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金(111)面上におけるアダマンタン単分子層の物性
酒井

佑規

物性物理学専攻・斎藤研究室
アダマンタン(C10H16)はsp3共有結合で作られた分子であり、ダイアモンドの一部を切
り出した構造を持っている。アダマンタンは負の電子親和力を持つことや、星間物質の
候補として知られる物質であり、気体、固体相についてはこれまでにその物性がよく研
究されている。しかしながら、金(111)面上におけるテトラマンタン(C22H28)単分子層に
ついてはその物性に関する報告があるが、
アダマンタンに関しては今のところ報告さ
れていない[1, 2]。表面系は固体相等とは異
なる物性を示すことが知られていること、
近年グラフェン等の数原子層からなる物質
に大きな注目が集まっていることなどから、
金(111)面上におけるアダマンタン単分子
層は重要な研究対象と考えられる。
本研究は、金(111)面上のアダマンタンの
物性を理論、実験両面から解明したもので
ある。金(111)面上のアダマンタンの物性を
理解するために、走査トンネル顕微鏡に赤
外分光システムを組み合わせた測定装置で
赤外吸収（IR）スペクトルを観測したとこ
ろ、気体あるいは固体相のアダマンタンのIRスペクトルとは大きく異なることが明らか
になった。この差異を理解するため、密度汎関数理論および密度汎関数摂動理論に基づ
いて、金(111)面上のアダマンタンのIRスペクトルを計算した。気体のアダマンタンに
は3つの異なる赤外活性振動モードが存在することが知られているが、解析の結果、そ
のうちの一つのモードでは分子間相互作用による吸収強度の減少が見られた。一方、別
の赤外活性モードは金(111)表面と分子との相互作用によって実験的に得られる振動数
領域を越えて赤方偏移し、かつ吸収強度が著しく増大することを理論的に予言した[3]。
参考文献
[1] Y. Wang et al., Nature Materials, 7, 38 (2008)
[2] I. V. Pechenezhskiy et al., Phys. Rev. Lett. 111, 126101 (2013)
[3] Y. Sakai et al., arXiv cond-mat 1309.5090

S=1/2 籠目格子反強磁性体(Rb1-xCsx)2Cu3SnF12 の量子相転移
片山和哉
物性物理学専攻・田中研究室

S=1/2籠目格子反強磁性体は，顕著な幾何学的フラストレーションと量子効果
の観点から注目されている．近年の理論研究により，基底状態はsinglet状態や無
秩序状態になると提案されている．しかし，実験的にはこのような基底状態を
持つモデル物質の報告は極めて少ないのが現状である．
こ れ ま で 我 々 の グ ル ー プ で は S=1/2 籠 目 格 子 反 強 磁 性 体 Cs2Cu3SnF12 及 び
Rb2Cu3SnF12を開拓してきた[1,2]．Cs2Cu3SnF12は室温で正規籠目格子を持つが，
Tt=185 Kで構造相転移を示す。低温における単位胞が2a×2aになり，籠目格子に
若干の非等方性が生じる。更に低温ではTN=20 Kで反強磁性秩序を示す．対照的
にRb2Cu3SnF12は室温で既に2a×2aが単位胞である．磁気測定の結果1.8 Kまで磁
気秩序を示さない[1,2]．最近の中性子非弾性散乱の実験により基底状態は励起ギ
ャップをもつsinglet状態（pinwheel VBS）であることが明らかとなった[3]．従っ
て，Rb2Cu3SnF12のRbの一部をCsに置換すると，ある混合比で一重項基底状態か
ら反強磁性秩序状態への量子相転移が起こると期待される．
このような背景を動機として混晶系(Rb1-xCsx)2Cu3SnF12の単結晶を合成した．
本研究ではCs濃度xの変化による基底状態の変化を観測するために磁気測定を
行った．籠目格子面に対して垂直に磁場を印加して得られた帯磁率の温度依存
性から，Néel温度TN及びスピンギャップΔを見積もった．その結果から図１に示
す磁気相図が得られた． 12サイト厳密対角化により帯磁率を解析し，交換相互
作用を見積もった．その結果，xが増加する
と混晶系の交換相互作用ネットワークは正
規籠目格子に近づくことが分かった．従って，
歪んだ籠目格子から正規籠目格子へと変化
していく過程で，ギャップが小さくなり，
x=0.45付近で一重項基底状態から反強磁性秩
序状態へ量子相転移を示すと考えられる．
参考文献
[1] K. Morita et al., J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008)
043707.

図 1 (Rb1-xCsx)2Cu3SnF12 の磁気相図．

[2] T. Ono et al., Phys. Rev. B 79 (2009) 174407.

点線はガイドラインである．

[3] K. Matan et al., Nature Phys. 6 (2010) 865.

静磁波のエッジ付近における運動の解析
松本
物性物理学専攻

遼
村上研究室

本研究は静磁波の波束がエッジ付近において系の内因的な性質により呈するカイラ
ルな伝播現象を解析したものである。静磁波とは磁性体における低エネルギー励起モー
ドであるスピン波のうち特に波長が長いものを指し、長距離の双極子相互作用によって
記述される。スピン波はスピンを伝播できることが知られており、電子に並ぶスピンの
運び手として近年スピントロニクスという分野で注目を集めている。この分野において
はスピンをいかにコントロールするかが課題の一つとなっており、本研究はこのスピン
波の伝播現象であるホール効果に着目して行ったものである。
本発表ではまず背景としてスピン波の熱ホールに関する導入とこれまでの研究成果
[1,2]について報告する。具体的には、線形応答理論と波束の準古典論を用いて熱ホール
効果の定式化を行い、先行研究で欠けていた熱輸送係数の補正項を発見し、熱ホール伝
導率がBerry曲率というバルクの波動関数で決まる内因的な量で表されることについて
説明する。次にエッジ付近におけるスピン波の波束が運動方程式の異常速度項によりカ
イラルな運動を行うことを示す。またこの運動がスピン波の熱ホール効果を引き起こす
ことについて議論し、熱ホール効果の準古典論的な描像を明らかにする。その後、静磁
波に関する簡単な導入を行い、実験による静磁波のエッジ付近の運動の観測方法(図1)
および結果報告を行う。さらに、定量的な観測を行うための実験のセットアップなどに
ついて述べる。

(図1：静磁波のエッジ付近における特異な運動を観測する実験のセットアップ)
参考文献
[1] R. Matsumoto and S. Murakami, Phys. Rev. Lett. 106, 197202 (2011); Phys. Rev. B 84,
184406 (2011)
[2] R. Matsumoto, R. Shindou and S. Murakami, submitted (2013)

