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高山における、空気チェレンコフ光を用いた
空気シャワー観測
勝谷 龍一
基礎物理学専攻・垣本研究室
一次宇宙線のエネルギースペクトルは、1015 eV から 1020 eV にかけて測定されている。
スペクトルは基本的にはエネルギーの冪乗で表せる形状をしているが、1015.5 eV 付近に
おいて冪の変化が見られ、この領域は Knee 領域と呼ばれている。さらにこの Knee 領域
付近では、宇宙線の化学組成が変化し、図 (1) に示すように、より重い原子核が主成分と
なる傾向が多くの研究グループによって観測されている[1]。このようなエネルギース
ペクトルや化学組成の変化は、宇宙線の加速、伝播機構の変化によるものと考えられて
いる。
我々の研究グループは、ボリビア・チャカルタヤ山（標高 5200 m）において、一次宇
宙線が大気中の原子核と相互作用することによって生成される二次粒子群（空気シャ
ワー）を、シンチレーション検出器アレイによって観測している。このような高度にお
ける観測は

一次宇宙線の到来方向、エネルギースペクトルについて、高い精度での観

測が行われている。
さらに2012年より、二次粒子群が大気中を通過する際に放出する空気チェレンコフ光
を観測する空気チェレンコフ光検出器アレイを開発、及び設置し、空気シャワー観測と
同時に観測を行っている。空気チェレンコフ光は空気シャワーの発達の影響を受けるた
め、空気チェレンコフ光の観測は、観測高度よりもさらに上空における、空気シャワー発
達初期の情報が精度良く得られ、一
次宇宙線の化学組成を観測するのに
適している。
本講演では、空気チェレンコフ光
検出器アレイによる、現在までの観
測、及び得られたデータの解析の成
果について報告する。

参考文献

図 1. 一次宇宙線の平均質量数

[1] K.H. Kampert, arXiv:astro-ph/0212348, from Vulcano Workshop 2002
”Frontier Objects in Astrophysics and Particle Physics”, 20-25. May,
388 Vulcano Italy (2002)

核媒質中の核子スペクトル関数の QCD 和則を用いた解析
大谷

圭介

基礎物理学専攻・岡研究室
クォーク、グル―オン間の強い相互作用を記述する量子色力学(QCD)を用いることで、
クォーク等から構成されているハドロンの性質は調べることができる。しかし、ハドロ
ンが存在するような低エネルギー領域では結合定数の値が大きくなるために摂動論が
適用できなくなり、QCDを用いた解析計算は困難になる。そのため、様々な有効理論や
非摂動論的な方法が考案されて解析が行われており、本研究で用いるQCD和則も非摂動
論的な解析法の一つである。
QCD和則はShifman らによって発展された手法で[1]、これまでに多くのハドロンの
解析に用いられてきた。この手法では、様々な真空凝縮とスペクトル関数との間で成り
立つ関係式を得ることができ、その式を通じてハドロンの性質を調べていくことができ
る。有限温度・密度下で解析を行えば、凝縮の変化にともなうスペクトル関数の変化を
調べることができる。真空凝縮のなかにはカイラル対称性の秩序変数であるカイラル凝
縮も含まれている。カイラル対称性は低エネルギーでのQCDを理解する上で重要な対称
性でハドロンの質量と深い関係がある。核子について例を挙げると、その正負パリティ
の状態はカイラル対称性が保たれている状況下では質量が縮退することが予想されて
いるが未だ完全には理解されていない。
本研究ではこれらの性質をQCD に基づいて調べるために、まず初めに真空中での核
子スペクトル関数をQCD 和則を用いて解析を行い、次にカイラル対称が部分的に回復
する核媒質中での解析に応用し、スペクトル関数、自己エネルギーの密度依存性を調べ
た

参考文献
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[2] K. Ohtani, P. Gubler and M. Oka, Phys. Rev. D 87, 034027 (2013).

近傍高光度赤外線銀河の一酸化炭素大規模サーベイ
山下拓時
	
 

基礎物理学専攻・松原研究室	
 
	
  高光度赤外線銀河(LIRG)は赤外線光度が1011 太陽光度(L⊙)以上を持った赤外線で特
に明るい銀河であり[1]、この赤外線放射は暖められた星間微粒子からの熱放射である。
LIRGは過去の宇宙ほど多く存在し、約75億年前には宇宙全体の星形成の50 %以上を支
配していた[2]。そのためLIRGは様々な銀河種族の中でも宇宙の星形成の歴史を理解す
る上で重要な種族である。近傍宇宙のLIRGに着目すると、赤外線放射のエネルギー源
は激しい星形成が支配的であることが分かっている[3]。しかし銀河同士の衝突の様々
な段階にあることや、銀河中心に活動銀河核(AGN)を持つものもあることなど様々な特
徴を示しているため、高い赤外線放射のメカニズムまたは星形成メカニズムは詳しく分
かっていない。星形成の議論をする上では、星形成の母胎となる冷たい分子ガスの情報
が不可欠である。さらに近傍LIRGの星形成を理解するには系統的な冷たい分子ガスの
サーベイが必要となる。一般に12CO分子の最も低い回転遷移(J=1-0)からの輝線が冷たい
分子ガスのトレーサーとして使われるが[4]、これまでの近傍LIRGのCOサーベイにはサ
ンプル選択にバイアスがあったため[5,6,7]、系統的なLIRGの性質を探る上で障害となる。
そこで私は、無バイアスな近傍LIRGサンプルに対してCO観測を行った。
	
