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原子核乾板による 1GeV 領域のニュートリノ-原子核反応の検出
森元祐介（素粒子物理学教室）

標準理論の枠組みではニュートリノは質量を持たないとされてきた。しかし 1998 年、Super-Kamiokande
による大気ニュートリノの観測においてµ型ニュートリノ（νµ）の消失が発見され、ニュートリノが質量を
持つ証拠となるニュートリノ振動が示唆された。現在までにこの現象を利用した様々な研究手法によりニ
ュートリノの性質が解明されてきた。ニュートリノ実験においては、大量のニュートリノを標的物質に照
射してニュートリノ-原子核反応を起こし、生成する 2 次粒子を測定することで研究を行う。ニュートリノ
は重力相互作用を除けば弱い相互作用しかしないためニュートリノ-原子核反応は稀で、稀な現象を捉え

るためには多数の反応を集める必要があり、大質量の標的物質を含む大型検出器がよく用いられる。
特に、ニュートリノ振動研究で重要となる 1GeV エネルギー領域（数百 MeV から数 GeV）においては多
くの場合、大きな質量と位置や角度の高い分解能の両立は困難で、2 次粒子のうち大型検出器内の短
距離で停止してしまうような低エネルギーのハドロンを検出することができない。そのため、起こり
うる様々な反応過程、すなわち荷電カレント準弾性散乱、π中間子生成反応、2 核子散乱等を明確に識
別することができず、入射ニュートリノのエネルギーを決定する際に系統誤差が残ってしまうことが
依然として問題となっている。
そこで薄い標的物質と位置分解能の優れた原子核乾板を交互に積層した検出器 Emulsion Cloud
Chamber （ECC）を J-PARC のニュートリノビームラインに設置し、1GeV 領域のニュートリノ-原子
核反応の反応過程ごとに（付随する 2 次ハドロンの種類や数ごとに）排他的な断面積測定を行う
NINJA 実験（Neutrino Interaction research with Nuclear emulsion and J-PARC Accelerator）が計画された。
薄い標的中のニュートリノ反応点から 2 次粒子が放出される。その直後に置かれた原子核乾板は貫通
するすべての荷電粒子飛跡を 1µm 以下の精度で記録する。したがって、複数の 2 次粒子の通過位置と
角度を測定すればニュートリノ反応点を精度良く再構成できる。この ECC を多数積層すれば大きな質
量と高い位置・角度分解能の両立が可能になる。2014 年秋からのビーム照射期間では、原理検証を目
的として厚さ 0.5mm のステンレス板（SUS304）、新型の高感度原子核乾板を用いた標的質量 2kg の
ECC を原子核乾板多段シフターとともに J-PARC ニュートリノ実験施設の SS フロア（ビーム中心付
近）において T2K 前置検出器 INGRID の上流に設置した。多段シフターは多段の原子核乾板をそれぞ
れ時間とともに異なった速度でスライドして時間情報を付与する装置であり、時間分解能が無く入射
する全ての荷電粒子の飛跡を記録してしまう ECC と位置分解能が原子核乾板と比べて粗い INGRID の
飛跡を接続する役割を担う。最初に有効なデータを収集できたのは 2015 年 1 月から 4 月の期間で、反
ニュートリノ生成のために照射された累積陽子数は 13.8 ×1019、ECC に蓄積されるニュートリノ反応
数の期待値は約 44 個である。ECC のみの解析の結果、2 次荷電粒子の多重度が 3 以上のニュートリノ
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反応候補 12 個を検出した。背景事象の評価から新型原子核乾板を用いた ECC には 1GeV 領域におい
てニュートリノ反応を検出する能力があることを明らかにした。多段シフターは、ECC と INGRID と
の対応から 7.9 秒の時間分解能があることがわかった。さらに、同時に製造した高感度および中感度
の新型原子核乾板に電子ビームを照射し、これを室温および冷蔵庫内で保存して潜像退行や感度劣化
の長期特性を測定した。その結果、実験期間中も摂氏 10 度程度の低温で保管すれば十分なニュートリ
ノ反応数を集めるのに必要な数ヶ月間のビーム照射中も性能を保つことができることがわかった。
2016 年 2 月から 5 月まで、検出器の性能評価、解析方法の確立を目的として SS フロアにて反ニュー
トリノビームの照射実験を行った。厚さ 0.5mm のステンレス板（SUS304）と新型の中感度原子核乾
板による ECC と多段シフターを摂氏約 10 度の冷蔵シェルターの中に収め、INGRID の上流に設置し
た。ECC でニュートリノ反応点検出やイベント解析を行い、INGRID でニュートリノ反応によるµ粒子
を特定して荷電カレント反応であることを決定する。標的質量は合計約 60kg、累積陽子数は 4.0×1020
である。この照射量から ECC 内には約 2426 個の正ニュートリノ反応、2820 個の反ニュートリノ反応
が起こると期待される。ニュートリノビーム照射後、合計 314 枚の原子核乾板を現像、超高速飛跡読
み取り装置で全面スキャンを行い、記録された荷電粒子飛跡の通過位置、角度、ボリュームパルスハ
イト（電離損失に関連した測定量）等の情報を読み取った。多段シフターにより時間情報を付与し、
INGRID 中の飛跡と対応が付いた ECC に記録されたビーム照射と同期した荷電粒子（主にµ粒子）飛
跡を上流方向へ逆追跡し、ECC 中のニュートリノ反応を検出する新しい方法を標的領域の一部（解析
領域全体の 4%）に適用した。INGRID で捉えたµ粒子候補にわずかに含まれるπ中間子は、INGRID と
ECC で独立に測定した運動量の相関を見ることで排除した。その結果、荷電カレント反応数の期待値
約 142 個に対し 51 個の正・反ニュートリノ-鉄荷電カレント反応候補の検出に成功した。この方法は
ECC 下流側の INGRID で捉えたµ粒子を逆追跡の起点としているため確実に荷電カレント反応のみを
選択することができる。また、この方法によればニュートリノ反応の検出効率は反応から放出される
2 次荷電粒子の多重度に依存しない。これにより、様々な反応過程を予測する理論モデルに基づくモ
ンテカルロ・シミュレーションと直接比較することを可能にした。さらに、各 2 次粒子の飛程による
運動エネルギー測定、多重電磁散乱による運動量測定、電離損失測定等を組み合わせ、低エネルギー
の陽子やπ中間子を識別できることも確認できた。大型検出器で測定不可能な低エネルギーハドロン
を含むニュートリノ反応候補に対し、大型検出器でよく用いられる近似的な手法で算出したニュート
リノエネルギーと ECC で検出した 2 次荷電粒子をすべて含めて再構成したニュートリノエネルギーの
差分を得、モンテカルロ・シミュレーションと比較したところ、統計量な少ないながらも概ね一致し
ていることが分かった。これらにより、今までにない低いエネルギー閾値で、ニュートリノ反応から
放出される陽子やπ中間子を検出し様々なニュートリノ反応過程を分離した排他的な断面積測定が可
能になる実験方法を確立することができた。
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Belle II 実験のための光検出器 HAPD を用いた ARICH 検出器性能評価
北村勇人（素粒子物理学教室）

