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［連絡事項］ 
 

発表について 
 

l 発表時間 

 ひとりあたりの持ち時間は、質疑応答５分を含めて２０分です。 

 

l 発表スライド・機器の準備 

 各セッション(休憩から休憩までの間)で 1 台のパソコンに発表ファ

イルをまとめて入れておいてください。発表プログラムの遅延を避け

るため、セッション内でのパソコンの入れ替えは行わないでくださ

い。 

 また、プロジェクターのセッティングは発表前の休憩時間に行って

ください。 

 

 

判定会議について 
 

判定会議 
日時：2 月 15 日（火）16:00 ~ 
会場：H701 
※教授、准教授、講師及び副査担当の助教の方

は  全員出席です。 
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［タイムキーパーの方へ］ 
 
l 2 月 14 日(月）、15 日(火)の最初のタイムキーパーの方へ 

 講義室の解錠、パソコンおよびプロジェクターのセッティングをお

願いします。詳細は別途。 
 
 
l 2 月 14 日(月)の最後のタイムキーパーの方へ 

 14 日(月)の発表会終了後、15 日(火)の最初のタイムキーパーに 
・ コールベル 
・ レーザーポインタ 
・ タイムキーパー用の修論予稿集 

等をビニールバッグに入れて渡してください。 
 
l 2 月 15 日(火)の最後のタイムキーパーの方へ 

 15 日(火)の発表会終了後、 
・ コールベル 
・ レーザーポインタ 
・ タイムキーパー用の修論予稿集 

等をビニールバッグに入れて物理学専攻事務室（H408）に返却してく

ださい。 
 
 

緊急連絡先 
 

l 物理学専攻事務室（H408）： 
續木佐知子（TEL.06-6850-5377, Ext. 5377） 

l 物理学専攻（工藤研）： 
岸大路泰宏、高木健輔、藤井隆弘（Ext. 5584） 

l 宇宙地球科学専攻（松本研）： 
鴨川航、佐藤淳矢、大出優一、袴田知宏（Ext. 5475） 
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物理学専攻 
素粒子・原子核グループ 

会場：H701 
2月 14日（月） 
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μ-e 転換過程探索実験 DeeMe に用いられる高レート耐性 MWPC 
の改良試験 

杉田 和正  青木研究室（物理学専攻） 
 

 ミューオンがニュートリノの放出なしに電子へと崩壊する過程は、荷電レプトンフレーバ

ー非保存過程の一例であり、標準理論によってほとんど禁止されている。DeeMe 実験は、こ

のμ-e 転換過程を探索するために、茨城県東海村の大強度陽子加速器施設（J-PARC）の物質

生命科学実験施設（MLF）で行われる予定の実験である。 
 DeeMe 実験においてμ-e 転換過程を示す信号は、ミューオニック原子形成から数マイクロ

秒後に飛来する 105 MeV の電子であり、この遅延電子を大量のパルス由来電子から選り分け

て観測するために、高レート耐性の多芯比例計数管（MWPC）が用いられる。 
 現在の MWPC はポテンシャルワイヤの電圧を時間的に変化させることで高レート耐性を

実現しているが、その HV スイッチによるノイズで 1 マイクロ秒程度の不感時間が発生して

しまう。 
本研究では、ポテンシャルワイヤと逆方向にアノードワイヤの電圧も同時にスイッチするこ

とで、このノイズの削減を目指し、低電圧での実証試験を行った。また、両方のワイヤのス

イッチ電圧比の最適化を行った。 
 
 
 
 
 
 

COMET Phase-α に向けたレンジカウンターの開発 
樋口 雄也  青木研究室（物理学専攻） 

 
 COMET 実験は、荷電レプトンフレーバー非保存過程の一つであるミューオン電子転換過

程の探索を目指す実験である。ニュートリノ振動を含めた標準理論での分岐比は10!"#と強

く抑制されているため、この現象の発見は新物理につながるものとして期待されている

COMET 実験は Phase-I と Phase-II の二段階の実験を通して、10!$%の単一事象感度での探索

を目指している。 

 COMET は 2022 年度に COMET Phase-α という実験を実施予定である。COMET 実験は炭

素標的で生成されるπ中間子を大立体角で捉えるため、π中間子捕獲ソレノイドが導入され

るが、COMET Phase-α はπ中間子捕獲ソレノイドを設置せずに行われ、標的で後方に生成さ

れるπ中間子やミューオンを低い不確かさで測定することが目的である。生成されたπ中間

子やミューオンは輸送ソレノイドを通って検出器領域へ運ばれる。この時輸送されてくるミ

ューオンの運動量を測定するのがレンジカウンターである。レンジカウンターはデグレー

ダ、アブソーバ、二枚のプラスチックシンチレータで構成されており、デグレーダの厚みを

調整することでアブソーバに静止する運動量を選択し、プラスチックシンチレータの信号で

時間スペクトルを作ることで、アブソーバに静止したミューオンの数を算出することが目的

である。このシステムでミューオンの運動量が再構成できるかどうかをシミュレーションで

評価した。また、低い運動量のミューオンもトリガーしてアブソーバに静止される必要があ

ることから、薄いシンチレータを用意する必要があり、その試験を同時に行った。  
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ミューオン X 線元素マッピング装置の陽子ビームによる評価試験 
西村 由貴  青木研究室（物理学専攻） 

 

大阪大学核物理研究センター(RCNP)のミューオン施設 MuSICでは、負ミューオンを用いた非

破壊元素分析法の開発を行っている。分析試料に不ミューオンを照射して、負ミューオンが

停止した位置にある物質から放出されるミューオン特性 X 線を測定することで、試料を破壊

することなく、試料の元素組成や同位体比を分析することができる。ミューオンの停止位置

の情報とミューオン特性 X 線のエネルギーの情報を取得することによって、試料内部の元素

マッピングをすることが可能となる。 

飛跡検出器であるドリフトチェンバーとエネルギー検出器であるゲルマニウム半導体検出器

を用いた元素マッピング装置の総合試験を行った。現在 MuSICは使用できないので、代わり

に陽子ビームによる PIXEを用いて実験を行った。ドリフトチェンバーは、X 軸方向の位置

分解能 103〜204μm、Y 軸方向の位置分解能 109〜209μmの精度でトラッキングができた。

また、先行研究では 16%ほど出会ったトラッキング効率は 約 78%を達成した。また、トラッ

キング結果とエネルギーの情報を合わせて作成した銀の 2次元プロットについて報告する。 
 
 

 

 

 

 

 

μ-e 転換過程探索実験 DeeMe に用いられるガスシステムの高度化 
東野 祐太  青木研究室（物理学専攻) 

 

ミューオン電子転換過程を探索する DeeMe 実験が、茨城県東海村にある大強度陽子加速器

施設 J-PARC の物質生命科学実験施設(MLF)で計画されている。 

  本実験で用いる飛跡検出器 MWPC には、パルス陽子ビーム由来の即発荷電粒子(70 

GHz/𝑚𝑚&)に耐性を持つこと、即発荷電粒子が入射してから数百 ns 後に電子を検出できる

こと、という要求が課せられている。 

  DeeMeグループでは、High Voltage Switching technique という手法を用いることによって、

アルゴン：エタン=1:1の充填ガスで、要求が満たされていることが確認された。さらに動

作の安定化や低印加電圧での高ゲインの獲得などを目的として MWPC の高度化を目指して

いる。充填ガスをアルゴン：イソブタン=8:2 とすると、上記の目的を達成することがわか

ったが、即発荷電粒子入射以降に即発荷電粒子由来の信号(遅延ヒット)が発生した。遅延ヒ

ット抑制のために新たに R-134a,メチラールを導入することとなった。 

  メチラールは液体なので既存のガスシステムでは使用できないため、ガスシステムの高度

化が必要となった。メチラールは有機溶剤であるため、本実験で使用する MWPC の部品の

耐性を調べるために浸漬試験を行い、交換の必要がある部品を確かめた。ガスシステムで液

体を使用するために、蒸気を質量流量制御しながら供給できる Controlled Evapolator 
Mixer(cem)を導入した。部品交換を行った MWPCのプロトタイプを用いて動作試験を行った

際に、cem に正体不明の液体が詰まってしまうことが確認された。この液体を成分分析によ

り解明し、メチラールが輸送されるナイロンチューブが原因であることを確かめた。  
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48Ca の半減期測定に向けた 48Sc 検出効率の改善と 
キレート樹脂での Sc捕集効率の評価 

原田 卓明  川畑研究室（理学研究科） 
 

 CANDLES 実験は、ニュートリノを放出しない二重ベータ崩壊（0νββ）の観測を目指して

いる。二重ベータ崩壊核のなかで最も Q値の高い 48Ca（Q値=4.3 MeV）を含む CaF2 結晶を

用い、バックグラウンド （背景事象）フリーな検出器の開発に取り組んでいる。 
 0νββ に対する避けられないバックグラウンドであるニュートリノを放出する二重ベータ崩

壊の寄与は、48Ca の（通常の）ベータ崩壊の半減期が得られていないことが原因で正確には

判明していない。このベータ崩壊は強く抑制されており、実験的に 1.1 x 1020 年という下限

値が得られているのみである。 

 極めて長い半減期と 48Ca の効率的な濃縮方法が存在しないという理由から低バックグラ

ウンドかつ高効率の実験環境が必要である。これを実現するため、Sc を用いた実験が考案

されている。48Ca とその娘核 48Sc のベータ崩壊：48Ca→48Sc→48Ti という反応は、48Sc の半減

期(44 時間)が 48Ca と比べて極めて短いために放射平衡にあり、48Sc の崩壊数が 48Ca の崩壊

数に等しいとしてよい。大量の Ca 化合物の水溶液を循環させ、生成した微量の 48Sc3+イオ

ンをキレート樹脂で選択的に捕集することで高感度測定を実現する。 

 本研究では実験装置の低バックグラウンド化や検出効率の改善、樹脂による Sc 捕集効率
の評価について発表する。 
 
 
 
 
 

48Ca のβ崩壊半減期測定に向けた 
実験装置の開発とバックグラウンドの評価 

山本 朝陽  川畑研究室（物理学専攻） 
 

CANDLES実験では、ニュートリノを放出しない二重ベータ崩壊(0νββ)の観測を目指して

いる。二重ベータ崩壊核で最も Q 値の高い 48Ca(Q_ββ:4.3 MeV)を含む CaF2結晶を用い、Q_ββ
に対応するエネルギー領域に事象を観測する方法を用いる。しかし、Qββ値付近にはニュート

リノを放出する二重ベータ崩壊(2νββ)がバックグラウンド(BG)となるため染み込み量を

評価する必要がある。2νββ崩壊の評価には自然放射線の少ない 2.6 MeV〜4.3 MeVの事象

のみに着目して行う。48Ca のβ崩壊はエネルギー的に禁止されておらず 48Ca→48Sc→48Ti の 2

連続のβ崩壊を起こす。そのうち 48Sc→48Ti の Q_ββ値が 4 MeV であり 2νββ崩壊の評価に

対して無視できない BGとなる。48Ca→48Scの半減期は 1.1×1020年以上であり 48Sc→48Tiの半

減期 43.7時間に比べて極めて長いため両者は放射平衡状態にある。しかし、48Caのβ崩壊半

減期の有限値は得られていないため測定を目指す。48Sc→48Ti事象の 90%が、3本のγ線(1038 

keV、1312 keV、983 keV)を放出するため、同時計測により検出し 48Caβ崩壊半減期の評価に

用いることができる。 

本実験では、Scを化学的に捕集するキレート樹脂を用いて 48Scを濃縮し、30 本の CsI(Tl)

検出器で 4π囲むことにより高い検出効率での測定を目指す。48Caの極めて長い半減期を測

定するために実験装置による BGの低減、解析によるシグナルと BGの弁別を行う必要があ

る。本研究では、シグナルと BGの特徴を定量化し弁別することで測定感度の向上をおこな

った。また、主な BG 要因と考えられる 208Tlと中性子の影響を見積もった。本発表では、現

在の検出器での測定感度と、理論予測を覆う測定感度 2.0×1021年に向けた更なる BG低減に

おける課題について発表する。  
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短寿命核 19O を用いた固体酸化物形燃料電池材料 
Y2O3安定化 ZrO2中における酸化物イオン伝導特性の評価 

大谷 優里花  川畑研究室（物理学専攻） 
 
固体酸化物形燃料電池(SOFC)は発電効率の高い電池として注目されている。SOFCの電解

質材料Y2O3安定化ZrO2 (YSZ)中の酸化物イオン(O2-)伝導率を調べる重要な手法として、安定

核を用いる17O (I=5/2) 核磁気共鳴(NMR)法がある。しかし、17O同位体の天然存在比は0.038%
と小さく自然界にごくわずかしか存在していないため、NMRを検出するためには17O濃縮試料

が必要である。このため試料作成には多大な労力とコストがかかり、あまり研究が進んでい

ないという現状がある。そこで我々は不安定核19O (T1/2= 26.9 s, I= 5/2 )ビームをNMRプロー

ブとして用いるβ線検出核磁気共鳴(β-NMR)法によりO2-伝導率を評価することを試みている。

プローブ核を外部から試料に導入するβ-NMR法
は、濃縮試料を必要としないため、従来の17O NMR
法よりも手軽かつ低コストにO2-伝導率を調べる

事ができ、新たにSOFC材料の開拓に貢献できる

可能性がある。最近我々は量子科学技術研究開発

機構HIMAC及び筑波大学タンデム加速器におい

て高偏極19Oビームの生成に成功した。本研究では

これらのビームを用いてYSZ中19Oのスピン格子

緩和時間T1（図1参照）の温度・磁場依存性を測定

し、酸素の拡散係数やO2-伝導率について議論を行

った。                                             図1:YSZ中19Oの偏極の時間変化。 
 
 

16Nアイソマーの中性子剥離・反応断面積とハロー構造  
福留 美樹  核物質学研究グループ（物理学専攻） 

 
中性子ハロー核における反応断面積および中性子剥離断面積の

増加はよく知られており、ハロー構造の証拠の一つになること

が分かっている。本研究では中性子過剰核 16N のアイソマー状

態(寿命の長い励起状態)がハロー構造を持つのではないかと考

え、その中性子剥離・反応断面積を測定し、基底状態のそれら

と比較することを試みた。 
しかし、純粋なアイソマービームの生成は技術的に困難である

ため、2種類の 1次ビーム(15N 169AMeV, 18O 160 AMeV)を用い

て、アイソマー比の異なる 16Nビームを生成した。それぞれに

対し同条件で中性子剥離・反応断面積を測定した。 
実験は、量子医科学研究所のHIMAC重イオンシンクロトロン

施設の2次ビーム生成分離器を用いて行なった。反応標的前の粒子識別にはBρ-TOF-ΔE法、反

応標的後の粒子識別にはΔE-E法をそれぞれ用いた。反応標的にはC, CH2, Alを用いた。上図は2
種類の1次ビームを用いて測定した1中性子剥離断面積 𝜎!$' の比(予備的な値)である。 

発表では実験により得られた中性子剥離・反応断面積について報告し、16N アイソマーの中性子ハ

ロー構造との関連で議論する。  

図：１中性子剥離断面積の比較 
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33Mg の β崩壊による 

中性子過剰核 33Al の束縛状態と中性子非束縛状態の研究 
大上 能弘  川畑研究室（物理学専攻） 

 
中性子数が魔法数 20近辺の Ne、Na、Mg核は、逆転の島と呼ばれ、魔法数の消失や変形の

出現が知られている。我々のグループでは逆転の島の中性子数側の境界の 30Mg を研究し、変

形共存の存在を明らかにした。今回は陽子数の境界に位置する 33Al20 に注目し、33Mg の β 崩

壊実験を行った。 
33Al は安定核 27Al に比べ中性子数が 6個多い中性子過剰核であるため、中性子分離エネル

ギーが小さく、β 崩壊による Q値も大きい。そのため、β 崩壊後すぐに中性子を放出して（β
遅発中性子放出）32Al を生成することになる中性子非束縛状態のエネルギー領域が広い。こ

の中性子非束縛状態を調査するためには、β 遅発中性子のエネルギーを正確に測る必要があ

る。そこで、今回は飛行時間と飛行距離からエネルギーを求める TOF法（Time Of Flight 法）
を用いて中性子のエネルギーを決定した。また、γ線の測定より、33Al と 32Al の束縛状態への

β 崩壊を調査した。 
実験はカナダの TRIUMF で行った。33Mg の β 崩壊で放出される β線と γ線を Ge 検出器の

前面に小型プラスチックシンチレータを配置した８台のテレスコープ検出器で測定した。ま

た、β 遅発中性子を 6台の中型（低エネルギー中性子検出用）と 2台の大型（高エネルギー中

性子検出用）プラスチックシンチレータで測定した。そして、β線、γ線、中性子の同時計測

を行なった。 
γ-γ 同時計測データを解析して、33Al と 32Al の束縛状態の準位構造を構築した。また、中性

子 TOF spectrum を解析して、β 遅発中性子のエネルギーを決定した。さらに、β線、γ線、中

性子の同時計測データを解析して、33Al の束縛状態だけでなく中性子非束縛状態を含めた崩

壊様式を構築した。 

本講演では、その結果を示し、33Al の原子核構造を議論する。 
 

チャーム・バリオン分光実験における 

シンチレーション・ファイバー飛跡検出器の性能評価 
木村 祐太  川畑研究室（物理学専攻） 

 
 我々は、J-PARC のハドロン実験施設内の高運動量ビームラインにおいて、チャーム・バ
リオン分光実験 (J-PARC E50 実験) を計画している。E50 実験では、液体水素標的に、𝜋!粒
子ビームを入射し、チャームバリオン (𝑌(∗

*) を 𝜋! + 𝑝 → 𝑌(∗
* + 𝐷∗! の反応で生成する。 

同時に生成される𝐷∗!は、2 つの𝜋!と 1 つの𝐾*へと崩壊する。これら 3 つの粒子と、入射
𝜋!粒子の四元運動量を測定することによって、欠損質量法からチャーム・バリオンの質量ス
ペクトルを再構成する。得られた質量スペクトルからダイクォーク相関の確立を目指す。 

