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PDF の研究成果報告

特集号
PDF 選考委員会委員長

堀内 昶

COE が PDF を採用することは、若手研究者の育成、基幹プロジェクトの推進、独創的研究の支援、
研究の人的交流、準助手としての院生への教育効果、など多岐にわたる重要な意義を有している。本
COE は第 1 回目の PDF の採用を平成 15 年 (2003 年 ) の 10 月に行い採用者数は 10 名であった。第 2 回目
は平成 16 年の 4 月採用で 6 名であった。PDF の採用期間は 1 年間であるが研究成果の評価により 3 年ま
で更新可能としている。PDF の研究成果は毎年、成果発表会で口頭発表されるものとし、同時に研究成
果報告書も提出してそれを News Letter に掲載公表するものとしている。研究成果の評価はこの成果発
表会での発表に対して行われる。

第 1 回目の成果発表会は平成 16 年の 11 月 11 日に行われた。第 1 回目と第 2 回目で採用された上記
の 16 名が対象であるが、そのうち数名は助手として職を得たり学振 PDF に採用されたりして異動があっ
たので、発表会では 12 名が発表を行った。朝 9 時 50 分から始まり夕方 5 時頃まで、15 分の発表と 10
分以内での質疑応答が行われた。発表会の後で研究成果の評価委員会が行われ 12 名全員の研究活動が評
価され、平成 17 年度への継続採用が認められた。今回、この News Letter にはこの 12 名の PDF の研究
成果報告が掲載される。以下には発表会での講演題目を講演順に示しておく :

第 9 号の内容
PDF 成果特集号

Xu, Aiguo:

Finite-difference lattice Boltzmann methods for binary fluids

出口和彦 :

角度分解比熱測定で見たクーパー対の波動関数

東條賢 :

レーザー光による超低温分子生成 - 光による量子縮退状態の制御へむけて -

中井宣之 :

第 2 種超伝導体における渦糸格子構造の理論的研究

浅野雅子 :

弦理論の双対性に基づくゲージ理論の探求

阿武木啓朗 :

高密度クォーク物質の諸相とストレンジクォークの効果 :
ギャップレス状態の安定性について

片桐秀明 :

Sub-TeV γ線の観測および X 線偏光検出器の開発による超高エネルギー
天体の観測的研究

後藤亨 :

超対称粒子崩壊過程におけるニュートラリーノ偏極の効果

関穣慶 :

Two Topics on Geometry of Space-Time

中平武 :

陽子加速器を用いた長基線ニュートリノ振動実験

Naylor, Wade:
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はストレンジクォークの質量は単純な外場と
して扱われており[1-5]、これでは gapless 状態
の安定性を議論するには不十分である。

高密度クォーク物質の諸相とスト
レンジクォークの効果
－ ギャップレス状態の安定性に
ついて －
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： 國廣 悌二 教授

近年の目覚しい研究により、クォーク・グ
ルーオンの多体系が極めて多種多様な形態を
とりうることが分かってきている。その中で
も、高密度のクォーク超伝導物質において
「ギャップレス超伝導」が安定に存在しうる
かどうかという問題は QCD 物性の専門家の
間で争点となっているところである[1-5]。ク
ォーク超伝導系においてギャップレスの状態
が安定に存在しうるかどうかという問題では、
中性子星のような～10km 程度の大きなスケ
ールを持つ物質において必要になる電荷中性
条件が非常に重要な役割を果たす。仮にゲー
ジ場による相互作用のレンジが有限であるな
らばこのような物質は荷電相分離に対して不
安定なはずであり、系の持つ非示量性という
側面がギャップレス状態の安定化に必要であ
る。それゆえ、ギャップレス超伝導体は存在
するとしても極めてストレス(負荷)のかかっ
た状態だろう。しかし実際には一様な状態が
真の基底状態であることは稀であり、例えば、
磁場中における超伝導においてはこのような
ギャップレス状態は磁性と対形成の競合によ
ってパラマグネティックな成分と、超伝導成
分への相分離に対して不安定であることが知
られている (Sarma, 1963)。
超伝導において磁性と対形成が競合するよ
うに、QCD においてはカイラル対称性の破れ
による力学的質量の獲得とクォーク対形成は
競合する。とくにすべてのフレーバーが関与
するカラーフレーバー結合状態、CFL, gapless
CFL (gCFL)、においてストレンジセクターの
カイラル凝縮と対形成の競合は強く現れるは
ずである。一方、2SC 状態はスカラー凝縮に
対してニュートラルな状態で、この状態なら
ば競合はおこらず、力学的質量の獲得に対し
て CFL, gCFL よりも有利な状態である。また、
電荷の場合と違い、スカラー密度凝縮体は電
荷中性な自由度なので相分離が起こっても長
距離力による大きなエネルギー損失を伴わな
い。それにもかかわらず、現在までの研究で
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以上の動機を元に、本研究においてはクォ
ークの力学的質量獲得に対するギャップレス
状態の安定性を NJL モデルを用いて詳細に調
べた。図１(a)，(b)に数値計算の結果を示した。
(a)はこれまでの研究[1-5]と同様に質量を外場
として扱った場合の相図であり、(b)は質量を
力学変数として扱った場合の相図である。各
状 態 は CFL(Color-Flavor locked phase) 、
gCFL(gapless CFL) 、 guSC(gapless u-d & u-s
superconducting phase) 、 2SC(u-d 2-flavor
superconducting phase) 、 g2SC(gapless 2SC) 、
UQM(unpaired neutral quark matter)であり、括
弧内の数字は各状態においてギャップを獲得
する準クォークの数を示している。2 つの図
の決定的違いとして、
1. 質 量 を パ ラ メ ー タ と し て 扱 っ た 場 合 、
gapless CFL (gCFL)はすべての結合におい
て存在し、強結合に向けて実現する領域
が大きくなるのに対して、質量も力学変
数として扱った場合では gapless CFL 状態
は弱結合に向けて消失していく。
2. 図 1(a)では、強結合で(g)CFL 相と UQM の
間に様々な過渡的相があらわれ、ギャッ
プを持つクォークの数が階層的に減って
いくのに対して、図 1(b)では、2SC 状態
以外の相はすべて消失している。
1 は質量を力学変数として扱うことで、gCFL
状態が強結合領域において Sarma 状態のよう
に不安定化することを示唆しており、2 は
UQM への前駆的相として出現が強く期待さ
れている g2SC が不安定化することを示して
いる。両者とも大変ストライキングな結果で
あり、現在、この結果を論文にまとめている
[6]。
Gapless 状態は有効 Fermi 面を 2 つ有する特
異な系であり、存在するとすればニュートリ
ノの散逸による原始中性子星の冷却時間特性、
超新星爆発時におけるニュートリノバースト
の時間特性等に反映することが期待されるた
め、ニュートリノ散逸性質等を調べることが
今後課題となる。また、ギャップレス状態等
の Exotic 超伝導はカラー超伝導だけでなく、
グローバル制約のある系においてその出現が
期待されるものである。グローバル制約とし
て 2 種の Fermion の相対密度を固定した系や、

より単純な 2 種の異なる質量を持つ Fermion
系における対現象などは、レーザートラップ
中のアルカリ原子系において Feshbach 共鳴を
用いることで実際に観測可能であるため、ギ
ャップレス超伝導等の Exotic な超伝導の可能
性とその物性を研究することはこれからます
ます重要になるだろう。
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図 1 (a) (⊗0,Ms2/μ )-パラメータ空間における
相図。Δ 0 はダイクォーク結合の強さを表し、
典型的には 100MeV 程度に取られることが多
い。媒質中でのクォークの質量をパラメータ
として扱っており [1-5]、Ms を手で変えるこ
とにより、密度を変化させている。 従って左
側が高密度の状況である。各状態名の右に付
した括弧内の数字はその状態におけるギャッ
プをもつクォークモードの数である。
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弦理論の双対性に基づくゲージ理
論の探求
浅野

雅子

物理学第二教室
受け入れ教員：

素粒子論研究室
川合 光 教授

１．研究活動報告
重力を含む統一理論の無矛盾な候補としての
弦理論の研究を、主に、弦理論-ゲージ理論対
応としての側面から行った。10年程前に、超
弦理論にDp-braneと呼ばれる(p+1)次元の非摂
動的物体が理論的に存在することが示されて
以来、それを媒介として、さまざまな弦理論、
及び、超対称ゲージ理論（SQCD）の間の双
対性が明らかになってきた。中でも、
AdS/CFT対応に代表される弦理論-ゲージ理論
対応は、それが確立された場合、ゲージ場の
理論の性質を弦理論から得ることができると
いう意味で非常に重要である。特に、ゲージ
理論の摂動的な解析からは得られない強結合
領域の物理を、弦理論によって表すことがで
きた場合、ＱＣＤの低エネルギー領域の物理
に関して示唆を与えられる可能性がある。し
かし、現在のところ、弦理論-ゲージ理論対応
は、主に、超対称性が高い場合、または、超
重力理論の極限に関するものの解析にとどま
っており、現実的なモデルへの適用には、多
くの課題が残されている。
私は、この弦-ゲージ理論対応のより深い理
解を目指し、まずは、超対称性が低い場合へ
の拡張、また、その場合の超重力理論極限を
超えた弦のモードに関する対応をつけること
を目的として研究を行っている。
現在までの研究成果としては、まず、一般
的な（時空の Penrose 極限を取った場合に相
当する）弦-ゲージ理論対応にホログラフィー
としての解釈を与え、それに基づき、弦の S
行列からゲージ理論演算子の相関関数を与え
る一般論を構成した[6]。

結果として、p=3の場合には、BerenstteinMaldacena-Nastase [2002]の結果をを再現し、
それ以外の場合は、点粒子（超重力理論）モ
ードに関しては、2点関数がpower-lawの形と
なることがわかった。これは、超重力理論に
おける、Gubser-Klebanov-PolyakovとWitten の
提唱したホログラフィーの関係を用いた解析
と、J のsub-leadingも含めて正確に一致する。
また、特にp=4の場合には、モードに関わら
ず、赤外極限では、5次元でなく6次元の自由
場の2点関数と一致する結果を得た。5次元ゲ
ージ理論は、繰り込み不可能な理論であり、
赤外領域では、自由場の理論となることが期
待されているが、この弦理論からの解析は、
6次元の自由場が現れる非自明な赤外固定点
が存在するということを示唆している。また、
3次元以下の低次元ゲージ理論に対しても、
非摂動効果を取り入れた相関関数の予想とし
て興味深い結果を得た。

これらの結果は、弦理論とゲージ理論にホ
ログラフィーとしての対応が成り立つという
仮定のもとでのものである。対応の構造のさ
らなる理解、また、ゲージ理論側の何らかの
非摂動的な解析による結果の補強が今後の課
題である。さらに、現実的なモデルに近づく
ために、4次元の超対称性が低い系に対して
の解析も進めたい。

２．口頭発表リスト
[1] PP-Wave Holography for Dp-Brane
Backgrounds, 浅野雅子；京都大学基礎物理
学研究所 研究会 「場の量子論の基礎的諸問
題と応用」2003 年 12 月.