Belle II 実験は標準理論を越えた新物理探索を目的とする素粒子物理学実験である。高エネルギー加速器
研究機構 KEK の SuperKEKB 加速器を用いて電子・陽電子対をそれぞれ 7GeV/c と 4GeV/c まで加速し、衝
突により B・反 B 中間子対を大量に生成する。それらが崩壊して出てくる素粒子を Belle II 検出器によって
精密測定し、B 中間子の崩壊過程や崩壊時間を測定する。崩壊過程の測定では崩壊後の粒子識別が非常に
重要であり、特に荷電 K 中間子と荷電 π 中間子は様々な物理解析において精度の高い識別が要求されてお
り、実験の精度に大きく影響する。
ARICH 検出器は Belle II 検出器エンドキャップ部において K/π 識別を担うリングイメージ型のチェレンコ
フ検出器である。ARICH 検出器は輻射体シリカエアロゲルと光検出器 HAPD の 2 層から構成されている。
荷電粒子が輻射体を通過した際に粒子の種類ごとに定まった角度で放射されるチェレンコフ光を光検出器
により精密に測定し、その位置情報からチェレンコフ光放射角度を算出し、粒子の種類を同定する。した
がって、ARICH 検出器の粒子識別ではチェレンコフ角度分解能が識別性能を示す一つの指標となる。Belle
II 実験からの要求は運動量 0.5～3.5GeV/c において 4σ の精度で K/π 識別をすることであり、これから要求
される角度分解能は 7.5mrad 以上である。本研究では 2018 年度における検出器の調整などを目的として行
われた Phase2 運転、および 2019 年度から開始された物理解析用データ取得を目的とした Phase3 運転で得
られたビーム衝突データを用いて、チェレンコフ角度分解能の評価を行った。
Bhabha イベント(𝑒 + 𝑒 − → 𝑒 + 𝑒 − )および μ 対生成イベント(𝑒 + 𝑒 − → 𝜇+ 𝜇−)によるチェレンコフ角度分布を作
成し、分布からチェレンコフ角度分解能を算出する。Phase2 では検出器の温度上昇のために部分的にしか
稼働していなかったが、Phase3 以降は全領域で稼働している。そのため、本研究が Belle II 実験本番のセッ
トアップで行われた ARICH 検出器のはじめての性能評価である。Phase3 運転時現在の ARICH 検出器のチ
ェレンコフ角度分解能は、Bhabha イベントにおいて 4.7±0.1mrad、μ 対生成イベントにおいて 4.6±0.1mrad
であり、要求性能を満たしていることが確認された。
一方で Phase2 では検出光子数がシミュレーションと比較して 27.7±2.7%少なかった。その要因に対して、
量子効率の光検出器 HAPD 光電面に対する光子入射角度依存性と光検出器 HAPD 各チャネルの 1 光子検出
効率の 2 つの観点から評価を行った。評価結果から Phase2 における検出光子数の減少は後者が要因であ
り、Phase2 における 1 光子検出効率は 76.5±4.6%であった。Phase3 では閾値電圧の設定変更などにより最
適化され、Phase2 よりも検出光子数が増えた。Phase3 運転時現在における 1 光子検出効率について再び評
価を行い、検出効率 91.6±4.7%を得た。