ステレオカメラによる自律走行
岩田啓明
基礎物理学専攻・実吉研究室
自律移動をするためには環境マップと目的地を記録したデータを用意し、走行時にマ
ップ内における自己位置の認識を行う必要がある。そして、得られた自己位置を元にど
の方向へ進めば良いかを判断する。マップに記録する特徴点としてLRFで観測された物
体とする例が多い。マップマッチングの精度を向上させるために車輪・ジャイロ等を用
いたオドメトリもよく用いられている。また、GPSを組み合わせる例もある。しかし、
多くのセンサを併用するとシステムが肥大化し、メンテナンスコストも増大する。我々
はステレオカメラのみで自律移動を行うロボットを開発している。
本手法では領域ベースマッチングで得られた高解像度の視差データから路面を認識
し、路面上の立体物を路面からの高さ別に検出して特徴点とする。その特徴点をステレ
オカメラ特有の誤差を適切に取り扱いフレーム間でマッチングさせることによりロボ
ットのオドメトリの算出を行う。そして、マップ‐フレーム間で同じマッチング手法を
用いてマップ内における自己位置認識も行う。マップもステレオカメラのみで作成する
(図1) [1]。さらに、路面の特徴点を検出しマッチングに追加することにより、近くに立
体物がない場所でのオドメトリの並進の精度を向上させた[2]。これらの手法を用いて
非常に少ないリソースで動く小型移動ロボットを開発した (図2)。

図 1: マップ (背景写真:国土地理院発行)

図 2: 自律移動ロボット

参考文献
[1] 岩田 啓明, 実吉 敬二, “ステレオカメラによるビジュアルオドメトリおよび自己位置認識”,
第11回 計測自動制御学会 システムインテグレーション部門講演会, 3N2-5 (2010)
[2] 岡

雄平, “ステレオカメラを用いた自律走行”, 東京工業大学修士論文, 2012

AGT 対応と W 代数
金山 祐介
基礎物理学専攻・伊藤研究室
Alday,Gaiotto,Tachikawa(AGT)によって,ゲージ群SU(2),フレーバー数4の N=2超対称
ゲージ理論の分配関数と2次元共形場理論(Liouville理論)の相関関数が一致することが
発見された[1].さらに,ゲージ群を変えた場合やフレーバー数を変えた場合も他の共形
場理論の物理量との一致が見つかっている.この対応はAGT対応と呼ばれている.
AGT対応はM理論におけるM5-braneを4次元部分と2次元部分に分けたときにそれぞれ
現れる場の理論を記述していると解釈でき,超弦理論の強結合領域の物理を理解するた
めに重要である.
[1]の拡張として，ゲージ群がSU(2)で物質場が3以下であるときの理論の分配関数のイン
スタントン部分とLiouville理論におけるGaiotto状態と呼ばれるベクトルの内積が一致
することが確認された[2]. Gaiotto状態は2次元共形場理論の対称性を記述するVirasoro
代数のコヒーレント状態として定義される．
[1]の別の拡張として，ゲージ群をSU(3)に変えたときの対応する共形場理論は, Liouville
理論を拡張した戸田理論であることが知られている[3]．戸田理論にはW3代数と呼ばれ
るVirasoro代数の拡張をもつ. この場合，フレーバー数0, 1に対応するGaiotto状態は
Virasoro代数とW3代数のコヒーレント状態として構成することができ，分配関数のイン
スタントン部分とGaiotto状態の内積が一致することを確認された．ゲージ理論の物質場
が2つ以上に対応するGaiotto状態はコヒーレント状態としてつくることはできず, 一般
化されたWhittaker状態と呼ばれるVirasoro代数の生成子のゼロモードを含む形で構成さ
れる[4], [5].
今回の発表では[1], [2], [4], [5]について，ゲージ理論における分配関数のインスタント
ン部分と共形場理論における相関関数の共形ブロック，Gaiotto状態，一般化された
Whittaker状態の内積を双方の展開パラメータによる1次の展開まで求め，一致を確認す
る．
参考文献
[1] L. F. Alday, et al., Lett. Math. Phys. 91, 167 (2010).
[2] D. Gaiotto, arXiv:0908.0307v1 [hep-th].
[3] N. Wyllard, JHEP 11 (2009) 002.
[4] M. Taki, JHEP 1105 (2011) 038.
[5] H. Kanno and M. Taki, JHEP 1205 (2012) 052.

全天 X 線監視装置による突発天体の探索
薄井竜一
基礎物理学専攻・河合研究室
国際宇宙ステーションに搭載された全天X線監視装置 MAXI [1] のもつX線カメラ
Gas Slit Camera（GSC）の約4年におよぶ観測データからガンマ線バーストなどの突発天
体を探索・抽出しカタログを作成するとともに、それらの天球上での位置分布やX線ス
ペクトルのハードネス分布などの統計的な議論を本研究では行う。
突発天体の探索方法は以下の３つの段階に大きく分けられる。第一段階では、X線イ
ベントデータから解析対象となるものを抽出し、それらイベントを時間—検出器座標の
２次元ヒストグラムに詰める。MAXI/GSC は細長い円弧状の視野を宇宙ステーション
の軌道運動によって全天に対して走査することで観測していることから、このヒストグ
ラムはスキャナで取り込んだ原稿に相当する。第二段階では、このヒストグラムに対し
てある領域に含まれるイベント数が、近傍にとったバックグラウンド領域内のイベント
数を平均とするポアソン分布に従うという帰無仮説を立て検定を行い、これが有意に棄
却できる位置を突発天体候補として選出する（図１）。第三段階では、選出された天体
位置の周辺に対して、額縁状のバックグラウンド領域をとり同様の仮説検定を行い、天
体の位置として再決定し（図２）、同時にその天体についてのX線フラックスを計算す
る。この突発天体探索によって得られた候補について、天球上での分布や空間的分布、
X線スペクトルの分布などの網羅的解析ができる。また、それぞれの天体位置を既知の
天体と照らし合わせた上で、検出された突発天体のカタログを作成する。
本講演では探索方法をより詳細に説明するとともに、検出された突発天体について講
演時点までに行った統計的解析・議論の結果を報告する。

図１（上）：第二段階での処理の例示。時間-検出器座
標のイベントを詰めた２次元ヒストグラムを示す。
図２（右）：第三段階での処理の例示。上はイベントのヒ
ストグラム、下は帰無仮説を採用する確率の分布。
参考文献

