込むと必ず想像
を超える発見があったこと、観測技術のブレークスルーこそ天文学の進歩の原動力だったこ
とを知っています。だからこそ、数々の技術的ブレークスルーをなしとげ、世界初の硬 X 線
撮像衛星を打ち上げることに奮闘しているのです（NeXT 計画）
私たちは N e X T で硬 X 撮像用 C C D の開発研究を担当しています。これは厚い空乏層（約
300 μ m）の透過型 CCD とそれを透過した X 線は直後の CdTe アレー（半導体検出器）で検出
する「ハイブリッド」カメラです。いま大阪大学、国立天文台、浜松ホトニクスと共同で技
術開発しています。この X 線 CCD に偏光検出機能をもたせるため、超微細ピクセルを実現し、
超低雑音、高い電荷転送効率、高速読みだしなど全てを備えた、いわば究極の X 線 CCD も開
発視野に入っています。
軟X線
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この分野（X 線天文学）は日本が文字通り世界を
リードしてきた貴重な分野です。なかでも当研究室は
際だった役割を果たしています。いま米国とヨーロッ
パ連合が先端技術を駆使した X 線天文衛星を打ち上
げ、ASCA 衛星の成果を発展させる X 線天文学の新
たな世紀に入りました。私たちも再度、最新宇宙像の
世界への発信源を目指し ASTRO-EII 衛星の準備中で
す（図８）。具体的には ASTRO-EII 搭載用の撮像分光
型 X 線 CCD カメラ（XIS）を 大阪大学、宇宙科学
研究所、MIT( 米 ) で共同開発、製作をおこなってい
ます。この技術は X 線の標準検出器として X 線天文
以外のも広く応用可能なものです。
次にいままでの X 線天文衛星を用いた我々の高
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図８．ASTRO-EII 衛星、2005 年に打
ち上げ予定。私たちは X 線 CCD カメ
ラを担当している・

エネルギー天体研究を紹介します。星は極寒の分子雲の芯で生まれます（原始星）。当然の
低温の星です。私たちによる驚くべき発見は低温であるはずの原始星が超高温プラズマを大
規模に生成、消滅させていたことです（図９）。私たちはさらに原始星の構造と進化の研究
に X 線を導入する新たな方法論
（星形成と進化の）を開発してい
ます。
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図１０．銀河中心のシンクロトロン X
線（青色のフィラメント）。赤色は主
に高温のプラズマからの X 線放射。

図 9．うみへび座の原始星群、1 光年立方に１００近い原
始星が密集している。周辺のグラフは約１日の X 線時間変
動を示す。激しく変動しているのが分かる。

宇宙線エネルギーは最高１０２１eV にもなり、人類が到達しえた最高エネルギーをはる
かに凌駕します。つまり宇宙線源は文字どうり宇宙最高エネルギー加速器です。そこでは人
類未踏の「超高エネルギー加速器実験」が稼動中のはずです。しかしその加速器が何処にあり、
どのようなものかは謎のままです。私たちは殻型超新星残骸（SNR）の X 線観測で、宇宙
線衝撃波加速 ( フェルミ加速 ) の現場検証に成功しましたが、まだ 10 15 eV 止まりです。最
近のトッピクスは、巨大ブラックホールが潜む天の川銀河の中心付近から非熱的Ｘ線放射を
発見したことです（図１０）。１０２１eV にもなる宇宙線は Active な巨大ブラックホール（活
動的銀河核）で生成される可能性が高いので、図１０の銀河中心（静かな巨大ブラックホー
ル）研究の成果は宇宙最高エネルギー加速器解明への重大なステップになるでしょう。

図１１．図星が爆発的に形成されている銀河 M82
河の中心付近）を拡大した X 線写真。

左

すばるによる赤外線写真

右は四角い部分（銀

重量級の星は最期に爆発（超新星）してブラックホールを残します。質量は太陽の１０
倍程度ですので「星質量ブラックホール」と呼びます。一方多くの銀河の中心には質量が
百万から１０億の太陽に匹敵する「巨大ブラックホール」があります。後者が如何にして形
成されるかは、宇宙物理学の中でも最大級の謎です。私たちは両者を結ぶ「中間質量ブラッ
クホール」を星形成の盛んな銀河 M82 の中心付近（まったくの中心ではない）、大質量星
の集団中に発見しました（図１１）。新聞の第一面に報道されるなど大きな話題になりまし
たから、記憶されている方も多いでしょう。以上の観測事実を基に「星質量ブラックホール
が合体して中間質量ブラックホールになり、合体を繰り返しながら中心に落ち込んで、巨大
ブラックホールに成長する」とする有力な仮説を提案しました。これを作業仮説を実証する
CDUP News Letter
No. ２

8

宇宙線研究室
研究室紹介

には、中間質量ブラックホールが大質量星団中の普遍的存在であることを示すことです。そ
の探査研究を現在も進めています。
以上の研究の他にも、超新星残骸、銀河、銀河団での元素組成測定、それを基礎に宇宙
規模での化学進化や高温プラズマ構造の研究、小マゼラン雲からのパルサー群の発見、特異
な X 線種族分布の解明など多様な研究課題にも挑んでいます。多様性もまた得がたい宇宙の
魅力なのです。

記者紹介
植村

誠 （うえむら

馬場

彩 （ばんば

まこと） 宇宙物理学教室 D ３
あや）

物理学第二教室

専攻 : 恒星物理学

宇宙線研究室 専攻 : X 線天文学

編集後記
気候もようやく春めいてきて、桜の花もちらほら見かけるようになってきました。COE も、
途中からではありましたが、はや初年度を終わろうとしています。この News Letter も創刊
号のポスドク紹介に続き、第二号は「短報」と「研究室紹介」という形にしました。今後も
この形を続けていこうと考えていますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。特に、
「短報」は大学院生が他分野の研究を取材し紹介する企画で、今号に掲載した 2 編もなかな
かの力作となっています。異分野間の交流を促進する意味でも充実した物にしていきたいと
思います。取材を頼まれた方には是非積極的な協力をお願いすると共に、紹介すべき最新成
果やホットな話題をお持ちの方はどしどしお寄せください。また、「記者」の希望者も引き
続き募集していますので、意欲のある院生は積極的にお申し出ください。
これら定期的な企画以外に、皆様からの投稿記事も歓迎しています。いよいよ法人化を
迎えて、今後ますます外に向けた情報の発信が重要となってくるでしょう。C O E のサポート
を受けて開催された国際会議や研究会の報告はもちろん、自分の研究の紹介や宣伝など是非
News Letter を情報発信の手段として有効に活用してください。また他にも何か新しい企画
があれば気軽にお寄せ頂ければ、実現に向けて編集委員会で検討させて頂きます。メンバー
の皆さんが自分たちの機関誌として盛り上げていけば News Letter はどんどん素晴らしい物
になっていくと思います。
国友

浩

21COE 物理学の多様性と普遍性の探求拠点
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