  これまで2010年から2013年にかけて野辺山45 m電波望遠鏡を用いて104天体(うち一
点観測：76天体、マッピング観測：28天体)のCO観測を実施した。COの検出率は85 %
である。得られたCO輝線光度から見積もられる近傍LIRGの分子ガス質量は 6.8×108 −

2.8×1010 太陽質量(M⊙)であった。また、従来のCO観測よりも広い周波数帯をカバーす
る分光器を用いたことにより輝線幅が600 kms-1以上の天体からのCOの検出にも成功し
た。
	
  本コロキウムでは、LIRGについての一般知識と本観測の紹介から、これまでに得ら
れた統計的な結果について発表する。
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Renormalization group approach to the nite temperature
Sergio Calle Jiménez

Nuclear and Hadron Physics (Oka group)

0
Renormalization group approach to the nite temperature is one important issue in quantum chromodynamics (QCD) to understand the temperature dependence of the hadron mass and
coupling constant. We can obtain information for them from the coecient functions of the renormalization group equation (RGE). In previous works, e.g. see the Ref. [1], the evaluation was done
from the RGE with the mass-dependent renormalization scheme. With this scheme, the coecient
functions don't only depend on the bare coupling but the temperature too. One need to evaluate
the temperature dependence of the coecient functions. In some works [1,2], the perturbative
method with the technique of the hard thermal loop resummation is used, but the range of application is limited in the high temperature region. As well as the non-perturbative Monte Carlo
method with the imaginary time formulation has also technical diculties due to the niteness of
the time direction. In the literature, one is possible to nd several controversy with the obtained
results, therefore we will try to understand this issue from other point of view. In the present
study, we attempt to use the RGE with the mass-independent renormalization scheme. With this
scheme, the coecient functions do not depend on the temperature.
0
The RGE is, alternatively, modied to the form with the explicit temperature dependence.
The methodology to obtain the coecient functions with the mass-independent scheme nonperturbatively was given by Lüscher [3]. In his method, the Schrödinger wave functional proposed
by Symanzik [4] plays the important role. We start the study by considering the λφ4 -model with
O(N ) symmetry, and analyzing the coecient functions of the RGE. It is also important this initial study because of simplicity and O(4) symmetry shares common symmetry and dynamics with
QCD and has been used to study the real-time dynamics and critical phenomena associated with
QCD chiral transition. We will pretend to apply this strategy to QCD in the future step. One of
the direct applications of this study can be the conformal behavior in QCD. A recent study have
reported, e.g see the Ref. [5], the possibility of this phase in QCD and we expect that our study
is useful to understand this behavior.

References
[1] F. M. Steens Brazilian Journal of Physics, vol 36, nº 2B, June, 2006
[2] M. Le Bellac, Thermal Field Theory (Cambridge University Press, 1996)
[3] M. Lüscher, Nucl. Phys. B 254 (1985) 52
[4] K. Symanzik et al., Nucl. Phys. B 190 [FS3] (1981) 1
[5] K. I. Ishikawa et al. arXiv:1304.4345; Phys. Rev. D87 (2013) 071503

X 線バーストの解析による中性子星の質量半径への制限
岩井 將親
基礎物理学専攻・堂谷研究室
中性子星は、質量が太陽の約1.4倍にも関わらず、半径が約10kmという極めて小さな
天体で、原子核に匹敵する密度を持っている。したがって、中性子星を調べることで未
だに良くわかっていない核物質の状態方程式を調べることができる。中性子星質量は、
連星運動の解析から（パルサーである中性子星では）精度良く求められる場合もあるが、
質量のみでは状態方程式への制限があまりつかない。状態方程式に制限を与えるには、
半径に関する情報（あるいは質量半径の比）が重要である。本研究では、天体までの距
離に依らない方法として、重力赤方偏移の測定に着目する。
ここでは二つの方法を考える。一つは、中性子星表面で作られる吸収線および吸収端
のエネルギーを精密測定し、理論値と比較することである。これに最適なのが、X線バ
ーストと呼ばれる中性子星表面での熱核反応の暴走現象である。X線バースト中の吸収
線は過去に何回かの観測例があるが、その後の観測で確認されておらず、まだ確立され
ていない[1][2]。もう一つは、光球膨張バーストにおいてエディントン限界光度（輻射
圧と重力が釣り合う光度）の見かけ上の変化を追う方法である。光球膨張バーストは、
輻射圧で中性子星大気が大きく膨張して
いるバーストで、その間（その場の観測者
にとっては）光度はエディントン限界光度
でほぼ一定に保たれている。一方、遠方の
観測者にとっては、光球半径の変化に伴い
見かけ上の光度が変化することから、逆に
重力赤方偏移を求めることができる[3]。
本研究では、「すざく」衛星のアーカイ
ブデータを用いて、X線連星GRS1747−312
から観測されたX線バーストの解析を行う
ことで、中性子星の質量半径に制限を与え 図 1、GRS1747−312 から「すざく」衛星で観測
ることを試みる。

された X 線バーストのライトカーブ。バースト開
始時刻（〜60s）から、急激にカウントレートが上
昇している。

参考文献
[1] Cottam, J., Paerels F., Mendez M., 2002, Nature, 420, 51
[2] Waki, I. et al. 1984, Publ. Astron. Soc. Japan, 36, 819.
[3] Van Paradjis, J., Dotani, T., Tanaka, Y. & Tsuru, T., 1989, Publ. Astron. Soc. Japan,