[1] M. Matsuoka et al., PASJ, 61, 99 (2009)

平均場模型に対する反強磁性的量子揺らぎを用いた
量子アニーリング
関

優也

物性物理学専攻・西森研究室
本発表では，量子アニーリング (QA) の指数関数的な高速化を実現する方法について
報告する．
量子アニーリング [1] は量子アルゴリズムの
一種であり，量子揺らぎを人工的に導入するこ
とでスピン系の基底状態を探索することができ
る．図 1 は QA のメカニズムを示したものであ
る．量子アニーリングは時間に依存するハミル
トニアンに従う断熱時間発展を計算することで
目的の基底状態を探索する．このハミルトニ

図 1. 量子アニーリングの原理を表す概略図．

アンは自明な基底状態を持つ演算子から基底

縦軸はエネルギースペクトルを表し，

状態を求めたい模型のハミルトニアンへと滑

横軸は時間を表す．

らかに変化する．ハミルトニアンの時間変化
が十分緩やかならば，系は各時刻の基底状態をたどる．そして最後に望みの基底状態に
到達する．これまでに，古典アルゴリズムの一つであるシミュレーティッド・アニーリ
ングよりも高速で解を見つけられる例が報告されている [2]．このことから，古典アル
ゴリズムでは解けない問題が量子効果により解けるようになる事が期待されていた．こ
れまでの量子アニーリングの研究では，横磁場を用いて量子揺らぎを導入する方法が一
般的である．しかしながら，横磁場の強度を減少させた際に系が 1 次の量子相転移を
起こす場合，QA が基底状態を見つけるために必要な計算時間が指数関数的に増大する
ことが判明した [3]．
そこで，我々はこの問題を回避するために，新たに反強磁性的な量子揺らぎを導入し
た QA を考案した [4]．そしてこの手法がいくつかの平均場模型の 1 次転移を回避で
きる事が分かった．
参考文献
[1] T. Kadowaki and H. Nishimori, Phys. Rev. E 58, 5355 (1998).
[2] S. Morita and H. Nishimori, J. Math. Phys. 49, 125210 (2008).
[3] T. Jörg et al., Europhys. Lett. 89, 40004 (2010).
[4] Y. Seki and H. Nishimori, Phys. Rev. E 85, 051112 (2012).

密度汎関数摂動論による二酸化チタンにおけるフォノン効果の研究
青木 祐太
物性物理学専攻・斎藤研究室
物質の性質を第一原理計算によって調べるには, 通常は密度汎関数理論（DFT）など
によって以下のハミルトニアンの基底状態を求め, これを分析する.
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ここでmeは電子質量, {ri}は電子の座標, {RI}は原子核の座標, Zは原子核の原子番号であ
り, {RI}は与えられた系に応じて決まるパラメータである. このハミルトニアンは, 原

!子核を{RI}なる配置に固定した場合の電子系のエネルギーと, 格子系の静的なエネルギ
ーの和となっている. このハミルトニアンの基底状態エネルギーEtot({RI})から, その系
の安定性, 構造定数, 弾性定数などを高い精度で予測することが出来る[1]. しかし, (1)
のハミルトニアンには原子核の運動エネルギー項が含まれておらず, Etot({RI})には格子
振動（フォノン）などの原子核の運動からの寄与は含まれていない. フォノンの存在は,
系の安定性や安定構造, 弾性的性質などに大きな性質を与えることがある. フォノンが
これらの物性の与える影響としては, 熱膨張や構造相転移などが挙げられる. このよう
に物性に大きな影響を与えるフォノンの第一原理的な研究は, 密度汎関数摂動論
（DFPT）の登場によって近年広く行われるようになった[2].
本講演では, 光触媒作用など興味深い特性により多様な応用が期待されている二酸
化チタンについて, その代表的な結晶相であるアナターゼ相およびルチル相にDFPTを
適用し, それらの相安定性, 構造定数, 弾性定数などについて解析した結果[3]を紹介し,
DFTによる解析結果と比較する. 二酸化チタンは非常に多くの結晶相を持つことが知ら
れており[4], それら結晶相間の構造相転移に関心が注がれているため, DFPTによる詳
細な研究が期待される物質のひとつである. 特に, アナターゼ相とルチル相の間の相転
移は不可逆性を示すことが知られており[5], その起源の解明が望まれる. DFPTによる
解析からは, それぞれの相の熱膨張や, それらの相の間の転移温度が定量的に予測でき
た. また, アナターゼ-ルチル相転移の不可逆性の起源についても合わせて報告する.
参考文献
[1] W. Kohn, Rev. Mod. Phys. 71, 1253 (1999).
[2] S. Baroni, S. de Gironcoli, A. D. Corso, and P. Giannozzi, Rev. Mod. Phys. 73, 515 (2001).
[3] Y. Aoki and S. Saito, J. Phys. Soc. Jpn.: Suppl., in press.
[4] D. A. H. Hanaor and C. C. Sorrell: J. Mater. Sci. 46, 855 (2011).
[5] F. Dachille, P. Y. Simons, and R. Roy, Am. Mineral. 53, 1929 (1968).

温度 1.5 K における LaF3 結晶中の単一 Pr3+の発光検出
中村一平
物性物理学専攻・松下研究室
フッ化ランタン結晶にドープされたプラセオジムイオン(Pr3+:LaF3)は、電子遷移を利用し
てPr3+や周囲のLa3+の核スピン状態を検出できることで知られた系である[1]。温度数Kに冷
却すると、Pr3+の3H4→3P0遷移の吸収線幅は遷移の寿命幅に相当する0.1 MHzまで細くなり、
吸収線は核スピンによる約10 MHzの分裂の構造をあらわにする。Pr3+を初めとする希土類イ
オンのこのような性質を利用し、イオンの電子遷移によって固体中の核スピン量子ビット
を観測、制御する量子計算機の提案がなされている[2]。我々は、単一核スピン状態の光観
測と制御に向けて、単一Pr3+の発光検出に取り組んできた。しかし単一Pr3+の発光は原理的
に微弱であり、検出は長らく実現しなかった。単一Pr3+の自然放出による発光レートは、励
起状態3P0の輻射寿命47 µsの逆数、2.1×104 s-1に留まる。この値は、既に低温下の単一分子
観測が実現されている有機色素分子と比して3桁も弱い。このような微弱光検出を可能にす
るため、我々は独自に1.2πという高立体角の低温用反射型対物レンズを開発し、Pr3+:LaF3
結晶の低温顕微分光を行った。
図1は単一Pr3+とバルク結晶の発光励起スペクトルである。緑線―はバルク結晶の発光励
起スペクトルで、14 GHzの不均一広がりを持つ。顕微鏡の焦点領域にはおよそ106個のPr3+
があり、個々のイオンを取り巻く環境の違いによってこのような吸収波長のバラつきが生
じている。単一Pr3+の発光検出は、励起波長を不均一分布の中心から外し、励起されるイオ
ン数を減らすことで行った。青線―は、中心波長から100 GHz高エネルギー側の波長域で測
定した単一Pr3+の発光励起スペクトルである。強度100 cpsの背景光の上に、30 cpsのピーク
が観測された。ピークの強度は、輻射寿命47 µs、検出波長域の発光を生じる確率33%、そ
して顕微鏡の検出効率0.53%に基づく単一Pr3+発光量の見積値40 cpsと合っている。また、こ
(線幅0.4 MHz)にPr核スピンによるエネルギ