E50 実験では、標的付近が高レート環境 (30 MHz) となることが想定されており、標的付
近で使用する検出器群には、高レート環境下で正常に動作することが要求される。標的付近
での粒子の飛跡検出には、シンチレーション・ファイバー飛跡検出器 (FT) を用いる。FT
は、シンチレーション・ファイバーと 1.3 mm 角の MPPC を組み合わせた飛跡検出器であ
り、速い応答特性が期待される。また、FT に用いられる MPPC の制御及び、アナログ信号
の処理には、多チャンネルの Pixeled Photon Detector (PPD) 読み出し用の ASIC を搭載した読
み出し回路を用いる。 
 本研究では、FT、及び、データ収集のための ASIC搭載読み出し回路の高レート環境での

性能評価行うため、東北大学の電子光理学研究センター (ELPH) で高レートビーム実験を行

った。ASIC には、Weeroc社により開発された CITIROC1A と PETIROC2A の２つを使用し

た。ASIC と FT の性能のレート依存性を調査するため、ビームレートを 5 -1300 kHz/fiber の
範囲で段階的に変化させた。実験の結果から、高レート環境における 2 つの ASIC の特性、

FT の時間分解能、及び、検出効率の評価を行った。また、宇宙線を用いた FT のファイバー

ごとの光量や検出効率等の性能評価も行った。それらの解析と結果について述べる。  
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低屈折率エアロゲル⽤いた 

閾値型エアロゲル・チェレンコフ粒⼦識別検出器の性能評価 

辰巳 凌平  川畑研究室（物理学専攻） 
 

 茨城県の東海村にある大強度陽子加速器施設(J-PARC)のハドロン実験施設に建設された

高運動量ビームラインにおいて、チャームバリオン分光実験(J-PARC E50実験)が計画されて

いる。実験では、チャームバリオン(𝑌(∗*)を𝜋! + 𝑝 → 𝑌(∗* + 𝐷∗!反応によって生成し、チャ

ームバリオンの励起状態を調べることでバリオンの構造の解明を目指す。散乱粒子(𝐷∗!)を
不変質量によって同定し、ミッシングマス法でチャームバリオンの質量スペクトルを得る。

実験で測定する崩壊モードは𝐷∗! → 𝐷,+𝜋!	(67.7	%) → 𝐾*𝜋!𝜋!(3.89	%)であり、標的下流側

で𝜋中間子と𝐾中間子の識別が必要である。実験では4 GeV/cまでの𝜋/𝐾の粒⼦識別に低屈折

率エアロゲルを⽤いた閾値型チェレンコフ粒⼦識別検出器を使⽤する。屈折率1.007のエア

ロゲルを使⽤することで、1.2 GeV/cから4.0 GeV/cの広い運動量領域での𝜋/𝐾の識別が可能に

なる。 

 低屈折率のエアロゲルでは、チェレンコフ光の光量が少なくなるので、この低い発光量を

克服するため、光検出器として量子効率の高い MPPC を使用する。MPPC は受光面積が小さ

いが、集光用ライトガイドを用いることで、MPPC の受光面が覆う狭い領域に光を集めるこ

とが可能である。加えて、アレイを用いて複数の MPPC のヒット情報を使うことで、暗電流

の影響を低減できる。集光用ライトガイドとして、ライトコーンを用い、その形状の最適化

を Geant4 によるシミュレーションで行った。この最適化をもとに試作機を製作し、SPring-8
の LEPS2 のビームラインにおいて電子ビームを照射し、性能評価を行った。また、試作機

で得られた測定結果を Geant4 によるシミュレーションで再現し、𝜋中間子と𝐾中間子に対す

る識別精度を見積もった。本研究にて、実機の製作に向けて課題であった低発光量を克服す

る測定器技術を開発した。 
 
大強度小型サイクロトロンのための高温超伝導 ECR イオン源の開発  

荘 浚謙  核物理研究センター加速器研究部門（物理学専攻）  
 

アルファ線核医学治療はその高い細胞殺傷能力および副作用の低さから、近年注目を集め

ているがん治療法である。そこで、アルファ線核医学治療に必要な不安定核アスタチン-211
を病院内でも製造できるよう、RCNP は大強度小型サイクロトロンを開発している。この小

型加速器は高い磁場を生成するために高温超電導 REBCO線材を使用する予定だが、REBCO
を用いた電磁石の応用データはまだ少なく、加速器に使うメートルサイズの電磁石を構築す

る前に REBCOコイルの実応用データが必要とされている。 
そこで、本研究は小型の REBCOコイルを試作し、それを用いて高温超電導 ECR イオン源

を開発する。これを通して REBCOコイルの性能を確かめ、それと同時にアルファ線核医学

治療の不安定核種製造に必要な大電流ヘリウムイオンビームを提供する。 
本研究はまず数十センチサイズの高温超電導 REBCO線材のミラーコイルおよび６極コイ

ルを製作した。それに対して 77 K および 31 K の低温で繰り返し電流を印加し、その電磁気

的特性および磁場生成能力の安定性、再現性を確かめた。次にこの REBCOコイルを使っ

て、ECR イオン源に必要な min-B configuration および平らな磁場構造を設計し、10 GHz と

2.45 GHz の二つの運転モードに対応できるようにした。さらに ECR イオン源としてのマイ

クロ波入力に関する設計を行い、イオンチェンバー寸法を決定し、２価ヘリウムイオンの生

成に必要な電子温度を確保した。最後にイオン源の引き出し電極を設計し、目標の大電流ヘ

リウムビームの引き出しを理論計算において成功した。 
これによって、本研究は大強度小型加速器の開発に必要な高温超電導コイルの性能試験お

よび不安定核種製造に必要な大電流ヘリウムイオン源の設計を行った。  



 13 

トラッキング型 Ge 検出器を用いたコンプトンカメラの開発 
岩崎 聖子  RCNP 核物理実験部門（物理学専攻） 

 
ガンマ線イメージングは天体観測から宇宙起源や構造の研究、医療や放射線汚染の調査など

多くの分野で応用されている。レンズや鏡を使えないため可視光のイメージングとは異なる

原理に基づくガンマ線カメラが研究されている。コンプトンカメラはその一つでガンマ線が

検出器内でコンプトン散乱する過程を測定し、ガンマ線の位置を決定する検出器である。 
トラッキング型 Ge 検出器を使用した。トラッキング型 Ge 検出器はガンマ線が検出器内で

コンプトン散乱や光電吸収などの反応を起こした位置とエネルギー付与を高い分解能で決定

することができる検出器で、同軸型 Ge結晶 4 つから構成されており、それぞれの外側電極

が軸方向、周方向に 6 分割ずつ合計で 36 分割されている。これらの分割されたセグメント

からの信号波形を解析することでガンマ線相互作用点の 3次元位置をセグメント幅よりも小

さい 2 mm 程度の分解能で決定できる。ガンマ線は検出器内で複数回コンプトン散乱した後

に光電吸収されるが、この相互作用連鎖は各相互作用点でのエネルギー付与量と位置から再

構成できる。特に検出器に入射したガンマ線が 1回目のコンプトン散乱をするまでの軌跡は

1回目と 2回目の相互作用点を結ぶ線を軸とした円錐上に制限できる。その円錐の重なりか

らガンマ線源の飛来方向を決定する。 
 本研究は 1MeV以上の高エネルギーガンマ線イメージングを目標とし、ガンマ線源の位置

を 3°以下の分解能で決定することを目的とした。まずは既知の位置に置かれた 1 つの点状

ガンマ線源から放出されたデータを取得し、ガンマ線源の位置を分解能内で決定することを

目標とした。次に、線源の数を増やした場合に拡張する。 
 
 
 
 

微量分析に用いる低放射能ゲルマニウム検出器の開発 
吉田 朋美  核物理研究センター（物理学専攻） 

 
CANDLES 実験はレプトン数の破れの証拠となるニュートリノを放出しない二重ベータ

(0nbb)崩壊の観測を目指している。CANDLES 検出器で、より高感度で 0nbb崩壊を観測す

るためには、バックグラウンド放射線の原因となる事象が少ない環境を作る必要がある。バ

ックグラウンドの事象を少なくするには、CANDLES 実験装置に含まれる放射性不純物を出

来る限り少なくすることが有効である。すなわち、CANDLES 実験の検出器の部品を高純度

の材質で作り、検出器そのものが含む放射性不純物量を少なくすることが有効である。

CANDLES 実験装置では 48Ca 原子核の 0nbb崩壊を観測するために、48Ca 原子核を含むフッ

化カルシウム(CaF2)結晶を用いる。本研究では、CaF2結晶の原料となる CaF2粉末や検出器の

部品に含まれる放射性不純物量を測定するゲルマニウム検出器を地上で開発した。サンプル

に含まれる放射性不純物をより高感度で測定するために、バックグラウンド放射線を低減す

る取り組みを行った。また、サンプルに含まれる放射性不純物の放射能を求める際に必要と

なる検出効率をモンテカルロ法によって求めた上で、サンプルに含まれる放射性不純物の検

出感度を算出した。本発表では、ゲルマニウム検出器のバックグラウンド放射線を低減する

取り組みや、検出効率やバックグラウンドレベルの性能などについて発表する。  
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中性子複合核共鳴による時間反転対称性の破れ 

探索のための高計数率対応中性子検出器の開発 
中井 飛翔  核物理研究センター（物理学専攻） 

 

 現在の物質優勢宇宙を説明する条件の１つに、荷電・空間(CP)対称性の破れがある。宇宙

における物質・反物質の非対称性は、既知の CP の破れのみでは説明がつかず、未知の CP
の破れの存在が示唆されている。CPT 定理より CP の破れは時間反転(T)の破れと等価とな

るため、大きな T の破れ探索は標準模型を超えた新物理探索に繋がる。 

我々が進めている複合核共鳴反応を用いた時間反転対称性の破れの探索では、高計数率に

対応する中性子検出器が必要とされている。そこで優れたエネルギー分解能と短い発光減衰

時間を兼ね備える Li, 含有プラスティックシンチレータ(EJ-270)を用いた中性子検出器の開

発を行っている。 

 開発の主な項目としては、①高計数率耐性，②γ線の評価 の 2項目である。 

①に関しては、O(10!")の測定精度を達成する為に、統計誤差の観点から10$+個もの高統計

測定が必要となるが、本番の測定条件を考慮すると、現実的な時間内に結果を得る為には、

最低でも約 10MHz の高計数率の測定が求められる。 

②に関しては、本番の測定においてバックグラウンドの主たる原因となり得る γ線が、測定

精度に重大な影響を及ぼさないことが必要とされる。 

そこで波形の情報を利用したパイルアップ抑制の手法を開発し、J-PARC/MLF/BL10ビーム

ラインで取得された様々な入射中性子強度での測定データに適用した。その結果、測定可能

な最大計数率として 11.4MHz を達成した。また γ線バックグラウンドは主に中性子検出器

内で発生していることが判明し、その量は許容範囲内であることがわかった。 

 

 

Color dipole近似を使った 

クォーク・グルーオン・プラズマ中でのクォーコニウムの時間発展 
開田 有奏  原子核理論研究室（物理学専攻） 

 
陽子や中性子など核子内に閉じ込められているクォークやグルーオンは高温領域でクォー

ク・グルーオン・プラズマ(QGP)に変化する。重い原子核同士の衝突により QGP を生成させ

る実験が LHC や RHIC といった加速器施設で進められている。QGP の生成を示すシグナル

の１つとしてクォーコニウムの生成量の抑制がある。クォーコニウムとは重いクォークと反

クォークからなるメソンであり、その不変質量が大きいことからその生成量の観測が比較的

容易となっている。実験で具体的にクォーコニウムの量が時間とともに減少していく様子を

観測することは困難であるため、理論的にクォーコニウムの時間発展について数値計算を行

い実験と比較する研究が行われている。本研究では QGP 中のクォーコニウムの時間発展につ

いて開放系で理論式の導出と数値計算を行った。 

 具体的には potential non-relativistic QCD(pNRQCD)をもとに量子散逸過程と color１重項と

color８重項を含めたモデルを構築し数値計算を行った。pNRQCD におけるリンドブラッド形

式のマスター方程式を導出し、最終的に非線形シュレディンガー方程式に変換した。 

クォーコニウムの時間発展に関して短時間的なふるまいと長時間的なふるまいに分けて考察

を行った。短時間のふるまいに関しては実験での QGP の生成時間のスケールにおいてより

non-relativistic QCD (NRQCD)での計算結果と近い結果を出すことを試みた。これは pNRQCD
は NRQCD に対して color dipole limit をとった理論ととらえることができ、QGP 中での

color dipole limit の有効性を議論するためにも行った。長時間のふるまいに関しては、量子散

逸過程を含めることにより熱平衡状態に達しているかどうかを確認した。  
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グラディエントフローによる 3 次元 O(N)スカラー模型の 

固定点の解析 
田中 瑞樹  原子核理論研究室 (物理学専攻) 

 

グラディエントフローとは、フロー方程式と呼ばれる発展方程式に従って場を粗視化する操

作であり、特に格子 QCD数値計算との相性がよく近年活発に利用されている。一方、同じく

場を粗視化する操作であるくりこみ群変換では、固定点周りにおけるパラメータの振舞いを

調べることで理論の臨界指数を求めることができる。 

グラディエントフローとくりこみ群変換の粗視化という共通点から、先行研究[1]ではフロ

ーした場の上で計算された局所演算子の期待値がくりこみ群変換を受けたパラメータと見な

すことができることを指摘している。さらに、実際 3次元 O(N)スカラー模型の Large-N 極

限での解析計算により、パラメータのフローおよび理論の非自明な赤外固定点を導出してい

る。 

本研究では、先行研究と同じ 3 次元 O(N)スカラー模型を採用し、N が有限の場合の局所演

算子のフローを数値解析によって調べる。N が有限の場合には物理量の計算を解析的に行う

ことは不可能なので、本研究ではモンテカルロ法に基づく格子数値計算を用いてフローした

場の相関関数を計算し、フロー図を描く。さらに、この結果を用いて赤外固定点の出現及び

その性質を調べる。 

[1] H. Makino et al., Prog. Theor. Exp. Phys. 2018, 053B02 
 
 
 
 
 
レーザー核融合高速点火実験におけるプラズマ電子温度計測器の開発 

郭 署旺  藤岡研究室（物理学専攻） 
  

高速点火核融合の実現のためには、レーザービームの吸収による高速電子が発生し、超高

密度に圧縮した燃料をに達してコアを加熱する。高速点火温度計測は二つ目的がある：核融

合点火温度である 5000万度、換算で 50keV以上の電子温度に達したことを実証するため、プ

ラズマの電子温度は重要な計測対象である。一方で核融合燃料の各部の二次元電子温度分布

を求めることで、電子輸送とエネルギー拡散の物理を解明する。本研究はマルチピンホール

カメラとフレネルゾーンプレート結像系、二つのプラズマ電子温度検測器の開発を行った。 
マルチピンホールカメラは透過率が異なるフィルターを用いた複数のチャンネルを持つ検

測器である。各チャンネルでの信号を、シミュレーションの結果と対照することで二次元電

子温度を推定することができる。 
フレネルゾーンプレートは光の干渉現象を利用した準単色 X線レンズである。本研究は電

子ビーム蒸着装置と集束イオンビーム装置を利用し、高速点火レーザー核融合実験に適した

位相差型フレネルゾーンプレートを，オンデマンドで短時間かつ低コストで製作できるよう

になった。またミラーと鉛遮蔽の組み合わせで、新たな結像系を開発した。相対論強度レー

ザー条件でノイズを大幅減少し、綺麗な画像を取得できた。 
本発表では、計測原理および実験結果の詳細について報告する。  
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AdS/CFT対応における重力方程式の量子情報的関係式による導出 
坂川 友亮  素粒子論研究室（物理学専攻） 

 
AdS/CFT対応は、超弦理論で D-brane系の低エネルギー描像を考えることで発見された量子

重力理論と共形場理論を対応させる重要な関係である。具体的には、(d,1)次元の漸近的 AdS(反
ドジッタ空間)で量子重力理論を考えた時に、その AdS の境界部分とみなせる(d-1,1)次元の平

坦な時空上にとある CFT（共形場理論）が存在し、その二つの理論は等価になり同じ運動の

自由度を持つという対応関係のことである。そこで、CFT の関係式から AdS空間における運

動方程式,つまりアインシュタイン方程式を導くことができるのではという問題が考えられ

る。 
今回は、双方の理論で真空を微小変動させた状態を考えた時に、𝛿𝑆 = 𝛿𝐸-

./0
という CFT 側

における熱力学的な量を使った公式と AdS側における運動方程式（アインシュタイン方程式）

の線形項が同値になることを、エンタングルメントエントロピーと AdS側の極小曲面が等し

くなるという笠高柳の公式と場のエネルギー運動量テンソルと AdS の計量を結ぶ関係式を用

いて見ていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拡張ヒッグス模型における電弱バリオン数生成の理論的研究 
村 勇志  素粒子理論研究室（物理学専攻） 

 
これまでの宇宙論的な観測によって、我々の宇宙に存在する物質（バリオン）と反物質の量

には非対称性があることが知られている。この非対称性は Baryon Asymmetry of the Universe 
(BAU)と呼ばれ、素粒子標準模型では説明がつかない問題の 1 つである。宇宙誕生から現在

に至るまでに、何らかのメカニズムによってバリオンが作られ、この非対称性が生まれたと

するバリオン数生成の理論の中でも、特に有力な電弱バリオン数生成の理論に本論では着目

した。真空の相転移を用いる電弱バリオン数生成は、最小に仮定された標準模型のヒッグス

セクターでは実現されないが、これを拡張することで実現可能となる。このように電弱バリ

オン数生成はヒッグス粒子の物理であり、将来実験によるヒッグス粒子の精密測定によって

検証が可能な理論である。その一方で、バリオン数生成に必要な CP対称性の破れを厳しく

制限する電気双極子モーメント(EDM)実験の感度の向上により、標準模型を超える模型で既

存の制限を満たしつつ電弱バリオン数生成を実現することは難しくなってきた。本論では、

2 つの独立な CP を破る位相を備える模型において、それらの干渉を用いることで EDM 制限

を満たしつつ、電弱バリオン数生成を実現する可能性を探った。その結果、新たに追加した

粒子の質量が 300-400 GeV 程度の領域で、EDM 実験を始めとする既存実験を満たしつつ

BAU を説明できるベンチマークを得た。加えて、この時のヒッグス自己結合定数の標準模

型からのずれが 35-55%程度となり、将来の加速器実験で検証可能であることを示した。  
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重力双対の指標としての非時間順序相関関数の 
単純な量子力学系での研究 

渡辺 涼太  素粒子論研究室（物理学専攻） 
 

 重力は我々に最も身近な力であるにもかかわらず, 量子論との統合は未だ満足な形ではな

されていない. 現在の量子重力理論の研究において中心的な役割を果たしているのが高次元

の量子重力理論と低次元の重力を含まない場の量子論との双対性である. 与えられた量子系

に双対重力描像が存在するための必要条件として, 有限温度量子系の非時間順序相関関数

(OTOC)の指数関数的振る舞いが注目されている. OTOC の指数は古典 chaos における初期値

鋭敏性の指標である Lyapunov 指数の素朴な量子論的対応物とみなすことができ, 近年では伝

統的な energy 準位間隔の統計の方法に並んで量子 chaos の指標としてしばしば用いられてい

る. Maldacena, Shenker, Stanford によって示された有限温度多自由度量子系の OTOC の指数の

上限(MSS bound)は, 与えられた量子系が black hole 時空と双対な場合には saturate される. こ
のことから逆に MSS bound の saturation は双対 black hole 時空描像を示唆すると考えられてい

る. 
ただ, 有限温度系での OTOC の計算例はあまり多くなく, 実際に有限温度 OTOC が指数関数

的に振る舞う単純な量子系が求められている. そこで我々は 2 つの調和振動子が非線形に結

合しているような系に注目した. この系は black hole 時空と双対である D0-brane上の開弦の

低 energy有効理論を単純化した toy model とみなすことができる. この模型で有限温度

OTOC の数値計算を行ない, その指数関数的振る舞いを議論する. 我々の結果は MSS bound
と consistent であり, さらに energy 準位間隔の統計と比較すると, 量子 chaos 性を判別するた

めに必要となる energy 準位の数は OTOC の方が少なく済むことから, OTOC の方が量子

chaos 性のより敏感な指標であることが示唆される. 
 