42, 633

チャーモニウムと原子核の束縛状態
−ＱＣＤに基づくハドロン間相互作用の解明に向けて−
横田 朗
基礎物理学専攻

岡研究室

自然界には４つの力（重力、電磁気力、強い相互作用、弱い相互作用）があることが知られてい
る。原子核の中にある核子（陽子、中性子）やπ中間子などの強い相互作用をする粒子はハドロン
と呼ばれる。クォーク模型ではハドロンのうち、核子（Ｎ）のようにクォーク３つで記述される粒
子をバリオンと言い、π中間子のようにクォークと反クォーク（クォークの反粒子）の対で記述さ
れる粒子をメソンと言う。ハドロンはクォークや反クォークが強い相互作用によって束縛した複合
系である。強い相互作用の基本法則はＱＣＤ（クォークとクォーク間の強い相互作用を担うグルー
オンに対する動力学）と呼ばれる理論で記述されると信じられている。
クォークはハドロン内に閉じ込められていて単独では現れることがないため、ハドロンを基本
粒子として扱うことは重要であるが、そのためにはハドロン間の相互作用を解明する必要がある。
例えば核子と核子の間に働く核力などのハドロン間相互作用を定量的に記述することについては、
（クォークではなく）ハドロンを基本粒子として扱い、ハドロン間相互作用を（グルーオンではなく）
メソン交換によって記述する現象論（ＱＣＤとは異なる理論）が、特に軽いｕ、ｄ、ｓクォークしか
含まないハドロンに対して成功しつつある。核子−核子間などのハドロン間の相互作用は本来、そ
れらの構成要素（クォーク）を支配するＱＣＤから導かれるべきである。しかしＱＣＤは低エネル
ギーでは強結合となり摂動論が使えないので、低エネルギーでのハドロン間相互作用をＱＣＤから
直接導くという試みはまだ完成していない。全てのハドロン間相互作用のＱＣＤに基づいた記述は
原子核物理学における大きな目標の一つである。これを解明するには、低エネルギーでのグルーオ
ンの振る舞いを明らかにすることが重要である。
ところで、チャームクォーク（c）とその反粒子（c̄）から成るチャーモニウム (cc̄) と、アップ
クォーク（u）とダウンクォーク（d）から成る核子（uud、udd）の間に働くハドロン間相互作用に
おいてはメソン交換が抑制され、多重グルーオン交換が支配的になることが知られている。従って、
「低エネルギーでの（cc̄）と N のハドロン間相互作用を解明すること」は低エネルギーでのグルー
オンの振る舞いの解明につながり、ハドロン間相互作用の QCD に基づいた理解につながる。これ
が我々の研究目的である。
一般にハドロン間の相互作用を知る直接的な手段はハドロンどうしの散乱実験を行うことであ
り、例えば核子 (Ｎ) −核子 (N) 間の相互作用はこれによって現象論的に詳細に解明された。一方、
(cc̄) − N 系のように低エネルギーでの散乱実験が困難な場合であっても、ハドロンどうしの束縛
状態が存在すれば間接的に相互作用を知ることができる。例えばｓクォークを持つΛ粒子（ｕｄｓ）
と核子（Ｎ）間の相互作用は、Λの原子核への束縛状態であるΛハイパー核に関する理論と実験の
詳細な比較（スペクトロスコピー）によって明らかにされつつある。従って同様に、もしチャーモ
ニウム−原子核の束縛状態が存在し、その詳細を実験的に解明することができれば、チャーモニウ
ム−核子間の相互作用を知る手がかりとなる [1]。
実験的に束縛状態を見つけるためには、どの程度の大きさの原子核との間で、どれぐらいの大きさ
の束縛エネルギーを持つのかという概算を知らなければならない。相互作用が弱く短距離である場
合には、粒子間のポテンシャルの詳細を知らなくても、散乱長というパラメータを用いてこれを記述
することができる。実験によるチャーモニウム−核子間の散乱長のデータは存在しないものの、Ｑ
ＣＤの第一原理計算である格子ＱＣＤによって計算することができる [2]。そこでガウス型の有効ポ
テンシャルを仮定して、パラメータの値を変えながら、チャーモニウム−核子間の散乱長 a とチャー
モニウム−原子核の束縛エネルギー B との関係を、原子核が重水素、4 He、および 8 Be の場合につ
いて計算した。多体系の Schrödinger 方程式を解くのは難しい問題であるが、少数多体系に対する
精密計算が可能なガウス展開法（ＧＥＭ）[3] で解くことができて、重水素の場合は a < −0.95 fm、
4
He の場合は a < −0.24 fm、8 Be の場合は a < −0.16 fm で束縛することがわかった [4]。格子Ｑ
ＣＤによって得られた値である a ≃ −0.35 fm[2] と比較すると、重水素との間では束縛状態は存在
しないが、4 He との間でおよそ B ≃ 0.5 MeV、8 Be との間でおよそ B ≃ 1.5 MeV 程度の束縛エネ
ルギーを持つ束縛状態が存在する可能性が高いことがわかった。

1.
2.
3.
4.

S.J. Brodsky, I. Schmidt and G.F. de Téramond, Phys. Rev. Lett. 64, 1011 (1990).
T. Kawanai, S. Sasaki, PoS LATTICE 2010, 156 (2010).
E. Hiyama, Y. Kino, and M. Kamimura, Prog. Part. Nucl. Phys. 51, 223 (2003).
A. Yokota, E. Hiyama, M. Oka, Prog. Theor. Exp. phys. (2013) 113D01.