1.0

+16.7 MHz)を立てた時にしか観測されなか
った。サイドバンドの共鳴を外すと、Pr核ス
ピンの光ポンピングが起こり、単一Pr3+が消
光することを確認できた(赤線―)。
参考文献
[1] M. Matsushita et al., Phys. Rev. B 58, 14372
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トル。単一 Pr の測定波長は 477.811 nm (627.429
THz)、励起強度は 184 W/cm2。

大規模積層型静電アクチュエータの研究
伊藤

誠

基礎物理学専攻・実吉研究室
自律型ロボットやパワーアシストスーツ等の開発によりロボットの活躍する領域が今
後さらに拡大するものと期待されており、これに伴い生体筋肉のように軽量で大発生力か
つ大ストロークのアクチュエータの開発が渇望されている。
我々の開発した大規模積層型静電アクチュエータ（Large-scale Stacked-type Electrostatic
Actuator, LSEA）は互いに絶縁されたフィルム状の電極を市松模様状の接着パターンで積層
した多層電極で、対面する各電極間に電圧を印加することで積層方向に収縮するアクチュ
エータである[1]。LSEA は軽量で電極間距離の縮小により発生力密度を大きくすることがで
き、積層数を増やすことで大きなストロークを容易に得ることができる。さらに既存の静
電アクチュエータと異なり大型化が容易な構造をしており、ロボットの人工筋肉の有力候
補の１つである。
これまでの試作（図１）と性能評価から、LSEA は静電アクチュエータ特有の問題であ
る電極間距離の開き過ぎによる発生力の低下が起こりにくいバネ特性をもっていることが
明らかとなった[2]。また LSEA は比較的低い印加電圧 300 V において収縮率が生体筋肉並
みの 20-30 %であった。だたし、出力エネルギー密度に関しては約 0.2 J/kg と生体筋肉の 1/100
程度であった。応答性は負荷 0.72 N の時に 28.5 %/s、負荷 1.15 N の時に 6.0 %/s と遅かった
が、これは負荷と同等程度の静電引力しか得られていないため負荷の慣性の影響を大きく
受けた結果であると考える。LSEA は今後、電極フィルムの厚さを薄くし、かつ電極間距離
を狭くすることで生体筋肉並みの発生力密度と収縮率が得られると考えられる。

図 1：50 層 LSEA の外観

図 2：LSEA の収縮率特性

参考文献
[1] Makoto Ito, Keiji Saneyoshi, Proc. Int. Conf. on Robotics and Biomimetics (2012) 1182.
[2] Makoto Ito, Keiji Saneyoshi, Proc. Int. Symp. nanoPHYS’12 (2013) (to be published).

Integrable theories and functional relations
Christopher Barry Locke
基礎物理学専攻・伊藤研究室

Ever since Onsager solved the two dimensional Ising model, the study of such integrable lattice
models has been an fascinating part of mathematical physics. In the beginning of the 1970s,
Baxter's work [1] brought further appreciation of the richness of integrable lattice models to the
wider community. Since then, many different methods have been developed for solving these
integrable models, including the 'functional relations' approach. The idea of this approach is to
show that quantities of interest satisfy certain functional relations, which often are very restrictive
and lead to complete determination of the quantities of physical interest when suitable analytical
properties are imposed.
In a parallel series of developments, it was shown by Sibuya, Voros and others that functional
relations play an important role in a more classical area of mathematics: the theory of Stokes
multipliers and spectral determinants for ordinary differential equations in the complex domain.
However, it was only recently that a precise link between these two areas was established. This
correspondence, in the context of two dimensional conformal field theory and ordinary differential
equation spectral problems, was observed in [2]. Their findings were elaborated on and generalized
to vertex models related to classical Lie algebras [3]. In this paper, the authors found a set of
pseudo-differential equations where their spectral problems are related to the classical simple Lie
algebras.
We will discuss the background for this correspondence, and look into detail at the set of
pseudo-differential equations proposed in [3], which are related to Lie algebras. These
pseudo-differential equations lead to functional relations which give associated Bethe ansatz
equations.

References
[1] Baxter, R. J., “Exactly solved models in statistical mechanics”, Academic Press 1982
[2] Dorey, P. and Tateo, R.(1999), “Anharmonic oscillators, the thermodynamics Bethe ansatz, and nonlinear
integral equations”, J. Phys. A 32, L419 (1999), [hep-th/9812211].
[3] Dorey, P., Dunning, C., Masoero, D., Suzuki, J., and Tateo, R. (2007), “Pseudo-differential equations, and
the Bethe Ansatz for the classical Lie algebras”, [hep-th/0612298].