J-PARC KOTO 実験におけるハローK中間子による背景事象 
加藤 大志  山中卓研究室（物理学専攻） 

 
J-PARC KOTO 実験は中性 K 中間子の稀崩壊である𝐾1 → 𝜋+𝜈�̅�K2 → π+ννK2 → π+ννを探索

している。標準理論によれば、この崩壊モードの分岐比は3 × 10!$$と小さい。そのため、

背景事象数は標準理論による事象数よりも小さくする必要がある。背景事象になりうる粒子

として、ビーム中の中性 K 中間子が検出器の上流部分で複数回散乱し、ビーム軸から大きく

離れたもの (ハローK 中間子)がある。このハローK 中間子が𝐾1 → 2γ崩壊すると背景事象に

なりうる。ハローK 中間子の粒子数は、2016 年から 2018 年に収集したデータを用いて測定

された。その後、他の背景事象を削減するため、検出器最上流部のビーム中に、荷電粒子検

出器を設置した。これはハローK 中間子増加の原因になりうる。シンチレーションファイバ

ーで構成された荷電粒子検出器の厚みは、2020 年が 1mm、2021 年が 0.5mm で、2022 年に

は 0.2mm のものを設置予定である。2020 年以降のデータを解析した結果、ハローK 中間子

の粒子数は、2019 年以前と比べ、2020 年のデータで 2.4倍、2021 年のデータで 1.8倍に増

加していた。ここから、今後 0.2mm の荷電粒子検出器を導入した場合の、標準理論感度に

おいてのハローK 中間子による背景事象数を新たに8.11 ± 1.78と見積もった。 
 このハローK 中間子による背景事象数は、2020 年度に開発されたカットを用いると、標準

理論感度においてのハローK 中間子による背景事象数を、先程見積もった値の 6%まで削減

できる。このカットでは電磁カロリメータにγ線が作るクラスターの形と運動学的変数を

別々に用いて、信号事象と背景事象を区別していた。本研究では、深層学習を取り入れ、ク

ラスターの形と運動学的変数をまとめて入力して教育することによって、より効率よく信号

事象と背景事象の特徴を学習させ、弁別の性能を上げた。最終的に信号事象感度で背景事象

数を 3.6%まで削減した。この性能は前年度のカットと比較して 60%ほど向上した。  
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J-PARC KOTO 実験の上流部円柱型検出器の両側読み出しに向けた研究  
花井 幸太  山中卓研究室（物理学専攻）  

 
J-PARC KOTO 実験では中性 K 中間子の稀崩壊𝐾𝐿 → 𝜋0𝜈𝜈を通して新物理の探索をしてい

る。探索している崩壊が起きた後に、𝜋0が２つのガンマ線に崩壊する。この２つのガンマ

線を電磁カロリメーターで検出している。𝐾𝐿 → 𝜋0𝜈𝜈以外の崩壊を排除するため、探索し

ている崩壊が起きても、一定時間内に電磁カロリメーター以外の検出器に信号がある場合は

信号事象から除く。検出器の中でも上流部円筒形検出器の信号によるデータ損失は最も大き

い。上流部円筒形検出器は長さ 2.75m のガンマ線検出器で、波長変換ファイバーを使い片側

から信号を読み出している。そのためガンマ線のヒット位置が分からず、50ns以内にヒッ

トがあると信号事象とはならない。そこで上流部円筒形検出器を両側から読み出すように改

良することによりヒット位置をわかるようにし、時間分解能を改善し、事象の損失を減らそ

うと考えている。両側読み出しにするために、波長変換ファイバーの読み出していない側の

端面に新たなクリアファイバーを継ぎ足す。 

 本研究では、既存の波長変換ファイバーに継ぎ足すクリアファイバーの選定及び、クリア

ファイバーのアライメントの精度、波長変換ファイバーとクリアファイバーの隙間にグリー

スなどを入れることで屈折率を調整すると光量がどのように変化するのかについて実験し評

価した。 
 

 
 
 

HL-LHC ATLAS 実験ピクセル検出器量産時の 

X 線を用いたバンプ接続の評価 

岩田 和志  山中卓研究室（物理学専攻） 
 

 スイス•ジュネーブ郊外に建設された陽子•陽子衝突型加速器 Large Hadron Collider (LHC) 
で行われている ATLAS 実験では、素粒子の性質の精密測定や、標準模型の枠組みを超える

新物理の発見を目指している。この研究のさらなる発展のために 2027 年以降 LHC ビーム

の輝度を上げる High Luminosity LHC (HL-LHC)  計画がある。それに伴い検出器の最内層の

ピクセル検出器を全て新しいものに入れ替える。日本グループは新型ピクセル検出器のモジ

ュール 2,000 個の量産に向けて準備を進めている。 

 モジュールのセンサーと読み出し回路の間はバンプと呼ばれるハンダ球により接続されて

おり、このバンプが剥がれているとセンサーからの信号を読み出すことができない。そこで

量産の際に X線によるヒット応答を利用したバンプの健全性試験が提案されている。しか

し、データ送受信に用いるモジュール上の表面実装部品などにより、X線が遮蔽される。そ

のため部品の下のヒット数が少なくなってしまい、統計のゆらぎの影響が大きくなりバンプ

接続の評価が正確にできない。試験時間にも他の試験の兼ね合いから制限がある。また、ノ

イズ由来のフェイクヒットにより健全でないバンプを健全だと誤判定する可能性がある。 

 本研究では、ノイズ測定を基に、バンプ健全性の評価基準を新たに提案した。また、実際

に使用される部品に対し必要となる X線の入射量を見積もった。そして、最終的に読み出し

回路の動作を調査し、健全性試験のトリガーレートを上げることにより、短い試験時間でデ

ータ量を増やし健全性試験を正確に行えるようにした。 
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ダークセクターによるレプトン質量生成とその加速器実験での検証 
小渕 稜明  素粒子論研究室（物理学専攻）  

 
電弱対称性の自発的な破れによってゲージボゾンの質量を生成するヒッグス機構は、 

LHC でのヒッグス粒子の発見によって検証された。標準模型における湯川相互作用による

荷電粒子の質量生成は、LHC で観測されたボトム、タウレプトンの湯川結合と今のところ

矛盾していない。しかしながら、すべてのフェルミオンの質量が同じメカニズムで生成され

ていると考えた場合にそれぞれの湯川結合の間に大きな階層性があることを意味し、不自然

さが残ることになる。特に、第一、二世代の荷電粒子やニュートリノの質量は標準模型の湯

川相互作用ではなく、何か他の方法で自然に生成されている可能性がある。 
近年、ダークセクターの導入によりその量子効果から荷電レプトン（電子、ミューオン）

及びニュートリノの微小質量を同時にかつ自然に説明するシナリオが提案された。さらにダ

ークマター候補を含むダークセクターの新粒子は、荷電レプトンの磁気異常能率(g-2)にも寄

与し、その実験値の標準模型の予言との間のずれも同時に説明することが可能である。本論

文で扱うモデルは、ミューオン(g-2)とニュートリノ振動を荷電レプトンの LFV が観測され

ていないという結果と矛盾無く説明出来ることを示す。 
本論文では新たに導入したダークセクターのうち、スカラー粒子と右巻きのニュートリノ

がそれぞれダークマターの候補になるシナリオを考察し、各シナリオでのコライダーにおけ

る現象論についての議論を行った。前者では LHC でのダークスカラーの電弱ペア生成の直

接探索の実験結果により強い制約を受けるが、後者では 100GeV オーダーで質量を持つダー

クスカラーを考慮できることを明らかにした。また、これらのシナリオの将来の加速器実験

での検証可能性についても議論する。 
 
 

軽いスカラーWIMP暗黒物質の新模型とその検証 
原 智也  素粒子研究室（物理学専攻） 

 
素粒子標準模型で解決することができない問題の一つとして暗黒物質の存在がある。標準模

型の粒子と弱く相互作用する安定な粒子(WIMP: Weakly Interacting Massive Particle)は暗黒物

質の候補となることが知られている。WIMP は熱的な生成過程によって自然に暗黒物質の残

存量を説明でき、数 10 GeV から数 100 GeV の質量を持つ WIMP は弱い相互作用程度の相互

作用の大きさで現在の残存量を説明することから注目されてきた。しかし、暗黒物質の直接

探査実験はこのような質量の WIMP に厳しい制限を与えている。暗黒物質を考える上で、

WIMP の自然な生成過程は十分にモチベーションがあり、さらに現在の直接探索実験は 10 
GeV より軽い WIMP に対して感度が高くないため、軽い WIMP の模型を作ることが課題と

なる。 
本研究では、標準模型のスカラーセクターに二個の粒子を加えた模型における 10 GeV から

10 MeV の軽いスカラーWIMP暗黒物質について調べた。この模型では、一方のスカラー粒

子が暗黒物質の候補となり、もう一方が暗黒物質と標準模型をつなぐ媒介粒子の働きをす

る。宇宙背景放射の制限から共鳴シナリオと閾値シナリオの二種類のシナリオに注目し、そ

のどちらのシナリオに関しても現在の観測を満たすパラメータ領域が存在することを示し

た。また、これらのパラメータ領域に対する将来実験での検証可能性も議論する。  
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高次形式対称性の Yang-Mills 理論への応用 
和田 博貴  素粒子論研究室（物理学専攻） 

 

近年，対称性の概念が一般化されつつある．対称性の定義にはいくつかの流儀が存在する

が，その中のひとつに局所演算子に群作用を施し，ハミルトニアンと可換な演算子を対称性

と呼ぶというものがある．この定義の対称性演算子が持つ性質の中で対称性を特徴付ける最

も重要な条件はハミルトニアンとの可換性だと考えて，その他の条件を緩めるというのが対

称性を一般化するアイデアである．条件の緩め方を変えることで，様々な一般化された対称

性を定義することができる．高次形式対称性はこのような一般化された対称性の一種であり，

局所演算子ではなく線演算子や面演算子のような広がりを持った演算子に群作用を施すよう

な対称性である． 

高次形式対称性は単に定義を拡張しただけではなく，従来の対称性と同様に場の理論を調

べる上で強力なツールになる．通常の大域的対称性があったときその対称性をゲージ化する

際の障害を’t Hooft アノマリーと呼ぶが，理論に’t Hooft アノマリーがあるとアノマリー適合

条件から理論の赤外領域に制限をかけることができる．高次形式対称性に対してもこの議論

は全く同様に可能であり，理論を理解する手助けになる． 
4 次元 Yang-Mills 理論には中心対称性と呼ばれる高次形式対称性が存在するが，構造群が

SU(N)の場合は中心対称性と時間反転対称性の間に’t Hooft アノマリーがあることが知られて

いる．本修士論文ではさらにその他の構造群に対して’t Hooft アノマリーとその適合条件から

得られる理論への制限を調べた． 
 
 
 
 
ホログラフィック QCD による N(1535) → Nπ 崩壊過程の研究 

岩中 章紘  クォーク核理論研究室（物理学専攻） 
 

近年のハドロン実験技術の向上により、多くのハドロン共鳴状態についての新たなデータ

が得られている。それらにアプローチする手法の一つに QCD を非摂動的に扱える手法であ

るホログラフィック QCD がある。ハドロンをうまく記述するホログラフィックなモデルに

酒井・杉本モデルがあり、これまで質量スペクトラムなどの静的な性質が調べられてきた。

このような状況の中、Ref. [1] において N(1440) → Nπ 過程の性質が酒井・杉本モデルを用

いて調べられ、従来の模型と比べて良い結果が得られた。 

ホログラフィックなモデルによるハドロン共鳴状態の系統的な研究の一環として、本研究

では N(1535) → Nπ 過程に着目した。ソリトニックなハドロンの模型である Skyrme モデル

では N(1535) のような負パリティ共鳴状態を扱うことが困難だが、その自然な拡張である

酒井・杉本モデルを用いるとこの困難は回避される。 

本研究では酒井・杉本モデルで N(1535) → Nπ 過程の軸性結合定数 gA を計算し、それを

用いて部分崩壊幅 Γ を求めた。その結果 gA = 0.27 、 Γ = 44 MeV という値を得た。実験値

は Γ = 42 〜 68 MeV であり、得られた値は実験値とよく合っている。 

本研究の結果が実験値をよく再現した理由は、酒井・杉本モデルで負パリティ共鳴状態を

構成する方法に関係していると考える。酒井・杉本モデルではバリオンを 4 次元空間中の

インスタントンとして扱い、その余剰次元方向の第一励起状態を核子の負パリティ共鳴状態 

N(1535) と解釈する。酒井・杉本モデルで余剰次元方向の寄与を取り込むことは、メソンの

高次の励起状態の寄与を取り込むことに対応する。余剰次元の自由度をうまく利用して高次

のメソンの自由度を適切に取り入れたことで、実験値に近い結果が得られたと考える。 
[1] D. Fujii and A. Hosaka, Phys. Rev. D 104, 014022 (2021).  



 22 

(α, 2α)反応を用いたα漸近規格化係数の決定 
翁長 拓人  クォーク核理論研究室（物理学専攻） 

 
 原子核内の一部の核子がα粒子(4He 原子核)を形成するαクラスター構造は, 軽い原子核を

特徴づける基本的な構造として知られている. 近年, このαクラスター構造の普遍性, 特に

中重核の基底状態においてαクラスター構造が発現するかどうかに興味が持たれている. こ
れまでの研究から, αクラスター構造は核表面で発現すると予想されている. ごく最近, 核
表面のα粒子を選択的に観測できる, 陽子を用いたノックアウト反応―(p, pα)反応―を用い

た測定実験が行われ, スズ同位体の核表面にαクラスター構造が発現することが確認された. 
 一方で核構造理論の立場から見ると, 中重核のαクラスター構造を厳密な多体計算で求め

ることは挑戦的な課題であり, 実験データと核構造計算を直接比較する段階には至っていな

い. このような状況において, 中重核のαクラスター構造に関する, できるだけ模型非依存

な情報を反応実験のデータから抽出することができれば, それは現在発展途上にある核子多

体計算の大きな指針になるものと考えられる. 本研究では, α粒子の漸近規格化係数－以下, 
αANC－に着目し, この値を実験データから決定する方法を提案する.  
 αANC は, 漸近領域(核力のレンジの外)におけるα粒子の束縛波動関数の振幅であり, こ
の値を決定するには, 漸近領域を選択的に観測できる反応を選ぶ必要がある. 本研究ではα

粒子を用いたノックアウト反応―(α, 2α)反応―に着目した. (α, 2α)反応は(p, pα)反応に比

べて吸収の効果が強く, 原子核のさらに外側のみを観測できると期待される.  
 本研究では, 実験データから基底状態のαANC を決定する方法として, (α, 2α)反応がど

の程度有望であるのかを定量的に明らかにする. 具体的には, 入射エネルギーや標的核が異

なるいくつかのケースを考え, 歪曲波インパルス近似で断面積を分析することで, (α, 2α)反
応が漸近領域のみを観測する度合いを評価する. 
 