次に、この方法を、具体的に、Dp-brane 背
景時空の中の超弦理論と(p+1)次元ゲージ理論
との対応へと適用し、対応を仮定して弦の側
の解析を行い、その結果から、(p+1)次元ゲー
ジ理論の R-charge J の大きい演算子の 2 点関
数に対する予想を与えた[6,7]。

[2] Holography for Dp-brane backgrounds and
supersymmetry, 浅野雅子，関野恭弘，米谷
民明；日本物理学会「第 59 回年次大会」
（九州大学箱崎キャンパス），2004 年 3 月．
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動関数で記述することができ、このマクロな
波動関数が超伝導相の秩序変数になっている
ことが特徴である。BCS 理論が提唱された
1957 年以降、超伝導状態におけるクーパー対
の波動関数は電子の合成スピンと軌道角運動
量が共にゼロの s 波状態が考えられていた。
この場合、波動関数は等方的である。しかし、
1980 年代以降の銅酸化物高温超伝導体（軌道
角運動量が 1 の d 波状態）に代表されるよう
に非等方的な波動関数をもつ超伝導体が強相
関電子系とよばれる物質群において次々に発
見された。強相関電子系では電子間のクーロ
ン斥力により、同じ位置で最も存在確率が高
くなる s 波状態は不利になり、BCS 理論で説
明されるような従来型の超伝導とは異なる引
力起源が存在すると考えられる。さらに、合
成スピンはゼロ（スピン・シングレット）で
はなく合成スピンが１（スピン・トリプレッ
ト）の超伝導体も発見されており、その新し
い物性に注目が集まっている。これら異方的
超伝導は強相関電子系で実現しているという

[3] Large N limit of SYM theories with 16
supercharges from superstrings on Dp-brane
backgrounds, 浅野雅子；京都大学基礎物理学
研究所 研究会 「場の量子論 2004」，2004
年 7 月.

３．論文リスト
[4] M. Asano and M. Natsuume, `The noghost theorem in curved backgrounds
with a timelike u(1): NSR string,' Nucl.
Phys. B672 (2003) 39-63.
[5] M. Asano and M. Natsuume, `The
BRST quantization and the no-ghost
theorem for AdS(3),' JHEP 0309 (2003)
018.
[6] M. Asano, Y. Sekino and T. Yoneya,
`PP-Wave Holography for Dp-Brane
Backgrounds,' Nucl. Phys. B678 (2004)
197.
[7] M. Asano and Y. Sekino, `Large N
limit of SYM theories with 16
supercharges from superstrings on Dpbrane backgrounds,' Nucl. Phys. B に掲載
決定．

角度分解比熱測定で見たクーパー
対の波動関数
出口

和彦

物理学第一教室
受け入れ教員：

固体物理学研究室
前野 悦輝 教授

超伝導現象とは、フェルミ粒子である電子
２つが「クーパー対」と呼ばれるペアを作っ
てボーズ粒子のように振る舞い、ある温度以
下でボーズ凝縮状態になったものと考えられ
る。超伝導状態は、あらゆる電子の波動関数
が重なり合いコヒーレントになって、１つの
波動関数で書ける状態であり、マクロな系で
現れる量子現象である。それゆえ超伝導状態
における電子のクーパー対の状態は一つの波

図１ 超伝導ギャップ構造と比熱の磁場強
度・磁場方向依存性の関係の原理図。異方的
超伝導体ではドップラーシフトにより有限の
状態密度がフェルミ面上に現れる。現れた状
態密度は超伝導ギャップ構造と磁場方向に密
接に関係している。低温で比熱は準粒子状態
密度に比例するので比熱の磁場方向依存性か
ら超伝導ギャップ構造がわかる。
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点で共通しており、電子間引力の起源、クー
パー対を形成するために電子間に働く引力の
正体を知ることが研究課題となっている。
超伝導状態ではフェルミ面上にエネルギー
ギャップ（＝超伝導ギャップ）が存在し、こ
のギャップのために超伝導体は転移温度 Tc 以
下で安定に超伝導状態を保つことができる。
この超伝導ギャップが波動関数の振幅に相当
するので、ギャップの大きさの結晶軸に対す
る方向依存性を調べることにより波動関数の
形を知ることができる。ではどのようにして、
波動関数を決定することができるのだろうか。
クーパー対は磁場によって破壊され、準粒子
2
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になる。第二種超伝導体では、磁場は渦糸と
して超伝導体内に侵入し、渦糸周りの超伝導
電流が流れる。図１に示したように、この超
伝導電流による準粒子エネルギースペクトル
のドップラーシフトにより、異方的超伝導体
では絶対零度でさえ準粒子が励起される。比
熱は準粒子状態密度に比例するので比熱測定
により励起された準粒子を観測することがで
きる。注目すべき点は、この準粒子励起は異
方的であり、磁場と平行な運動量をもつ準粒
子は励起されない。結果として図 1 のように
クーパー対の波動関数のノード方向（超伝導
ギャップが小さくなる方向）に磁場を印加し
たとき、準粒子状態密度が最小になる。これ
を利用して超伝導ギャップが小さくなる方向
を調べ、超伝導ギャップ構造を可視化できる
と考えられる。

34.5

T = 0.51 K

2

RuO2
plane

φ
a [100]

33.5 μ0H = 0.6 T
27.5

0.31 K
27.0

b

我々は、極低温における角度分解比熱測定装
置の開発に成功し、超伝導ギャップ構造を可
視化する手法を確立した。スピン・トリプレ
ット超伝導体 Sr2RuO4 の超伝導ギャップ構
造・クーパー対の波動関数の研究を 21COE－
PDF 期間にまとめ上げるとともに、角度分解
比熱測定装置をさらに改良し、新しい試みと
して重い電子系超伝導体 CeCoIn5 など金属間
化合物の超伝導体にこの手法を適用し、超伝
導ギャップ構造を可視化に成功した。ここで
は、特に研究の進んだスピン・トリプレット
超伝導体 Sr2RuO4 の研究結果について報告す
る。
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図２ Sr2RuO4 の超伝導状態における比熱の温度・磁
場強度・磁場方向依存性。

kyb/2π

Χ

Γ

0

γ

β

ェルミ面を持つスピン・トリプレット p 波超
伝導体であることがほぼ明らかになった。従
来の超伝導はすべて電子対のスピンが消失し
たスピン一重項の状態であり、この点では銅
酸化物の高温超伝導も例外ではない。したが
って、電子対のスピンが 1 となるスピン・ト
リプレット超伝導状態の詳細を実験的に明ら
かにすることの学術的意義は極めて大きい。
特に、超伝導を特徴付ける秩序変数は超伝導
エネルギーギャップとして観測可能であり、
ギャップの異方性は電子対形成の引力相互作
用の異方性を反映するため、超伝導メカニズ
ムの根幹に関わる重要な物理量である。低温
におけるさまざまな物理量の測定からはギャ
ップに線状にその大きさが顕著に抑制された

Zero

α

-0.5
-0.5

Large SC gap Δ on Fermi surfaces

0.5

銅酸化物高温超伝導体と同じ層状ペロブス
カイト構造をとるルテニウム酸化物 Sr2RuO4
は超伝導転移温度 Tｃは 1.5 K の超伝導体であ
る。これまでの研究から、二次元性の強いフ

0

0.5

kxa/2π
図３ 角度分解比熱測定により決定されたスピン・ト
リプレット超伝導体 Sr2RuO4 の超伝導ギャップ
構造。

6

部分が存在することが示されていた。そして
これらの結果を説明するために様々なモデル
が提案されたが、議論は決着せずにいた。そ
こで、我々のグループは、Sr2RuO4 のクーパ
ー対の波動関数を上記の方法で決定するため
に、希釈冷凍機温度域(50 mK – 8 K)において、
磁場方向が回転可能なベクトルマグネットを
用いた角度分解比熱測定の実験を行った。
Sr2RuO4 の超伝導ギャップ構造を決定する
ために、各温度・磁場で比熱の面内磁場方向
φ 依存性を測定し、超伝導状態における準粒
子状態密度の磁場方向依存性を調べた結果、
図２に示したように主バンド(γ )における準粒
子励起が主に比熱の面内磁場方向 φ 依存性に
寄与している低温・高磁場の領域で比熱の４
回対称性が観測された。この４回対称性は
Hc2 の異方性、フェルミ速度の異方性ではな
く超伝導ギャップ構造の異方性から来ている
ことが様々な考察から明らかになった。その
結果、先に述べた超伝導ギャップ構造と比熱
の面内磁場方向 φ 依存性の関係から Sr2RuO4
の主バンド(γ )では図３のように[100]方向で
顕著にギャップが小さくなっていることが分
かった。

[2]“Determination of the Superconducting Gap
Structure in All Bands of the Spin-Triplet
Superconductor Sr2RuO4”
K. Deguchi, Z.Q. Mao, and Y. Maeno,
J. Phys. Soc. Jpn. 73, 1313 (2004).
[3]“Field-Orientation Dependent Heat Capacity
Measurements at Low Temperatures with a
Vector Magnet System”
K. Deguchi, T. Ishiguro, and Y. Maeno,
Rev. Sci. Instrum. 75, 1188 (2004)

Presentation
[1]“比熱による Sr2RuO4 の超伝導ギャップ構
造の決定”
日本物理学会、九州大学、2004 年 3 月 27 日
－3 月 30 日.
[2]“スピン三重項超伝導体 Sr2RuO4 の超伝導
ギャップ構造 - 角度依存比熱測定 - ”
（招待講演） 日本物理学会、青森大学、2004
年 9 月 12 日－9 月 15 日.
[3] “Field-Orientation Dependent Specific Heat of
Sr2RuO4 under Magnetic Field”
The 2004 Gordon Research Conference on
Superconductivity Queen's College, Oxford UK、
2004 年 9 月 19 日－9 月 24 日.