TA FD の観測結果を用いた
超高エネルギー宇宙線陽子と空気の cross section の決定
北村雄基
	
 

基礎物理学専攻・垣本研究室	
 
	
  宇宙空間を飛び交う放射線を「宇宙線」と呼ぶ。宇宙線が持つエネルギーは1010eVか
ら1020eVの広範囲に及ぶ。特に1020eV付近の宇宙線は「超高エネルギー宇宙線」と呼ば
れ、激烈な天体現象と関連していることは疑いようもない。
超高エネルギー宇宙線は、その到来頻度の小ささゆえに、宇宙線粒子と大気原子核の
相互作用により形成される空気シャワーを広範囲の有効検出器面積を持つ観測装置に
よって捉え間接的に観測されている。空気シャワーとは宇宙線粒子と空気の原子核の相
互作用により生成された粒子が更に粒子を生成し発達していき粒子の大群となって地
上に降り注ぐ現象であり、その最大粒子数は1010個にも及ぶ。Telescope Array (TA)では
空気シャワーが起こす大気の蛍光を観測する大気蛍光望遠鏡 (FD) とシャワー粒子の
粒子を捉える地表検出器 (SD) の2種類の装置を用いて観測を行なっている[1]。
本研究ではTA FDの最新の観測機器による観測結果を用いて超高エネルギー宇宙線
陽子と空気の相互作用のcross sectionを決定することを目指す。1020eVは現存する粒子加
速器では再現することは不可能なエネルギーである。この領域における相互作用を詳細
に知ることは現在用いられる相互作用モデルの再検証にもつながる。
Fly’s Eyeグループ[2]、近年ではAugerグループ[3]によって陽子と空気のcross section
決定が行われた。原理的にcross sectionは大気中での陽子の平均自由行程を求めることで
決まる。FDによって陽子が大気と初めて相互作用する点first interaction pointを観測する
ことは不可能である。そのため他の実験では空気シャワーの最大発達大気深さ「Xmax」
とfirst interaction pointの相関を利用してcross sectionの決定が行われた。しかしシャワー
の発達は発端となった宇宙線のエネルギー、到来方向、粒子種、相互作用モデル等に影
響を受ける。その影響はシャワー発達が進むほど大きくなる。このためFDがシャワー
の発達を時系列で追うことが可能であることを利用し、シャワーの早い発達段階に注目
した解析によって精度の向上が期待できる。
参考文献
[1]T. Nonaka et.al., Nuclear Physics B (Proc. Suppl.) 190 (2009) 26–31
[2]R. Baltrusaitis et.al., Phys. Rev. Lett. 52, 1380 (1984).
[3]P.Abreu et.al., Phys. Rev. Lett. 109, 062002 (2012)

時間分解トンネル分光による
量子ホールエッジチャネルの局所温度測定
鷲尾

和久

物性物理学専攻・藤澤研究室
近年、量子ホールエッジチャネルにおいて、非平衡電荷分布のエネルギー緩和や電荷輸
送を伴わない熱輸送が注目されている[1, 2]。我々は、エッジチャネルにおける電子のエネ
ルギー分布の時間変化を、量子ドットをトンネルする電流により測定することを考えてい
る。時間分解されたトンネル電流を測定可能な時間分解トンネル分光は、量子ドット内の
エネルギー準位を高速に変調させることで実現できる[3]。今回、エッジチャネル上に射出
された電荷集団に対して時間分解トンネル分光を行い、得られたトンネル電流の形状を単
一準位を持つ量子ドットとして解析した。その結果、各時刻において量子ドット両端のエ
ッジチャネルの局所温度を測定できることを示した。
図1は、測定に用いたAlGaAs/GaAs試料の電子顕微鏡写真、及び測定系の模式図である。電
荷集団は図1右上のオーミックコンタクトから入力パルスVinj(t)によりエッジチャネルへ射出され、エ
ッジチャネルと結合した量子ドットにより検出される。図2は、時間分解トンネル分光における電子の
トンネルの様子を、縦軸を電気化学ポテンシャルにとり、模式図に表したものである。電荷集団の
到来に同期した検出パルスVPG(t)を量子ドットに印加し、量子ドットのエネルギー準位を時間的に
変調することで、電荷集団のエネルギー分布に依存した時間分解トンネル電流が得られる[3]。発
表では、時間分解トンネル分光により得られたトンネル電流の単一準位モデルによる解析結果から、
時間分解トンネル分光により、量子ドット両端のエッジチャネルの局所温度測定が可能なことを報
告する。本研究は、科研費(21000004, 24009291)、及び文科省委託事業ナノプラット12025014の
支援を受けた。
[1] C. Altimiras et al., Phys. Rev. Lett. 105, 226804 (2010). [2] I. Gurman et al., Nat. Commun. 3,
1289 (2012). [3] K. Washio et al., Physical Society of Japan 68th Annual Meeting, 28pPSA-7.

図1： 試料、及び測定系

図2： 時間分解トンネル分光概念図

スピングラスの相転移点とフラストレーション
宮崎 涼二
物性物理学専攻・西森研究室
スピングラス模型の絶対零度での相転移点とフラストレーションの間の興味深い関
係[1]について報告する．
スピングラスとは，低温において電子スピンが乱雑な方向を向いて固まる物質群の総
称である．Cuに少量（0.1%程度）のMnを加えたものが代表例である．これを統計力学
的に解析するためにIsingスピンを使って表されたスピングラス模型がある．スピングラ
ス模型では格子点上にスピンが配置され，スピンの相互作用が場所によってランダムな
強さになっている．そのランダムさが「スピンが乱雑な方向を向いて固まる」というス
ピングラス状態を引き起こす．
スピングラス模型にはフラストレーションが存在する．普通の強磁性Ising模型ではす
べてのスピンの向きをそろえれば，すべてのスピン対のエネルギーが低くなる．しかし，
スピングラス模型では相互作用がランダムなため，すべてのスピン対を満足させるスピ
ンの向きがない．これが「フラストレーション」である．スピングラス模型の低温での
相転移にはこのフラストレーションが大きな役割を担っているという議論がある[2]．
私は2次元のスピングラス模型において，フラストレーションが存在するプラケット
の数の期待値に注目した．ここでプラケットとは格子上の最小ループのことである．た
とえば正方格子では四つのスピン対からなる正方形である．特に反強磁性相互作用をす
るスピン対の数を変化させたときにフラストレーションがどう応答するかを計算した．
そして「反強磁性相互作用の数の期待値の変化とフラストレーションがあるプラケット
の数の期待値の変化が等しい」という条件が満たされるとき，相図上での系の位置が，
他の方法で数値的に評価されている相転移点と精度良く一致することを発見した[1]．

参考文献
[1] R. Miyazaki, J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013) 094001.
[2] H. Nishimori, J. Phys. Soc. Jpn. 55 (1986) 3305.