ARICH 検出器の光子検出のイメージ図
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低エネルギー領域でのニュートリノと反ニュートリノ反応による二次粒子の解析
小坂井悠介（素粒子物理学教室）
素粒子は、自然や物質を構成している最小の粒子のことでその種類はいくつか存在してい
る。解明されていないことが多く、素粒子を理解することで宇宙についての解明につながる
と考えられている。素粒子の一つであるニュートリノはレプトンの一種で電子ニュートリ
ノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノの三種類存在しており、さらにそれぞれの反粒
子も存在する。素粒子の反応や性質を示す標準理論ではニュートリノには質量がないことが
示されていた。しかし、今まで様々な研究が行われてきた結果、ニュートリノ振動の発見に
よって、質量があることが解明された。例えば、OPERA 実験では、ミューニュートリノから
タウニュートリノに変わるニュートリノ振動による現象を 10 例発見されている。ニュートリ
ノは物質と非常に相互作用がしにくく、検出が困難であるため、その性質はまだ解明されて
いないところがある。
ニュートリノを直接検出することは難しいので、存在の有無を確かめる方法として、物質
と反応した時に出てくる二次粒子について着目した。二次粒子をたどっていくことで、反応
が起こったかどうかを確かめることができるからである。そのために、高い空間分解能が必
要である。ニュートリノによる反応から出てくる二次粒子の探索を行うため、本研究では検
出器としてサブミクロンの空間分解能をもつ原子核乾板を用いている。J-PARC から低エネル
ギー(約 1Gev)のニュートリノ及び反ニュートリノビームをそれぞれ期間を別にして鉄板と原
子核乾板を交互に積載された検出器である ECC に照射した。鉄板は反応数を稼ぐために用い
られている。ECC は 4 つの区分に分かれていて、用いた乾板は 25cm×25cm でそれぞれの区
分に 69 枚積載している。二種類のビーム照射の時期と一致させるために時間情報を与える
Shifter を ECC の後ろに設置している。反応による二次粒子の内、透過性の高いμ粒子の探索
を行い、飛跡をたどっていくことで反応が起こった場所を特定している。その際、外部から
入ってくる宇宙線などのバックグラウンドになる粒子と区別するために、ED チェック及びマ
ニュアルチェックを行った。ED チェックでは、反応点の周りのトラックを収集し、バックグ
ラウンドとなり得る thin トラックの除去を行っている。マニュアルチェックは各反応につい
て二次粒子を FTS を用いて、確認を行うことで反応とは関係のない粒子を除去している。現
在、ニュートリノ反応によるマニュアルチェックは完了し、反ニュートリノ反応によるマニ
ュアルチェックを行った。
Department of Physics, Faculty of Science, Toho University
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超微粒子原子核乾板 NIT における AgBr(I)結晶の飛跡形成のエネルギー閾値評価
佐伯加奈（素粒子物理学教室）

原子核乾板とは、AgBr(I)結晶がゼラチン溶液中にランダムに分布している乳剤を、支持体に塗布した荷
電粒子の飛跡検出器である。荷電粒子が原子核乾板に入射すると、そのエネルギーを吸収して励起された
電子が自由電子として振舞い、銀原子とハロゲン原子が形成される。この過程が繰り返されることで、感
光中心である銀原子の数が増えて現像を引き起こす潜像核へと成長する。
潜像形成効率とは、荷電粒子が貫通した結晶数のうち潜像形成が行われて現像された結晶数の割合のこと
で、原子核乾板の基礎特性を示す値であり、結晶 1 個レベルの飛跡シミュレーションに組み込むことで、
検出器の性能を見積もる際の指針となる値である。

今まで、荷電粒子による電離損失によって数百～数千個／結晶(直径約 70nm)の e-h 対生成が期待され
る状況下で、結晶 1 個に対する潜像形成効率の評価は行なわれてこなかった。それは、原子核乾板は
高い分解能を持つ故に、分解能が約 200nm の光学系で現像銀粒子数(以下 GD)を正確に測定するの
が、困難だったためである。本研究では、乳剤に乳剤製造時に使われる PVA を含むゼラチン溶液を添
加し、希釈することで、結晶間距離を広げて GD を定量的に計測することを試みた。
結晶サイズ約 60nm の超微粒子原子核乾板 NIT にエネルギー損失量の異なる(0.6～8.6[keV/10nm])C イ
オン(@放射線医学総合研究所重粒子がん治療装置 HIMAC)、Ar イオン(@HIMAC)、241Am α 線(@名古屋
大学)、Fe イオン(@HIMAC)を照射し、5℃のメトール・アスコルビン酸現像液に 10 分浸して現像処理
を施し、飛跡の GD を落射光学顕微鏡で計測した。また、本研究では未増感・亜硫酸ナトリウムによ
る塗布後増感の 2 種類の増感方法を施したサンプルを用意し、増感の違いが与える潜像形成効率の影
響も評価した。さらに、照射後に数ヶ月冷凍保管したサンプルから潜像退行の評価も行なった。そし
て、潜像形成効率から飛跡形成に必要なエネルギー閾値を見積もった。
未増感・塗布後増感の潜像形成効率の結果から、dE/dx に依らず亜硫酸ナトリウムによる増感の効果
を確認し、少なくとも 1.7 倍であることがわかった。
潜像形成効率の結果として、
C(dE/dx[keV/10nm]=0.51) : 16.5+0.5
−0.7 %
α(dE/dx[keV/10nm]=1.35) : 52.0+4.2
−4.1 %
Ar(dE/dx[keV/10nm]=3.77) : 40.1+0.7
−0.6 %
Fe(dE/dx[keV/10nm]=7.46) : 46.4±1.6%
を得た。