重陽子入射による包括的粒子放出反応の記述 

中田 響  核物理研究センター 原子核・クォーク核理論グループ (物理学専攻) 
 

陽子𝑝と中性子𝑛が束縛した原子核である重陽子𝑑は、中性子と比べてビームとしてのコン

トロールが容易であり、かつ、その分解によって中性子源ともなりうる。これらの理由から

重陽子は、核反応によって人為的に原子核の種類を変える核変換を引き起こす有効な粒子と

して近年注目されている。このとき、研究の対象となる反応は、原子核の終状態を特定せず、

膨大な自由度の関与を考慮した包括的反応である。包括的反応の記述は一般に困難を極める

が、アイコナール近似と断熱近似(入射粒子の励起を無視する近似)を組み合わせたグラウバ

ー模型を用いることで見通しよく記述できる。しかし入射エネルギーが低くなると、これら

の近似の精度は一般に低下するため、グラウバー模型によって求めた断面積の不定性が大き

くなるおそれがある。 

 本研究では、重陽子入射による包括的反応の 1 つである(𝑑, 𝑑′𝑥)反応を扱う。広いエネルギ

ー領域に対して適用可能な模型を構築するため、アイコナール近似や断熱近似を用いること

なく、反応に関与する膨大な原子核状態を陽に扱うことができる半古典歪曲波模型(SCDW)を
重陽子入射に拡張する。計算で得られた断面積を SCDW によって計算した(𝑝, 𝑝′𝑥)反応(陽子

入射包括的反応)の結果と比較し、入射粒子や入射エネルギーの違いが断面積に及ぼす影響と

その原因を明らかにする。また、実験で測定された(𝑑, 𝑑′𝑥)反応の断面積と比較し、重陽子入

射に対する SCDW の有効性の検証を行う。  
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Ba(Fe1-xCrx)2As2における電荷ネマティックラマン応答の 

Cr 置換量依存性 
片山 和郷  工藤研究室（物理学専攻） 

 
多くの鉄系超伝導体では電荷ネマティック状態が出現し、P や Co を置換した BaFe2As2の超

伝導最適組成付近にネマティック量子臨界点が存在することが実験的に確認されている

[1,2]。そのため、ネマティック揺らぎが高温超伝導の発現に何らかの寄与をしていると考え

られており、電荷ネマティック状態と超伝導の関係について精力的な研究が行われている。 

一方で、電荷ネマティック状態から、より電子相関の強いモット絶縁体状態への電子状態変

化に関する研究例はほとんどない。私は、電荷ネマティック状態からモット絶縁体状態への

電子状態変化を明らかにするため、モット絶縁体状態が安定化する 3d5の状態を取り得る

Ba(Fe1-xCrx)2As2に着目した。電荷ネマティック応答を B1gラマン散乱スペクトルで観測した

結果、x = 0 - 0.09 では磁気・構造相転移温度 Tsまで温度を下げると、低エネルギー領域での

電荷ネマティックラマン応答の強度が増加するが、x > 0.13 では電荷ネマティックラマン応

答は急激に抑制され、格子との結合を無視した場合の電荷ネマティック相転移温度 T0がゼ

ロに近い値を取ることが判明した。この結果は、BaFe2As2のストライプ反強磁性と Cr 高濃
度領域で出現する G型反強磁性相の相境界である x = 0.30[3]よりも、低い Cr組成領域で電

荷ネマティック秩序が消失することを示唆している。 

 
[1] T. Adachi et al., Phys. Rev. B 101, 085102 (2020).  
[2] Y. Gallais et al., Phys. Rev. Lett. 111, 267001 (2013).  
[3] K. Marty et al., Phys. Rev. B 83, 060509(R) (2011). 
 
 
 

定常磁場 ESR 用試料回転プローブの開発と擬一次元イジング型 

反強磁性体 BaCo2V2O8の ESR シグナルの角度依存性 
菊田 朋生  萩原研究室（物理学専攻） 

 

スピン量子数(S)1/2 の一次元イジング型反強磁性体の z軸方向（容易軸方向）に磁場を印加

した際、絶対零度でネール型反強磁性相からスピン液体相への秩序-無秩序転移をするとい

う理論予想がなされ、z軸方向と垂直に磁場を印加すると、z軸方向に反強磁性的に配列し

ていた磁気モーメントが磁気秩序を飽和磁場（実際は有限磁場で飽和しない）まで維持しな

がら磁場印加方向に傾いていく振る舞いが予測されている。 
本研究の対象である S = 1/2擬一次元イジング型反強磁性体 BaCo2V2O8は、H || [001]（容易
軸方向）において最低磁気励起状態が 4 T付近でソフト化して秩序-無秩序転移を示している

[1]。一方、H || [110]のときは高磁場まで磁気秩序は保たれるが、正方晶系であるにも関わら

ず H || [100]のときは 10 T付近で相転移を示すことが報告されている[2]。H || [001]と H || 
[100]は一見似た挙動を見せているが、異なる転移機構で説明されている[1, 3]。 
これらの軸間に磁場を印加したとき、転移機構の違いによって ESR シグナル及び共鳴磁場

がどのように変化するかは明らかでない。そこで本研究では試料を回転させられる ESR プ

ローブを作成し、(100), (110)のそれぞれの面内で磁場印加方向を変化させながら ESR 実験を

行った。本発表会では作成したプローブの詳細と ESR スペクトル及び共鳴磁場の角度依存

性、そして異なる転移機構との関係についての考察結果を報告する。 
[1] S. Kimura et al., Phys. Rev. Lett. 99, 087602 (2007). [2] S. Kimura et al., J. Phys. Soc. Jpn. 82, 
033706 (2013). [3] A. Okutani et al., J. Phys. Soc. Jpn. 90, 044704 (2021). 
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S =1/2 スピンラダー物質 Cu(DEP)Br2における磁性の圧力効果 
森川 悦司  萩原研究室（物理学専攻） 

 
Cu(DEP)Br2 (DEP = 2,3-diethylpyrazine)は、Cu2+(S = 1/2)が磁性を担う二本足スピンラダー物

質である。比熱、帯磁率の結果から、ラダーの leg と rung 方向それぞれの反強磁性的交換相

互作用の大きさの比が Jleg/Jrung ~ 0.5 であり、非磁性基底状態と第一励起状態間にスピンギャ

ップを持つことが報告されている[1]。このスピンギャップは臨界磁場 HC ≃ 7.6 T で消失し、

磁場誘起の量子相転移を起こす。スピンギャップ系である TlCuCl3 では圧力印加によりギャ

ップが消失し、その臨界点近傍では特異な物理現象の発現が観測されている[2]。本物質でも、

圧力誘起量子相転移やその臨界点近傍での特異な物理現象の発現が期待される。 
本研究では、Cu(DEP)Br2 に対して強磁場および高圧力を複合的に作用させ、スピンギャッ

プの圧力依存性を通して本物質の磁性を明らかにすることを目的とした。高圧力・パルス強

磁場下磁化は、LC 共振回路をベースとした磁化測定装置と NiCrAl 製のピストンシリンダー

型圧力セルを用いて 1.5 GPa までの圧力範囲で測定した。SQUID磁束計を用いての圧力下の

磁化・帯磁率は、近年開発された高感度測定を可能とする対向アンビル型圧力セル[3]と従来

の CuBe 製のピストンシリンダー型圧力セルを用いて、2.3 GPa までの圧力範囲で測定した。 
実験的に決定したスピンギャップは、約 1.8 GPa までは単調に減少した。さらに圧力を印加

すると、このスピンギャップは完全には消失せず、別の相へ移行する振る舞いが見られた。

本発表では、圧力下強磁場磁化測定から得られた磁場圧力相図と圧力下帯磁率測定の結果を

示すとともに、この物質の磁場・圧力効果について議論する。 
[1] Z. Honda et al., JPSJ. 81, 113710 (2012).  [2] Ch. Rüegg et al., PRL. 100, 205701 (2008). 
[3] N. Hiraoka et al., JPSJ. 90, 074001 (2021). 
 
ダイヤモンドアンビル型圧力セルを用いたパルス強磁場・高圧力下 

物性測定装置の開発と強相関電子系物質の強磁場・高圧力下物性測定 
藤井 健一  萩原研究室（物理学専攻） 

 
いくつかの Ce、Sm、Eu、Yb系化合物では、希土類イオンが中間価数を取る場合がある。

この時、圧力、磁場、温度は価数変化を引き起こす外場となる。一般に、価数に応じて磁気

モーメントは異なるため、価数の変化は磁性にも大きく影響する。価数揺動物質として古く

から知られている SmB6を例に取ると、約 10 GPa の圧力印加によって価数と導電性の変化を

前駆現象とした磁気秩序の可能性が指摘されている[1]。そのため、このような価数揺動物質

が示す磁気相転移現象をとらえるには、強磁場下で磁気測定が可能な圧力範囲を、ピストン

シリンダー型圧力セルで簡便に発生可能な 1 GPa 程度から大きく拡張する必要がある。本研

究では、Proximity Detector Oscillator(PDO)を基にした LC共振回路を用いた測定技術(以下

PDO 測定法）、金属製ダイヤモンドアンビル型圧力セル(φ20 mm×30 mm、最大圧力 6.6 
GPa)、そしてワイドボアパルス電磁石を組み合わせた高圧力・強磁場下物性測定装置の開発

を行った。PDO 測定法では、検出コイル内に配置した試料の磁化率と電気抵抗変化を共振

周波数の変化 Δf として捉えられる。本発表では、開発した装置を用いた最初の応用例とし

て、約 1 GPa の圧力で価数転移を起こすことが知られている EuRh2Si2[2]の強磁場・高圧力下

PDO 測定について報告する。圧力下(P = 1.16 GPa)の温度変化測定では、T = 35.5 K に温度誘

起の価数転移に起因する共振周波数の変化をとらえた。同圧力下、転移温度以下(T = 4.2 K)
における最大 40 T のパルス磁場掃引実験では、顕著な共振周波数のヒステリシスを観測し

た。圧力セル内の試料温度は磁場掃引によって変動している可能性があることから、較正し

た試料位置温度を考慮して、磁場誘起価数変化の可能性について議論する。 
[1] A. Barla et al., Phys. Rev. Lett. 94, 166401 (2005). 
[2] A. Mitsuda et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, 023709 (2012).  
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スピン輸送測定を用いたカイラル磁性体 CrNb3S6における 

磁気ダイナミクスの検出 
佐々木 壱晟  新見研究室（物理学専攻） 

 
カイラル磁性体 CrNb3S6 は、2H型 NbS2 にスピン S = 3/2 を持った Cr 原子が挿入された層

状の結晶構造を取り、転移温度 TC = 130 K以下でらせん型のスピン配列を持つ[1]。しかし、

その磁気ダイナミクスについては不明な点も多い。そ

こで本研究では、CrNb3S6の磁気ダイナミクスを、スピ

ン輸送測定から評価することを目的とした。機械的劈

開法によって CrNb3S6 を薄膜化し、スピン輸送素子に

組み込むことで、図 1 に示すようにらせん磁性体に特

有な信号をスピン流で観測した。さらにこの結果から、

らせん磁性体の端の磁化状態を考察した。また、

CrNb3S6薄膜にスピン流を注入することで、スピンホー

ル効果も検出できる。その結果、らせん磁性転移温度

に極大値を持つようなスピンホール信号が観測され

た。この信号は、磁気転移に伴う磁気ゆらぎを検出し

たものである。本講演では、これらの測定で得られた

結果についての詳細を議論する。 
[1] Y. Togawa et al., Phys. Rev. Lett. 108, 107202 (2012). 
 
 
 
 

非従来型超伝導体を用いた量子干渉デバイスの作製と評価 
中尾 舞  新見研究室（物理学専攻） 

 
Bi/Ni薄膜は Ni層と Bi層をナノメートルオーダーで積層させた 2層構造の薄膜超伝導体で

ある。Bi薄膜単体では半金属的な電気伝導特性を示すが、Bi/Ni薄膜は金属的な性質を示し、

約 4 K で超伝導転移を示す[1]。しかも、超伝導状態においても Ni層は強磁性を保ち、超伝導

ギャップに異方性があることが指摘されている[2]。それに加え、Bi層や空間反転対称性が破

れた構造に起因する強いスピン軌道相互作用が存在することから、Bi/Ni薄膜はトポロジカル

超伝導体の候補として期待されているが[3]、超伝導秩序変数の同定には至っていない。 
Bi/Ni薄膜は薄膜超伝導体であるので、微細加工を用いたメゾスコピック系の素子の作製に

適している[4]。本研究では Bi/Ni薄膜と Nb の接合を含むリング型の量子干渉デバイスを作製

し、干渉効果の観点から Bi/Ni薄膜の超伝導秩序変数の解明を目指した。発表では、このデバ

イスから得られた特異な抵抗の磁場依存性について報告する。 
 
[1] X.-X. Gong et al., Chin. Phys. Lett. 32, 067402 (2015). 
[2] X. Gong et al., Sci. Adv. 3, e1602579 (2017).  
[3] S.-P. Chao, Phys. Rev. B 99, 064504 (2019). 
[4] M. Tokuda et al., Appl Phys. Express 12, 053305 (2019). 
 
 

  

図 1：CrNb3S6薄膜を用いた

スピン信号。 
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表面弾性波照射による NbSe3薄膜の CDWダイナミクスの変調 
藤原 浩司  新見研究室（物理学専攻） 

 
電子格子相互作用が強い低次元導体では、電荷密度波(charge density wave: CDW)と呼ばれる

電子密度の周期的な構造が現れる。CDW状態の電子は不純物などによってピン止めされて伝

導に寄与しないが、閾値以上の電場を印加するとピン止めが外れて CDW の並進運動（スラ

イディング）が起こり、電気抵抗の急激な減少が観測される。 
最近、横井らは CDW と超伝導が共存する NbSe2薄膜に表面弾性波を照射することで、負

の抵抗が現れることを報告している[1]。表面弾性波とは、固体表面を歪みの波が伝わる現象

であり、圧電基板上に作製した櫛型電極に MHz ~ GHz帯域の交流電場を印加することで励振

できる。CDW のような電子-格子相互作用が物性に強く影響する系に、表面弾性波を照射し、

人工的にフォノンを励起することで、スライディングや準安定状態などの非平衡状態特有の

現象が変調・制御できると期待される。 
本研究では、代表的な CDW 物質である NbSe3 に表

面弾性波に照射し、CDW のダイナミクスを変調するこ

とを目指した。その第一歩として、機械的剥離法によ

って NbSe3 を薄膜化する手法を確立し、基本的な電気

伝導特性を評価した[2]。そして図 1 のようなデバイス

を作製し、表面弾性波照射下で電気伝導測定を行った。

本発表ではその詳細について報告する。 
[1] M. Yokoi et al., Sci. Adv. 6, eaba1377 (2020).  
[2] K. Fujiwara et al., Jpn. J. Appl. Phys. 60, 070904 (2021).  
 
 

磁性を有する極性金属の開拓と 
磁気伝導特性の解明 

奥田 裕貴  花咲研究室（物理学専攻） 
 

空間反転対称が破れた極性物質では多彩な物性が実現し得る。絶縁体では自発分極や圧電性

を示す強誘電体が好例である。一方、金属では伝導電子により電気分極は遮蔽されてしまう

が、スピン軌道相互作用によりバンドがスピン分裂し、多彩な磁気伝導現象が発現する。具

体的には、バンド構造においてスピンと運動量の結合が生じることで、非相反・非対角伝導

の観測が期待される。非相反伝導とは物質の電気抵抗が電流方向によって変化するダイオー

ドのような特性のことである。磁場を印加することでバンド構造が非対称に変調して非相反

伝導が発生すると考えられているため、磁性体において非相反伝導を実現できれば、効果の

巨大化や新奇伝導現象の開拓も期待できる。しかし、これまで非相反伝導と磁性がカップル

した現象の観測については全く報告がなく、非相反伝導のみの観測においても数える程度し

か報告されていない。 

そこで本研究では、磁性を有する極性金属の新規開拓を行い、

その物質において磁性と絡んだ非相反・非対角伝導を観測する

ことを目的とした。本研究では、c軸方向に極性(P)を有し、Eu
相が反強磁性秩序する EuAuBi に着目し、類似物質の合成方法

を参考に EuAuBi の単結晶育成に初めて成功した。ab面内の磁

場下において磁気抵抗や磁化曲線を測定し、多段の磁気転移を

観測した。実験結果から作成した磁気相図から EuAuBi は 3 つ

の異なる磁気秩序状態を持つことが明らかとなった。各磁気秩

序相における非相反・非対角伝導の実験結果について議論す

る。                     

図 1: 表面弾性波デバイスの光学

顕微鏡像。 

P 

b 

c 

Eu 
Au 

Bi 

図 1：EuAuBi の結晶構造 
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図 1：CrCoNi の各元素におけるデバイ-ワラー     

     因子(σ2) の 500℃熱処理の時間依存性 

放射光を用いたミディアムエントロピー合金 CrCoNi の局所構造解析  
小田 昌治  花咲研究室（物理学専攻）  

 
 複数の遷移金属元素が等比率で混ざったハイエントロピー合金は、機械的強度が従来の合

金より優れていることから、新しい材料として注目されている。従来の合金と違い、主要構

成元素と添加元素の様に区別ができないので、従来の考え方を適用することは難しい。最

近、構成元素の原子変位が合金の強度と関係し、その変位量に元素依存性が見られることが

第一原理計算によって示唆された[1]。そこで我々は、fcc構造を持った CrCoNi合金に着目

し、どの元素の周りで格子構造が乱れているかを調べるため、各元素の K吸収端の広域 X
線吸収微細構造(EXAFS)を測定した。 
 最近接原子に着目して EXAFS の解析を行うことで

静的な構造乱れを表すデバイ-ワラー因子(σ2) を導出

した。その結果、Cr 原子の周りの格子乱れが最も大

きいという事が分かった(図 1)。原子が変位すること

によって格子が乱れるのであれば、先行の理論研究

の結果とも傾向が一致している[2]。 
 また、長時間の熱処理によって、短距離秩序の形成

が報告されている。デバイ-ワラー因子の熱処理によ

る変化についても議論したい。 
 
[1] N. L. Okamoto et al., AIP Advances, 6, 125008 (2016). 
[2] K. Niitsu et al., Materials Transactions 61, 1874 (2020). 
[3] N. Hanasaki, M. Oda et al., AIP Advances, 11, 125216 (2021). 
 
