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1

Eu 0 . 7 5 TiO 3 - δ の酸素不定比性と磁気特性
薄井

飛

EuTi1-xAlxO3，EuTi1-xScxO3 は Eu2+/Eu3+の混合原子価状態を持つ強磁性絶縁体であることが報告されてい
るが、強磁性発現の詳細なメカニズムについては不明である。本研究では EuTiO3 の Eu を欠損させるこ
とで、Eu2+/Eu3+の混合原子価状態を作り出し、EuTi1-xAlxO3，EuTi1-xScxO3 の磁気特性との比較研究を行っ
た。Eu2+の単一原子価を持つ試料 Eu0.75TiO3-δ (δ = 0.25)と混合原子価を持つ Eu0.75TiO3-δ (δ = 0.18)を作成
し、その磁気特性を調べた。しかし、予想に反して Eu0.75TiO3-δ は強磁性的振る舞いを示さず、反強磁性
転移を示した。この結果は、Ti4+と Al3+ (Sc3+)の固溶による乱れが強磁性相の発現に大きく影響している
という可能性を示唆している。

2

混合原子価を持つ Tb 酸化物 Ba1-xBixTbO3 の合成と磁性
安住 太希

混合原子価を持つペロブスカイト型遷移金属酸化物は高温超伝導や超巨大磁気抵抗効果などの興味深
い物性を示すことが知られている。しかし、希土類元素が混合原子価を持つペロブスカイト型酸化物は
報告例が少なく、それが物性に与える効果についてはほとんどわかっていない。本研究では混合原子価
を持つ Tb 酸化物 Ba1-xBixTbO3 の作製を行い、その磁性について調べた。Ba1-xBixTbO3 (x = 0)は 32 K 以下
で反強磁性的な振る舞いを示すが、0 ≦ x ≦ 0.2 では x の値が大きくなるにつれて、10 K 付近以下でフェ
リ磁性的な成分が現れる。これは Tb3+/Tb4+の混合原子価の影響だと考えられる。

3

焼成条件が NdBaMn1.88Ti0.12O6 の磁性に与える効果
糸瀬 達也

𝑅BaMn2 O6（R = 希土類）は室温での超巨大磁気抵抗効果（磁場を印加すると電気抵抗が数桁以上減少す
る効果）の発現が期待されている物質である。本研究では NdBaMn1.88Ti0.12O6 の焼成条件の違いがその磁
性にどのような影響を与えるのかを調べた。焼成時間が 1.5 時間の試料の強磁性転移温度 TC = 280 K、A
型反強磁性転移温度 TN = 260 K であることが先行研究から分かっている。試料の焼成時間を長くする
と、A サイト元素(Nd、Ba)の秩序度が低下し、その結果、強磁性的挙動が抑制され、TC、TN が低下する
ことが分かった。

4

(Fe1−𝑥 Mg𝑥 )2 Mo3 O8の磁気特性
井上 祐真

(Fe1-xZnx)2Mo3O8 は電気分極を持つフェリ磁性体であることから、最近注目されている。一方、Zn と同
様に非磁性である Mg で置換した(Fe1-xMgx)2Mo3O8 の試料に関する研究報告はほとんどない。今回、(Fe1xMgx)2Mo3O8 の x = 3/6, 4/6, 5/6 の試料を作成し、その磁気特性を調べた。x = 3/6 の場合、15 K 付近で磁気
転移が起き、フェリ磁性的な挙動が観測された。そして、x = 4/6 においては磁気転移が 8 K 付近に低下
した。今回観測した磁化の振る舞いは、過去の報告と多少異なっている。その理由は、試料の作成条件
により Mg の四面体サイトの占有率が変化するためと考えられる。
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5