エネルギー閾値の結果として、
C(dE/dx[keV/10nm]=0.51) : 2.8keV
α(dE/dx[keV/10nm]=1.35) : 5.6keV
Ar(dE/dx[keV/10nm]=3.77) : 19.5keV
Fe(dE/dx[keV/10nm]=7.46) : 33.0keV
を得た。
dE/dx が大きいαが最も潜像形成効率が高くなったことを受け、潜像形成効率が重粒子と線源の違い
からなのか、αの dE/dx でピークを持つのかを確かめるため HIMAC にて He を撃ちこみ検証したい。
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SHiP 実験に向けたコンパクトエマルションスペクトロメーターの試験機評価
廣瀬寛士（素粒子物理学教室）
素粒子物理学の標準理論ではニュートリノは質量を持たない粒子として扱われてきた。しかし 1998 年の
スーパーカミオカンデ実験にてニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動が発見された。そ
の後νμ → ντ の観測が試みられるようになったが、ντ の反応で生成されるτは短寿命であるため、直接の検
出が難しかった。DONUT 実験や OPERA 実験でντ の反応の観測に成功したが、その数は合わせて 19 個しか
なく、ν̅τ の反応との識別も出来ないため、レプトンの種類の違いは質量の違いのみによるものであること
を示すレプトンユニバーサリティの検証は未だできていない。
CERN-SPS の SHiP 実験は未発見の粒子の探索を目標とする実験計画である。また、400GeV/c 陽子ビー
ムを高密度金属標的に照射し、ντ を多く含むビームを生成するので、ντ 反応自体の研究、そしてν̅τ の世界
初の識別が可能になると期待されている。そこで重要なのがタウレプトン崩壊娘粒子の電荷符号の識別を
可能とするコンパクトエマルションスペクトロメーター（CES）の開発である。CES は低密度支持体と原
子核乾板を交互にサンドイッチした構造で、τ粒子の崩壊生成物であるハドロンが通過する距離 3 cm の間
に、磁場による数 µm の粒子の曲がりを検出することでサジッタ法により電荷符号と運動量を測定するこ
とができる。先行研究の原理検証では、KEK PS にて 0.5~2.0 GeV/c のハドロンを 1 T の永久磁石中に設置
した CES に垂直照射した結果、乾板の面積 4 cm2 において荷電符号識別精度は 7σ以上であった。SHiP 実
験で実際に使用するにはより大面積で、より大きな角度を持った飛跡に対しても検出を可能にするため、
原子核乾板を拡大したうえで同様の性能が要求される。
そこで 2017 年に、より本実験に近い状況で照射試験をするために原子核乾板のサイズを 10×12.5 cm2 へ
拡大した CES スタックを CERN PS において 1T の電磁石中に設置し tanθ =±0.3 までの角度で 1.0 ~ 10
GeV/c の荷電ハドロンビームを照射して電荷符号判別試験を実施した。その結果、解析可能範囲約 70 cm2
で 6 GeV/c までの電荷符号を 2σ以上の信頼性で識別することができた。しかし、運動量分解能がシミュレ
ーションによる見積もりでは 20%程度であるのに対し、飛跡データの解析による実測値は 23.6%と完全に
は一致していない。運動量分解能に影響する主な要因は多重電磁散乱と飛跡検出精度であるが、それ以外
にも照射時の原子核乾板自体の歪みやたわみによる影響がある。照射実験時に原子核乾板の相対位置関係
が歪みやたわみにより設計時と変化しているならば、運動量分解能を示すサジッタの値に影響する。そこ
で包括的に解析を行うことで照射試験の結果をまとめ、かつ、ゆがみやたわみ、原子核乾板の傾きが無い
ところでは運動量分解能がシミュレーションの結果である 20%と一致するのか検証した。また、それに伴
い解析手法の改善を行った。
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カイラル磁性体中のスピン波伝播に対する数値的研究
杉下将哉（物性理論教室）