 

スピン・バレー結合した極性ディラック金属における 

磁性元素ドープ効果 
阪口 駿也  花咲研究室（物理学専攻）  

 
 層状物質 BaMnSb2は、Ba2+- Mn2+- Sb3-絶縁層と Sb- ディラック電子伝導層
が交互に積層した構造を有している。Sb- 伝導層は正方格子から僅かに歪
み、ジグザグ鎖を形成しているため、伝導層面内で空間反転対称性が破れて
いる。このため、ゼーマン型のスピン軌道相互作用によりディラック電子バ
ンドにおいてスピン分裂が生じ、単層薄膜の遷移金属ダイカルコゲナイド
(TMDC)と同様のスピン・バレー結合状態が実現する[1]。このようなスピン・
バレー結合状態に磁場を印加すると、バンドのスピン分裂が変調し、特有の
物性が観測されることが期待できるが、外部磁場のみで大きな変調を実現
することは容易ではない。そこで本研究では、BaMnSb2 の絶縁体層の構成
元素である Ba2+を磁性元素 Eu2+に部分置換することにより、Eu局在スピン
との交換相互作用を利用し、ディラックバンドの変調を増大させることを
目指した。 
この研究目的のもと、Eu 置換量を系統的に変化させた Ba1-x Eux MnSb2単
結晶を自己フラックス法により合成した。交換相互作用により生じるバン
ド変調は、ランダウ準位の分裂を観測することにより明らかにすることを
試みた。磁気抵抗測定において観測される量子振動について詳細解析を行
うことで、x=0.1 の試料においてランダウ準位の分裂が生じていることが確
認された。さらに傾斜磁場下における測定の結果、その分裂幅は傾斜磁場の
角度に依存して複雑に変化することが判明した。 
[1] H. Sakai et al., Phys. Rev. B 101, 081104(2020) 
  

C
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ガラス転移における比熱の第一原理計算による研究 
及びグリセロールへの検証 

渡邊 康太  産業科学研究所・ナノ機能予測研究分野 
 

ガラス転移での比熱のジャンプ ΔCpはフラジャイリティとの相関から強い関心が持たれてい

る。しかし ΔCpはモデルでしか計算されておらず、機構について解釈が分かれている。そこ

で本研究では近年考案された第一原理計算(DFT)による断熱MD を用いた液体比熱の理論を

適用し、ΔCpの機構解明に取り組んだ。比熱は全内部エネルギーU の温度微分で定義され、

DFT は U を計算しているため、これで求められる比熱は原理上正確なものである。また、

断熱MD は外部熱浴とエネルギーをやり取りせず、与えたエネルギーのなかで物質固有の性

質として U と温度 T の間の平衡状態を計算するため、U と T の関係を正しく計算できる。

こうして得られる U-T の関係から比熱を求めることで固体液体関係なく比熱の計算が可能な

ため、ΔCpを割り出すことができる。U にはフォノン項に加えて、原子配列の構造に依存し

たエネルギーEstが含まれており、これに伴い比熱は Cp = Cph + Cst + Cte …(1) と展開され

る。これまで考えられてきたフォノン、熱膨張の寄与に加え、Cstという構造に依存する項

が必要となる。今回のような DFT による比熱計算を液体に用いた例は他になく本研究が初

となる。今回の計算では ΔCpが顕著であり、結晶構造がわかっているグリセロールを用い

た。計算結果は 310K でガラス転移を観測することができ、ΔCpの大きさは 0.54kB/atom とな

った。これは実験値の 0.7kB/atom とよく一致している。また、(1)式の三つの寄与のうち、フ

ォノンと熱膨張の寄与は 2割程度であり、8割は構造の寄与が占めていた。このことから

ΔCpは構造の変化が引き起こしていることがわかった。 
 
 
 
 

2次元適応度空間を持つ遺伝子制御ネットワークの進化  
割田 祥  菊池研究室（物理学専攻） 

 
我々は、遺伝子制御ネットワーク(GRN)に対して、マルチカノニカル法(McMC)で得られた

ランダムな GRN のセットと、進化シミュレーション(ES)で得られた GRN のセットを比較す

る手法を、2 入力 2 出力を持つ GRN に対して適用し、進化の特殊性を調べた。McMC によ

って得られた性質は進化経路に依存しない普遍的なものであり、ES と McMC に差があれば

それは進化の特殊性を反映したものだと考えることができる。 
現実の GRN は複数の機能を持ち、それに応じて適応度も多次元であると考えられる。適応

度が多次元である GRN は適応度が 1次元である GRN¥cite{KK}と性質が異なる可能性があ

り、それを調べるための簡単なモデルとして 2 入力 2 出力を持ち適応度が 2次元になる

GRN のモデルを定義した。適応度として、2 つの入力ノードにおける on-off の変化に鋭敏に

応答することを設定した。 
得られた結果は以下の通りである。(1)2次元の適応度地形(各適応度を持つネットワークの

状態数)を明らかにした。(2)進化経路は適応度地形において状態数の多いところを通る傾向

がある。(3)McMC、ES ともにネットワークは適応度が上がるにつれて双安定性を獲得する

が、その獲得は ES の方が遅れる。(4)適応度が高い GRN において、ES で得られたネットワ

ークは、McMC で得られたネットワークよりも変異に対する頑健性が高い。  
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高強度レーザー生成プラズマでの電子の統計加速とエネルギー分布形成 
林 美里  高エネルギー密度科学理論グループ（物理学専攻） 

 
近年，kJ級ペタワットレーザーの発展により、集光強度が10$3	W/cm&を超える相対論的レ

ーザー光を，ピコ秒を超えて照射することが可能になった。従来より電子やイオンが効率的

に加速され，プラズマが1千万度を超える高温に加熱されるため、高速点火型レーザー核融

合や硬X線源など相対論的強度のレーザー光の応用展開が進められている。これらの応用に

おいてレーザー光からプラズマや輻射へのエネルギー輸送を担う電子の加速特性を明らかに

することが重要である。 
強いエネルギー注入を伴うレーザー生成プラズマは非平衡開放系と捉えることができる。

高エネルギー電子はレーザー光やプラズマが生成する電磁場との相互作用により加速を受

け，非熱的なエネルギー分布を形成すると考えられる。これまで短時間のレーザー光照射下

では、電子エネルギー分布はレーザー強度に依存する平均エネルギーをもつMaxwell分布で

近似し解析がなされてきた。一方、レーザーによるエネルギー注入により非平衡状態が維持

される開放系では、電子エネルギー分布に顕著な非熱的成分が現れることが実験やシミュレ

ーションにより明らかになってきた。 

本研究では、高強度レーザー光照射下の開放系プラズマにおける電子加速のメカニズムと電

子エネルギー分布の時間発展の関係を明らかにし、電子エネルギー分布関数を理論的に導出

した。一次元プラズマ粒子シミュレーションにより、電子が複数回のランダム電磁散乱を受

け高エネルギー化し、徐々に定常的なべき乗エネルギー分布が形成されることを明らかにし

た。べき指数などの分布関数の特性は理論モデルとシミュレーションでよい一致を見せた。

この成果は、開放系の集団構造形成過程の一つを解明したものであり、kJ級ペタワットレー

ザーの応用展開にも貢献するものである。  
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ニッケル酸化物超伝導体作製の試み 
峠原 拓弥  松野研究室（物理学専攻） 

 
 2019年にニッケル酸化物で初めて超伝導性を示す無限層構造Nd0.8Sr0.2NiO2  (Tc = 13.6 K)の
薄膜が報告され[1]、銅酸化物高温超伝導体との関連から興味が持たれている。パルスレーザ

ー堆積法(PLD)により SrTiO3基板(001)上に成長させたペロブスカイト型 Nd0.8Sr0.2NiO3薄膜を

前駆体として 250℃程度で還元することで無限層 Nd0.8Sr0.2NiO2 が作製される。前駆体

Nd0.8Sr0.2NiO3における Ni 形式価数が 3価を超え不安定なことから、単相前駆体薄膜の作製は

困難である[2]。バルクの無限層 Nd0.8Sr0.2NiO2が超伝導性を示さない[3]ことからも超伝導実現

は容易ではなく、物理的重要性にも関わらず研究の進展は遅い。 
本研究では新規 Ni 系超伝導体の探索及び物性評価を目的として、既存の Ni 酸化物超伝導

体 Nd0.8Sr0.2NiO2と La0.8Sr0.2NiO2の作製を目標とした。前段階として、NdNiO3薄膜の作製およ

び低温還元により無限層 NdNiO2 を作製し還元条件を探索した。前駆体 Nd0.8Sr0.2NiO3 の作製

では、ルドルスデンポッパー相(Nd0.8Sr0.2)4Ni3O10 の形成を抑制できなかった。一方、前駆体

La0.8Sr0.2NiO3薄膜は単相で得られたが、還元により無限層を得ることはできておらず、薄膜の

更なる高品質化が必要となった。PLD はレーザーにより焼結体ターゲットをプラズマ化させ

ることで薄膜を形成する手法であり、レーザーの単位面積あたりのエネルギーであるフルー

エンスの調整が薄膜の高品質化には重要であると報告されている[2,4]。ターゲットの表面組

成がレーザーにより変化している可能性を考え、EDX で La0.8Sr0.2NiO3ターゲット表面を調べ

た結果、レーザー照射後の La/Ni 組成比にフルーエンス依存性が見られた。高品質の

La0.8Sr0.2NiO3薄膜の合成におけるフルーエンスの精密制御の必要性を示唆している。 
[1] D. Li et al., Nature. 572, 624 (2019).  [2] K. Lee et al., APL. Mater. 8, 041107 (2020). 
[3] Q. Li et al., Commun. Mater. 1, 16 (2020).  [4] M. Osada et al., Adv. Mater. 2104083 (2021). 
 
 

二層膜 Pt/MgFe2O4におけるスピン流物性と磁気特性の相関 
杉野 雅史  松野研究室（物理学専攻） 

 
近年、デバイスの省電力化に向け、電子のスピン角運動量の流れであるスピン流を用いた

磁化制御が注目されている。その舞台の一つがスピン‐軌道相互作用の強い非磁性金属と磁

性体からなる二層膜である。スピン‐軌道相互作用の強い物質では、電流を印加することで

スピン流が生成され（スピンホール効果）、そのスピン流が磁性層に吸収されることで磁化制

御が可能となる。この磁化制御機構には電流-スピン流変換率や界面スピン透過率 [1]に代表
されるスピン流物性および磁性層の磁気特性が強く関係するが、詳細な調査は進んでいない。 
本研究では、二層膜構造において磁気特性とスピン流物性の関係を理解するために、磁性

層としてスピネルフェライトの一種である絶縁体 MgFe2O4 (MFO) [2]に着目した。スピネルフ

ェライト AFe2O4は金属イオンの配置や結晶配向により多彩な磁気特性を示し、非磁性金属層

とのエピタキシャル界面を形成できることから、二層膜界面を用いたスピン流研究の理想的

な舞台となる物質群である。はじめに、パルスレーザー堆積法で MgO(001)基板上に MFO薄
膜をエピタキシャル成長させ、その成膜条件を変えることで磁気特性の最適化を行った。次

に、スパッタ法を用いて MFO 薄膜上にスピントロニクスの標準非磁性層である Pt を成膜す

ることで二層膜 Pt/MFO を作製した。その際、MFO表面の真空中アニールを行うことによる

界面状態の制御も行った。得られた二層膜にスピンホール効果と逆スピンホール効果により

磁気抵抗が変化するスピンホール磁気抵抗効果(SMR)測定を行った結果、電流-スピン流変換

率および界面スピン透過率を決定するための明瞭な SMR シグナルが得られた。二層膜

Pt/MFO において SMR が界面状態に依存しない一方、MFO の磁気特性に強く依存することが

明らかになった。 
[1] W. Zhang et al., Nat. Phys. 11, 496 (2015) [2] S. M. Hoque et al., Mater. Sci. Appl. 2, 1564 (2011).  
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5d電子系WO2におけるスピン流生成 
藤井 駿人  松野研究室（物理学専攻） 

 
近年、電子のスピン角運動量の流れであるスピン流を用いた磁化制御が注目されており、

電流‐スピン流変換効率の向上が課題となっている。スピン流研究の舞台となるのは強いス

ピン‐軌道相互作用を持つ非磁性層と強磁性層から構成される二層膜である。前者に Pt [1]や
W [2]に代表される 5d 遷移金属、後者に Co20Fe60B20 や Ni81Fe19 が広く利用されている。最近

では、電気伝導が 5d 電子のみで支配される非磁性イリジウム酸化物 SrIrO3 [3]と IrO2 [4]が高

い電流-スピン流変換効率を示すことが明らかとなってきた。 
本研究ではこのような特異な電子構造を持つ 5d 遷移金属酸化物群における新規スピント

ロニクス材料開拓を目標に、タングステン酸化物 WO2の薄膜作製とそのスピン流物性評価を

行った。W は強いスピン‐軌道相互作用を持つ 5d 電子に加えて 6s 電子も伝導に寄与する導

電体である。これに対して、WO2は伝導が 5d 電子のみで支配される導電体であるため、W と

は定性的に異なるスピン流物性が期待される。まずスパッタリング法で WO2 薄膜を作製し、

その結晶構造と電気伝導特性を評価することにより薄膜合成条件を最適化した。次に WO2/強
磁性層を組み込んだ二層膜構造を作製し、スピンホール磁気抵抗効果（SMR）を測定した。

その結果、明瞭な SMR シグナルが得られ、IrO2と同等の電流‐スピン流変換効率を持つこと

が明らかになった。この結果は WO2が効率よくスピン流を生成することを示しており、イリ

ジウム酸化物のみが知られていた 5d 電子系スピントロニクス材料に新たな物質群であるタ

ングステン酸化物を付け加える成果である。 
[1] M. Miron et al., Nature (London) 476, 189 (2011). [2] C.- F. Pai et al., Appl. Phys. Lett. 101, 122404 
(2012). [3] T. Nan et al., PNAS 116, 16186 (2019). [4] K. Ueda et al., Phys. Rev. B 102, 134432 (2020). 
 

エピタキシャル SrIrO3薄膜を用いた電流-スピン流変換現象 
堀 惣介  松野研究室 (物理学専攻) 

 
 スピン-軌道相互作用によって引き起こされる多彩な物理現象は近年の物質科学における

中心課題の一つとなっている。中でも高い注目を集めているのがスピンホール効果であり、

これはスピン-軌道相互作用によって電流からスピン角運動量の流れであるスピン流を誘起

する現象である。磁性層と非磁性層からなる二層膜においてスピンホール効果を利用した磁

化反転が実証され[1,2]、電流を伴わないスピン流の性質が省電力デバイスの要素技術として

期待されている。これまで非磁性層としては強いスピン-軌道相互作用を持つ Pt や Ta などの

5d遷移金属が広く用いられて来たが、その電流-スピン流変換効率は十分ではなく、既存研究

を打破するような非磁性材料の探索が課題となっている。 

 この課題解決のため、変換効率の向上が見込める新たな非磁性層として 5d 電子系酸化物

SrIrO3に着目した。5d 電子系酸化物のフェルミ準位近傍は 5d バンドで支配されており、強い

スピン-軌道相互作用を持つ 5d 電子のみが伝導に寄与する。そのため 5d 電子系酸化物では、

6s 電子も伝導に寄与する Pt や Ta などの 5d 遷移金属とは定性的に異なるスピン流物性が期

待される。本研究ではパルスレーザー堆積法を用いて SrIrO3 を DyScO3基板にエピタキシャ

ル成長させ、磁性層として Co20Fe60B20 をスパッタ法で成膜した。二層膜 Co20Fe60B20/SrIrO3 の

作製後、フォトリソグラフィーと Ar イオンミリングを用いてホールバー型デバイスへと加工

し、スピンホール磁気抵抗と高調波ホール抵抗の測定により電流-スピン流変換効率を評価し

た。その結果、SrIrO3 が Pt の約 3倍という高い変換効率を持つことを明らかにした。これは

5d 電子系酸化物の特異な電子構造がスピン流生成に強く影響することを示唆しており、酸化

物の持つスピントロニクス材料としての可能性を切り拓く成果である。 
[1] I. M. Miron et al., Nature 476, 189 (2011).  [2] L. Liu et al., Science 336, 555 (2012). 
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InSb/α-Sn (111)/InSb(111)B のトポロジカル界面電子状態  
仲矢 透  木村研究室（物理学専攻）  

 
トポロジカル絶縁体(TI)は、バルク内部は絶縁体であるのに対し、表面にはバルク電子状

態のトポロジーに保護されたスピン偏極金属状態(トポロジカル表面状態: TSS）をもつとい

う性質がある[1]。このうち、単元素で TI となるα-Sn[2,3]は、強磁性スピン注入層(Fe)/非磁
性金属スピン伝導層(Ag)/TI(α-Sn)の多層構造において、室温付近で逆 Edelstein効果による

高効率スピン流-電流変換が報告され、新たなスピントロニクス材料として期待されている

[4]。更なる高効率化の実現には、従来スピン伝導層として用いられてきた非磁性金属の代わ

りに、スピン緩和時間の飛躍的向上が期待される単結晶半導体薄膜を用いることが有望であ

る[5,6]。しかしながら、TI と単結晶半導体薄膜間の界面電子状態の詳細は明らかになってい

ない。 
そこで本研究では、InSb(111)B表面上に成膜したα-Sn薄膜の上に、格子整合した通常半

導体である InSb 単結晶薄膜（ミスマッチ: 0.14％）をエピタキシャル成長させ、InSb薄膜/α
-Sn(111)界面の電子状態を角度分解光電子分光(ARPES)によって観測したところ、界面で

TSS が存在し、きわめて大きなスピン流-電流変換係数が期待できることがわかった。発表

では、InSb薄膜/α-Sn(111)の構造評価や、電子状態の詳細な観測結果について報告する。 
[1] M. Z. Hasan and C. L. Kane, RMP 82, 3045 (2010). [2] Y. Ohtsubo et al., PRL 111, 
216401 (2013). [3] A. Barfuss et al., PRL 111, 157205 (2014). [4] J-C Rojas-Sanchez et al., PRL 116, 
09602 (2016). [5] E. Lesne et al., Nat. Mater. 15, 1261 (2016). [6] Q. Barbedienne et al., PRB 98, 
195445 (2018). 
 