Belle 実験の電子ー陽電子対消滅での	
 
	
 ハドロン生成による破砕関数の研究	
 
小林 慶鑑
	
 

基礎物理学専攻・柴田研究室	
 
	
  私は柴田研究室が参加しているつくば・高エネルギー加速器研究機構 (KEK) の電子
－陽電子衝突実験 Belle実験において、生成されるクォークとハドロンに関する破砕関
数の研究を行なっている。
我々の世界の陽子や中性子は、パートンと総称されるクォークやグルーオンから構成さ
れている。高エネルギーの電子－陽電子衝突によりパートンは生成されるが、そのまま
では観測されず最終的に多数のハドロンとして観測される（図１）。通常は、反対方向
へ放出される２つのハドロンの束、つまり２つのジェットとなる。このようにパートン
がハドロン化する過程は破砕関数を用いて記述することができる。Belle 実験では、8
GeV 電子・3.5 GeV 陽電子の衝突から生成される多くの粒子を観測する。データの取
得は1999年から2010年まで行われた。

図 2 クォー クの ハ ドロン化 に お け るスピンの
図 1 電 子 −陽 電 子 衝 突 によるハドロン生 成

影響

	
  私は特に、クォークのハドロンに対するスピンの寄与について研究を行なっている。
クォークがハドロン化する際に、クォークのスピンと運動量に相関が現れる[1,2]（図２）。
この効果を用いて、クォークのスピンに依存する破砕関数の測定を行った。今回の発表
では研究の詳細と進捗について発表する。
参考文献
[1] J. C. Collins, Nucl. Phys. B396, (1993) 161
[2] A. Vossen et al., Phys.Rev.Lett. 107(2011)072004

Search for Long-Lived Supersymmetry Particles using the LHC-ATLAS
detector
Nora Pettersson
基礎物理学専攻・陣内研究室
A wide number of supersymmetry models predict the existence of long-lived particles. These
particles would travel a distance in the detector volume before they decay. The decay-signal following
such a decay would result in a displaced vertex. In this case the decay-mode
(fig.1) is of
interest. Utilising secondary tracks arising from the decay the displaced vertex can be reconstructed
using a special developed tool to reconstruct secondary vertices from secondary tracks. Analyses

Figure.1

production following decay to
[1]

Figure.2 Material in the inner detector R < 400
mm mapped using secondary vertices from
hadronic interactions

involving displaced vertices are heavily dependent on tracking and with the purpose to limit the
systematic uncertainties to the analysis the material is studied (the major systermatic uncertainty to
tracking is the lack of knowledge of the material distribution in the detector) using a similar approach
and the same reconstruction-algorithms. By reconstructing hadronic interactions [2] with the material
in the tracking volume of the LHC-ATLAS, the inner detector, one can map the material(fig.2) and
directly compare simulations with real measurements. Furthermore, since hadronic interactions with
the material also contribute to the main background in displace vertex analysis, precise knowledge of
the location of the material inside the detector is vital. Improvement of the comparison has been made
and a reconstruction purity of hadronic interaction of ~80% has been reached in the most inner region,
down to ~60% in further out layers. Current the material is well simulated and simple structures as the
beam pipe are close to perfect whilst detector layers show at maximum a diversion of 10%. Material
studies are not only vital to this specific physic analysis but to all analysis that are dependent on
tracking. A good understand of the material distribution is therefore of fundamental importance to the
LHC-ATLAS detector.
References:
[1] “Search for long-lived, heavy particles in final states with a muon and multi-track displaced
vertex
in proton-proton collisions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS detector” ATLAS collaboration,
Phys.Lett. B719 (2012) 280-298
[2] V. Jain, V. Kostyukhin, ”Mapping the material in the ATLAS Inner Detector using secondary
hadronic interactions in 7 TeV collisions”, arXiv:1110.6191