実験結果から導かれた超伝導ギャップ構
造・クーパー対の波動関数の対称性は、野村
らによる摂動理論から導かれたスピン・トリ
プレット p 波の超伝導ギャップ構造とよく合
う。このことは、Sr2RuO4 のスピン・トリプ
レット超伝導メカニズムはスピン揺らぎだけ
では説明できず、スピン揺らぎも含む包括的
なクーロン斥力効果が重要な役割を果たして
いることを強く示唆している。Sr2RuO4 の超
伝導状態に関するこれらの研究は、強相関電
子系で実現している異方的超伝導の起源、ク
ーロン斥力の担う役割に対する統一描像構築
に重要な寄与をすると考えられる。

[4] “Determination of the Superconducting Gap
Structure of Sr2RuO4 from Field Orientation
Dependence of the Specific Heat”
（招待講演）
International Symposium on Spin-Triplet
Superconductivity and Ruthenate Physics
Kyoto University, Kyoto Japan、2004 年
25 日－10 月 28 日.

Publication
[1]“Gap Structure of the Spin-Triplet
Superconductor Sr2RuO4 Determined from
the Field-Orientation Dependence of Specific
Heat”
K. Deguchi, Z.Q. Mao, H. Yaguchi, and
Y. Maeno, Phys. Rev. Lett. 92, 047002
(2004).
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10 月

ー依存性が実際に測定可能であることを示し
ました。（口頭発表(1)(2)、論文[1]）

LHC と B ファクトリーで探る超対
称粒子の性質
後藤

亨

基礎物理学研究所 素粒子論グループ
受け入れ教員： 野尻 美保子 助教授

現在の素粒子物理学の大きな課題の一つ
は、TeV エネルギースケールでの物理の探求
であり、そこでの、標準模型を越える素粒子
模型の有力候補として、超対称模型を研究し
ています。超対称模型は、標準模型には含ま
れない新粒子（超対称粒子）の存在を予言し
ます。これらの粒子は LHC 他の近い将来の加
速器実験で発見が期待されるものですが、標
準模型を越える素粒子模型が超対称模型なの
かどうかを確定するには、新粒子の発見だけ
ではなく、その相互作用の振舞を調べること
が不可欠です。そこで、超対称粒子とその相
互作用が、素粒子反応のどこにどのように現
れるかを理論的に詳しく検討することは重要
な意味を持ちます。この観点から、次の二つ
の課題について研究を行ないました。

図 1: スクォークの崩壊過程の例。q、l はクォ
ーク、レプトン、 、 はスクォーク、スレプ
トン、 、 はニュートラリーノを各々表す。
クォークは多数のハドロンからなるジェット
として観測される。また、最も軽いニュート
ラリーノ

は観測にかからない。

2. B 中間子の物理の研究

1. 超対称粒子崩壊過程の研究
LHC 実験では超対称粒子を直接生成し、
その崩壊過程を観測することが期待されます。
その中で、生成されたスクォークの崩壊過程
[図 1] を例に取り、この過程の途中に現れる
ニュートラリーノの相互作用について調べま
した。ニュートラリーノは、光子、Z ボソン
及び中性ヒッグスボソンの超対称パートナー
で、スピン 1/2 のマヨラナ粒子であり、質量
の異なるものが 4 種類存在します。ニュート
ラリーノと他の粒子の相互作用は、超対称性
から定まります。このことから、スクォーク
の崩壊で生成されたニュートラリーノは偏極
し、その影響が最終的な崩壊生成粒子の分布
に現れることが示されます。測定量としては、
クォークとレプトンからなる 2 体系の質量分
布をレプトンの電荷で分類し、その非対称性
を採ります。本研究では、この電荷非対称性
がレプトンのフレイバー（e,μ,τ）によって
異なることが明かになりました。また、LHC
における陽子陽子衝突によるスクォーク生成
及び ATLAS 検出器による測定の状況を含め
たモンテカルロシミュレーションを用いて、
上記の電荷非対称性とそのレプトンフレイバ
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超対称粒子が直接生成されない低エネル
ギーの素粒子反応においても、量子補正を通
じて超対称粒子の相互作用の効果が現れ得ま
す。その典型例が B 中間子（b クォーク）に
関する CP 非対称性やその他の物理量です。
標準模型では、CP 対称性の破れとクォークの
フレイバー混合はすべて小林益川行列によっ
て記述されますが、超対称模型では超対称性
の破れに起因する新たな CP 対称性の破れと
フレイバー混合があります。超対称粒子によ
る量子補正の効果で、B 中間子崩壊での CP
非対称性などの量が標準模型の予言値と異な
る値になり、それが現在提案されている次世
代の B ファクトリー実験で観測される可能性
があります。このことを利用し、本研究では、
複数の観測量に現れる標準模型の値との差異
のパターンを比較検討することで、超対称性
の破れによる CP 対称性の破れとフレイバー
混合のパターンを識別する可能性を調べまし
た。具体的には、異なる CP 対称性の破れと
フレイバー混合のパターンを持つ複数の超対
0

称模型について、 B − B 混合や b→s 崩壊モ
ードでの CP 非対称性などへの超対称粒子の
寄与を数値計算し、模型に依存して標準模型
の予言値からのずれのパターンが異なること
を示しました。（口頭発表(3)、論文[2][3]）
0

口頭発表リスト
(1) 超対称粒子崩壊過程におけるニュートラリ
ーノ偏極の効果 (川越清以、野尻美保子 各氏

もう１つは、（２）「宇宙から到来するＸ線
の偏光検出器の開発」、である。両方に共通
する物理は“非熱的”、即ち、一部の粒子に
熱的平衡状態では考えられないほどのエネル
ギーが集中して分配されるということに集約
されると考える。このキーワードが具体的に
どのように上の 2 つの研究と関連するのかと
いうことを 2004 年度の研究活動を踏まえて以
下に述べる。

との連名)、日本物理学会 2004 年秋期大会 (高
知大)、2004 年 9 月 29 日
(2) Neutralino polarization effect in the squark
cascade decay at LHC, The 12th International
Conference on Supersymmetry and Unification of
Fundamental Interactions (SUSY04), June 17-23,
2004 Epochal Tsukuba, Tsukuba, Japan.
(3) Exploring flavor structure of SUSY breaking
from B decays and unitarity triangle, The 12th
International Conference on Supersymmetry and
Unification of Fundamental Interactions
(SUSY04), June 17-23, 2004 Epochal Tsukuba,
Tsukuba, Japan.
論文リスト
[1] T. Goto, K. Kawagoe and M. M. Nojiri, Study
of the slepton non-universality at the CERN Large
Hadron Collider, Phys. Rev. D 70, 075016 (2004)
[arXiv:hep-ph/0406317].
[2] T. Goto, Y. Okada, Y. Shimizu, T. Shindou
and M. Tanaka, Exploring flavor ftructure of
supersymmetry breaking from rare B decays and
unitarity triangle, Phys. Rev. D 70, 035012 (2004)
[arXiv:hep-ph/0306093].

図１．超新星残骸（SNR） RX J0852.0-4622
の電磁波の放射の空間分布。太い青の実線
が TeV。赤がＸ線で SNR の形状をよく表し
ている。緑が電波。

[3] SuperKEKB Physics Working Group (A. G.
Akeroyd et al.), Physics at Super B Factory, Aug
2004, [arXiv:hep-ex/0406071].

Sub-TeVγ線観測および X 線偏光
検出器の開発による超高エネルギ
ー天体の観測的研究
片桐

秀明

物理学第二教室
受け入れ教員：

宇宙線研究室
鶴 剛 助教授

１．研究活動報告
私の京都大学宇宙線研究室で行っている研
究は２つある。１つは、（１）「TeVγ線、
即ち宇宙から到来する 1012eV という非常に高
いエネルギーを持ったγ線の観測」、である。
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（１）TeVγ線の観測
TeVγ線観測の主要な目的を一言で述べる
と“宇宙線の起源”を解明する、ということ
である。宇宙線のエネルギー密度は、銀河内
で 1eV/cc であり、磁場、輻射、星間ガスのエ
ネルギー密度と比較して決して無視できない
宇宙で一般的な現象である。さらにエネルギ
ースペクトルは、1020eV（16Ｊ）まで延びて
いる。即ち、宇宙線は Big-Bang 以降の宇宙で
最も高いエネルギーを持った普遍的に起こっ
ている非熱的現象であると言うことができる。
よって、宇宙線がどのように加速されるかを
探るのは、宇宙で起こる非熱的な過程の理解
に非常に有用な方法であると言える。銀河内
での宇宙線のエネルギー収支を考察すると、
銀河内宇宙線の起源は超新星残骸（ＳＮＲ）
が有力である。しかし、宇宙線は荷電粒子で
あり星間磁場によって軌道を曲げられるため、
宇宙線そのものの検出では直接的に加速源の
同定はできない。その代わりに、加速源付近
で高エネルギーの宇宙線が相互作用すること
によって生ずる中性粒子である電磁波を検出
すればよい。特に TeV 領域では、モデルによ

ってスペクトルに違いがでるため、放射メカ
ニズムを特定する鍵となる。
よって SNR の TeVγ線観測が試みられてき
たが、地上チェレンコフ望遠鏡という TeVγ
線に特化した望遠鏡を作る技術の進歩により、
最近 10 年でようやく科学的結果が得られるよ
うになった。私は、CANGAROO と言われる
オーストラリアにある地上チェレンコフ望遠
鏡を用いた観測プロジェクトを推進してきた。
しかし、未だに SNR からの TeVγ線は 3 例し
か検出されていない。さらに、それらについ
ても TeVγ線観測の２グループでの検出の確
認がまだできていない天体もあるという非常
に不透明な情勢である。よって、これまで観
測された天体の追観測に加え、新たなＳＮＲ
の探査が必要であった。
私が着目したのが RX J0852.0-4622 と呼ば
れるＳＮＲである。衛星によりＸ線で検出さ
れたスペクトルから推察して TeVγ線の検出
可能性が高い天体である。私はこれまで観測
によって得られたデータを解析してきた。そ
の結果、有意な信号を検出した（図１）。

図 2． セットアップされたμPIC 検出器。基
板の前に取り付けられた箱がガスパッケージ
であり、その中に 1cm 角の検出器がある。

２．研究会などでの口頭発表リスト（2004 年
4 月以降）
(1) 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）

また、エネルギースペクトルを求めた。モ
デルとの比較の結果、宇宙線の主成分である
陽子の加速されている強い証拠を得た。これ
らの結果は、現在学術誌に投稿中である。
（１） X 線偏光検出器の開発
宇宙の非熱的現象を解明する、特に宇宙線
という観点では、Ｘ線偏光の観測はＸ線の非
熱的輻射をシンクロトロン放射と同定するた
めの唯一の方法である。しかし、今までにＸ
線の偏光はかに星雲という非常にＸ線で明る
い天体から 1972 年に 3σ程度の検出がなされ
たのみである。未だに実用的な検出器という
のは確立されていない。そこで、私はμPIC
と呼ばれるガス検出器を用いた X 線偏光検出
器の開発を宇宙線研究室で行ってきた。４月
から実験に必要な資材を集め、セットアップ
した（図２）。信号の確認、ガス増幅率等基
礎的特性を調べた。現在、スペクトルおよび
偏光の検出を成功させるため実験中である。

(2) 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線の検出」 日本天文学会
（岩手大学、2004 年、9 月）

３．論文リスト（2004 年 4 月以降）
H. Katagiri, R. Enomoto, L. T. Ksenofontov, M.
Mori and the CANGAROO collaboration,
“Detection of Gamma-rays around 1TeV from RX
J0852.0－4622 by CANGAROO-II”, submitted to
Astrophys. J. Lett.