可視赤外分光イメージングによる硫化サマリウムにおける 

光誘起相転移の起源の解明 
Nie Yanze 木村研究室（物理学専攻-IPC） 

 

硫化サマリウム (SmS) は圧力印加によって、常温常圧状態の絶縁体 (Sm の価数 n ~2) か
ら黒色金属を経て金色金属（n ~ 2.7）まで変わることが知られている。またこの物質は、大

強度なパルスレーザーによって光誘起相転移を起こすことが近年報告された[1]。しかし、

この光誘起相が圧力印加によって生成された金属相と同じ状態であるか、それとも光によっ

て新しい状態ができたのかは分かっていない。そこで私たちのグループは、光誘起相の性質

を解明するために、光誘起相の可視赤外分光測定を行い、電子構造変化から光誘起相転移の

起源の解明を行った。実験手法としては波長 800 nm のパルスレーザーを SmSの単結晶試料

に照射して、光誘起相転移前後の反射率スペクトルの変化を測定した。測定領域は可視、近

赤外、中赤外を含めておよそ 0.1~3 eV のエネルギー範囲である。 

結果として、可視領域で光照射によってスペクトルが変化し、およそ 1.8~1.9 eV に反射率

が 90％を越えるピークが現れた。試料は金色に変わったが、1.8 eV以下の赤外領域では反射

率は減少している為、金属のドルーデ構造由来ではなく、金色金属相とは異なった状態であ

ることが分かった。0.2~1.2 eV の赤外領域では光照射による反射率が減少し、圧力相転移で

見られた黒色金属相に似ており、さらに強励起することで 0.2 eV以下でドルーデ構造と思わ

れる反射率の増加が見られた。以上の結果から、1.8~1.9 eV にあるピークの起源は、光で生

成した Sm3+の 4f-5d遷移と考えられる。以上のことから、光誘起相は、黒色金属と金色金属

の両者の性質を併せ持った新しい相であると考えられる。 

 

[1] 竹野祐輔, 大阪大学大学院理学研究科修士論文 (2016). 
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光陰極電子源を用いた共鳴電子エネルギー損失分光法の開発 
松本 大輝  木村研究室（物理学専攻） 

 

高いエネルギーの光子を特定の元素の内殻準位の吸収エネルギー差に合わせた共鳴分光は、

通常の分光法での情報に加えて特定元素の情報を取り出すことが可能になり、シンクロトロ

ン光を用いた共鳴角度分解光電子分光（rARPES）や共鳴非弾性Ｘ線散乱（RIXS）によって、

物質の素励起が詳細に観測されている。本研究では、これらの観測法と相補的で、大型施設

ではない実験室に設置可能な共鳴電子エネルギー損失分光（resonant Electron Energy-Loss 
Spectroscopy: rEELS）法を開発した[1]。この方法論は、励起電子線のエネルギーを遷移金属の

L端や希土類のM端である0.3~1.5 keVに任意に設定した非弾性電子散乱であり、rARPESや
RIXSでは得るのが難しい元素選択的なプラズモンやその他の素励起に関する情報を得るこ

とができるところに特徴がある。開発した装置は、フォトカソード電子源と光電子分析器を

組み合わせたものであり、電子源には、80 ％以上のスピン偏極度を持つ電子を発生できる

GaAs/GaAsP 歪超格子多層膜のNEA 表面をフォトカソードとし、赤外レーザーを励起光とし

て用いて、運動エネルギー1.5 keVでエネルギー幅が約100 meV、フラックスが約1×1012 /s の
電子線が得られた。装置の評価として、金薄膜のバルクキャリアプラズモンや近藤半導体

SmB6のキャリプラズモンの3d-4f共鳴測定を行ったので、その結果を報告する。 
[1] S. Kimura, H. Matsumoto et al., Rev. Sci, Instrum. 92, 093103 (2021). 
 
 
 

エアロミセル化による液体試料直接導入と水マトリックス支援赤外レー

ザー脱離・イオン化を用いた有機物ソフトイオン化質量分析手法の開発 
村上 勧  質量分析グループ（豊田研究室）（物理学専攻） 

 
界面活性剤を添加した水溶液試料を噴霧させると、表面が界面活性剤分子に被膜された液

滴粒子が生成される。このような構造を持つ液滴粒子はエアロミセルと呼ばれ、内包する水

の揮発が大きく抑制され、真空中でも液滴粒子状態が保持される。 

本研究では、試料有機分子としてアミノ酸であるチロシン（C9H11NO3、分子量 181.2）を加え

た水溶液試料に界面活性剤を添加し、噴霧･乾燥によってエアロミセル化させ、単一微粒子質

量分析計（ATOFMS）に直接導入した。ATOFMSは紫外パルスレーザーを用いてイオン化を行う

が、その際に試料有機分子を壊してしまう。水分子は OH 基の伸縮振動に対応する波長 3 µm
付近に強い吸収を持つため、中赤外パルス

レーザー光をレーザー脱離･イオン化に用

いることでエアロミセル中の水をマトリッ

クス物質として有機物を壊さないソフトな

質量分析に活用できると期待される。その

ため波長 2.94 µm の中赤外パルスレーザー

光を照射することで、各エアロミセルごと

に質量分析を行った。 

中赤外パルスレーザーの照射だけでは、

エアロミセルから質量スペクトルを得る

ことは出来なかったが、従来から ATOFMS

で用いられている紫外パルスレーザーと

中赤外パルスレーザーとの同時照射によ

って、チロシン由来のイオンピーク強度が

増強される傾向が見られた。 
  

図 真空中への液体試料直接導入のために利用したエア

ロミセルに含まれる”水“を支援マトリックスに用い

た、水マトリックス支援赤外レーザー脱離イオン化の概

念図． 
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二層系 Hubbard模型における非従来型超伝導に関する研究 
井口 雅樹  黒木研究室（物理学専攻） 

 
銅酸化物などの高温超伝導体は非従来型超伝導体と呼ばれ，BCS 理論で説明されるような

フォノン機構では記述できない．これらの超伝導はスピン揺らぎを媒介とする電子間引力が

働いていると考えられており，従来の超伝導体よりも高い転移温度を示す． 
スピン揺らぎを媒介とする銅酸化物超伝導体を表すモデルとして正方格子 Hubbard模型が

よく知られている．このモデルでは d波超伝導が発現するが，gap関数は Fermi面上にノー

ドを持ち，斥力相互作用を起源とする超伝導には不利に働く．この問題を回避しようと提案

されたのが bilayer正方格子 Hubbard模型である[1]．bilayer正方格子では層間の電子の飛び t
⊥によりノードの問題を回避することが可能であり，また層間の斜めとび t'によって，超伝

導に有利とされる incipient narrow band & wide band の状況[2]を作ることができる． 
本研究では二層系 Hubbard模型について，正方格子だけでなく，三角格子や蜂の巣格子に

ついても揺らぎ交換近似(FLEX)，Eliashberg 方程式を用いて超伝導の解析を行った．また

Pade近似で実周波数に解析接続した Green関数を用いて，繰り込まれたバンド，状態密度，

スピン揺らぎを求め，それらを相互的に絡めて考察した．その結果，三角格子に関してはバ

ンドの非対称性から，層間の斜めとび t’がない状態でも narrow & wide band と似たような状

況を作ることができることがわかった．また，超伝導転移温度の指標となる Eliashberg 方程

式の固有値λが t’にあまり依らないことがわかった． 
[1] K. Kuroki, T. Kimura, and R. Arita, Phys. Rev. B 66, 184508 (2002) 
[2] K. Matsumoto, D. Ogura, and K. Kuroki, J. Phys. Soc. Jpn. 89, 044709 (2020). 
 
 
Hubbard模型の Seebeck係数におけるスピン揺らぎの効果に関する研究 

渡邉 拓海  黒木研究室（物理学専攻） 
 

近年、熱エネルギーを活用するクリーンな発電手段として熱電変換が注目されている。熱

電変換材料から取り出せる電力の指標として電力因子PF = 𝑆&/𝜌が存在する(𝑆は Seebeck係数、

𝜌は電気抵抗率)。この電力因子が大きければ良い熱電材料となるが、一般に Seebeck係数と電

気抵抗率の間にはトレードオフの関係があるという問題がある。この両者は電子輸送現象に

よって定まる物性値であり、バンド分散と散乱現象が大きく起因する。特に電子間相互作用

による散乱現象がもたらす熱電効果への寄与は、従来の Boltzmann の輸送理論では記述が難

しく、盛んに研究が行われてきた。その中でも、スピン揺らぎによって Seebeck係数が特異な

振る舞いを示すことが理論・実験によって指摘されている。 
本研究では、久保―Luttinger による線形応答理論に基づき、乱雑位相近似(RPA)を用いて 2
次元 Hubbard模型に対する熱電効果の解析を行なった。その結果、Fermi面のネスティング

による反強磁性的なスピン揺らぎにより、RPA の適応範囲内での電子間相互作用でも、低温

で Seebeck係数の向上及び符号変化を見出すことができた。この要因は、化学ポテンシャル

付近の自己エネルギーの波数・エネルギー依存性から考察することができる。また、状態密

度のピークを起源とする強磁性的なスピン揺らぎに対しても、Seebeck係数が向上すること

が分かった。 
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30°回転積層 NbSe2の電子構造の理論的解析 
河本 京也  越野研究室（物理学専攻） 

 
近年、二つの二次元物質をファンデルワールス力によ

って重ね合わせた複合原子層系が注目されている。複

合原子層では各層を回転させて重ねることでモアレ模

様と呼ばれる構造を発現する。このような系は一般に

は公倍数を持たない二つの周期が存在しているため原

理的には準結晶と見ることができるが、回転角が小さ

い場合はモアレ周期が大きく原子スケールの構造が粗

視化できるため、連続体近似を適用することができ

る。その一方で回転角が大きくなるとモアレ周期が格

子定数と同程度になってしまうため連続体近似は破綻する。 
 その最たる例が 30°積層系である。最近この 30°回転積層グラフェンが実験的に合成され

[1]、またその電子構造を記述する理論的手法が開発された[2]。30°回転積層グラフェンでは

準結晶由来の電子状態が生じるが、そのエネルギー準位がフェルミ面よりもかなり小さいた

め実験的な観測が困難である。 
 そこで本研究ではグラフェンと同じ六角格子構造であり、フェルミ面付近に多く状態を持

つ NbSe2を用いた 30°回転積層系の電子構造を理論的に解析した。この系では複数のエネル

ギー準位において平坦なバンドを形成し、層間相互作用を強くすることでその面積が増大す

ることを示した。 
[1] S. J. Ahn, et al. Science 361 782–786 (2018) 
[2] P. Moon, M. Koshino, Y.-W. Son, Phys. Rev. B 99, 165430 (2019) 
 
 
 

グラフェンナノリボンのトポロジカル局在状態 
玉置 弦  越野研究室（物理学専攻） 

 
物性物理学において物質のトポロジカルな性質を知ることは、物理量の量子化など奇妙な

現象を深く理解する上で重要である。トポロジカルに非自明な絶縁体の特徴として、トポロ

ジカルに異なる物質の境界に局在状態(トポロジカル局在状態)が現れる。 
近年、グラフェンナノリボン(GNR)が一次元のトポロジカル絶縁体であることが理論的に

提案され[1]、注目を集めている。リボンの幅や終端構造によって Z2不変量によるトポロジ

カルクラスに分類が行われた。さらに GNR の接合が合成され、実験的にトポロジカル局在

状態が観測されるなど、GNR のトポロジカルな性質に関する研究が活発に行われている。 
本研究では、GNR が持つ対称性に注目し、任意の接合境界におけるトポロジカル局在状

態の個数を判定する Z 不変量による理論体系を構築した[2]。この理論を幾つかの GNR 多端

子接合に適用し、予想される数のトポロジカル局在状態が現れることを示した[図]。さら

に、接合を 2次元周期的に並べることにより、トポロジカル局在状態由来の幅の狭いバンド

を形成し、GNR が多様な強相関格子模型を具現化する基盤となる可能性を切り開いた。 
[1] T. Cao, F. Zhao, and S. G. Louie, Physical Review Letter 119, 076401 (2017). 
[2] G. Tamaki, T. Kawakami, and M. Koshino, Phys. Rev. B 101, 205311 (2020).  

図 1 低角度のモアレ模様（左）と

30°回転積層系（右） 
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グラフェン上の転位における電子状態とそれを再現する有効模型の開発 
岨 篤史  越野研究室（物理学専攻） 

 

転位はグラフェン表面上に生じる構造的な欠陥の一つで、結晶

中に並んだ原子列の数が転位を境に増減する性質がある。代表的

な転位として 5員環と 7員環が合わさった 5-7欠陥があり(図)、

グラファイト表面の粒界などで観測されている[1]。欠陥のないグ

ラフェンの電子状態は Dirac model で記述できることが知られて

いるが、グラフェンに転位がある場合、転位の効果が Dirac model
の上でどのように記述されるか明らかでない。 

この修士論文では、Dirac model に 5-7欠陥の効果を取り入れた

有効模型を提案した。まず強束縛模型において 5-7 欠陥の効果

を、転位のないグラフェン上の有効磁束と付加ボンドにより再

現した。有効磁束は低エネルギー領域における、転位への電子の局在を再現し、付加ボンド

は 5-7欠陥の形状による異方性、エネルギー固有値の正負による電子状態の違いを再現した。

また、5 員環と 7 員環をつなぐボンドが、転位への電子状態の局在位置のエネルギー依存性

に重要であることを明らかにした。次に 5-7 欠陥を再現する模型を連続化することで、転位

の効果を取り入れた Dirac model を導出した。また、付加ボンドを除いた有効磁束のみの Dirac 
model の解を用いることで、転位の効果を取り入れた Dirac model の対角化の方法を示した。 
[1] P. Simonis et al., Surface Science 511, 319 (2002). 
 
 
 

 

 

半導体量子ドットの二電子スピン全固有状態判別の研究 
森栄 公佑  大岩研究室（物理学専攻） 

 
 量子コンピュータの台頭により現行の暗号化技術が突破される可能性がある。そこで物理

的に安全が保証される量子通信の実現が期待されている。量子通信には長距離通信のために

量子中継器が必要であり、量子状態変換、完全ベル測定、量子メモリといった要素技術の研

究が様々な物理系で行われている。中継器の候補の中でも半導体量子ドット中の電子や正孔

は光デバイスとしての相性の良さ、スピントロニクス、微細加工技術による大規模集積化の

観点から、有力な候補として期待されている。中継器の要素技術の一つである電子スピンの

完全ベル測定はシリコン量子ドットにおいて電子スピン共鳴や交換相互作用に基づいた量子

ゲートにより報告されている。一方、量子状態変換に適した III-V 量子ドットでの完全ベル

状態生成および測定はまだ実現されていない。 

 そこでゲート制御 GaAs 二重量子ドットを用いた電子スピン完全ベル測定にむけて研究を

行った。高忠実度な二電子・単一電子スピン状態読み出しを組み合わせて、二電子の四つの

スピン固有状態の読み出しを行った。さらに量子ゲートと四状態読み出しを用いた完全ベル

測定に向けて試料作製を行った。  

図：グラフェン上の転位 
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あらせ衛星搭載超高エネルギー電子観測器のエネルギー較正と放射線帯

外帯電子の極小値を持ったエネルギースペクトルの観測 
植田 晃平  寺田研究室（宇宙地球科学専攻） 

 
地球磁気圏には多様なプラズマ群が存在しており、その中でも放射線帯外帯と呼ばれる領

域には相対論的エネルギーを持つ電子が密集している。放射線帯外帯電子は 60 年以上前に

初めて観測され、そのフラックスはエネルギーの増加とともに指数関数的に減少しているこ

とが知られていた。また、2012 年に打ち上げられた RBSP(Radiation Belt Storm Probes)衛星の

観測により、数百 keV に極小値を、1 - 2 MeV に極大値を持つ特徴的な放射線帯外帯電子の

スペクトルが発見されている。しかし、この RBSP衛星による極小値を持ったスペクトルの

観測例は、異なるエネルギー帯を観測する 2台の観測機器の検出スペクトルを繋いだもので

あるため、その接合部分付近の形状に不確かさが残っていた。 
本発表では、Geant4 を用いた放射試験シミュレーションを基に XEP(The extremely high-

energy electron experiment)のエネルギー較正を行った結果、極小値を持った電子のエネルギ

ースペクトルを 1台の観測機器の観測データから発見できたことを報告する。XEP は、2016
年に打ち上げられたあらせ衛星に搭載された電子計測器であり、0.4 - 5.4 MeV の範囲でスペ

クトルを連続的に計測することができる。XEP の較正済み観測データを用いた解析により、

極小値を持ったスペクトルの形状を RBSP衛星の観測結果よりも詳細に捉え、その極小値を

とるエネルギーが時間とともに大きくなっている様子を明確に示すことができた。本研究の

結果は、プラズマ圏ヒス波が放射線帯外帯電子を消失させる過程を理解する上で重要な意味

を持つ。 
 

 
レーザーポストイオン化 SNMS によるアパタイトの Pb-Pb年代分析法

の開発 
松本 匡能  寺田研究室（宇宙地球科学専攻） 

 
 SIMS（Secondary Ion Mass Spectrometry）を用いたアパタイトの U-Pb 年代分析は、隕石・小

天体リターンサンプルの 5µm 領域からその起源と進化を明らかにしてきた。しかし SIMS は

O-ビームの二次イオン生成率が 1%以下かつビーム径を絞ることが難しいために、直径 5µm
以下の微小領域での局所 U-Pb 年代分析を困難とする。そこで微小領域における同位体分析技

術として SNMS（Secondary Neutral Mass Spectrometry）が注目されている。 
 SNMS はスパッタされた 99％以上の中性粒子をポストイオン化・分析するため高感度の測