反強磁性トポロジカル半金属 Ce2NiGa12 の単結晶育成
鵜飼 優輝

擬 2 次元的な結晶構造を持つ Ce2NiGa12 はトポロジカルに非自明な電子バンド構造を持つ反強磁性半金
属であり、磁場印加に伴う磁気構造の変化とトポロジーの相関を実験的に観測する上で理想的な系であ
る。本研究では、これまでに観測されている磁気抵抗効果を超えた、非自明なトポロジーと磁性の本質
的な相関を解明する事を目的とし、単結晶の合成を試みた。その結果、目的相とは異なる磁性トポロジ
カル物質 CeGa6 が育成された。育成条件の最適化を通じた目的相の合成と、本研究で得られた CeGa6 の
非自明なトポロジーの物性解明は今後の課題である。

6

非共線的磁気構 を持つトポロジカル半金属 HoNiAl の単結晶育成
小幡 智也

六方晶 HoNiAl は空間反転対称性のないトポロジカル半金属であり、常磁性-強磁性-非共線的磁気構造
相へと逐次相転移を示す磁性体である。本系は、非自明な磁気構造の上で系のトポロジーがどの様に発
現するかを実験的に解明する上で良い舞台となっているが、磁気輸送特性をはじめとする「相空間にお
ける磁性とトポロジーの相関」は未だ明らかになっていない。
本研究では磁性とトポロジーの絡み合いにより創発される新奇物性を明らかにすることを目的とし
HoNiAl の単結晶試料育成を試み、純良単結晶育成に向けての合成条件改善について議論した。

7

多重臨界点付近の Nd1-x Smx BaMn1.88Ti0.12O6 (x = 0－1)の物性
照沼 靖章

ペロブスカイト型 Mn 酸化物は磁場が印加されると電気抵抗が数桁以上減少する超巨大磁気抵抗(CMR)
効果を示すため、新しい磁気デバイスへの応用が期待されている。本研究対象である RBaMn2O6（R = 希
土類）は、CMR 材料の候補物質として期待されている。この物質の Mn を Ti で置換することで、Mn の
平均価数が＋3.5 から減少する（電子ドープに相当）。本研究では、多重臨界点付近にある Nd1xSmxBaMn2O6 に Ti 置換を行い、その物性に与える効果を調べた。Ti 置換の結果、多重臨界点の温度が低
下し、低イオン半径側へシフトする（強磁性相が低イオン半径側に広がる）ことが分かった。

8

PtBi2 の単結晶育成とフェルミオロジー
福原 迅士郎

本実験では、自己フラックス法を用いて三方晶の層状 PtBi2 単結晶試料を育 成した。 この物質は三重
縮退点を Fermi 準位に近い位置でもつことが知られ ており、その非自明なトポロジーに起因する新奇物
性の発現に興味が持たれて いる。本研究では磁化測定を行い de Hass van-Alphen(dHvA)振動から 4.5 T 及
び 43 T の 2 つの大きさの Fermi 面が観測され、三重縮退点が Fermi 準位近傍に存在することを支持する
結果が得られた。これは更なる Fermi 準位の制御を通じた非自明なトポロジーに起因する物性の解明にお
いて重要な礎となるものである。
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9

(Ni1−𝑥 Zn𝑥 )2 Mo3 O8の試料合成と磁気特性
夜久 美月

カミオカイト型酸化物(Fe1−xZnx)2Mo3O8 はマルチフェロイック特性を 示すことから、最近注目されてい
る。同じカミオカイト型構造を持つ、 Ni2Mo3O8 は磁気転移を示さない常磁性体であると報告されてい
る。今回、(Ni1−xZnx)2Mo3O8 の x = 0, 3/6, 5/6 の試料を作製し、その磁気特性を調 べた。過去の報告とは異
なり、x = 0 では、7 K で反強磁性転移が見られた。この違いの原因としては、組成ずれに起因する構造
の乱れにより、反強磁性転移が誘起された可能性が考えられる。x が増加すると、磁気転移温度は低温側
にシフトしていき、x = 3/6 では反強磁性転移が観測されなかった。

10

(Fe4/6Zn2/6)2Mo3O8 の作製条件による磁気特性の変化
山田 瑞貴

(Fe1−𝑦 Zny ) Mo3 O8 (0 < y < 1)は、温度や磁場の変化に対して複数の磁気転移(多段転移)を示すという興
2

味深い振る舞いが報告されている。しかし、この磁化の多段転移の起源は、まだ明らかになっていな
い。本研究では、様々な条件で(Fe1−𝑦 Zn𝑦 )2 Mo3 O8 (y = 2/6)試料を作製し、その磁気的性質を調べた。そ