CrNb3S6 に代表される単軸のカイラル磁性体中では、 Dzyaloshinskii-Moriya 相互作用と Heisenberg 型
の強磁性交換相互作用が競合し、数十 nm 程度の周期で磁化がらせん状に配置されたカイラルらせん磁気
構造 (Chiral HeliMagnet,CHM) が実現する。この状態に、らせん軸に垂直な方向に磁場を印加することに
よって、らせん構造が周期的にほどけ、カイラルソリトン格子 (Chiral Soliton Lattice,CSL)と呼ばれる
特異な磁気構造に変化する。CSL の存在は 2012 年戸川らによって、単軸のカイラル磁性体 CrNb3S6 で、ロ
ーレンツ透過型電子顕微鏡での観測により証明された [1]。このような磁化構造は、外場に対して非常に
安定であり、マグノンデバイスに適しているため、近年注目されている。CSL は系の両端を固定すること
でソリトンを閉じ込めることができる[2]。その状態に交流磁場を印加すると、ソリトンが連成振動子のよ
うに振舞うことが数値計算でわかっている[3]。
本研究では CSL 中の集団励起状態によるスピン波伝播に対する数値的研究を行った。計算手法として
は、磁化の運動方程式を表す Landau-Lifshitz-Gilbert 方程式を 4 次の Runge-Kutta 法で解いた。初期状
態としてソリトンが 11 個入る系を用意し、一端にある 1 つのソリトンに局所的に交流磁場を印加すること
で、スピン波伝播の様子を調べた。印加する周波数は、この系で求めた CSL の共鳴周波数とした。共鳴周
波数で交流磁場を印加したところ、どの共鳴周波数でも強制強磁性の場合より大きなスピン波を伝播して
いることがわかった。また共鳴周波数が高くなるとソリトン同士の斥力で大きなスピン波を伝播するが、
最大共鳴周波数では、安定したソリトンの振動が損なわれスピン波の減衰が大きくなった。これは集団励
起されたソリトンが、ソリトン同士ペアを作りスピン波を伝播していたが、振動数が早くなることでソリ
トンのペアが生じづらくなり、ソリトン単独の振動が増えるためであると考えられる。スピン波振幅の距
離的な損失率は CSL では最小で約 53.14%、強制強磁性では約 99.93%となるので、減衰の少ないスピン波伝
播が明らかになった。
[1] Y. Togawa et al. Phys. Rev .Lett. 108,107202 (2012).
[2] Y. Togawa, et al. Phys. Rev. B 92, 220412 (2015).
[3] 小野寺純一 , 東邦大学 , 卒業論文 (2018).

図 1:CSL のイメージ。周期的な螺旋構造
を持つ CHM に外部磁場を印加することで
実現される。さらに大きな外部磁場を加
えると FFM となる。

図 2:CSL と FFM のスピン波伝播の違い。
系の一端に交流磁場を印加し、スピン波
伝播の大きさを計算した。スピン波減衰
率に大きな差が見られた。
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カイラル磁性体中に形成される
非対称スカーミオンと磁化ダイナミクスに対する理論的研究
室岡玲美（物性理論学教室）

カイラル磁性体は Dzyaloshinskii-Moriya（DM）相互作用、強磁性相互作用および外部磁場によるゼーマ
ン効果によって、スカーミオンと呼ばれる渦状の磁化構造を形成する。スカーミオンはトポロジカルに安
定した構造で、壊れにくく準粒子のようにふるまい、磁壁よりも小さい電流で駆動する。これらの性質か
ら、磁気記憶の情報担体への応用が期待されている。近年、カイラル磁性体に強い磁気異方性効果を加え
ることで、非対称な内部構造をもつスカーミオンが形成されることが報告された[1]。非対称スカーミオン
は図 1 のように、三日月形の反ボルテックス部分と円形のボルテック
ス部分から成り、中心の磁化は外部磁場に対してそれぞれ平行および
反平行を向く。さらに周囲の磁化は面直方向に磁化困難軸をとる磁気
異方性効果によって、面内に寝るような構造である。本研究は非対称
スカーミオンの電流駆動および振動磁場応答について調べ、新しいス
カーミオンダイナミクスの発見を目的とした。Landau-Lifshitz-Gilbert
方程式を 4 次の Runge-Kutta 法を用いて計算を行った。
図 1 非対称スカーミオン
1.

非対称スカーミオンの電流駆動
非対称スカーミオンは電流に対して回転を伴う並進運動を行うことがわかった[2]。対称なスカーミオ
ンは電流によって並進運動のみをするが、非対称スカーミオンの場合、三日月形部分が円形部分より
先行するように回転しながら移動する。回転運動が生じる原因が、非対称スカーミオンの内部構造で
は、三日月形部分が電流駆動による散逸力を強く受けるためであることを明らかにした。

2.