超伝導渦糸系の極低温新秩序相と格子フロー
越智

亜玖利

物性物理学専攻・大熊研究室
第2種超伝導体に垂直に磁場を印加すると, 侵入した量子化磁束(渦糸)がアブ
リコソフ格子を形成する。これに輸送電流を流すと渦糸は駆動される。フロー
する渦糸格子の構造, あるいは乱れた渦糸フローの中から格子の秩序が形成さ
れて行く過程は, 動的相転移の観点からも大変興味がもたれる。さらに, 渦糸ダ
イナミクスの研究は超伝導体の磁場中輸送特性を理解する上で重要であると共
に, 極低温における新秩序相や磁場誘起による量子相転移の解明にも繋がる。
温度あるいは磁場（渦密度）を増大させると, 渦糸固体から液体状態への熱的
融解転移が起こり, その後超伝導が消失する。これに対し, 熱ゆらぎのない絶対
零度近傍で, 磁場と共に渦糸状態や電子状態がどのように変化するかはよくわ
かっておらず, 現在でも盛んに議論がされている。我々のグループはこれまで,
強い微視的乱れ, すなわち強い量子ゆらぎをもつ厚い（3次元）アモルファス膜
において, 渦糸固体が量子融解した金属的量子渦糸液体（QVL）相を見出した[1]。
一方, 2次元薄膜では, 極低温における輸送特性は磁場誘起超伝導絶縁体(SI)転移
の観点から研究されてきた。Fisher理論[2]によれば, S相からI相への転移は渦糸グ
ラス相からQVL相への量子相転移と考えられている。しかし渦糸状態の観点からの実
験検証はまだされていない。SI転移は多くの実験で観測されているが, アモルファス
MoxGe1-x薄膜[3]では磁場中における電気抵抗から, 極低温でS相とI相の間に金属相
が存在することが示唆されており, さらに最近 InOx 薄膜でも金属相が見つかり, 高周
波伝導度測定により, S相からI相への転移が量子相転移であると主張されている[4]。
本研究では, 電圧ノイズやモードロック共鳴という渦糸ダイナミクスやフローする渦
糸格子の秩序状態を検出できる特徴ある測定法を駆使し, 乱れた超伝導体の極低温
における渦糸状態や磁場印加に伴う量子相転移現象を, 次元性やピン止めの強さを
パラメタとして明らかにする。まず, 膜厚6nmの2次元アモルファスMoxGe1-x薄膜の輸
送現象測定から始めた。磁気抵抗は, 絶対零度近傍におけるS相とI相の間に, 金属
相が存在することを示している。講演では最新の実験結果と今後の展望を述べる。
[1] S. Okuma, Y. Imamoto, M. Morita, Phys. Rev. Lett. 86, 3136 (2001).
[2] M.P.A. Fisher, Phys. Rev. Lett. 65, 923 (1990)
[3] D. Ephron et al., Phys. Rev. Lett. 76, 1529 (1990)
[4] W. Liu et al., Phys. Rev. Lett. 111, 067003 (2013).

ステレオ画像を用いた物体の抽象化と認識
押田 康太郎
基礎物理学専攻・実吉研究室
自律走行車やロボットなどの安全を求める技術には設置された撮像機器から得られ
る画像内で物体などの環境を認識する技術が必要不可欠である．本研究では、ステレオ
カメラから得られる視差画像(3次元情報を持つ画像)を小数精度にする技術、視差画像
から物体を抽出し、認識する手法を提案する．
使用するステレオカメラから得られる画像はデジタル画像であり、座標、輝度ともに
離散化されている．そのため、このカメラから作られる視差画像も離散化された値を持
つ．視差を求める際に近似式を使うことにより小数精度の値を得ることができるが、ば
らつきがある．このばらつきを抑え、より精度が高く、分解能が高い視差を求める手法
を提案する．画像をSuperpixels [1] と呼ばれる小領域に分割し、それぞれが持つ視差分
布を周囲の分布とのつながりを最適化することにより画像全体の視差分布をなめらか
にする．Figure1に視差の補正前後の画像を示す．
視差画像上の物体はそれぞれ異なった視差分布を
持つ．すなわち物体同士の境界部分で視差分布が不
連続になる．Superpixelsを用いて画像を小領域に分
割する．視差分布の連続性を判断し、それらをつなぎ
合わせていくことで物体を抽出する．抽出された物体
を簡単に記述するために骨組みを求める．この骨組
みが人の胴体、手足を示す．この骨組みを元の画像
をもとに切り分けることで物体を分割することができ、
そのつながりから物体を識別することが可能になる．

Figure 1 視差補正前後の視差画像 (左:補正前, 右:補正後)

参考文献
[1] Radhakrishna Achanta et al., “SLIC Superpixels”, EPFL Technical Report no. 149300, June
2010.

3 次元超対称ゲージ理論の分配関数と双対性
松野 寛樹
基礎物理学専攻・今村研究室

超弦理論や M 理論は重力まで含んだ力の統一理論の有力候補である。これらの理論に存在
している広がりをもつ物体はブレーンと呼ばれ、ブレーンを重ねたり交差させたりして得られ
る配位から有効理論として様々な次元の超対称ゲージ理論が得られる。このゲージ理論自体や
他の理論との関係を調べることで、それ自体の性質のみならず超弦理論や M 理論に関する知
見が得られると考えられている。特に、異なる理論がまったく同じ物理を記述する場合、それ
らの 2 つの理論は双対であるといい、この関係を双対性という。
双対性を調べる際に重要な役割を果たすのが分配関数である。（ユークリッド計量をもつ）
理論に含まれるすべての場をまとめて Φ と書いたとき、作用 S[Φ] をもつ理論に対する分配関
数は経路積分

∫
Z=

DΦ exp(−S[Φ])

で与えられる。通常のゲージ理論では結合定数が小さいとみなして摂動展開によって近似的に
計算を行うが、超対称性がある理論においては、局所化と呼ばれる手法によって経路積分を非
摂動効果なども含めた表式として有限次元積分にまで落とすことができる。この手続きによっ
て得られた分配関数の表式を解析的に、あるいは数値的に比較することによって 2 つの理論が
双対かどうか検証することができるのである。
ただし、無限次元積分である経路積分の規格化は知られていないため、分配関数の定数係数
は別の観点から決めなければならない。そのための一番自然な方法は、D 次元の理論に対する
分配関数が D + 1 次元の理論に対する index と呼ばれる量から得られることを用いることで
ある。このことを用いても分配関数の係数には ±1 の不定性が残るものの、通常は分配関数の
絶対値を比較することで双対性を検証することが可能である。しかしながら、分配関数が局所
化によって幾つかの項の和で表わされるような場合には、少なくともそれぞれの項の間の相対
符号を正しく与えなければならない。実際に 3 次元球面をオービフォールドして得られる多様
体 S 3 /Zn 上で超対称ゲージ理論を考えるとそのような状況になっており、局所化により得ら
れた分配関数のそれぞれの項に適切な符号を与えることによって双対な理論の分配関数が一致
することが示された [1]。我々は factorization と呼ばれる観点に基づいて、S 3 /Zn 上の超対称
ゲージ理論に対する分配関数の符号まで含めた表式を提案した。

参考文献
[1] Y. Imamura and D. Yokoyama, JHEP 1211, 122 (2012) [arXiv:1208.1404 [hep-th]].