また放射光を用いた 100％近い偏光 X 線を
用いた偏光検出効率の評価実験を行うプロポ
ーザルを通し、来年 2 月の実施に向けて準備
中である。
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ニュートリノ振動がないと仮定した場合に期
待されるスーパーカミオカンデでのニュート
リノ事象の数は、150.9+11.6-10.0 と見積もった
が、実際の観測数は 107 で、数の減少がある
ことを明らかにした。また、スーパーカミオ
カンデで測定されたニュートリノのエネルギ
ースペクトラムを再構成したところ、0.3～
1.2GeV の領域に欠損があり、ニュートリノ振
動に特有なスペクトラムの歪みがあることを
明らかにした。(図１) 観測数と測定された
エネルギースペクトラムから最尤推定法で振
動パラメータの信頼区間を求め、統計的有意
度 90%の信頼区間 sin22θ>0.55, Δm2=1.9～
3.6eV2 を得た。(図２)また、ニュートリノ振
動がない場合に、統計誤差や系統誤差により
この実験値を得る確率を 0.0050%と見積った。
つまり、この解析により、ニュートリノ振動
現象が 4σの統計的有意性で確かめられたこ
とになる。

陽子加速器を用いた長基線ニュー
トリノ振動実験
中平

武

物理学第二教室 高エネルギー物理学研究室
受け入れ教員: 西川 公一郎 教授

１． 研究活動報告
高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 研 究 機 構 (KEK) の
12GeV 陽子加速器と、東京大学宇宙線研究所
神岡宇宙素粒子研究施設の大型水チェレンコ
フ装置(スーパーカミオカンデ)をもちいた長
基線ニュートリノ実験(K2K 実験)に参加し、
ニュートリノ振動現象の研究を行った。
自然界には電子型、ミュー型、タウ型の
3 種類のニュートリノが存在していることが
わかっている。ニュートリノ振動とは、ニュ
ートリノが時間とともに別の種類に変化する
現象である。素粒子の標準理論ではニュート
リノの質量はゼロとされているが、ニュート
リノ振動はニュートリノの質量がゼロの場合
には起こりえないことが理論的に示されてい
る。したがって、ニュートリノ振動現象が発
見されれば、ニュートリノに質量があること
が示され、標準理論をこえる新しい物理の存
在を示すことになる。

さらに、茨城県東海村に建設中の 50GeV
大強度陽子加速器(J-PARC)をもちいた次世代
長基線ニュートリノ振動実験(T2K 実験)のた
めの開発研究を行った。T2K 実験は、K2K 実
験の 100 倍の強度のニュートリノを発生させ、
まだ見つかっていないミュー型が電子型に変
わるニュートリノ振動の発見を目指している。
私は、ニュートリノビーム生成に不可欠な陽
子ビームの標的の開発研究を行った。陽子ビ
ームの標的は、陽子と反応してニュートリノ
の親粒子であるパイ中間子を生成する部分で
ある。T2K 実験で、現在の 100 倍のニュート
リノビームを作り出すためには、100 倍の陽
子ビームに耐えられる標的を開発することが
鍵である。現在の K2K 実験で使われているア
ルミ標的では、J-PARC のビーム１発で溶けて
けてしまうので、新しい標的の開発が必要で
ある。T2K 実験の標的の材質としては熱衝撃
耐性の大きい等方性黒鉛がほぼ唯一の選択肢
である。標的は、ビーム 1 発で 250 度温度上
昇するので、効率良く冷却することが重要で
ある。冷却の方法を検討するため、ビームに
よる発熱と冷却システムにより標的の温度が
どのように時間変動するかをシミュレーショ
ンするプログラムを開発した。このシミュレ
ータにより、従来考えられてきた水冷方式で
は、水温を沸点以下に保つ必要があるので、
標的温度が 200℃以下になることを明らかに
したが、この温度領域では黒鉛の放射線損傷
が激しく、標的の強度に問題が生じることが
わかった。そのため、ヘリウムガスによる冷
却方式を提案した。ヘリウムガス冷却方式は

K2K 実験は、陽子加速器により人工的に
生成したニュートリノビームを用いて詳細に
ニュートリノ振動現象を確認することをめざ
す実験である。 KEK で生成したミュー型ニュ
ートリノのビームを 250km 離れたスーパーカ
ミオカンデに向けて発射する。ニュートリノ
振動現象がおきた場合、ミュー型ニュートリ
ノが 250km 飛行する間に別の種類(主にタウ
型)に変化するために数が減少し、さらにエ
ネルギー分布は特徴的な歪みを示すと期待さ
れる。
私は、1999 年 6 月から 2004 年 2 月まで
に収集された計 8.9×1019 個の陽子をもちい
た実験データを解析し、ニュートリノ振動の
パラメータを求めた。ニュートリノ振動は二
つのパラメータをもちいて表され、2 種類の
ニュートリノの混合角 sin22θと質量差の２
乗Δm2 がそれぞれ、ニュートリノ振動の振幅
と周期より求められる。ＫＥＫで測定された
ニュートリノビームのフラックスを用いて、

11

約 3 秒のビーム間隔の間にビームの発熱を取
り除く十分な冷却能力があること、標的温度
を黒鉛の放射線損傷の比較的少ない 400～
800℃に設定できること、ヘリウムの温度上
昇は 200℃程度で取り扱える温度範囲内であ
ることをシミュレーションで確かめ、ヘリウ
ムガス冷却方式の実用性を示した。さらにヘ
リウムガス冷却方式による標的システムのプ
ロトタイプの設計を行い、プロトタイプの製
作を開始した。
図 １ スーパーカミオカンデで測定されたニ
ュートリノのエネルギースペクトラム. 青線
はニュートリノ振動がない場合に期待される
分布。赤線はニュートリノ振動を仮定してフ
ィットした分布。

２．研究会などでの口頭発表リスト

"J-PARC neutrino beam line and target
development," 6th International Workshop
on Neutrino Factories and Super beams,
Osaka University, Japan, 30 July, 2004
"KEK 12GeV PS における長基線ニュートリノ
振動実験(K2K)の最新結果," 日本物理学会
秋季大会 特別講演,高知大学, 2004 年 9 月
29 日
"J-PARC ニュートリノ生成標的の開発研究,"
日本物理学会 秋季大会 一般講演, 高知大
学, 2004 年 9 月 29 日

３．論文リスト（'03 と'04 に掲載または掲載
予定の論文）

図２ ニュートリノ振動のパラメータの信頼
区間

“Observation of Large CP Violation and
Evidence for Direct CP Violation in
B0Æπ+π- Decays,” K. Abe, et al [Belle
Collaboration], Phys. Rev. Lett. 93,
021601 (2004).
“Proper-time resolution function for
measurement of time evolution of B
mesons at the KEK B-factory,” H. Tajima,
et al., Nucl. Instrum. Meth. A533, 370
(2004)
“B-factories score direct hit on CP
violation,” Takeshi Nakadaira, Physics
world, IOP, UK, 17, 21-22 (2004) [一般向
け解説記事]
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加磁場の方向を超伝導体の結晶軸に対して任
意に変化させることができるためです。一つ
の実験方法を用いて、渦糸構造の磁場強度依
存性と磁場方向依存性、さらに温度依存性が
利用できるのです。CDUP NEWS LETTER 第
３号に紹介があるように、固体物理学研究室
では比熱測定に磁場方向依存性を利用して、
超伝導体の対関数が調べられています。

第２種超伝導体における渦糸格子
構造の理論的研究
中井

宣之

基礎物理学研究所 物性理論グループ
受け入れ教員： 常次 宏一 教授

超伝導電流

比熱測定では低励起状態密度の空間平均を、
走査トンネル顕微鏡ではその空間構造を、中
性子小角散乱では渦糸格子の形を観測します。
これらの観測結果を理解するためにも、超伝
導体が持つ異方性の渦糸構造に対する影響を
解明することが必要不可欠なのです。

渦糸格子

磁束量子
1.0

現在は多バンド超伝導体の渦糸構造を中心
に、研究を進めています。多くの超伝導体は、
フェルミ面を構成するバンドが複数あり、バ
ンドごとに異方性を考慮する必要があります。
バンドの数を考慮して、バンドごとの異方性
と安定な渦糸格子との関係を調べています。

赤色部分の中心に
渦糸芯がある
0

低励起状態密度

図１ 渦糸格子と渦糸まわりの低励起状態
密度（模式図と数値シミュレーション）。

これまでの研究成果の一つを紹介します。
具体的に、理論に基づいた数値シミュレーシ
ョンを行い、渦糸まわりにおける低励起状態
密度の磁場強度依存性を調べました。

私は、超伝導体に磁場を印加した時に現れ
る、超伝導電流よる渦糸構造の研究を行って
います。主な研究手段は理論に基づく数値シ
ミュレーションです。具体的には、渦糸格子
の形と、渦糸まわりにおける低励起の状態密
度を調べています（図１）。特にこの研究で
明らかにしたいことは、超伝導体が持つ異方
性の渦糸構造に対する影響です。超伝導体が
持つ異方性として、次の２つに注目していま
す。

図２（A）は、低励起状態密度の空間平均
に対する磁場強度依存性を示しています。磁
場強度が小さいところでは、状態密度の空間
平均は磁場強度に比例して増加しています。
（A）

（B）

N(B)/N0

0.6

(C)