LHC-ATLAS 実験における
ヒッグス粒子を崩壊過程に含む超対称性粒子の探索
基礎物理学専攻

陣内研究室

永井遼

標準模型はこれまで様々な素粒子事象の良い説明を与えてきたが、階層性の問題や暗黒物質などの問
題点も依然残されている。超対称性理論はそれらに解答を与える理論体系の 1 つであり、標準模型を越
える物理として最も有力なものである。
~Â10
LHC-ATLAS 実験では、LHC 加速器で加速された陽子同
`§
士を衝突させ、大型汎用検出器 ATLAS を用いて粒子を検
§
p1
~Â1
出することで、超対称性粒子の探索を行ってきた。LHC 加
º
W§
速器の性質上、主要なハードプロセスは強い相互作用のも
W=¿¨
h
p2
のとなる可能性が高いため、超対称性粒子のうち、特にカ
~Â20
W=¿§
ラー粒子を重点的に探索が行われてきたが、今のところ兆
候は見つかっていない。
~Â10
しかし一方で、これまで弱い相互作用による超対称性粒 図 1: χ̃± χ̃0 → W (lν)h(W W/τ τ ) + χ̃0 χ̃0 の
1 1
1 2
子生成についての探索はあまり行われてこなかった。強い ファインマン図
相互作用による生成のほとんどが棄却されてしまった今、
理論的に強い相互作用をする超対称性粒子に比べて質量が軽いとされている弱い相互作用をする超対称
性粒子の探索は重要度を増している。本研究では、この弱い相互作用によって生成されるゲージーノが
ヒッグス粒子を出して崩壊するモードの探索を目標としている。このモードを探索する意義は主に 2 つ
ある。
1 つ目は、ミューオン g − 2 のズレについて超対称性理論からの
説明を与えられることである。ミューオン g − 2 はこれまでの実
験結果と標準模型からの計算結果に ∼ 3σ のズレがあることが知
られている [1, 2]。超対称性を仮定すれば、ミューオンからの超対
称性粒子のループによって g − 2 に補正をかけることができるが、
これによってズレをうまく説明できる領域は本研究のターゲット
である SUSY W h 探索のカバーする領域に合致している (図 2)。
もう 1 つは、今までに行われてきた Z ボソン解析戦略の変更
の必要性にある。2 番目に軽量な超対称性粒子 (NLSP) としての
中性ゲージーノが崩壊して最軽量な超対称性粒子 (LSP) に崩壊す
図 2: ミューオン g − 2 のズレの超対
る際に放出する粒子として主に Z ボソンとヒッグス粒子が考えら
称性での説明可能領域 [3]
れ、今までは Z ボソンによる解析が行われてきた。しかし、LSP
と NLSP の質量差がヒッグス質量を越える領域ではヒッグス粒子
に崩壊する可能性が高く、Z ボソン解析での制限が弱まる。特に、
NLSP の Z ボソンへの崩壊分岐比が 35%未満の場合は制限がほと
んどつけられなくなってしまう (図 3)。ヒッグス粒子を用いる解
析ではこの領域を広くカバーすることができ、もし軽い超対称性
粒子があるとすればこの領域に存在する可能性は高い。
本研究では背景事象を抑えることができる複数レプトンモード
での探索を行い、ヒッグス粒子が W W あるいは τ τ に崩壊するこ
とを想定して解析を行っている。
参考文献
[1] Muon(g-2) Collaboration, Phys. Rev. D73, 072003 (2006).
[2] K. Hagiwara, A. D. Martin, D. Nomura and T. Teubner, J. Phys. G38, 085003
(2011).
[3] M. Endo, K. Hamaguchi, S. Iwamoto, T. Yoshinaga, arXiv:1303.4256v1.
[4] ATLAS Collaboration, ATLAS-CONF-2013-035.

図 3: SUSY W Z 解析による制限 [4]
と分岐比による制限の縮小

分数量子ホール効果の 1 次元定式化による研究
汪

正元

物性物理学専攻・村上研究室
分数量子ホール効果とは2次元電子系のホール伝導率の値が低温強磁場下でe2/h の分数倍の値に
量子化される現象である。この現象が出現するためには基底状態にエネルギーギャップが存在し、最低
Landau準位の占有率が分数になっていることが必要であり、電子間相互作用が本質的な役割を果たして
いる。このため、分数量子ホール効果は強相関量子系における最も重要なテーマの1つと考えられて
きた。最近では、グラフェンなどの2次元物質における分量子ホール効果も報告され、量子計算や量
子情報などへの応用についても議論されている[1]。
近年、1次元定式化という新たなアプローチにより、これまでとは異なる視点からの分数量子ホー
ル効果を理解しようとする試みがなされてい
る。これは、2次元電子系をLandauゲージとト

磁場中の 2 次元電子系

ランダウゲージの波動関数

ーラス型の境界条件で扱い、1次元格子模型の
問題に焼きなおす手法である(図1参照)。一般

第 2 量子化

に、この1次元格子模型は長距離相互作用を含
んでいて、扱うのが困難であるが、分数量子
ホール状態はトーラスの変形に対して常にエ

1 次元格子模型

ネルギーギャップが開いており、基底状態に
本質的な変化が起きないため、トーラスが細
い領域で得られる短距離相互作用の模型に置
き換えることで問題を単純化することができ
る[2-4]。

トーラスの境界条件

図 1. 磁場中の 2 次元電子系の 1 次元格子模型への
マッピング

我々はこの手法と射影演算子の方法を用い
て、分数量子ホール状態を記述する、厳密に扱うことのできる1次元格子模型を見出した。この模型
の数学的構造は、ラフリン波動関数[5]のそれをよく反映したものとなる。さらに、行列積の方法を
初めて分数量子ホール効果の研究に導入し、種々の物理量の計算を行った。特にエンタングルメン
ト・スペクトルの計算により、分数量子ホール効果を理解する上で重要なエッジ状態が記述できる
ことを示した [6,7]。現在、我々はこの手法を応用することで、未知の分数量子ホール効果の解明に
取り組んでいる。その1つの例として、近年発見された2層グラフェンにおける最低Landau準位の占
有率が1/2で起きる分数量子ホール効果[8]について議論する。
参考文献：
[1] X. Du, et al. Nature 462 (2009) 192; Nayak, et al. Rev. Mod. Phys. 80 (2008) 1083; etc.
[2] R. Tao, et al. Phys. Rev. B 28 (1983) 1142; A. Seidel, et al. Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 266405.
[3] E. J. Bergholtz, et al. Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 026802; M. Nakamura, et al. Phys. Rev. B 81 (2010) 165102.
[4] M. Nakamura, Z.-Y. Wang, and E. J. Bergholtz, J. Phys.: Conf. Ser. 302 (2011) 012020.
[5] R. B. Laughlin, Phys. Rev. Lett. 50 (1983) 1395.
[6] M. Nakamura, Z.-Y. Wang, and E. J. Bergholtz, Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 016401.
[7] Z.-Y. Wang and M. Nakamura, Phys. Rev. B. 87 (2013) 245119; arXiv:1301.7549.
[8] D.-K. Ki, V. I. Fal'ko, and A. F. Morpurgo, arXiv:1305.4761.