陽子内の反クォークのフレーバー非対称度の測定：
E906/SeaQuest 実験
宮坂

翔

基礎物理学専攻・柴田研究室
フェルミ国立加速器研究所（フェルミ研）で行うE906/SeaQuest 実験はドレル・ヤン
過程を用いて、陽子内における反クォークの分布を研究する。ドレル・ヤン過程とは、
高エネルギーの核子・核子衝突の際に起こる過程である。一方の核子の中のクォークと
他方の核子の中の反クォークが対消滅して一旦仮想光子となり、ミューオン対を生成す
る。このミューオン対の運動量を測定することにより、陽子内の反クォークの分布を直
接調べることが出来る。主な実験の目的は、陽子内の反アップクォークと反ダウンクォ
ークの存在量の比を、陽子が持つ運動量に対するクォークが持つ運動量の比( Bjorken x )
の関数で測定することである。以前に同じくフェルミ研で行われたドレル・ヤン実験で
は、この反クォークの存在量の比は現在考えられている陽子構造のモデルと比べて、
Bjorken x が高い領域では異なっているような結果が得られた[1]。私達はその存在量の
比を以前の実験よりも、更にBjorken x の高い領域で精密に測定する。
柴田研究室はSeaQuest実験のミューオンスペクトロメータに用いる飛跡検出器の製
作・運転を行っている。飛跡再構成にも積極的に参加して、測定器グループの中で重要
な役割を果たしている。SeaQuest
実験は2012年春にフェルミ研の
120 GeV の陽子ビームを用いて測
定器のコミッショニングを 2ヶ月
間行った。このテストビームタイ
ムでのデータでは、トラック再構
成の結果、J/psi のピークが得られ
ている。現在は、今年の11月から
の物理実験の開始に向けてテスト
を行っている。私は、このコミッ
ショニングの結果と研究の計画を
話す。
図 1 再構成されたミューオン対の飛跡
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[1] R.S. Towell et al., Phys. Rev. D64, 092004 (1998)

プラズモニック結晶における
表面プラズモンの固有方程式とエルミート性
北村有司
物性物理学専攻・村上研究室
近年、フォトニック結晶におけるトポロジカルモードの存在が理論的に予測され、実
験的にも観測された。この現象は光の量子ホール効果ととらえることもでき、幾何学的
位相による効果として説明されている。このことは、表面プラズモンにおいても同様の
現象が起きる可能性を示唆している。そのため我々は金属表面におけるプラズモンのト
ポロジカルモードの存在を議論することを目標として研究を行っている。その際、トポ
ロジカルモードにはバンドギャップの存在が不可欠であるため、我々はプラズモニック
結晶のバンド構造を解析的な理論から研究した。
表面プラズモンは金属の誘電率が負である場合に、金属表面に誘起される電磁波のモ
ードを言う。表面プラズモンは周期的な凹凸が設けられた金属表面においてバンド構造
を形成し、このような表面構造はプラズモニック結晶と呼ばれる。我々は1次元プラズ
モニック結晶に関して、金属表面の凹凸を摂動論的に取り扱い、固有方程式を導出した。
固有方程式はライトコーンの内側ではエルミートであり、プラズモンの放射が無いこと
を意味している。最低エネルギーを持つバンドを計算した結果を図1に示す[1]。
我々は2次元プラズモニック結晶への拡張として、三角格子状の周期構造を考えた。
ブリルアンゾーンは図2に示したようになる。1次元の場合と同様の方法からK点近傍で
の固有方程式を導出した。K点における解は、摂動を入れることでTMモードに関して
縮退のないバンドと2重縮退のバンドに分裂することを確認した。また、本講演では表
面プラズモンのディラック分散の存在を議論する。

図 1: 1 次元プラズモニック結晶のバンド構造

図 2: 2 次元プラズモニック結晶の
ブリルアンゾーン
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Parallel Plates for Surface Magnetization Measurements of Superfluid 3He
秋山

綱紀

物性物理学専攻・奥田研究室
我々は超流動 3He における表面アンドレーエフ束縛状態の存在[1]や、壁における鏡面散
乱の確率の増加に伴ってそのバンド幅が広がること[2]や、準粒子が運動量に線形な分散関
係を持つこと[3,4]を横波音響インピーダンス測定によって明らかにしてきた[5]。最近、この
表面アンドレーエフ束縛状態は粒子と反粒子が等価なマヨラナ粒子的性質をもつことが示さ
れ、表面マヨラナ粒子の特徴であるマヨラナコーンを我々が観測していた可能性がある。さら
に、マヨラナ条件により自由度が減ることに由来する磁気異方性の存在が理論によって予言さ
れている[6-10]。
現在研究に用いている横波音響インピーダンス測定においても、磁場の方向に応じてイン
ピーダンスの振る舞いが異なると予測して実験を進めているが、理論的な検討はまだなされて
いない。また、壁の鏡面度が高いことがマヨラナ性の発現には必要だが、鏡面度が上がると横
波音響インピーダンスは測定しづらくなる。一方で、帯磁率にも磁気異方性が現れるはずで、
その観点からの研究も検討している。
コヒーレンス長の数倍ほどである表面の影響を
反映した NMR 信号は非常に微弱なので、表面帯
磁率を測るには多数の等微少間隔の平行平板を
用意する必要がある。さらに充填率を考慮すると、
平行平板シートの厚さ自体もなるべく薄いことが
望まれる。こういった厳しい条件で実験セルを作
製するには、高い技術と工夫が求められる。これ
については以前行われていた作製方法に改良を