0.4
0.2
0

(B)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
B/Bc2

磁場強度

（C）

1.0

0

低励起状態密度
（大きい磁場）

近年、様々な超伝導物質が合成され、異方
的な対関数を持つと考えられる超伝導体が、
多数発見されています。これら超伝導体の対
関数を調べるために、渦糸構造を利用する方
法についての研究も進めています。
超伝導体の性質を調べる上で、渦糸構造の
理解は非常に役に立ちます。その理由は、印

0

低励起状態密度
（小さい磁場）
（D）

N(E=0, r)/N0

１つは、伝導電子のバンド構造に対する異
方性です。金属の伝導電子は、結晶構造を反
映した周期ポテンシャルを感じています。そ
のため、伝導電子のバンド構造は異方的にな
ります。もう１つは、超伝導状態を特徴付け
る超伝導電子対の対関数に対する異方性です。
超伝導電子対の波動関数を表す対関数の構造
は、対形成の相互作用を反映した構造を持ち
ます。

0.8

N(E=0, r)/N0

1.0

1.0

状態密度
(空間平均)

N(E=0, r)/N0

磁場

対関数
大きい

対関数
小さい

図２（A）低励起状態密度の空間平均に対す
る磁場強度依存性。（B）は小さい磁場、
（C）は大きい磁場における状態密度の空間
構造（それぞれ（A）の矢印部分に対応）。
（D）は対関数の模式図。
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国内会議，研究会

ある磁場強度を越えると、状態密度の空間平
均の増加は緩やかになっていきます。どうし
て、このようなことが起こるのかについて、
次のように理解できることがわかりました。

[1] 中井 宣之, Predrag Miranovic, 市岡 優典, 町
田 一成
「Anisotropy effects for the vortex lattice on twoband superconductors」
戦略的創造研究推進事業「超伝導ナノファブ
リケーションによる新奇物性と応用」研究会
「Theoretical developments of
Nanosuperconductors and its applications」（ポ
スター発表）,キャンパスプラザ京都（京都
市），2003 年 11 月．

図２（B）の様に、渦糸芯に低励起の状態
密度が強く束縛されていると、その状態密度
の増加は、渦糸の数に比例して増加します。
単位面積あたりの渦糸の数は、磁場強度に比
例しているので、状態密度の空間平均は磁場
強度に比例します。
磁場強度が大きくなると、状態密度の空間
構造は図 (C)の様になります。この領域では
渦糸間隔が短いために、渦糸間の低励起状態
の重なりあいが無視できなくなります。この
場合、渦糸 1 本あたりの状態密度は、渦糸間
の状態密度の重なり合いが大きいため、図２
（B）の場合より減少します。その結果、大
きな磁場の領域では、状態密度の増加は緩や
かになると理解できます。

[2] 中井 宣之, Predrag Miranovic, 市岡 優典, 町
田 一成
「超伝導ギャップの異方性と電子比熱係数の
磁場依存性」
磁束線物理国内会議（口頭発表），物質・材
料研究機構 超伝導材料研究センター（つくば
市），2003 年 12 月

対関数の異方性は、渦糸中心からの状態密
度の広がりに関係しています。対関数におけ
る異方性の形は、状態密度の広がる方向に、
異方性の程度はその広がり易さに関係してい
ます。これらは、状態密度の空間平均に対す
る磁場強度依存性の、磁場強度に比例して増
加する部分を特徴付けることがわかりました。
この研究の成果は、今まで理解できなかっ
た比熱測定結果を説明できることだけではな
く、超伝導対関数の詳しい情報が、比熱測定
を用いて抽出できることを具体的に示したこ
とです。

[3] 中井 宣之, Predrag Miranovic, 市岡 優典, 町
田 一成
「Field dependence of the zero-energy
quasiparticle density of states for anisotropic-gap
superconductors」
科研費特定領域（A）「遷移金属化合物にお
ける新しい量子現象」成果報告会（ポスター
発表）, 東京大学（文京区）, 2004 年 1 月.

国際会議
[1] N. Nakai, P. Miranovic, M. Ichioka,
K. Machida
「Theoretical Study on the Vortex Lattice in
Multi-Band Superconductors」
International Symposium on Spin-Triplet
Superconductivity and Ruthenate Physics（ポス
ター発表），京都大学（京都市）, 2004 年 10
月.

日本物理学会
[1] 中井 宣之, Predrag Miranovic, 市岡 優典, 町
田 一成
「渦糸周りの準粒子状態に対するラインノー
ドとフルギャップによる違いに関する理論研
究」
日本物理学会第 59 回年次大会（口頭発表）,
九州大学（福岡市）, 2004 年 3 月.

[2] N. Nakai, P. Miranovic, M. Ichioka,
K. Machida
「Theoretical study on the field dependence of the
zero energy density of states in an anisotropic gap
superconductor」
Todai International Symposium 2004 and The
ninth ISSP International Symposium (ISSP-9) on
Quantum Condensed System（ポスター発表）,
東京大学物性研究所（柏市）, 2004 年 11 月.

[2] 中井 宣之, Walter Pogosov,
Predrag Miranovic, 市岡 優典, 町田 一成
「多バンド超伝導体のギャップ構造と渦糸格
子の回転」
日本物理学会 2004 年秋季大会（口頭発表）,
青森大学（青森市）, 2004 年 9 月.
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論文発表，プレプリント
Similarly, a recent Renaissance in extradimensions has motivated the investigation of the
Casimir effect for the case where mem-branes are
considered as the location of our four dimensional
(space and time) universe. Many of these models
have two mem-branes embedded and quite
naturally, a Casimir type force arises. The simplest
models consider flat branes, but to consider our
universe as a mem-brane we need to have more
general curved branes.

[1] N. Nakai, P. Miranovic, M. Ichioka,
K. Machida
“Field dependence of zero-energy density of
states around vortices in an anisotropic-gap
superconductor”
Physical Review B 70, 100503(R) (2004).
[2] M. Ichioka, K. Machida, N. Nakai,
P. Miranovic
“Electronic states around vortex in an two-band
superconductor”
Phys.ical Review B 70, 144508 (2004).

This has implications in cosmology. The
inflationary model of the universe (the current best
candidate for observational data) relies on another
special property of the vacuum; negative pressure.
This special property of the vacuum when
incorporated into cosmology solves many of the
problems that pre-inflationary models suffered
from. Another important point is that in the
inflationary stage, the curvature of the universe is
in what as known as a de Sitter phase. de Sitter
space is best visualised as like the surface of a
four-sphere. Usually the inflaton field responsible
for the negative pressure is four dimensional, but
there is no entirely satisfactory explanation for the
origin of this field. However, within in the realm
of brane world such fields can naturally arise.

[3] S. Tsuda, T. Yokoya, T. Kiss, T. Shimojima,
S. Shin, T. Togashi, S. Watanabe, C. Chen, S. Lee,
H. Uchiyama, S. Tajima, N. Nakai, K. Machida
“Carbon-substitution dependent multiple
superconducting gap of MgB2: a sub-meV
resolution photoemission study”
cond-mat/0409219.
[4] P. Miranovic, M. Ichioka, K. Machida,
N. Nakai
“How to detect gap nodes of a superconductivity
by angle-resolved specific-heat measurement
experiment ?”
cond-mat/0409371.

Going a step further, in extra-dimensional
models the natural shape of the brane (or
branes) can be taken to be the four-sphere.
The results of this research are summarised
below.
Research activity.

Casimir Effect in Brane World
Cosmology

During my tenure as a 21COE research fellow
at the Yukawa Institute for Theoretical Physics I
have actively been investigating the properties of a
higher dimensional bulk scalar field in an extradimensional model known as the bulk inflaton
model. This model is particularly interesting because inflation of the brane can occur due to the
classical negative pressure of the bulk inflaton
field. Much of the classical behaviour is well understood, but the quantum field theoretic properties require had been less well investigated.

Wade Naylor
Yukawa Institute for Theoretical Physics,
Astrophysics and Cosmology group
Supervisor: Prof. Misao Sasaki

My main research interest during this COE
fellowship has been to the application of the
Casimir effect in brane world cosmology. The
Casimir effect in the past ten years has become a
well-documented experimental discipline, where
pico Newton forces are physically measurable on
the nanometre scale. This will no doubt have far
reaching consequences and may well have novel
applications in Nanotechnology. This force is a
vacuum effect, which occurs for extremely small
separations between charged objects.

The course of this research has been undertaken
with the following collaborators; Antonino Flachi,
formerly of IFAE, Spain and now at the Yukawa
Institute; Alan Knapman, at the University of
Newcastle upon Tyne, UK; and Misao Sasaki at
the Yukawa Institute. A. Knapman would like to
acknowledge support, for a period of stay at the
Yukawa Institute for Theoretical Physics, from
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Grant-in-Aid for the 21st Century COE “Centre for
Diversity and Universality in Physics,” at Kyoto
University.

Poster presented at the 14th Workshop on General
Relativity and Gravitation (Japan, Nov 2004), by
Wade Naylor.

Firstly, we investigated the Casimir (or
Vacuum) energy for a single de Sitter brane (foursphere) in an ant de Sitter background. Previous
calculations, including some by those of the
current collaborators, were for two branes and for
the simplest kind of bulk inflaton field, a massless,
conformal scalar field. It was previously assumed
that the single brane case could be simply taken as
the limit of the two-brane result. However, as we
recently showed, this is not necessarily the case.
Starting from first principles, the calculation for a
single de Sitter brane required the development of
new zeta function techniques.

Talk given at the 14th Workshop on General
Relativity and Gravitation (Japan, Nov 2004), by
Antonino Flachi.

Publications:
Bulk quantum effects for de Sitter Branes in
AdS(5), I. G. Moss, W. Naylor, W. SantiagoGerman and M. Sasaki, Phys. Rev. D 67 (2003)
125010.
Quantum corrections to the kinetic term in the
Randall-Sundrum model, I. G. Moss and W.
Naylor, Class. Quantum Grav. 21 (2004) 1-10.

Secondly, we looked at the quantum
fluctuations of the bulk inflaton field. This has
even more far reaching consequences in
cosmology, because the primordial fluctuations of
the early universe, which are thought responsible
for the Cosmic Microwave Background (CMB),
are related to the quantum fluctuations of the
inflaton field.

Zeta functions in brane world cosmology, A.
Flachi, A. Knapman, W. Naylor and M. Sasaki, to
appear in Phys. Rev. D.
Quantum fluctuations for de Sitter branes in bulk
AdS(5), W. Naylor and M. Sasaki, submitted to
Prog. Theor. Phys.