非対称スカーミオンの振動磁場応答
対称な構造をもつスカーミオンは振動磁場によって回転するモードが励起される[3]。さらに集団励起
したスカーミオン格子の磁化ダイナミクスからスピン起電力を計算すると、各スカーミオンで生じた
電圧が直列につながるカスケード効果が現れる[4]。これに対して非対称スカーミオンに振動磁場を印
加した場合には、内部構造が近づいたり離れたりを繰り返すモードが生じることがわかった。このモ
ードから計算されるスピン起電力は、スカーミオン内部の三日月形部分と円形部分の起電力がそれぞ
れ反対方向に向くために打ち消しあい、対称スカーミオンと比較して小さい電圧を得た。

[1] A. O. Leonov and I. Kézmárki, Phys. Rev. B, 96(014423), 2017.
[2] R. Murooka, A. O. Leonov, K. Inoue and J. Ohe, Sci. Rep., 10(396), 2020.
[3] Y. Onose, Y. Okamura, S. Seki, S. Ishiwata, and Y. Tokura, Phys. Rev. Lett.,109(03763), 2012.
[4] Y. Shimada and J. Ohe, Phys. Rev. B, 91(174437), 2015.
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量子モンテカルロシミュレーションによるカゴメ磁性体上のベリー位相の研究
石井航太（物性理論教室）

カゴメ格子上の反強磁性体において、特に平均磁化が全磁化の 1/3 の場合の量子相については、これま
で盛んに研究が行われてきたが、最近、異方的な場合[1]について、tripartite entangled plaquette 相の存在が議
論されている。この相では基底状態が断熱的に３量子ビット W 状態[2]につながり、ハミルトニアンの対称
性が完全に保たれている。このような相は古典的な秩序変数によって特徴づけることができず、トポロジ
カル変数のような新しい秩序変数による特徴づけが期待されている。
本論文ではこの異方的なスピン系において Z3 ベリー位相[3]を 27 スピンまでの系について Lanczos 法によ
る近似を用いた厳密対角化法によって計算し、この系では異方性が強くなると Z3 ベリー位相が 0 から 2π/3
へ転移することを示した[4]。そして、より定量的な分析を行うため、量子モンテカルロ法[5]によって 1728
スピンのまでの系について計算した。その結果、強磁性相が予想される領域と Z3 ベリー位相が量子化しな
い領域の一致、tripartite entangled plaquette 相が現れる領域と Z3 ベリー位相が 2π/3 に量子化する領域の一致
をそれぞれ定量的に確認した。これにより、Z3 ベリー位相が tripartite entangled plaquette 相を特徴づけるの
に有効なトポロジカル変数であることを示した。
[1] J. Carrasquilla, G. Chen, and R. G. Melko, Phys. Rev. B 96, 054405 (2017).
[2] W. Gür et al., Phys. Rev. A62, 062314 (2000).
[3] Y. Hatsugai, and I. Maruyama, EPL 95, 20003 (2011).
[4] T. Kawarabayashi, K. Ishii, and Y. Hatsugai, J. Phys. Soc. Jpn. 88, 045001 (2019).
[5] Y. Motoyama, and S. Todo, Phys. Rev. E 87, 021301(R) (2013).

図 1. カゴメ格子。異方的な場合のハミルトニアンは
ℋ = ∑[𝐽𝑏(𝑖,𝑗) 𝑆𝑖𝑧 𝑆𝑗𝑧 + 𝐽0 (𝑆𝑖+ 𝑆𝑗− + 𝑆𝑖− 𝑆𝑗+ )]
〈𝑖,𝑗〉

図 2. 異方性の強さと Z3 ベリー位相の関係。それぞ
れの円の色は右上の色相環に従って、Z3 ベリー位相
γ(mod 2π)の値を表す。また、円の半径はexp (−𝛿𝛾)
に比例する。

と表される。ここで、ボンド〈𝑖, 𝑗〉が上（下）向き

の三角形に属するときb(i, j) = 1(2) となる。
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ガラスキャピラリー光学系における紫外光マイクロビームの透過特性
河村俊哉（量子エレクトロニクス教室）
今日、マイクロビーム(µm オーダーの径を持つビーム)は多くの研究分野で広く用いられている。ま
た、実験をより高度なものにするためにビームサイズの微小化、集光技術開発が求められ、マイクロビー
ム生成法の開発も行われている。我々はマイクロビームの生成法として、「テーパー型ガラスキャピラリ
ーを用いたマイクロビーム生成」を提案している。ガラスキャピラリーとはガラス製の注射針であり、生
物分野の実験でよく用いられている。ガラスキャピラリーは µm オーダーのイオンビーム生成に使われ、
生物照射や表面改質といった実験に応用されてきた。ガラスキャピラリーを用いると必要なビームサイズ
を作ることができ、照射標的にピンポイントに近づけることができるといったメリットもある反面、イオ
ンビームの水中飛程は短く位置検出ができない。これを解決すべく、イオンビームが通るガラスキャピラ
リーに可視光レーザーを同軸入射し、イオンビーム照射のアシストをするための照準装置の開発が進めら
れてきた。この研究の応用として、入射光の波長を紫外領域にすることで、イオンビームなしでの生物照
射が可能になると考えられる。また、波長をさらに短くし X 線などに応用することができれば、分析分野
などへの応用の可能性も見えてくる。テーパー型ガラスキャピラリーを用いて生成した紫外光マイクロビ
ームの透過特性を調べることを目的とし、(1) 紫外光マイクロビームプロファイルの測定 (2) 紫外光マイク
ロビームの集束性能評価を行った。
(1) 紫外光マイクロビームプロファイルの測定
微小距離でのピンポイント照射を想定し照射距離を 17 µm に設定しスポットの大きさ及び形状を評価し
た。実験の結果、出口径が小さいほどスポットの大きさも小さくなった。また、照射距離 17 µm では距離
が遠いところで見られるフラウンホーファー回折の様な高次の縞が解消され、シャープなスポットであっ
た。また、ガラスキャピラリーを出射した光のプロファイルが照射距離によりどのような振る舞いをする
か、照射距離を変えて検証した。
(2) 紫外光マイクロビームの集束性能評価
1 pulse あたりのビームエネルギーを求めた。また、入射光のエネルギー密度と出射後のマイクロビ
ームのエネルギー密度から density enhancement を求めた。Density enhancement は最大で 160 あること
が分かり、テーパー型ガラスキャピラリーの集束性能を評価することができた。