図 1．平行平板間隔のヒストグラム

加えることで、図 1 のようなより高精度の 2.5 μm
間隔の平行平板の作製に成功した[11]。また、より狭い 1.5 μm 間隔の平行平板作製にも
現在挑戦しており、その進捗状況についても報告する。
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三次元トポロジカル絶縁体表面におけるホール伝導率
野呂 昌生
物性物理学専攻・村上研究室
本研究においては三次元トポロジカル絶縁体の二次元表面における弱磁場ホール効
果について議論する. トポロジカル絶縁体(TI)の輸送現象の解析は, 基礎研究として基
本的かつ重要な問題である. 特に三次元トポロジカル絶縁体の二次元表面では, 電子構
造はディラック系を形成し, ディラック点付近の特異性から新奇な輸送現象が期待で
きる.
三次元TIの二次元表面におけるホール伝導率は, 通常の電子軌道運動と, ゼーマン分
裂による寄与がある. 電子軌道運動からのホール伝導率への寄与は, ブリルアンゾーン
に4つのディラックコーンを含むグラフェンのホール伝導率[1]と同じ結果で, ディラッ
ク点付近にピークを持つ反対称の形になる. 一方で, グラフェンには見られないゼーマ
ン分裂におるホール伝導率への寄与は, ディラック点に最小点を持つ対称な形になる.
左図において, ゼーマン分裂によるホール伝導率ディラック点においては最小の値
を取り, 高エネルギーではエネルギーにあまり依存しない. Wは散乱強度を表わす無次
元パラメータで, Wが小さい(不純物のないクリーンリミットに近付く)ほど, 高エネル
ギーでの値は増加する. またTI表面におけるg因子が理論的に計算されており[2], ゼー
マン分裂によるホール伝導率は高エネルギーにおいて, 無視できない量である事が予
想される.

図; フェルミ準位の関数としての三次元TI表面におけるゼーマン分裂のホール伝導率への寄
与(左)及び, 軌道運動とゼーマン分裂による寄与の比較(右).
[1] T. Fukuzawa, M. Koshino and T. Ando, J. Phys. Soc. Jpn.78 (2009) 094714
[2] C-X. Liu et al, Phys. Rev. B 82 (2010) 045122.

二次元ペンローズ格子における局所電子相関
竹森那由多, 古賀昌久

Local electronic correlation in two dimensional Penrose lattice
Nayuta Takemori and Akihisa Koga
広義の結晶でありながら並進対称性を持たない準結晶は，その発見 [1] から現在に至るまで
精力的に研究 [2, 3] が行われてきた．準結晶物質においては，狭義の結晶が持ち得ない回転対
称性を持つことが知られており，狭義の結晶とは異なる性質を持つことが期待される．これま
での研究においては，準結晶の振る舞いを調べるために，準結晶と非常に似た構造の狭義の結
晶である近似結晶が用いられてきた．しかし，最近合成された準結晶物質 Au51 Al34 Yb15 にお
いては，近似結晶とは異なり，量子臨界性を示すことが明らかにされた [5]．そのため準結晶
特有の構造および電子相関効果を扱うことが低温物性を理解する上で重要である．
本研究では，準結晶特有の性質である狭義の結晶には現れない対称性をもつ 2 次元ペンロー
ズ格子 [4]（図 1）に注目する．この 2 次元ペンローズ格子は太った菱形（図１の青い菱形）と
痩せた菱形（図 1 の白い菱形）のタイルを並進秩序を持たないように並べたペンローズパター
ンをもつ．ここでは，準結晶特有の構造を持つ 2 次元ペンローズ格子におけるハバードモデル
を用いて局所電子相関に由来する電子物性について論じる．ハミルトニアンは以下の通りで
ある．

H = −t

∑

(d†iσ djσ + h.c.) + U

⟨i,j⟩σ

∑

ni↑ ni↓

i

ここで，t は最近接サイト間ホッピング，U はオンサ
イト相互作用を表す．
本研究では、有限温度における局所電子相関を明ら
かにするため，実空間動的平均場理論 (R-DMFT)[6]
を用いて解析を行う．ここでは不純物解法として連続
時間量子モンテカルロ (CTQMC) 法 [7] を用いる．
特に，電荷の粒子分布や，フェルミ液体性に注目
し，準結晶における局所電子相関の効果について議
論を行う．
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図 1: 2 次元ペンローズ格子
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我々のグループでは, 近年コロイド系で観測された新しい非平衡現象である
可逆不可逆転移（RIT）[1]についての研究を, 超伝導渦糸系を用いて進めている。
RIT は周期的な駆動力を多粒子系に印加したときに現れる現象で, ある臨界的
な駆動振幅を境に, 粒子のフローが可逆的な振る舞いから不可逆的な振る舞い
へと動的な相転移を起こす現象である。コルビノディスク型の試料を用い, 渦糸
を円周上で往復運動させ, 定常状態における電圧ノイズと定常状態へ向かう緩
和時間を測定した結果, 可逆不可逆転移の臨界現象の観測に成功した[2]。さらに
渦糸の静的な配置の情報を得る実験を行なった結果, 不可逆フローの出現が渦
糸格子中の格子欠陥の出現に対応していることが明らかになった[3]。ところで,
渦糸系は駆動力を増加していくと, 乱れたフロー（plastic flow (PF)）から, 秩序
あるフロー（flux flow (FF)）へと動的な状態変化を起こすことが知られている。
このフロー状態の違いが RIT に与える影響を調べるため, 定常状態の電圧振幅
が PF から FF に至る広い範囲で, 交流駆動力印加
0.6
flux flow
(a)
plastic flow
直後の電圧の過渡現象測定を行った。その結果,
regime
regime
4
定常状態へと向かう緩和時間 τ が存在し, PF から
0.4
FF 領域へと移り変わる電圧値付近（図 1(a)の縦の
破線）で τ がピークを持つことを見出した（図 1(b)
2
0.2
の黒丸）。これは RIT に伴う臨界緩和を反映した
ものと解釈される。これは, 格子欠陥の発生が不
0
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可逆フローの出現に対応するという実験結果[3]
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を, 動的な面からも裏付ける結果である[4]。
4
(b)
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ところで PF から FF への変化が動的な相転移
3
であるかどうかは, 興味深い基本問題として長年
0.2
議論されてきた。しかし実験検証はまだない。τ
2
の臨界発散が見られれば, この問題を実証できる。
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1
そのためにはより長いτが観測される実験系・実
験条件を見つける必要がある。これまでの実験に
0
0
0
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V (mV)
より, ストリップ形状試料を用いるとコルビノ形
状よりも 2 桁も長いτが観測されることがわかっ 図１ (a) 電圧-電流 (V-I) 特性（○）
た。現在, この渦糸系を用いて実験を進めている。 と dI /dV 対 V （●）. (b) τ 対定常状
τ

(cycles)

1− V 0/V
∞

∞

態における電圧振幅(●).
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