In the case that the inflaton field is higher
dimensional, the effect of the Kaluza-Klein tower
may, or may not, have an observable effect on the
CMB. Previous work only investigated
fluctuations constrained to the brane and had an
explicit cut-off dependence in their results (the
Kaluza-Klein tower is infinite and must be
regularised). For a simple class of bulk scalar field
with two de Sitter branes embedded in a bulk anti
de Sitter space we were able to obtain cut-off
independent results not only constrained to the
brane. In the limit that one of the branes goes to
infinity the results indicate that there is no brane
world quantum effect on the CMB. However, like
for the previous study of the Casimir energy, the
single brane case is quite special. This may well
require the development of a different, new
technique to find the single brane result.

超多様体上の超弦理論と D-brane
関

穣慶

物理学第二教室
受け入れ教員：

In this case we also found a new and simple
way to derive the quantum fluctuations for de
Sitter space by a special zeta function theorem,
which previously had not been possible.

素粒子論研究室
畑 浩之 教授

これまで主に、超多様体（supermanifold）
上の弦理論（string theory）に関して研究を行
ってきた。ここでは、この話題について説明
したい。
弦について議論する前に、我々の時空にお
ける点粒子について考えてみよう。ある時刻
t に お い て 、 そ の 粒 子 の 位 置 は (X0(t), X1(t),
X2(t), X3(t))と表すことができる。すなわち、
点粒子の運動を記述することは、時刻 t から
4 次 元 時 空 内 の 点 (X0, X1, X2, X3) へ の 写 像
（ map ） を 決 め る こ と を 意 味 す る 。 (X0(t),

Talks and Presentations:
Talk given at the UK cosmology meeting
(Portsmouth, December 2003), by Alan Knapman.
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X1(t), X2(t), X3(t))を t について動かして行くと、
それは 4 次元時空内に線を描く。これを世界
線（world-line）と言う。

えられるというところが当研究で注目してい
る点である。ここで、ボゾン的、フェルミオ
ン的という言葉について説明しておこう。ボ

ターゲット空間

弦
図1
さて、それでは弦の運動を記述するには何
が必要であろうか。弦は、点粒子と異なり、
長さを持っている。従って、d 次元時空にお
ける弦の位置は、
(X0(τ,σ), X1(τ,σ), …, Xd(τ,σ))で書き表さ
れる。(X0(τ,σ), X1(τ,σ), …, Xd(τ,σ))をτ
とσについて動かすと、その軌跡は d 次元時
空内にある面となる（図 1 参照）。この面の
ことを弦の世界面（world-sheet）と言い、d 次
元時空はターゲット空間（target space）と呼
ばれる。言い換えると、弦の運動を記述する
ということは、世界面からターゲット空間へ
の写像を決めることである。また、世界面の
立場からすると、場 X0(τ,σ), X1(τ,σ), …,
Xd(τ,σ)に関する 2 次元の場の理論とも解釈
できる。
超弦理論のターゲット空間は 10 次元である
ので、我々の世界である 4 次元時空の理論を
超弦理論から得るためには、6 次元に対して
コンパクト化という作業をしなければならな
い。こうして得られる 4 次元理論が超対称性
を保存するために、その 6 次元空間をカラビヤウ多様体（Calabi-Yau manifold）とすると
良いことが知られている。視点を変えると、
この 6 次元空間上での理論を調べることによ
って、残った 4 次元理論の様々なパラメータ
が決まることになる。6 次元（複素 3 次元）
カラビ-ヤウ多様体上の理論として位相的弦理
論（ topological string）があ り、この理 論は
様々な優れた性質を持つことが知られている。
この位相的弦理論を定義するためには、ター
ゲット空間がカラビ-ヤウ多様体であることが
重要である。
そこで、超弦理論から発展して、様々なタ
ーゲット空間に対する 2 次元の超対称な場の
理論を考えることにしよう。ターゲット空間
は何もボゾン的座標で張られる空間だけでな
く、フェルミオン的座標で張られる空間も考
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ゾン的座標とは、座標 x, y の掛け算が xy=yx
というように交換する（可換な）場合である。
一方、フェルミオン的座標とは、座標がグラ
スマン（Grassmann）数に値を持つために、
xy=−yx というように、交換する際にマイナス
符号が出る（反可換な）場合を指す。このよ
うな座標を用いれば、ボゾン的に複素 3 次元
の射影空間（complex projective space）CP3 は
カラビ-ヤウ多様体ではないが、さらにフェル
ミオン的に 4 次元を付け加えた射影空間 CP3|4
はカラビ-ヤウ多様体となる。最近、E. Witten
によって CP3|4 上の位相的弦理論から N=4 超
対称ヤン-ミルズ理論の MHV 振幅が導出され
たことは、多くの注目を集めた。このように、
ボゾン的座標とフェルミオン的座標を持つ多
様体を超多様体（supermanifold）という。当
研究では、CP3|4 よりも一般的な超多様体をタ
ーゲット空間として、2 次元の場の理論を扱
う。また、その 2 次元理論として、N=(2,2)ゲ
ージ化線形シグマ模型（gauged linear sigma
model）を考える。
我々は、普通の可換なカイラル超場（chiral
superfield）に加えて、反可換なフェルミオン
的カイラル超場を導入した。カイラル超場は
ターゲット空間の座標に対応しているので、
フェルミオン的カイラル超場はターゲット超
多様体のフェルミオン的座標と解釈できる。
これらのカイラル超場とベクトル超場
（vector superfield）を用いて、ゲージ化線形
シグマ模型のラグランジアン（Lagrangian）
を構成した。
この理論の古典真空の構造を調べると、ラ
グランジアンの中の FI パラメータ（FayetIlliopoulos parameter ） と 超 ポ テ ン シ ャ ル
（superpotential）の形によって、様々な相が
現れることがわかった。例えば、ある条件で
は普通のボゾン的座標で表されるオービフォ
ールド（orbifold）上の理論となるが、別の条
件ではフェルミオン的座標で表されるオービ

フォールド上の理論となることが示された。
普通のカラビ-ヤウ多様体に関しては、鏡対称
性（mirror symmetry）によって 2 つのカラビヤウ多様体が関係づけられることが知られて
おり、このような関係が超弦理論から発見さ
れたことは数学にも大きなインパクトを与え
た。従って、上述のようなボゾン的多様体と
フェルミオン的多様体の対応関係が見られる
ことは様々な側面から興味深いことと言える。
超弦理論では D ブレイン（D-brane）が重要
な役割を果たす。D ブレインは開いた弦の端
が束縛されている多次元の膜であり、超対称
性を保存している。従って、弦の世界面の境
界において、超対称性を保存する条件を調べ
れば、D ブレインについて知ることができる。
そこで、我々は、ゲージ化線形シグマ模型の
ラグランジアンに超対称変換を施し、そこか
ら得られる境界上での表面項が消える条件を
解析した。普通のカラビ-ヤウ多様体上の理論
では、2 通りの（A モデルと B モデルと呼ば
れる）超対称変換に対してそれぞれ A ブレイ
ンと B ブレインと呼ばれる D ブレインがあり、
A ブレインは特殊ラグランジュ部分多様体
（special Lagrangian submanifold）に、B ブレ
イ ン は 正 則 部 分 多 様 体 （ holomorphic
submanifold）に巻き付いている。我々の考え
ている超多様体の場合でも、A モデルと B モ
デルに対してそれぞれ解を見つけることがで
きた。超多様体はその構造や性質が十分に知
られてはいないが、これらのブレインの解は
超多様体の部分多様体に関する解析に役立つ
と考えられる。
以上では、U(1)ゲージ対称性を持つ線形シ
グマ模型を解析したが、U(1)n ゲージ群や、非
可換ゲージ群への拡張も考えた。また、超対
称性のより少ない(0,2)モデルの超多様体上で
の構成も議論した。
また、以上の研究とは全く別に現象論的研
究も行った。そこでは、大きな余剰次元を持
った理論を用いて、如何に正の宇宙定数を導
出するかが議論されている（hep-th/0404121
参照）。

論文リスト
[1] ``Cosmological Constant Probing Shape
Moduli through Large Extra Dimensions''
Satoshi Matsuda and Shigenori Seki, hepth/0404121.
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[2] ``Gauged Linear Sigma Model on
Supermanifold''
Shigenori Seki and Katsuyuki Sugiyama, to appear.

レーザー光による超低温分子生成
～光による量子縮退状態の制御へ
むけて～
東條

賢

物理学第一教室 量子光学・レーザー分光学
研究室
受け入れ教員： 高橋 義朗 助教授

研究活動報告
「レーザー光による超低温分子生成 ～光に
よる量子縮退状態の制御へむけて～」
はじめに
光と原子は粒子性や波動性といった量子力
学の基本的な観点からみても非常に関係の深
い性質を持っている。光では早くから量子縮
退状態すなわちレーザー光が実現されており、
研究のみならず工業的や商業的に幅広く利用
されている。一方、原子は近年アルカリ原子
でボースアインシュタイン凝縮が実現された
ところで、ようやくこれからの応用が期待さ
れているところである[1]。
一般に原子の量子縮退を実現するにあたっ
て原子を 1μK 以下の超低温まで冷却するが、
その際に重要な物理量である s 波散乱長（以
後、散乱長と略す）を理解する必要がある[2]。
原子間の相互作用を示す物理量のひとつで、
正では斥力、負では引力相互作用を表し、こ
の相互作用の具合で量子縮退状態に大きな影
響を与える。逆にこの相互作用のさじ加減ひ
とつで量子縮退状態を制御できうるといえる。
この散乱長の制御をボース粒子に対して行う
と、超新星爆発に似たボースノヴァ現象の実
現が期待できる。またフェルミ粒子に対して
行うと、BEC-BCS クロスオーバー状態が可能
となり、原子系の実験を使って高温超伝導体
のシミュレーションを行うこともできる。そ

を行う。実験に使用したスピン禁制遷移では
スペクトル幅が小さく(許容遷移の 1/100 程度)、
測定を可能にするためには高密度かつ低温に
する必要がある。ここでは光定在波を利用し
た光格子および蒸発冷却[2]を利用した。