の結果、磁化曲線に大きな違いが見られた。飽和磁化が理論値よりも小さい試料では、磁化の多段転移
が観測された。このことは、Zn2+と Fe2+の四面体サイトの占有率が多段転移に関係していることを示唆し
ている。
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素粒子物理学教室
1

ニュートリノ-鉄反応における低エネルギー陽子生成過程の研究
志村 観世

NINJA 実験では、ニュートリノ振動実験において困難とされている低エネルギー帯の反応断面積の精密測
定を行うために、空間分解能、粒子識別能力に優れた原子核乾板を用いることで、低エネルギー領域に
おける陽子の検出を可能とし、ニュートリノ-原子核の反応断面積の精密測定を目的としている。本研究
ではコンピューターのディスプレイ上に飛跡データを表示し飛跡のつながり確認してそのデータをまと
めた。また顕微鏡を使用して原子核乾板中の飛跡のデータの取得を行った。本研究では測定データの
内、陽子が二つ放出される事象に着目し解析を行った。

2

反ニュートリノ－鉄反応に伴うの二次粒子の粒子識別
豊田 善和

Sub-GeV から Multi-GeV の低エネルギー領域でのニ
ュートリノの反応を研究するために、鉄板と原子核
乾板が交互に積層した原子核乾板検出器に反ミュー
ニュートリノビームを照射した。NINJA 実験で使用し
た原子核乾板から飛跡データを取得し、本研究では
RUN6 の反ミューニュートリノビームの照射データを
用いて、反ニュートリノ反応の検出を試みた。二次
粒子の放出方向、放出角度と運動量の関係を調べる
ことで、二次粒子の識別を試みた。

NINJA 実験 RUN6 実験装置概略図

3

超微粒子原子核乾板を用いた sub-MeV 中性子測定
赤松 咲耶

暗黒物質直接探索実験において sub-MeV 帯の
環境中性子は背景事象となりうる。これまで
の測定では数 Mev 以上の測定はなされている
が、sub-MeV 帯の中性子についての詳細な情
報が無い。本研究では検出器として超微粒子
原子核乾板 (NIT) 、自動読み出し及び解析装
置として PTS4,chain3d を用いた。この測定系
が sub-MeV 帯の中性子に対して感度を持つ
事、65%以上の検出効率を有することを示し、
地上環境中性子測定を行い、シミュレーショ
ンによる予測値 0.86 × 10!" #$# /s に対し測定
値 1.9 ± 0.3 × 10!" #$# /s を得た。

中性子による反跳原子核事象(左)と放射性同位体によるα崩壊事
象(右)
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4

超微粒子原子核乾板における飛跡識別に関する研究
佐藤 凜太

NEWSdm は超微粒子原子核乾板(NIT)を用いた暗黒物質の方向探索実験である。NIT には電子事象によ
るバックグラウンドが多く存在しており、これの除去手法として機械学習の Convolutional Neural
Network (CNN)を使用する。本実験では N IT に中性子を照射し、これによる反跳原子核を暗黒物質の
擬似信号とすることで、電子事象と識別できるかどうかを検証する。その結果、擬似信号と電子の
識別が確認でき、S/N が約 10 倍も向上した。また今後、画像情報を増やして識別精度を上げる過程
で、CNN のネットワークを柔軟に作り替える必要がある。そのため、自作のネットワークの開発も
行った。

5

超微粒子原子核乾板における再現像処理を利用した光学応答感度の向上
茂木 駿介

NEWSdm 実験では、重力作用を通じて存在が示唆されている暗
黒物質の直接検出を目指している。検出器として、70 nm のハロゲ
ン化銀結晶が高密度で分散された構造を持ち、高い空間分解能を持
つ超微粒子原子核乾板 (NIT)と呼ばれる固体検出器を用いている。
NIT では Ag を潜像核として飛跡を観測する。しかし現像の過程で
微量の乳剤が溶け出すなどで Ag の周りに表面被膜が形成されると
考えられ、純粋な Ag 潜像核を観測できていない可能性があると考
えた。そこで再度現像処理をかけることで表面皮膜を取り除き、純
粋な Ag 潜像核の測定を目指した。
再現像 290MeV 炭素ビーム⾶跡