Ytterbium 原子を用いた量子気体顕微鏡の開発
ミランダ・マルティン
物性物理学専攻・上妻研究室
我々の研究室は、イッテルビウム原子を２次元光格子
にトラップすることで、核スピンベースの量子計算機[1]
を実現することを目指している。その第一段階として、
光格子中の個々の原子を観察する量子気体顕微鏡[2] の開
発を進めている。高分解能の量子気体顕微鏡システムを
実現するためには、光格子中の Yb 原子と対物レンズ
（NA=0.55）の間に半球レンズ（SIL：ソリッドイマージ
ョンレンズ、屈折率ｎ）を挿入する必要がある。これに
よって、レンズの固浸効果を通し、分解能を n 倍、受光率
を n2 倍にまで向上することができる。
修士論文研究において、全光学的手法によって固浸レ
ンズの直下にイッテルビウム原子の２次元量子縮体系を
生成する実験を行った。冷却した Yb 原子集団を３つの光
トラップを使って固浸レンズの直下まで輸送した後、
「光アコーディオン」という手法を用いることで距離 1.8
μm、厚み 120 nm の円盤に圧縮することに成功した[3]。
博士課程においては、２次元光格子にトラップされて
いる原子を実際に観察し、大規模エンタングルメント状
態を生成することを目標としている。
本発表で、以下の進展について報告する予定である。
１）修士の研究では[3]、固浸レンズがガラスセルの中に入っていたが、ガラスセルを
構成する 3mm の板に対する対物レンズの補正が必要であった。ガラスセルと固浸レン
ズが一体化したものに変更することで、対物レンズの板補正が必要ではなくなった。
２）２つの直交するレーザー光からなる「２重光アコーディオン」を構築し、更に断熱
的に定在波に変えることで、固浸レンズの直下にトラップされた Yb 原子を２次元光格
子中にトラップすることに成功した。
３）２次元光格子にトラップされた原子を冷却する方法として、偏光勾配冷却（PGC）
と呼ばれる手法[2]があるが、Yb が微細構造を持たないためにこの方法はそのままでは
使用できない。そこで、私は Yb 原子に適した励起状態のライトシフトを利用した新た
な冷却方法を提案した。
[1] Atsushi Noguchi, et al., Phys. Rev. A 84, 030301(R) (2011).
[2] Waseem S. Bakr, et al., Nature, 462, 74 (2009).
[3] Martin Miranda, et al., Phys. Rev. A 86, 063615 (2012).

エアロジェル中での 4He の結晶成長における
自己組織化臨界性と界面粗さ
松田弘文
物性物理学専攻 奥田研究室
自然界における様々な現象は一見複雑にみえるが、共通したある規則に従っている。例えば地
震や岩石の破壊現象、その他数々の現象において生じる現象の、サイズとその頻度の統計分布
は冪乗則に従うことが知られており、系内部の相互作用によって自発的に臨界状態に発展してい
くことから、これらは自己組織化臨界性と呼ばれている。また成長する荒い界面においてもその荒
さ分布に類似の普遍性が見られる。紙に浸潤する液体の界面や燃焼面、バクテリアコロニーの成
長や液晶の乱流転移などの多彩な現象で見られる界面の荒さは、時間と共に増加し、最終的には
系のサイズに依存した値に飽和するスケーリング則に従うことが知られている。ここではエアロジェ
ル中での 4He の結晶化における自己組織化臨界性と荒い界面の成長について報告する。
我々は微細空間中に存在する超流動液体の結晶化に興味を持っている。寒冷地で見られる霜
柱などの古典系にもその例が見られるが、このような古典系では不純物や媒質の非一様性などの
影響や結晶化における粘性流や潜熱の輸送などプロセスの複雑さにより、現象の本質をとらえるこ
とが難しい。特に動的性質の物理的基礎は十分に理解されているとは言えない。そこで我々はこ
の問題にアプローチするため、多孔質物質であるエアロジェル中での超流動 4He の結晶化の研究
を行っている。エアロジェル内での 4He の結晶成長の様子はわずかな温度の違いによって劇的に
変化する。低温領域においては間欠的、雪崩的にエアロジェル中を次々と埋め尽くしていくように
結晶化が進行し、高温領域において滑らかな界面を持ちながらクリープ的に進行する(図 1)。
雪崩的結晶化における結晶のサイズと個数の分布は冪乗則に従い、この系が自己組織化臨界
性を有していることが明らかとなった。また冪の指数は温度によらずほぼ一定であり、冪乗則からず
れ始めるカットオフサイズは温度の上昇とともに減少する[1]。また、結晶成長速度[1]と核生成確率
[2]の独立した２つの測定により、低温領域における雪崩的結晶成長は温度に依らない量子トンネ
リングによる結晶成長であることが明らかとなった。まさに量子系において自己組織化臨界性を確
認したと言える。一方でクリープ的結晶界面の荒さは時間と共に増加し、結晶化の後半において
減少する振る舞いが見られた[3]。これは、エアロジェル
中での結晶化に特有なものであるかもしれない。
古典系で特に広く見られる自己組織化臨界性や荒い
界面の成長を量子的結晶化現象において比較すること
は非常に興味深い。
図 1 250 mK での雪崩的結晶化(左)、
[1] R. Nomura, H. Matsuda, R. Masumoto, K. Ueno, and Y.
1.1 K でのクリープ的結晶化(右)
Okuda, J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) 123601-1-4
[2] H. Matsuda, A. Ochi, R. Isozaki, R. Masumoto, R. Nomura,
and Y. Okuda, Phys. Rev. E 87 (2013) 030401(R)-1-4
[3] A. Ochi, H. Matsuda, R. Isozaki, R. Nomura, and Y. Okuda, J. Low Temp. Phys. in press.