こで私はこの散乱長を制御することで量子縮
退状態の制御を研究目標とした。

研究の概要
散乱長の制御のひとつに分子状態を利用す
る方法がある。光を使って原子と分子状態を
カップリングさせてお互いに影響しあうよう
にすると、散乱長を変化することができる[3]。
磁場を使う Feshbach 共鳴と類似な現象だが、
光を使うことで磁場と比較して格段に多くの
応用が期待できる。多種多様のレーザー技術
を利用できるのである。Fedichev ら[3]は１つ
の光で分子生成している 1 光子過程を提案し
ているが（図 1 の a の矢印に対応）、励起状
態の分子を利用するため不安定である。この
ためさらにもう 1 つ光（b の矢印）を使った 2
光子過程の利用に着目した。この方法では基
底状態分子とカップルさせる（c の矢印）。
これにより光の周波数を変えることで瞬時に
散乱長を変化させることができる。
量子縮退を系統立てて研究するには、原子
の状態でボース粒子とフェルミ粒子を持つこ
とが望まれる。これには安定同位体に 5 つの
ボース粒子と 2 つのフェルミ粒子を持つイッ
テルビウム原子（Yb 原子）が適している。加
えて Yb 原子はアルカリ土類と同じ 2 電子系
であるためスピン禁制遷移を持つ。これらに
よりアルカリ原子とは全く違う現象を期待で
きる[4]。

離調

散乱長

E
a
b

分子生成用
レーザー光

トラップ用
レーザー光

トラップされた
原子および分子
減速用
レーザー光

図 2. 分子生成実験の模式図
実験結果と考察
図 3 に残留原子数の変化を表す。横軸は図
1 の矢印 a の離調と同等である。この規則的
な原子数の変化は何を意味するのだろうか。
これはちょうど分子の振動状態と対応付ける
ことができる。すなわち分子が生成している
ことを表している。これはスピン禁制遷移で
は初めての結果である。以前行われた許容遷
移の分子生成実験では、分子から原子に戻っ
てしまう前期解離が問題になっていたが[4]、
現在そのような問題は確認されていない。こ
のことは Yb 原子の他の安定同位体に対し応
用への期待につながる。すなわちフェルミオ
ンから成る分子、さらにボソン-フェルミオン
からなるフェルミオン分子の生成へ向けた応
用への一歩となる。

光周波数

c
光の周波数を変化
核間距離

図 1. 光による散乱長制
図 3. 残留原子数の変
実験概要
まとめ
散乱長制御実験の前段階として、1 光子に
よる低温分子生成実験を行った。図 2 のよう
にさまざまなレーザー光を目的に応じて利用
しているが、いずれの場合も光と原子の相互
作用を利用し、これらの結果として低温原子
を生成できる。この低温原子に対して分子生
成用レーザー光を用いることで低温分子生成

光を使って冷却原子から低温分子の生成に
成功した。スピン禁制遷移での分子生成はこ
れまで行われていない。今後はそれらの低温
分子生成から散乱長測定を目指す。準備とし
て他の同位体および 2 光子過程のための光源
開発と、現状で実現可能な同位体における低
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strength of the cesium 6 2S1/2 - 5 2D5/2
electric quadrupole transition in
propagating and evanescent wave fields”,
Phys. Rev. A 71, 012507 (2005).

温分子生成を試みている。その後、2 光子過
程を用いた散乱長制御を目指す予定である。
謝辞

2) Satoshi Tojo and Masahiro Hasuo,
“Oscillator strength enhancement of electric
dipole forbidden transitions in evanescent
light at total reflection”, Phys. Rev. A 71,
012508 (2005).

研究活動にあたって多くの方および団体に
協力していただきました。研究の機会を与え
た頂いた当 21COE および研究費等を補助いた
だいた科学技術振興機構（JST）、受け入れ
教官の高橋義朗先生と熊倉光孝先生をはじめ
量子光学研究室構成員の方々、光源開発のた
めのサンプル提供していただいた京都大学工
学研究科の川上養一先生および日亜化学工業
の成川幸男氏、その他いろいろと御助力いた
だいた方々に感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

Hardware R&D for RHIC-PHENIX
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Marcus Wagner
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74, 875 (2002); W. Ketterle, ibid. 74, 1131 (2002).

Dept. of Physics, Experimental Nuclear and
Hadronic Physics Laboratory
Supervisor: Prof. Kenich Imai

[2] 例えば H. J. Metcalf, et. al., “Laser Cooling
and Trapping” (Springer-Verlag, New York,
1999).
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Within the measurement program at the
Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) is an
effort to understand the origins of the
nucleon’s spin. At RHIC, collisions of

[4] Y. Takasu, et. al., Phys. Rev. Lett. 93, 123202
(2004).

polarized protons at energies up to s =
200 GeV have been realized, and the crosssections to produce various final states have
been measured with the PHENIX detector,
and analysed for their dependence on the
polarization directions of the colliding
bunches. This requires that production
rates of particular final states are normalized to the luminosities of the colliding
bunches so any remaining difference in
production rates may be ascribed to the
spin dependent effects of interest. Since the
longitudinal profiles and numbers of protons in the colliding bunches typically are
different, a reliable measurement of the
relative luminosities of the colliding
bunches is required. In the PHENIX data
acquisition (DAQ) an additional board has
been introduced into the Global Level 1
Trigger (GL-1), with scalers to monitor the
luminosity of each bunch crossing number
(BCN) separately. Minimum-bias collisions
are detected by a coincidence in the beambeam counters (BBC), or with lower effi-

研究会発表リスト
１．登壇者としての発表： なし
２．共著者としての発表：
1) 北川昌明, 福原武, 高須洋介, 加藤豊, 東條
賢, 熊倉光孝, 高橋義朗, “冷却 Yb 原子
の光格子実験” 量子情報合同ワークシ
ョップ, 青森市浅虫温泉, 2004 年 9 月 15
日～17 日

論文発表リスト
１．本 COE における成果論文： なし
２．本 COE から部分的な寄与を受けた論文：
1) Satoshi Tojo, Takashi Fujimoto, and
Masahiro Hasuo,
“Precision measurement of oscillator
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ciency, by a coincidence in the zero degree
calorimeters (ZDC).
After hardware cuts are made on the reconstructed vertex position, these GL-1P
scalers count the triggers from the BBC and
ZDC as a measure of the luminosity for
each BCN separately. For run01 through
run04 the scalers performed well enough to
obtain the relative luminosities at an accuracy required for first measurements of
asymmetries in inclusive π0 production.
Fig. 1 shows a typical distribution for the
currently used scaler systems with the
clearly visible variation of the counts (and
hence luminosity) depending on the BCN.

Fig. 2: Results from the new scaler boards,
showing BBC trigger signals vs. BCN. Top:
BBC N or S, center: BBC wide vertex cut,
bottom: BBC narrow cut.
used scalers are not able to measure correlations between ZDC and BBC (e.g. applying conditions on ZDC while plotting BBCdistributions) the new boards are designed
on the basis of an 80 Mbyte memory. This
memory is required due to an input design,
which uses the 24 inputs (i.e. 17 different
detector signals + 7 bits for 120 BCN applied simultaneously per board) as a bit
pattern which reproduces 224 memory addresses at a 40-bit depth per address. Each
address represents a specific signal combination including the BCN. The 24 detector
signals are gated by a 25th input, fed by the
RHIC clock at 9.8 MHz. One board was
tested using signals from ERT triggers,
muon trigger and the aforementioned BBC
and ZDC signals. Since the boards are being
tested for the very first time, a comparison
with the GL-1P modules is essential. A
typical BBC distribution from the new scaler boards – similar to Fig. 1 – is shown in
Fig. 2. The beam abort gaps between BCN
30 and 40 are clearly reproducible, although
there is a clear BCN shift. The origins of
this shift may be due to an improperly
timed fiducial signal from the V124 module,
which is possibly also responsible for a significantly higher background visible in the
empty BCN, while an expected electronic
jitter or different transition times within
the interface board could be excluded as
shown in Fig. 3.

Fig. 1: GL-1P scaler entries vs. BCN (upper
2 panels: BBC, lower 2 panels: ZDC)
Run04 was also used to take test data at
very high intensities in order to evaluate
future hardware requirements for a relative
luminosity accuracy down to 10-5. For this
issue, new scaler boards based on a
LBL/STAR design have been tested. For
this test and for the future use of these
scalers, an interface board which converts
the RBIB signals from the GL-1 backplane
into the required PECL signals was developed. The central unit of the interface board
is a programmable Lattice ispXPDL 51024
MX chip, which ensures the simultaneous
distribution of a possible 130 RBIB signals
to four 25-pin outputs, which will be connected to the four available scaler boards in
the final operation mode. The new scaler
boards are significantly different from the
currently used boards: while the currently
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BBC rate arbit.units

Since new scalers are applied for the
very first time, comparisons with currents
scalers are essential!!!

ZDC rate arbit. units

ZDC rate arbit. units

Fig. 3: Transition times for 18 signals
through the interface board. The small size
of these variations excludes them as the
source of the background.
ertg1 vs. bbcnar

BBC rate(1/s)

BBC rate(1/s)

For future measurements an internal reset signal in the interface board will be used
instead of the external V124 fiducial signal.
Despite these problems, the test measurement could be used to analyse possible
saturation effects at high intensities, which
have been detected with the GL-1P scalers
as shown in Fig. 4.

ZDC rate(1/s)

ertg1 vs. zdcnar

Fig. 5: Correlations with the new scaler
boards. Upper panels: same as Fig. 4.
Lower panels: ertg1 trigger signal vs. BBC
(left) and ertg1 vs. ZDC (right), both at high
beam intensities (consider: arbitrary units).

Physics analysis for RHIC-PHENIX

BBC saturation?

The hardware issue mentioned above is
essential for future precise measurements
of all kind of spin dependent values. First
measurements on π 0 production and its
sensitivity on initial polarization states has and is - been measured at PHENIX.
Within spin sensitive processes the Λ Hyperon production is another promising
mechanism in order to get access to the
internal spin structure of the nucleon, not
at least due to the Λ’s self analysing decay
into a proton and a pion. In particular Λhyperons with high transversal momentum
(pT) in correlattion with high energy jets are
expected to deliver information on spin sensitive processes within the fragmentation
mechanisms. Moreover the question rises
up, whether there could be a spin dependence of the Λ/Anti-Λ ratio at high pT.

ZDC rate(1/s)

Fig. 4: BBC rate vs. ZDC rate measured
with GL-1P scalers. Left: low beam intensity, right: high beam intensity
This effect can be reproduced clearly by
the new scaler boards, as shown in Fig. 5.
Moreover, the correlation between other
trigger signals (in Fig. 5: ertg1) and BBC or
ZDC, respectively, is shown. This important
comparison was not possible with the GL1P scalers, due to their restriction to ZDC
and BBC signals and it could indicate a
non-linearity problem of the ZDC instead of
the BBC at higher beam intensities.