定が可能である。本グループで開発中の MULTUM-SNMS では、飛行時間型質量分析装置に

フェムト秒レーザーによるポストイオン化を導入した。1 次イオンビームに採用した液体金

属ガリウムイオン源は最大 4nm の空間分解能で試料表面の観察・分析が可能であり、かつ Ga+

ビームのみで生成した二次イオンに対してフェムト秒レーザーが生成するポストイオンが

10000倍になることから[Terada et al., 2016]、サブミクロン領域における微量元素・同位体分

析への応用が期待される。 
本研究では MULTUM-SNMS によるアパタイト 1µm 領域における U-Pb 年代分析の実現を

目指し、Pb 濃度が 53ppm のアパタイト標準試料（PRAP）、および 17ppm の天然アパタイト

の Pb 同位体分析を行った。はじめに得た Pb 同位体比は自然 Pb が 50-90%混入したものであ

ったため、試料表面のラスタリング条件およびバックグラウンドイオンの評価方法の改善を

図った。これにより PRAP から誤差の範囲で文献値[Sano et al., 1999]と一致した Pb 同位体比

および 207Pb/206Pbモデル年代 1496±370 Ma を得られ、地球外試料アパタイトの 1µm 領域 U-
Pb 年代分析に向けた可能性が示された。 
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wide binary における惑星存在頻度 
丸野 瑞季  赤外線天文学グループ（宇宙地球科学専攻） 

 
 惑星存在頻度の解明は、系外惑星探査の大きな目的の１つである。宇宙望遠鏡 Kepler のト

ランジット観測から、短周期 super earth（半径は地球の 4倍、公転周期は 1 年程度の惑星）

は太陽型星１つあたりに１つ存在することが分かっている。binary とは、２つの星が重力的

に束縛して運動している系であり、single star とは惑星形成が異なることが推測されている

が、こうした研究では惑星存在頻度を考える際に星を single star と binary に区別していな

い。両者の惑星存在頻度の違いを調べることも重要であり、実際に、２星間の距離が 200au
以下の close binary において、single star と比べて惑星が少ないことを示す研究は数多くあ

る。対して、星間距離が 200au以上の wide binary についての研究は、数が少ない上にその解

釈が定まっていない。なぜならこれらの研究では、惑星があるとわかった星の周りに binary
を探しているが、この手法では single star として扱う星の中に混じる close binary の惑星存在

頻度の低さまで考慮し補正することが困難なためである。 
 本研究では、wide binary である星に対して直接惑星存在頻度を求めて single star と比較す

る。このためには、binary であることがわかっており、かつ惑星探査に必要なデータが存在す

る多数の星のサンプルが必要であるが、これまでトランジット探査においてそのようなサン

プルは存在しなかった。しかし、宇宙望遠鏡 Gaia の観測データから解析にて昨年作成された

visual binary カタログと、Gaia の星の一部に対してトランジット惑星を探査した Kepler のカ
タログを用いることで、wide binaryサンプルを定義し、wide binary と single star の惑星存在頻

度を推定することができた。このとき、サンプルに混じった close binary の影響の補正も行な

った。結果として、wide binary の惑星存在頻度は少なくとも single star の 1.7倍であることを

明らかにした。これは、wide binary において惑星形成が促進される機構の存在を示唆する。 
 

 
M型星を公転する惑星の軌道離心率分布 

山﨑 祐斗  赤外線天文学グループ（宇宙地球科学専攻） 
 

軌道離心率は惑星の軌道構造を表すパラメータの一つである。太陽系では惑星の離心率は

平均 0.04 でほぼ円軌道であるが、これまでに 5000近くの系外惑星が発見されてきた中で、

様々な離心率をもつ惑星の存在が明らかになってきた。そして、それらの結果から、惑星形

成中や形成後における惑星同士の相互作用によって離心率が大きくなるような過程が考察さ

れてきた。つまり、離心率は惑星がどのような軌道進化の過程を経てきたかを反映したもの

であり、惑星の離心率を調べることはそれらの過程を解き明かす上で重要である。 
本研究では、M型星を公転する 109 の惑星および惑星候補に対して、Kepler衛星のトランジ

ット光度曲線から各惑星の離心率を推定した。離心率の情報は光度曲線のトランジット継続

時間に含まれている。ただ、トランジット継続時間は離心率以外のパラメータにも依るため、

トランジット継続時間を精度良く測れても、一般にそれらの各パラメータを精度良く求める

ことはできない。一方で、恒星密度が精度良く求まっている場合は離心率にも制限がつく。

そこで、今回は M型星の絶対等級と半径・質量の経験式から恒星密度を求め、その情報と光

度曲線を組み合わせて解析を行い、離心率を推定した。そして、それらの結果を元に、地球

サイズから海王星サイズの小さな惑星サンプルに対してそのサンプル全体の離心率分布を推

定した。その際、階層ベイズ法を適用することで、各惑星の離心率の事後分布を考慮に入れ

た推定を行った。その結果、トランジット惑星が 1 つ検出された系では離心率分布の平均値

が e∼0.2 となり、M 型星まわりの離心軌道の惑星がありふれた存在であることが明らかにな

った。M 型星を公転する岩石惑星のシミュレーションでは大きな離心率をもった惑星の形成

は説明できない。よって、この結果は惑星形成中や形成後に離心率を大きくする過程が存在

したことを示唆している。 
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若い恒星の自転軸と原始惑星系円盤の回転軸のずれの観測的推定 
門野 創一  赤外線天文学グループ（宇宙地球科学専攻）  

 
太陽系の惑星の公転軸の向きは互いによく揃っており、さらに太陽の自転軸の向きとも一致

している。この特徴は、惑星が太陽の自転軸と揃った回転軸をもつ原始惑星系円盤から形成

されたことを示唆する。一方で、太陽系外惑星、特に主星の近傍を公転する巨大ガス惑星

（ホットジュピター）では、惑星の公転軸がしばしば主星の自転軸と大きくずれていること

が明らかになっている。このような自転と公転のずれは、ホットジュピターのような短周期

の惑星が、惑星同士の重力散乱といった惑星軌道を変化させる過程を経て形成されたことを

示す重要な観測的証拠として解釈されてきた。しかしながら、太陽系外の惑星系で主星の自

転と原始惑星系円盤の回転がもともと揃っていたかどうかは明らかでない。もし両者が一般

にずれているのであれば、ホットジュピター等で観測された公転と自転のずれは、惑星形成

の過程ではなくその初期条件を反映するものである可能性がある。そこで本研究では惑星形

成の初期段階である原始惑星系円盤の回転軸と主星の自転軸のずれについて、現時点で利用

可能な観測データから定量的にどこまでの制限が得られるかを明らかにすることを目指す。

我々は太陽系近傍の星形成領域に属する 16個の前主系列星に対し恒星の自転軸と原始惑星

系円盤の回転軸のなす角度の確率分布を推定し、その結果に階層ベイズ法を適用すること

で、サンプル全体における恒星の自転軸と円盤の回転軸のなす角度の確率分布を推定した。

その結果、現時点では恒星の自転と原始惑星系円盤の回転がよく揃っているという強い証拠

はなく、ホットジュピター等の軌道面と主星の赤道面のずれは円盤と主星のずれでも説明さ

れうることが明らかになった。その一方で、解析から推定された分布は不定性が大きく、現

状のサンプル数では精密な結果を得るのは困難であることも示された。そこで、より精密か

つ信頼性の高い結果を得るために今後必要となる測定精度やサンプル数についても議論す

る。 
 
 

高強度LFEXレーザーを用いた無衝突静電衝撃波によるイオン加速 
石原 大樹  中井研究室（宇宙地球科学専攻) 

 
 宇宙空間には、「宇宙線」と呼ばれる陽子などの荷電粒子からなる10&+eV に 至る高エネル

ギーの放射線が存在する。この加速機構の候補として無衝突衝撃波による非熱的過程が有力

視されている。無衝突衝撃波は宇宙の希薄プラズマ中で生成される衝撃波であり、粒子間の

衝突ではなく、荷電粒子とプラズマ中に生成される電場や磁場との相互作用が散逸過程を担

う。本研究では、高強度レーザーを用いた静電ポテンシャルを伴う無衝突静電衝撃波による

イオン加速 (Collisionless Shock Acceleration, 以下 CSA) 実験を行った。衝撃波ポテンシャル

によるイオンの反射・加速メカニズムは、磁場を含む衝撃波にも共通する重要な素過程であ

る。実験では、大阪大学レーザー科学研究所の高強度短パルスレーザーLFEX (パルス幅 1.5 ps、
レーザー強度〜6x10$3	W/𝑐𝑚&) と高エネルギーns パルスレーザー激光Ⅻ号 (GⅫ：パルス幅

1.3 ns、レーザーエネルギー〜3J) を用いた。厚さ 1 𝜇𝑚の𝐶3𝐻%𝐶𝑙ターゲットに GⅫを照射し、

臨界密度程度のプラズマを生成し、2.5ns の遅延後、対向側より LFEX照射し CSA を行った。

臨界密度程度のプラズマを生成するための GⅫ強度、LFEX との遅延時間、ターゲットの厚み

を決定するために、流体コード FLASH を用いて事前にシミュレーションを行った。トムソン

パラボラ ・電子スペクトロメータを用い、それぞれ衝撃波におけるイオン・電子の速度スペ

クトルを計測したところ、イオン化レーザー有りの場合でプロトンのみの加速を観測した。

この結果は、シミュレーションの結果と一致し、レーザー強度〜6x10$3	W/𝑐𝑚&ではプロトン

のみを加速できる衝撃波が生成されることがわかった。 
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高強度 J-KAREN-Pレーザーを用いた無衝突静電衝撃波によるイオン加速 
倉本 織羽乃  中井研究室（宇宙地球科学専攻） 

 

宇宙から降り注ぐ高エネルギーの荷電粒子「宇宙線」の生成機構として無衝突衝撃波による

加速が有力視されている。無衝突衝撃波は、外部磁場で磁化されたプラズマ中の衝撃波、ワ

イベル不安定性によって生成された乱流電磁場中の衝撃波、無磁場中で静電ポテンシャルを

伴う衝撃波の 3 つに大別される。近年のレーザー技術の発展により、高強度レーザーとプラ

ズマの相互作用によって無衝突静電衝撃波（Collisionless Shock Acceleration : CSA）の生成と

衝撃波ポテンシャルによるイオンの反射・加速が可能となった。実験室でイオンの加速が観測

されているのは CSA のみであり、CSA 実験によってイオン加速の素過程を調べることで宇

宙線生成機構解明への寄与を目指す。 
本研究では、関西光科学研究所の J-KAREN-P レーザー（800 nm, 40-200 fs, <3×1021 W/cm2）

を用いて行われた CSA によるイオン加速実験について報告する。J-KAREN-P レーザーを厚

さ 1-2 μm の C8H7Cl薄膜ターゲットに照射し、実験を行った。ドライブレーザーの一部をミ

ラーで取り出し、イオン化レーザー（<2×1015 W/cm2）としてドライブレーザーの 2.5ns前に

ターゲットの裏面に照射することで、初期プラズマを生成した。ターゲットの厚み、イオン

化レーザーの有無、ドライブレーザーのエネルギー・スポット径・パルス幅などを変え、加

速されたイオンのエネルギースペクトルをオンライン型トムソンパラボラスペクトロメータ

で計測した。その結果、proton と C6＋の CSA による加速と考えられるエネルギースペクトル

が得られた。また、加速された proton と C6＋の最大エネルギーは異なる値が得られた。 
 
 
 

X 線自由電子レーザー(SACLA)を用いたサブミクロン集合体の 
X 線小角散乱とイオン計測  

松本 雄志郎  中井研究室（宇宙地球科学専攻） 

宇宙線の起源は宇宙物理学の重要なテーマの一つであり、無衝突衝撃波による加速はその有

力な候補である。特に、ガンマ線バーストにおける相対論的無衝突衝撃波では、「Weibel

不安定性」に起因する強力な自己生成乱流磁場によって「無衝突 Weibel衝撃波」が生成さ

れ、これによる加速が宇宙線の起源の一つであるというモデルが示された。さらに、不安定

性により生じた電流フィラメントによってトロイダル磁場 Bが生成され、電子・イオンの電

荷分離によって速度を持った粒子がローレンツ力で電流方向へ加速されることが示唆され

た。我々は、高強度レーザー駆動 Weibel不安定性により生成されたフィラメント構造の成

長から無衝突 Weibel衝撃波生成までの衝撃波面近傍領域におけるプラズマ密度の空間構造

（<数 100nm）・時間発展(<数 100fs)を、X 線自由電子レーザーを用いた X 線小角散乱

(SAXS)で調べ、無衝突 Weibel衝撃波による粒子加速の計測を行うことを最終目的としてい

る。本研究では、Weibelフィラメントと同じくサブミクロンスケールの 3 次元構造体であ

る Si 製ロッド集合体ターゲット（典型的なロッドサイズは直径:500 nm、間隔:1 um、長

さ:10 um、15列×3行）に XFEL:SACLAの短パルス高強度レーザーを照射して、ロッド状プ

ラズマを生成した。計測は、①SAXSによる膨張するプラズマの時間発展、②ターゲット近

傍に設置した固体飛跡検出器（CR-39、Kapton）によるロッド集合体からの加速イオン分

布、③Electron Spectrometer(ESM)による加速電子のエネルギースペクトル計測を行った。

イオンは、ロッド軸方向に多く分布しており，ローレンツ力によって加速されていると考え

られる。これらの特徴から、今回のロッド集合体を用いた実験は最終目的に向けた基礎デー

タを得るための予備実験であると位置付けられる。本研究結果は、今後の Weibel衝撃波生

成及び、それに伴う粒子加速実験に向けた大きな足掛かりとなるものである。 
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Cold Streamによる銀河の星形成と角運動量への影響 
寺口 遼  長峯研究室（宇宙地球科学専攻） 

 

 銀河形成史において、Cold Streamは、ハローに降着する際にビリアルショックによる加

熱を放射冷却によって避け、10#	K程度の温度を保ちフィラメント状に銀河にガスを供給す

るという重要な役割を果たしている。𝑧 > 2の高赤方偏移では Cold Streamによる低温ガス

の供給によって星形成が活発であるが、低赤方偏移では Cold Streamは消失し、星形成活動

は停止する。これにより、星形成が活発な青い銀河から星形成が停止した赤い銀河へ遷移

し、銀河の Bimodalityが現れると考えられている。また、Cold Streamは銀河に降着し、

銀河円盤の形成に必要な角運動量を供給していると考えられている。 

本研究では、宇宙論的流体シミュレーションコード GADGET3-Osaka (Shimizu et al. 

2019)を用いて zoom-inシミュレーションを行い、銀河に降着する Cold Streamの解析を行

った。まず最初に、Cold Streamの質量降着率は、1 次元解析モデル Dekel & Birnboim 

(2006)に従って減少し、星形成率もあわせて減少していることを確認した。次に、星形成の

クエンチングを確認し、金属量による星形成の促進よりもハロー質量依存性の方が支配的で

あることを明らかにした。さらに、Cold Streamによる角運動輸送と銀河円盤の角運動量の

関係性について議論をする 

 
 
 
 
 

断層内における複合面構造発達の物理的描像解明に向けた 
実験的および数値的検証 

宮本 英  桂木研究室（宇宙地球科学専攻） 

 
 地震時の滑りによって，断層内には複雑な構造が形成される．これまでに室内摩擦実験後

の微小構造観察による研究が主に行われ，変形構造の発達と変位量や垂直応力，粒径などへ

の依存性が報告されてきた．しかし，ある厚さを持ち，粒状物質から構成される断層にせん

断応力が作用した際，個々の粒子がどのような力を受けて相対的な運動を起こし，そして，

どのように断層全体における構造発達に至るのかといった物理的描像については未だ不明で

ある． 
 そこで本研究では，5 桁にわたるすべり速度での断層滑り摩擦実験を模擬した数値計算を

個別要素法により実施した．一定の時間間隔で粒子の物理的情報を出力することで，せん断

を受けている系の状態の時間発展を調べた．具体的には，摩擦係数，接触する粒子間に作用

する法線方向の力（以下，応力鎖），粒子速度の深さ方向および空間における分布，隣接粒子

間での相対変位の大きさを計算した．応力鎖は，その本数と角度および力の強さの分布を求

めた．摩擦挙動を 5 つのステージに分類し，各ステージにおけるマクロな特徴とより詳細な

変化について調べた．結果，摩擦挙動と応力鎖の本数や角度にはおおよその対応関係が見ら

れた．また，定常状態の終盤において，粒子速度が深さ方向および空間において特徴的な分

布を示し，底面付近にせん断方向と並行なすべり面 (boundary shear) の形成の可能性が確認

された．数値計算に加えて，実際に石英砂を用いた摩擦実験を行い，実験後試料の薄片を作

成，微小構造観察を実施した．結果，母岩との境界付近にせん断方向と平行に boundary shear 
が発達していることが確認された． 
 以上より，摩擦挙動の変化および変形構造の発達は，応力鎖や粒子の速度分布といった基

本的な物理量の変化に帰着すると言える． 
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Circinus 銀河中⼼核の空間的に広がった鉄輝線放射領域の詳細解析 
澤上 拳明  松本研究室（宇宙地球科学専攻）  

  

 超巨大ブラックホール（SMBH）への質量降着で、銀河中心部の非常に狭い領域から銀河

全体に匹敵する光度を放射する天体を活動銀河核（AGN）と呼んでいる。長年にわたる

AGN の空間分解を目的とした様々な波長による観測の結果、SMBH周辺から数十 pc に及ぶ

スケールにコロナ、降着円盤、広輝線領域、トーラス、分子ディスク(CND)といった構造が

あることが推測されているが、それぞれの領域における物質の分布や状態は未だによくわか

っていない。X線による観測はガスやダストの状態によらず物質分布を探ることができると

いう点で重要である。近年、X線帯域で過去最高の角度分解能(0.5 秒角)を持つ Chandra衛
星による複数の近傍 AGN の観測によって、数百 pc に広がった領域からの Fe-K輝線が検出