照射距離によるプロファイルの違い(a)L = 1.7 mm (b) L = 17 µm
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高分解能レーザー分光による Ba 原子 6s5d 3D3 - 5d6p 3F4 遷移の分極率の測定
野村幸希（量子エレクトロニクス教室）

原子のシュタルク効果の研究は分光学的なデータが得られる重要な基礎研究テーマの一つである。シュ
タルク効果とは、1913 年にヨハネス・シュタルクによって発見された現象で、原子に外部電場を印加する
と、原子内で電荷分布が変化して原子準位に変化が生じるというものである。原子内部では、外部電場に
よって原子内の電子の電気双極子モーメントに偏りが生じている。電気双極子モーメントの偏りやすさは
原子個々で固有の尺度が存在しており、これを原子の分極率と呼ぶ。
シュタルク効果を定量的に検証するために、高分解能レーザーによる分光実験が始まった。レーザー光
は波長のばらつきが小さいため、スペクトル解析が容易となった。なお、原子のレーザー分光は現在にお
いても需要が高い。それは、最先端の原子物理研究、原子の永久電気双極子モーメント（EDM）の探索研
究、パリティ非保存における遷移研究に分極率を既知データとして用いるためである。
そのような背景をもつ中、我々東邦大学物理学専攻の量子エレクトロニクス教室では、単電子のアルカ
リ金属原子のシュタルク効果の研究を行ってきた。しかし、現在では価電子 2 個を持つバリウム Ba を研究
テーマとしている。それは、2 価のアルカリ土類金属は、アルカリ金属に比べ電子配置や準位が複雑であり、
理論研究において興味の深いものとなっているからである。Ba 原子 5d6p 配置の分極率研究についてはこれ
まで、3PJ や 3DJ、3F2、3F3 がなされてきた。しかしながら、3F4 については研究報告がない。
そこで本研究室は現在、波長 705.944 nm を持つ外部共振器型半導体レーザーと Ba 原子線を用いて、5d6p
F4 における分極率の測定を行っている。しかし、基底状態 1s2 1S0 から遷移させるのは困難であるため、一
旦準安定状態である 6s5d 3D3 にまで占有させてから実験を行う。準安定状態の Ba にレーザー光を照射して
6s5d 3D3 - 5d6p 3F4 遷移の分光を行い、高分解能スペクトルを観測した。
3

最大電場 70 kV/cm を掛け、6s5d 3D3 – 5d6p 3F4 遷移のシュタルクスペクトルを観測した。様々な大きさの
電場を掛けることで、シュタルクシフトと分岐を詳細に測定した。その結果、6s5d 3D3 – 5d6p 3F4 のスカラ
ー分極率を-86.3(12) kHz/(kV/cm)2、5d6p3F4 のテンソル分極率を-35.5(40) kHz/(kV/cm)2 と決定した。