LHC-ATLAS 実験における低運動量レプトンを用いた
スカラートップ粒子対生成の探索	
 
野辺	
  拓也
基礎物理学専攻・久世研究室
	
  LHC-ATLAS実験は2009年の実験開始以来、2012年のヒッグス粒子発見[1]など様々な
成果を上げてきた。超対称性理論など標準理論を超える新しい物理も現在までの解析で
厳しい制限が課せられており、研究が進んでいる[2]。
	
  超対称性はボソンとフェルミオンの対称性であり、標準模型の各粒子に対してスピン
が 1/2 ずれた超対称性パートナーを仮定する。この導入により階層性問題が解消でき
ると考えられている。理論の自然さの要請から超対称性粒子はLHCの重心系エネルギー
で十分生成可能な質量領域に存在することが予言されていた。特にトップ粒子のパート
ナーであるスカラートップ粒子の質量は500 GeV程度と思われていた[3]。しかし、その
ような新粒子の兆候は現在まで観測されていない。ここから、
1. 新物理の質量領域は非常に高く、LHCでは生成断面積が小さい；
2. 超対称性粒子は軽いが、実験的に観測が難しい；
の２つのシナリオが考えられる。1.のシナリオは超対称性理論の枠組みでは不自然であ
~
るため本研究では支持せず、2.の立場で解析を行っている。スカラートップ粒子 t が
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のように崩壊するモードを考える。ここで登場するチャージーノ(χ1±)と最も軽い超対
~
称性粒子＝LSP（χ10 ）はゲージーノとヒッグジーノの混合状態である。理論計算から、
ヒッグジーノの混合割合が高い場合チャージーノとLSPの質量固有状態はほぼ縮退す
ると予測される。このような場合、崩壊生成物がソフト（低運動量）になる。そのため
高い運動量のジェットやレプトンを要求する現在の解析手法では信号の観測が難しい。
本研究ではチャージーノの崩壊から生じるソフトレプトンを解析に用いることで、この
ような質量固有状態が縮退した崩壊モードに対する感度向上を目指す。事象選別の最適
化とバックグラウンド事象の見積もりについて述べる。
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QCD 真空の構造と核媒質中の中間子
鈴木 渓
基礎物理学専攻・岡研究室
陽子や中性子などのハドロンは、クォークやグルーオンのような微細な素粒子から構成
され、このようなハドロンの形成に関わる力を強い相互作用と呼ぶ。強い相互作用の基礎
理論として知られている量子色力学 (QCD) は、クォークとグルーオンという自由度のみ
を含むが、クォーク物質・ハドロン・原子核に渡る幅広いスケールの物理現象を記述する。
我々の住む世界、特に、低エネルギーの真空においては、クォークと反クォークが対と
なって凝縮している。この凝縮体はカイラル凝縮と呼ばれ、いわゆる「カイラル対称性の
自発的破れ」によるハドロン質量の起源となっている。真空中に埋まっているヒッグス粒
子によって、電子やクォーク等の素粒子が質量を獲得するのと同様に、真空中に埋まって
いるカイラル凝縮によって多くのハドロンの大部分の質量が生成されている。さらに、真
空のエネルギーを徐々に上げていき、高温状態や高密度状態になると、カイラル凝縮は
段々と「溶けて」いき、最終的にはなくなると予言されている。同時に、カイラル凝縮に
よって生成されていたハドロン質量も変化を受けるはずである。このような極限状態は理
論的に興味を持たれているだけでなく、粒子加速器によって瞬間的に高温・高密度状態を
作り出すことで、実験的に検証可能である。
本研究では、核媒質、すなわち、核子（陽子・中性子）で満たされた媒質中で、中間子
（クォークと反クォークの束縛状態）がどのような影響を受けるかについて、QCD に基づ
く理論的な解析を行った。核媒質中の中間子は周辺に存在する核子との相互作用により、
質量や崩壊幅といった固有の性質が変化することが予想され [1]、粒子加速器を用いた実
験研究においても世界中で精力的に検証されている [2,3,4]。これは、カイラル凝縮が「密
度」を感じることで真空の構造自体が変化し、結果的にハドロンの性質が変化するという
ことを意味しており、QCD 真空自体の性質を調べるという観点からも重要な研究である。
今回解析を行った D 中間子（チャームクォークと軽いクォーク 1 個の束縛状態）と B 中
間子（ボトムクォークと軽いクォーク 1 個の束縛状態）は、ヘビークォーク（チャーム、
ボトム）が含まれるという意味で特殊な系である。これらの系についての実験研究が現在
計画されており、その性質について理論から予言を与えることは非常に重要である。
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  ニュートリノには電子、ミュー、およびタウの３種類のフレーバーがある。素粒子の
標準模型によればニュートリノの質量はゼロとされていたが、近年の実験によりニュー
トリノ振動現象が観測され、質量がゼロでないことが示された。ニュートリノ振動とは
ニュートリノのフレーバーが変化する現象で、質量がある場合にのみ起こりうる。各フ
レーバー間の混合はPMNS(Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata)行列で表され[1]、ニュー
トリノ混合角と呼ばれるパラメーターθ12、θ23、θ13により混合の大きさが与えられる。
Double	
 Chooz実験ではそれらのニュートリノ混合角のうち、θ13の精密測定を目的とす
る実験である。本実験はフランスのChooz原子力発電所で行われている。ニュートリノ
混合角の測定は、ウランの核分裂反応により放出される反電子ニュートリノを、原子炉
からおよそ1kmの位置に設置された検出器により観測することで行う。	
 