された。最近傍のセイファート 2型銀河である Circinus銀河に関しても数十 pc に広がった

Fe-K等価幅が大きい領域が報告されている(e.g., Kawamuro et al. 2019)。 

 我々は、この空間的に広がった領域からの Fe-Kα輝線放射の時間変動に着目してスペクト

ル解析を行った。Chandra衛星による Circinus銀河の 20 ks以上の観測は 2000 年、2004 年、

2010 年で 2 観測ずつ、計 6回行われている。AGNコアから 20-60 pc の全方向を 8 領域に区

切り、6 つの観測それぞれでスペクトル解析を行うと、コアからの漏れ込み成分だけでは説

明できない Fe-Kα輝線が観測された。さらに、そのうち西に 20-60 pc離れた領域で Fe-Kα 強

度が 4.5 年(=1.4 pc)で約 4倍の強度変動を示した。120 年前のコアの光度が現在の 2倍高か

ったと考えると、この連続 X 線がコアから 20-60 pc離れた CND やコンパクトなクランプを

照射した結果、各領域からの Fe-Kα輝線の強度と変動を説明し得ることがわかった。さら

に、他波長観測の結果と比較を行うことで、空間的に広がった Fe-Kα 放射領域のジオメトリ

についても議論する。 
 

中性 Fe-Kα輝線の時間変動解析を用いた 
Changing-Look AGN の構造の解明 

峯田 大靖  松本研究室（宇宙地球科学専攻） 
 

 活動銀河核(AGN)は，中心の超巨大ブラックホール(BH)への質量降着によって銀河の中心

領域が銀河全体よりも明るく輝く天体であり，可視光スペクトル中の幅の広い輝線(広輝線)
の有無によって大きく 1型と 2型に分類される。この差異を説明するモデルとして，BH，降
着円盤，そして広輝線を放射する広輝線領域(BLR)と言った中心核領域をダストトーラスが覆

っており，中心核を見込む角度によってタイプが分かれる「AGN統一モデル」が広く受け入

れられている。しかし近年，質量降着率の変化に伴って，AGNタイプが数年のタイムスケー

ルで 1型と 2型の間で変化する Changing-Look (CL) AGN が多数発見され，従来の統一モデル

の見直しが求められている。CL に伴う AGN構造の変化，例えば BLR の消滅や出現，あるい

はトーラス構造の変化などの可能性が議論されているが，詳細はよくわかっていない。 
BLR やトーラスといった BH 近傍の空間分解できない構造の変化を調べるため，我々は

AGN の X 線スペクトル中に一般に見られる中性 Fe-Kα輝線の時間変動に着目した。本研究

では，2013 年に光度が通常より最大 1桁減少するとともに，広輝線が消失する CL 現象を起

こした NGC 3516 の，「すざく」，Swift および可視光望遠鏡のデータに対して時間変動解析を

行なった。その結果，Fe-Kαが BH から12.7!4.4*".$光日だけ離れた領域から放射されていること

を突き止めた。これは 1型の際の BLR の位置と無矛盾であることから，CL 現象でタイプが

2型に変化した後も BLR は消滅せず，他の波長による観測では検出できない中性物質として

存在していることを初めて明らかにした。さらに，Fe-Kαに対する感度や分光性能が従来よ

り桁で向上する 2022 年度打ち上げ予定の XRISM衛星を用いて，AGN 中心部の物質や運動が

どこまで制限可能かを観測シミュレーションによって調べた。これらの結果から，Fe-Kαの

時間変動によって AGN の構造やその変化を効果的に制限できることが示せた。 
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X 線分光撮像衛星 XRISM搭載 CCD 検出器 SXI における 
エネルギーゲイン補正及び応答プロファイルの作成 
善本 真梨那  松本研究室（宇宙地球科学専攻) 

 
2022 年度打ち上げ予定の X線分光撮像衛星 XRISM は、2016 年の打ち上げ後早期に姿勢系

トラブルによって運用終了したひとみ衛星の後継機である。XRISM は軟 X線分光装置 
(Resolve) 及び軟 X線撮像装置 (Xtend) を搭載し、特に Xtend は、38 × 38 分角の広視野を

0.4−13 keV のエネルギー帯域で撮像できる。Xtend の焦点面には P-ch裏面照射型 CCD 素子

4枚を格子状に並べた検出器 (SXI) が配置され、大阪大学が中心となって開発を進めてい

る。2021 年 2月、三菱重工名古屋誘導推進システム製作所にて 12枚の候補から選定した衛

星搭載用 (FM) 素子 4枚を FM構体・電子基板と組み合わせて動作試験を行ったところ、X
線信号由来ではない電荷が発生し、撮像領域の広範囲が影響を受ける事象が発生した。我々

はこの原因追求を進めるとともに残りの候補から 4枚の FM 素子を改めて選定して入れ替え

た。2021 年 4月 20−23, 25−28日に大阪大学にて地上較正試験を実施し、ターゲット線源 
(LiF, SiO2, Al) 及び密封線源 (55Fe, 241Am) 由来の既知の特性 X線を用いて、応答関数パラメ

ータを再度導出した。XRISM/SXI の検出器応答関数は、エネルギーゲイン、量子効率及び

ラインプロファイルの 3 つで構成される。本研究では、エネルギーゲインを 6 eV/ch に揃え

ること, 及びスペクトル形状を再現できる応答関数を決定することを目的に、望遠鏡の焦点

にあたる素子で取得されたデータに対してゲイン及び応答プロファイルを求めた。その結

果、エネルギーゲインの要求精度 (5 % @ 1 keV, 0.3 % @ 6 keV) に対して 0−14 keV の範囲で

ゲイン精度を 1.4 %以内に収め、6 keV で 0.02 %を達成することに成功した。さらに

XRISM/SXI で取得された輝線幅は、Hitomi/SXI の応答関数からエネルギーに依存する成分

としない成分に分けて補正を行った結果、± 10 eV (1σ誤差範囲) の精度で再現することがで

きた。 
 

氷天体内部の高圧氷相境界が氷固相対流のダイナミクスに与える影響 
有田 直哉  佐々木研究室（宇宙地球科学専攻) 

 

氷天体の表層には低圧相の氷 Ihからなる氷殻が存在する一方、例えば土星衛星 Titanのよ

うな直径 5000 km 級の大型の氷天体内部(圧力〜数 GPa)においては、様々な高圧相(III,V

など)が成層した多層系の氷マントルが存在する。一部の氷天体では氷殻下に全球的な海を

持つことが示唆され、海底での水・岩石相互作用による多様な物質生成過程の考察などとと

もに地球外生命の発生可能性が議論されているが、大型の氷天体では海底の高圧氷層が海水

と岩石層との直接の相互作用を阻害する。すなわち高圧氷層の各固相相転移を伴うダイナミ

クス(対流運動)が、岩石層から地下海や大気表層への熱や物質の輸送過程を律速すると考え

られる。そこで本研究では、高圧氷相転移を伴う多層氷マントルの対流に関する数値シミュ

レーションを行い、相境界面が対流の構造や熱輸送率に与える影響を調べた。計算では氷 I

と III相、氷 Iと III-V相が上下に成層した系を仮定し、系全体のレイリー数(105〜9)や相転

移境界のクラペイロン勾配(0〜-0.3 MPa/K)を様々に変えた 2次元短形領域の計算を行なっ

た。その結果、クラペイロン勾配が小さいほど対流構造は 1層から 2層へ変化し、ヌセルト

数は大きく減少する。一方、レイリー数が非常に大きい場合では非定常な対流運動が生じ、

クラペイロン勾配が小さい場合も 2層対流構造が間欠的に崩れて輸送効率が上昇することが

わかった。また、プリュームの上昇速度から高圧氷層の輸送タイムスケールを見積もり、

Titan大気の CH4の供給過程（脱ガス）への示唆を得た。レイリー数が比較的小さい(105〜

106)場合の輸送時間はクラペイロン勾配の値によらず Titan大気の CH4が紫外線分解するタ

イムスケール(10〜100 Myr)と同程度であるのに対し、レイリー数が大きい場合は 1〜2桁程

度短い。つまり、高圧氷層や相境界面が存在しても、岩石核由来の CH4を Titan大気へ持続

的に供給することが可能であると分かった。 
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金属を主成分とする小惑星の宇宙風化作用 
川上 結生  佐々木研究室（宇宙地球科学専攻）  

 
宇宙風化作用とは、岩石質天体の表面に存在する物質の光学特性や物質構造が長期間宇宙空

間に晒されることによって変化する現象である。主な光学的

特性の変化として、反射スペクトルの傾きの増加(赤化)、全
体の反射率が小さくなる(暗化)、吸収帯の深さが浅くなる(吸
収帯の弱化)の 3 つが知られている。このような変化は、太

陽風や微小隕石の衝突によって天体表面の鉱物に含まれる鉄

イオンが還元され、ナノ鉄微粒子が生成されることが原因と

判明している(Sasaki et al.2001, NATURE, 410, 555-557)。宇宙
風化作用の程度は天体表面の鉱物組成や粒径、太陽からの距

離などの様々な要素によって異なる。本研究の目的は天体表

面に金属の露出した小惑星における宇宙風化作用がどのよう

に観測されるかを明らかにすることである。 
カンラン石と鉄を混合した 5 つの試料(Olivine100wt%、

75wt%、50wt%、25wt%、Fe100wt%)をペレットに入れ、1.1×
105 Pa の圧力をかけた後、真空下(1.0×10-3 Pa)で微小隕石の衝

突を模擬したナノ秒パルスレーザー10mJ を照射した。0.25μ
m-2.5μm で反射スペクトルを取得し、照射前後のスペクトル

を比較、解析した。結果、Fe を混合した試料は全て照射後に

暗化、赤化の傾向を示した。また、Fe の割合が多い試料ほど

照射後のスペクトルが大きく暗化した。 
 

エウロパ氷殻-内部海境界における氷 Ih相の成長 
佐野 僚  惑星内部物質学研究室（宇宙地球科学専攻) 

 

木星の氷衛星であるエウロパには、ガリレオ探査機による近赤外分光や木星磁場による誘

導磁場の観測から電流が流れる内部海が存在しているとされている。また、氷殻表面には特

徴的なひび割れ構造が見られ、氷殻がプレートテクトニクスに似た運動をしていることが示

唆されている。本研究では、氷殻における塑性流動の性質に影響しうる氷粒の形状や粒径の

観点から、氷殻-内部海境界付近でどのような氷粒が形成されるのかを調べることが目的と

した装置整備と観察を行った。実験はエウロパの内部海に存在する可能性が高い硫酸マグネ

シウムを考慮し、硫酸マグネシウム水溶液を自作の低温ステージ上で単結晶サファイア板で

封入し、低温下・固液共存状態の氷粒の成長の様子を電場の影響を考慮して顕微鏡下で観察

した。観察された氷粒について画像解析ソフト ImageJ を用いて楕円近似を行い、配向方

向、アスペクト比および粒径の分布に着目した解析を行った。また解析作業の効率化のため

に、ディープラーニングを搭載した画像セグメンテーション用 AIである U-netのネットワ

ーク構造を参考に自作の AIを構築し活用した。  
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異方性を制御した CuMnスピングラスの温度-磁場相図 
福田 良太  近藤研究室（宇宙地球科学専攻） 

 

銅、銀、金などの磁性を持たない金属に、マンガンや鉄などの磁性を持つ金属を数パーセ

ント混ぜた合金はカノニカルスピングラスと呼ばれている。カノニカルスピングラスでみら

れる現象を相転移と捉えて展開した理論には、主に平均場理論とカイラリティ・シナリオが

あり、両者で唱えられている秩序変数や物理的描像は異なっている。これまでに理論だけで

なく実験の方面でもカノニカルスピングラスについての精力的な研究が進められてきたが、

両者のどちらが正しいかを結論付ける実験結果は未だにない。 

現在、その正否が顕著にあらわれると考えられている実験は、合金中の二つの磁性原子の

スピンを RKKY相互作用で結び付けている伝導電子が第三の原子にスピン軌道相互作用によ

って散乱されることで存在する、ランダム磁気異方性が、十分に小さいカノニカルスピング

ラスの温度-磁場相図をみることである。これを踏まえて、本研究ではランダム磁気異方性

が最も小さいとされているカノニカルスピングラス CuMnよりも異方性が小さくなる可能性

の考えられるカノニカルスピングラスとして、CuMnの Cuを、スピン軌道相互作用の小さい

Alで数パーセント置換した合金に注目した。そして、その試料の作成と、超電導量子干渉

磁束計を用いた測定結果からの温度-磁場相図の作成、解析を行ってきた。 

本発表では、カノニカルスピングラス CuMn,(CuAl)Mnの測定結果から作成した温度-磁場

相図とその解析結果について報告する 
 
 

小惑星・微惑星の核―マントルの分離メカニズム 
三浦 巧  近藤研究室（宇宙地球科学専攻) 

 

小惑星帯の分化した天体や多くの分化した隕石の存在から、惑星の前段階である微惑星や

原始惑星において、少なからずの天体では鉄合金からなる中心核とケイ酸塩鉱物からなるマ

ントルに分離していたと考えられる。このような集積エネルギーの小さな天体における核-マ
ントルの分離過程としては、固体ケイ酸塩鉱物への液体鉄合金の浸透が可能性の一つとして

あげられる。これまで浸透に関する実験として、カンラン石と Fe-S液体間の二面角が測定さ

れている。酸化環境においては 2-3 GPa 以下の圧力条件で、浸透による核形成が可能なこと

が報告されている。小惑星の核形成過程を評価する上で、カンラン石と並びマントルの主要

鉱物である斜方輝石と液体鉄合金間の二面角を調べることが重要である。 
本研究では斜方輝石 (Fe#=0.23-0.30)と Fe-S (S=40,50 at.%)の混合試料を用いて、微惑星から

原始惑星を想定した 0.5-2.5 GPa、1523 K の圧力・温度条件下で高温高圧実験を行った。回収

試料の Fe-S と斜方輝石間の二面角を測定し浸透性の評価を行った。実験結果から斜方輝石と

Fe-S の二面角には圧力依存性があり、圧力と共に二面角は増加する傾向がみられた。1.0 GPa
以下の圧力条件では誤差の範囲で二面角は 60°を下回り、浸透による核形成が可能なことがわ

かった。 
 さらに浸透実験として Fe-S 試料を斜方輝石で挟んで層状に配置して、0.5-2.5 GPa、1474 K
の圧力・温度条件にて、浸透分離の有無を検証した。目標温度で試料を 15-60 分保持し、回

収試料の組織を観察、組成分析した。その結果、1.0 GPa以下の圧力条件では浸透によって斜

方輝石中を Fe-S液体の移動が起こることが確認された。これは二面角の測定から得られた結

果と調和的である。本研究で得られた浸透条件から浸透による核形成が起こる小天体サイズ

を求め、核形成のタイムスケールを評価した。 
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タンパク質の複合体の安定化に関与する静電的相互作用 
足立 裕美子  桂木研究室（宇宙地球科学専攻） 

 
生体において液体の水は特別な意味を持つもので、水分なしでは生命活動は成り立たない。

水分子の特徴的な性質として、水素結合の形成を挙げることができる。水素結合のエネルギ

ーは非常に小さいため解析が困難であるが、近年の研究から、DNA やタンパク質などに存在

する水素結合が重要な役割を果たしている例が多数示されてきた。外部環境を受容する機能

領域の一つである Light-Oxygen-Voltage (LOV)ドメイン中にも、水素結合の存在が推定されて

いるが、実際の水溶液中でもそれらの水素結合が存在するか、またそれらの水素結合はどの

ような役割を持つかは明らかにされていない。そこで、本研究ではモデルタンパク質である

光ジッパータンパク質（PZ）を用いて LOV ドメインの水素結合とその役割を水溶液中で調べ

た。PZ は、LOV ドメインと DNA 結合領域である bZIP ドメインからなり、青色光により二

分子が会合した二量体を形成して、特定 DNA配列への結合性が増大する。本研究では、水素

結合の形成が推測されるアミノ酸残基を置換して水素結合の形成を妨げた変異タンパク質を

作成し、分光学的性質、2状態間の平衡、DNA結合性を測定し、変異のない PZ と比較した。

その結果、二量体間の水素結合形成を阻害した変異体では二量体の安定性が低下するととも

に、複数の水素結合形成を阻害した場合の影響は加算的であることが示された。本研究では、

水素結合の存在を 2状態間の平衡の移動、および活性の差異として観測できることを示した。

PZ の分子間水素結合は、二量体構造を安定化する役割を持つことが示唆された。 
 
 
 

地震時の摩擦発熱の指標としての炭質物の熱熟成度における水の影響 
岩垣 恵太  桂木研究室（宇宙地球科学専攻） 

 

地震時の断層摩擦発熱は地震により放出される総エネルギーの大部分を占めていることか

ら、断層で記録された最大履歴温度は地震時の断層滑り挙動を調査する上で重要なパラメー

タである。炭質物の熱熟成反応は温度上昇に伴う不可逆的な反応であり、断層の摩擦発熱温

度の指標としてよく用いられている。この反応は最大加熱温度だけでなく、昇温速度やせん

断作用などの加熱時の条件によって支配される。過去に行われた炭質物を用いた温度推定

は、実際の断層中は水で満たされた状態であるにも関わらず、乾燥状態での炭質物の熱熟成

度の実験的検証に基づいていた。よって本研究では２種類の初期熟成度の異なる炭質物（褐

炭、瀝青炭）の熱熟成に対する水の影響を実験的に精査しするために、加熱条件として、水

-炭質物量比(0:1,0.5:1,4:1)、加熱温度(350, 700,1050℃)、加熱時間(40s,1,3,5h)の条件

を変えて加熱実験を実施した。その後加熱後試料において、赤外-ラマン分光分析を用いて

分子構造の解析を行なった結果、含水条件下で加熱された炭質物の熱熟成の進行が促進され

ることが明らかになった。この結果から、過去の温度推定では、グラフェンシート構造の熱

分解を引き起こす高温領域において、断層の最高履歴温度を過剰に高く見積もっていたと考

えられる。また、炭質物の熱熟成度を断層における摩擦発熱のより厳密な指標として使用す

るために、水飽和状態の影響を慎重に検討する必要があると言える。 
 
 