For this analysis, the p-p-data taken in
run03 at s = 200 GeV with longitudinal
polarized protons are used. In a first step
the enrichment of a statistically reasonable
sample of Λ (as well as Anti-Λ) is in the
focus of the current analysis. Although the
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PHENIX detector design is not optimized
for hadron reconstruction by identifying its
hadronic decay products, it turned out, that
the resolution and the application of appropriate cuts on energy deposit in the calorimeter provides conditions to obtain spectra with clearly separated peaks from a
smooth background.

π−p

Pions (-)
(Phi-Phi0)<0

π+p
Kaons (-)
Anti-Protons

Fig. 8: Invariant mass distribution of pion(anti)-proton pairs (for details: see text).
statistics and well separated peaks w.r.t.
the background.

protons
Δ E (EMCal)

Δ E (EMCal)

Mass [GeV/c²]

Anti protons

effect leads to a much higher sensitivity on
anti-protons than on protons as shown in
Fig. 7. Cuts in the pion and in proton mass
region of the opposite charged spectrum
lead to the invariant mass spectra shown in
Fig. 8 containing a promising

p [GeV/c]

p [GeV/c]

Fig. 6: Energy deposit in the calorimeter of
particles in the reconstructed proton mass
region (see Fig. 7). Inset shows anti-protons
with the related annihilation. The green
line shows the applied cut to remove events
with low momentum.

Further activities:
R&D of the Silicon Vertex Detector project
of PHENIX (see publications below).

Talks within COE program:

Pions (+)

Kaons (+)

QNP2004, Bloomington, Indiana.
“Pentaquark Search at COSY-TOF”

(Phi-Phi0)>0
Kaons +/-

RHIC-Spin seminar: “Hyperon Production
and Pentaquark search at COSY-TOF”

Protons
Mass [GeV/c²]

Publications during COE program:

Fig. 7: Reconstructed negatively (above)
and positively charged hadrons.

M. Wagner et.al., New scaler boards based
on LBL/STAR design for PHENIX, RIKEN
Accel. Progr. Vol.38

Fig. 6 shows typical energy depositions in
the calorimeter for identified protons and
anti-protons. The expected high energy deposit of anti-protons due to annihilation in
the detector material is clearly visible. This

Formation of dense partonic matter in relativistic nucleus-nucleus collisions at RHIC:
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Experimental Evaluation by PHENIX,
submitted to Nucl. Phys. A ;
nucl-ex /0410003

existing LBMs are based on one-fluid theory, (ii)
the used DVMs do not have enough isotropy to
recover the compressibility of the fluids, (iii) the
used DVM, together with the ``propagation plus
collision’’ scheme, constrained the applications to
systems with temperature gradients. Our
motivation is to develop two-fluid FDLBMs based
on new DVM for thermal and compressible binary
fluids.

Y. Fukao et.al., Probing Gluon Polarization
with p0’s in Longitudinally Polarized Proton Collisions at the RHIC-PHENIX Experiment , Proceedings of Spin2004, Trieste,
Italy
M. Togawa et.al., Study of the Gluon Polarization in the proton with a silicon vertex
upgrade at RHIC/PHENIX, ibid.

2. Formulation of FDLBMs
We consider a binary mixture with two
components, A and B. Roughly speaking, there are
two kinds of particle collisions occurring in such a
system, self-collisions (within the same species)
and cross-collisions (among different species).
Correspondingly, the collision term in the kinetic
model (Boltzmann equation) is split into a selfcollision term and cross-collision one. Based on a
multi-speed DVM described by ,

Proposal for a Silicon Vertex Tracker (VTX)
for the PHENIX Experiment, unpublished
Saturation of azimuthal anisotropy in Au +
Au collisions at √sNN = 62 - 200 GeV, submitted to Phys. Rev. Lett. nucl-ex/0411040
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Aiguo Xu
Dept. of Phys., Statistical Physics group
Supervisor: Prof. Hisao Hayakawa

1. Background and motivation
Lattice Boltzmann method (LBM) recovers the
conventional hydrodynamic descriptions, for
example, the Navier-Stokes equations, in the
hydrodynamic limit. In other cases, it presents
approximate solutions to the kinetic system. There
G

A

⋅

→

velocity u A in the eight requirements is the fifth.
So the discrete MDF should be Taylor expanded to

G

(v kAi − u A )
A

A

f

⎛ i 2π ⎞ ⎤
⎜
⎟⎥
⎝ N ⎠⎦

where ν k is the size of the k-th set of discrete
velocities, i(=1,2,..., N) denotes the direction, the
discrete kinetic equation for species A reads,
The Maxwellian distribution function (MDF) for
the mixture, fAB(0)ki, can be approximately
calculated from that for species A, fA(0)ki. For
species B, one has similar relations.. The
continuous MDF has an infinite sequence of
moment relations (properties). The discrete MDF
is required to follow part of those properties.
Which properties to follow depends on the level of
the hydrodynamic descriptions. The ChapmanEnskog analysis shows that, to recover the 2dimensional Navier-Stokes equations, among the
infinite list of moment relations, only the initial
eight ones are necessary. The highest order in flow

Finite-difference lattice
Boltzmann methods for binary
fluids

G
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τ
the fifth order in flow velocity. With the truncated
discrete MDF, the highest rank of tensors in

ki

k BT / m
are different ways to formulate a LBM. We are
currently focusing on the Finite-Difference (FD)
LBM. For binary mixtures, there have been a
number of papers on LBM published;
but
previously existing LBMs are still not convenient
to simulate (i) the thermal systems with heat
conduction, (ii) compressible systems, (iii) even
isothermal and incompressible systems, if the two
components have different particle masses. The
underlying reasons are, (i) most previously

AA

→

AB

particle velocity ν Aki is the eighth. To avoid
losing isotropy of the system, the DVM should be
isotropic up to its eighth rank tensor. It has been
checked that N=12 is the smallest and sufficient
number. Based on the dodecagonal DVM, the
eight requirements reduce to six equations relating
the discrete the MDF to the particle velocities.
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Thus, once six different particle velocities, ν Ak,
(k=0,1,..., 5), are given, the truncated discrete
MDF will be fixed.

[4] Aiguo Xu, G. Gonnella, A. Lamura,
“Numerical study of the ordering properties of
lamellar phase”, Physica A 344, 750 (2004).

The formulated DVM and an appropriate finitedifference scheme composed a FDLBM for binary
mixtures. The accuracy of the formulated FDLBM
is numerically verified by simulating the Couette
flow and uniform relaxation process. If one
requires that the FDLBM recover the
hydrodynamics only up to the Euler level or
isothermal Navier-Stokes level, the DVM can be
simplified.

[5] Aiguo Xu, G.Gonnella, A.Lamura, “Phase
separation of incompressible binary fluids with
lattice Boltzmann methods”, Physica A.331, 10
(2004).
[6] Aiguo Xu, G. Gonnella, A. Lamura,“Phase
Separating Binary Fluids under Oscillatory Shear”,
Physical Review E 67, 056105 (2003).
[7] Aiguo Xu, G. Gonnella, A. Federici, S.
Stramaglia, F. Simone, A. Zenzola, R. Santostasi,
``Response of Autonomic Nervous System to
Body Positions: Fourier and Wavelet Analysis’’,
Modern Physics Letters B (in press)
[physics/0310125].

3. Presentations from November, 2004
[1] Aiguo Xu, ``Finite-difference lattice
Boltzmann methods for binary fluids’’, RIMS
Symposium on ``Mathematical aspects of pattern
formation in complex fluids’’, Kyoto Univ., Nov.
17-19, 2004.

[8] Aiguo Xu, ``Rheology and structures of
quenched binary mixtures under oscillatory shear’’,
Communications in Theoretical Physics 39, 729
(2003).

[2] Aiguo Xu, ``Finite-Difference lattice
Boltzmann methods for binary mixtures’’, Poster
Presentation, Physics of Soft Matter 2004:
Deformation and Flow , Kyoto Univ., July 26-28,
2004.
[3] Aiguo Xu, G. Gonnella and A. Lamura,
``Forming and Ordering of Lamellar Phase in twodimensional Binary Fluid Mixtures’’, No. 59 JSPS
meeting, Kyushu Univ., March 27-30, 2004.
[4] Aiguo Xu, G. Gonnella and A. Lamura,
``Forming and Ordering of Lamellar Phase in twodimensional Binary Fluid Mixtures’’, Poster
Presentation, International Workshop on
Dynamics of Complex Fluids, Yukawa Institute,
Kyoto Univ., March 8-10, 2004

4. Publications and preprints in 2003-2004
[1] Aiguo Xu, ``Two-dimensional finite-difference
lattice Boltzmann method for the two-dimensional
Navier-Stokes equations of binary fluids’’,
Europhysics Letters (in press) [condmat/0410431].
[2] Aiguo Xu, ‘’Finite-Difference Lattice
Boltzmann Methods for binary fluids’’, Physical
Review E (in press) [cond-mat/0406012].
[3] Aiguo Xu, G. Gonnella, A. Lamura, ``Scaling
and glassy behavior in lamellar ordering ’’,condmat/0404205.
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編集後記
今年の 1 月 (?) から広報委員会のメンバーになりました。と、いっても、昨年度の第 1
回市民講座の世話人をしていた関係で、第 2 回市民講座の「すけっと」ということで実質
は広報委員会の仕事をずっと手伝ってきましたので、あまり新入りらしい顔はしていませ
んが。。。これまではニュースレターの編集にはタッチしてこなかったので、その仕事は
増えました。( なので編集後記を書いているわけです。)
私は、宇宙関係で市民講座のようなものをひらくのがいいのではないかと昔から折に触
れて発言していたのですが、いろいろあって実現はできませんでした。従って、やっとこ
のような講座を ( 宇宙だけでなく物理全体で ) 開催できるようになってよかったなと思って
います。面倒な裏方はやりますので、講演依頼等ありました折には是非御協力をお願い致
します。
ニュースレターの方は、よこから見るだけの立場だったのですが、目からうろこ的な記
事もあってなかなか面白いです。今後は記事集めなどが大変そうですが、これも皆様の御
協力あってのことですので、よろしくお願い致します。編集委員が若干宇宙分野に偏って
いるせいか、記事や記者等つい頼みやすいところに流れている印象もあります。今後の改
善課題だろうと思っています。
( 太田耕司
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