	
  検出器では、弱い相互作用によって反電子ニュートリノが検出器中の陽子と反応した
結果発生する陽電子と中性子からの信号を観測する。θ13の測定は、以下の反電子ニュ
ートリノの生存確率の式を用いることにより行われる。	
 

P(ν e → ν e ) = 1− sin 2 2θ13 sin 2

2
Δm31
L
4E

式中のEはニュートリノのエネルギー、Lはニュートリノ発生点と検出器間の距離、また、
Δm312はニュートリノ質量固有状態間の質量２乗差である。この式はニュートリノに質
量があり、θ13が有限の値を持つことにより反電子ニュートリノが欠損することを意味
している。したがって、その欠損量を測定することでθ13の測定が可能となる。	
 
２０１２年９月に出版された結果[2]では約２２８日分のデータから、sin22θ13	
 =	
 0.109	
 
±	
 0.030(stat)	
 ±	
 0.025(syst)と測定された。また、99.8%	
 CL(2.9σ)でθ13が有限の
値を持つことが示された。本発表では、その後新しく得られたデータを用いたθ13の測
定精度の研究について報告する。	
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弱値増幅におけるガウス型関数の調整と S/N 比の評価
須佐 友紀
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本研究では弱測定によって得られる弱値増幅効果および精密測定への応用に焦点を
当てる. 弱測定とは, アハラノフらによって提唱された被測定系の事前・事後選択を伴
う量子測定である[1]. この弱測定では, 準備した測定器系と事前選択された被測定系
を相互作用させ, 次に被測定系の終状態を事後選択する. そして最後に測定器系の波動
関数の位置の期待値を読み取り, 測定前からどの程度シフトしたかを測る. 事後選択が
弱測定において重要な操作であるが, アハラノフらによる提案の段階では、弱い相互作
用を想定して被測定系の初期状態を殆ど乱さないことが強調されたので“弱”測定と呼
ばれた. 本研究では, この相互作用が測定対象である.
シフトの値は相互作用の強さと“弱値”という量によって決まる. この弱値は被測定
系の事前・事後選択状態で定義され, これらの状態を直交に近づけることで任意に大き
くできることが知られている. この効果は“弱値増幅”と呼ばれ, 実際の実験でも確認
されており, 精密測定への応用に向けて研究が行われている.
通常, 弱値増幅を議論する上で計算の簡便さと実現性により測定器系の波動関数に
初期位置・運動量の期待値が共に0であるガウシアンが選ばれることが多い. この際に
被測定系が2準位系の場合は弱値増幅の効果には上限があることが理論的に示されてい
る[2-4]. 対照的に文献[5]で得られた波動関数を用いて弱測定を行うと, 任意の増幅度
を得つつ測定値の分散を小さくすることも原理上可能である[6]. これは測定器系の初
期波動関数を調整することで測定精度を向上できることを示唆しているが, 文献[5]で
得られた波動関数の実現は困難である.
そこで本研究では, 現実的な範囲で測定器系の波動関数を調整し, 高精度測定への応
用を目指す. 具体的には, ガウシアンを測定器系の波動関数として, これに適切な初期
運動量を与え, かつ適当な弱値を選ぶことで, 測定器系の位置期待値の測定における
S/N 比が向上され得るか議論する. ここで議論されるS/N比は, 測定した期待値のシフ
ト, 分散, および事後選択の成功確率で定義される.
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長距離相互作用をするスピングラスの量子臨界現象
宮崎 涼二
物性物理学専攻・西森研究室
長距離相互作用をする量子スピングラスの絶対零度での臨界現象の描像について議
論する．より具体的には，臨界現象に関する一つの予想[1]の検証を報告する．
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．Mnが磁性をもっ
ており，乱雑に配置されたMn同士の相互作用によって「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が生じる．こういった「乱雑さを含むスピン系」の性
質を調べるために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．強磁性相互作用と反強磁性相互作用をどちらも含むことが特徴である．
通常のスピングラス模型では隣同士のスピンのみが相互作用をする．しかしスピング
ラス物質のひとつであるCuMnで実現されているのは，スピン間の距離のべきに比例し
て弱まる相互作用であり，隣同士のみの場合と比べて長距離に及ぶ．本研究ではそのよ
うな形の相互作用を考える．さらにIsingスピンの向きに直交する磁場がかかっている状
況を考える．この磁場は量子効果を与える．この模型は絶対零度において磁場の強さを
変えると，ある所で相転移と臨界現象が起こる．これは量子効果によって引き起こされ
ているので，量子相転移・量子臨界現象と呼ばれるもののひとつである．
この模型で相互作用の減衰の仕方を調節するパラメータについて，「無限ランダムネ
ス固定点が量子臨界現象を支配するパラメータ領域がある」と予想されている[1]．無
限ランダムネス固定点はくりこみ群の固定点で，特異な臨界現象を引き起こす．ここで
考えているようなランダムさを含む系は空間的に非一様になっていて，その中には典型
的な領域とそうでない領域がある．非典型的な領域は巨視的な性質にあまり影響しない
と考えるのが自然だが，無限ランダムネス固定点があると，その直観に反して，非典型
的な領域が臨界現象に強く影響する．そして通常とは異なる特異な臨界現象となる．無
限ランダムネス固定点の物理は，非典型的な要素，つまり起こる確率の低い事象が，全
体に強い影響を及ぼすという現象のひとつの例と言える．
私は実空間くりこみ群の方法を用いて無限ランダムネス固定点の存在に関する予想
[1]を検証した．その結果，予想が正しいこと，つまり「あるパラメータ領域で無限ラ
ンダムネス固定点が存在する」ことを定性的に確認した．
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