Fig. 1 Ba 原子 エネルギー遷移図

Fig. 2 Ba 原子 6s5d 3D3 – 5d6p 3F4 遷移の
シュタルクスペクトル
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銀河団の非熱的電子による逆コンプトン散乱の放射スペクトル
春山慶太（宇宙物理学教室）
宇宙は様々な天体によって構成されており、その中でも銀河団は最大級の天体である。銀河団は、ダー
クマター、銀河、熱的粒子、非熱的粒子などから構成される。現在、ローレンツ因子 γ∼104 をもつ非熱的
電子の存在が多くの銀河団で確認されていることから、宇宙の構造形成過程において普遍的に非熱的粒子
が生成されてきたと考えられている。しかし現状では、非熱的粒子についての情報源はシンクロトロン放
射のみであり、それだけでは密度や起源などの詳細はわからない。そこで宇宙マイクロ波背景放射光子と
銀河団中の非熱的電子の間で起こる逆コンプトン散乱による放射が注目されている。今後、硬 X 線で逆コ
ンプトン散乱による放射が観測されれば、シンクロトロン放射との組み合わせで密度や磁場がわかること
が期待される。また、γ∼100 の電子は、γ∼104 の電子に比べて寿命が長いと考えられるため、γ∼100 の
電子が起源である紫外線領域における逆コンプトン散乱のスペクトルについて調べることも重要である。
そこで本研究では、逆コンプトン散乱による放射をはじめ制動放射やシンクロトロン放射などのスペク
トルの数値計算を行い、様々な波長帯で、どのような条件のもとで、どの放射が優位になるのかを調べ
た。また、逆コンプトン散乱による放射の時間変化についても考察した。一連の数値計算では、逆コンプ
トン散乱に対して従来用いられてきた近似解ではなく厳密解を用い、熱的制動放射は相対論的な補正を考
慮した。その上で、かみのけ座銀河団中で観測されたスペクトルをもとに、硬 X 線などで逆コンプトン散
乱による放射が観測されるために必要な条件を調査し、示唆されている上限との比較をした。
その結果、逆コンプトン散乱による放射スペクトルの厳密解の計算は、より低エネルギー・低周波数で
近似解との差が大きくなり、厳密解による数値計算が必要であることがわかった。また、熱的制動放射の
数値計算では、硬 X 線領域において、相対論的な補正を行う前後で 70%程度の差が生じることがわかった。
硬 X 線で逆コンプトン散乱を捉えるためには、銀河団の中心よりも外縁部の方が熱的粒子が低密度で、
熱的制動放射が弱くなるため、逆コンプトン散乱による放射が優位になりやすいことがわかった。また、
紫外線では、熱的制動放射に比べて逆コンプトン散乱による放射が卓越することが示唆された。一方、硬
X 線での非熱的制動放射は他の放射に比べて弱いため、観測するためにはより正確に他の放射を求める必要
があると考えられる。時間発展に関しては、γ∼104 の高エネルギー電子が生成されてから、低エネルギー
に落ち込み、熱的制動放射が卓越するまでの時間と、移流の速度が約 100km/s であるという仮定のもと
で、 非熱的電子は生成された場所から 10 kpc 程度の範囲に存在する可能性が示唆された。
さらに、かみのけ座銀河団の中心部から Mpc 程度の地点におけるシンクロトロン放射の観測データか
ら、非熱的電子の分布関数のべき指数が 3.5 程度になることが示唆され、非熱的電子のエネルギー密度が
熱的電子の 1 割程度、磁場が 10-2μG 程度の場合に、逆コンプトン散乱による放射は硬 X 線で熱的制動放射
よりも優位になることがわかった。
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超大質量ブラックホール周りにおける潮汐破壊現象の再現に向けた SPH コードの構築
御簾納俊徳（宇宙物理学教室）

ブラックホールとは、その強大な重力故に直接の観測が困難な天体である。その中でも、太陽質量の
105 ~1010倍程度の質量を持つものは超大質量ブラックホール(Super Massive Black Hole: SMBH)と呼ばれ、
一般相対性理論のテストなど、それを研究対象とするモチベーションは数多い。しかし現在、これらの観
測は AGN(Active Galactic Nuclei)など極端な状況に限られており、それらは存在している SMBH の約１％程
にも満たないと考えられている。よって、多くの SMBH についての性質を知るためには、これらとは独立
な方法を用いる必要がある。
そこで、本研究では SMBH 近傍を通る天体の潮汐破壊現象に着目し、それをコンピュータシミュレーシ
ョンを用いて再現することを目的として、流体コードの構築を行った。ここで、本研究では、空間 3 次元
における計算が容易で、かつ計算量が比較的少ないという利点から、流体計算法として SPH(Smoothed
Particle Hydrodynamics)法を採用した。
まず初めに、連続の式、運動方程式のみを解くコードを開発し、それを非平衡形状かつ冷たいガス雲の
衝突のシミュレーションに適用した（図１）
。次に、潮汐破壊現象では、強い圧縮や衝撃波による加熱によ
って温度上昇が伴うと考えられる為、内部エネルギーの時間発展も考慮したコードを作成した。その際、
数値不安定性を緩和する為、人工粘性項の挿入も行った。
次に、構築したコードを潮汐破壊現象に適用した。その際、非平衡
形状の天体では、自己重力によっても変形が生じてしまう為、潮汐力
に依るものとの判別が困難となってしまう。よって、初期条件として
平衡形状なガス球を配置する必要があるのだが、SPH 法によるこれら
の計算方法は、現時点で確立されていない。そこで、本研究ではまず
作成した SPH コードを用いて、平衡形状球の再現を行った。その際、
球を任意の球殻数で分割し、各球殻での粒子数を変化させることで、

図 1.ガス雲の衝突シミュレーション

Lane-Emden 方程式に従うような密度分布を近似的に構築した（図２）
。
その後、そのコードを時間発展させた結果、自己重力による収縮が生じ
てしまうという結果が得られた。そこで、初速度による過剰な収縮を抑
える為、速度に比例する粘性項を挿入した。それにより、粒子数 2000
個を用いたシミュレーションにおいて、平衡形状球の密度分布を十分再
現する定常的な結果を得ることに成功した。そして、そのコードに外力
として、Kerr 計量における疑似ニュートンポテンシャルを挿入すること
で、潮汐破壊現象の再現を行った。
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