6

超微粒子原子核乾板中における局在表面プラズモン共鳴を利用した多波長解析による粒子識別
森崎 紘明

NEWSdm 実験は、様々な天体現象により存在が示唆されている暗黒物
質の直接探索を目指している実験である。検出器として、暗黒物質
検出のために開発された、ハロゲン化銀結晶が高密度で分散された
構造を持ち、非常に高い分解能を持つ超微粒子原子核乾板を用いて
いる。しかし、光学分解能限界によりその高い分解能を生かしきれ
ない。光学分解能を越える光学情報を取得するために、金属ナノ粒
子特有の光学応答である、局在表面プラズモン現象(LSPR)に着目し
た。本研究では LSPR を応用して、NEWSdm 実験で課題の一つであ
る、NIT 中での粒子識別が可能か検証した。
NIT 中のプラズモン共鳴
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物性物理学教室
物性理論教室

1

矩形キャビティ中の流体の数値解析
宮入 真菜

キャビティ流れとは一般的に空洞やくぼみなどの内部の流
れのことであり、非常に身近で重要な流れ現象である。本研
究では矩形キャビティ中の流体の流れを流れ関数－渦度法を
用いて数値計算を行い、内部での流れと渦の様子を示した。
具体的にキャビティの縦横の大きさを変化させることで長方
形の形を変え、レイノルズ数 400 と 4000 の場合でそれぞれ
の流れをシミュレーションした。その結果、高レイノルズ数
において渦に乱れが生じ、乱流とよばれる現象をとらえるこ
とができた。

高レイノルズ数における乱流の様子

2

多層パーセプトロンにおける活性化関数による機械学習の研究
小川 統士騎

本研究では、ニューラルネットワークの 1 種である層状ネ
ットワークのパーセプトロンにおける学習を行う。線形分
離不可能な識別問題について多層パーセプトロンを用いて
機械学習を行い、正しく分類できることが確認できた。次
に、学習回数と正答率の関係を活性化関数を変えて調べ
た。その結果、ランプ関数の方がシグモイド関数に比べ
て、より少ない学習回数で正答率が高くなることが分かっ
た。これは、本研究で学習させた問題が簡単な二次関数で
あったため、計算効率の良いランプ関数が適していたため
であると考えられる。

3

多層パーセプトロンによる排他的論理和の分類結
果(左)学習回数に対する正答率(右)

機械学習を用いた 3 次元空間の識別問題に対する研究
吉富 菜々

パーセプトロンとは人間の脳の神経細胞を数理モデ
ル化した形式ニューロンと呼ばれるものを入力層、中
間層、出力層の三層構造になるようにネットワーク状
につなぎものである。中間層は無いものを単層パーセ
プトロンと呼び非線形問題を解くことができない。ま
た中間層があるものを多層パーセプトロンと呼び非線
形問題を解くことができる。本研究では 3 次元空間の
任意の点を 100 点識別する問題を単層パーセプトロン
と多層パーセプトロンで学習させた。結果、単層パー
セプトロンでは学習することができず、多層パーセプ
トロンでは学習できた。また最終的に求まった重みで
学習させていない別の 100 点を識別させることもでき
た。
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4

ニューラルネットワークを用いた結晶構造解析
片桐 杏奈

結晶構造にキラリティをもつ物質は、右手系と左手系で生物に
対する作用が大きく異なる。本研究では、このキラル物質を得る
ための条件を、ニューラルネットワークによる分類モデルを用い
て調べた。化合物データベースからキラル物質、アキラル物質の
元素情報を得て、多層ニューラルネットワークによる機械学習を
行った。その結果、最も良いネットワークは 3 元化合物に対し
て、正解率 73.1%、適合率 71.8%の判定性能を示した。このネット
ワークを用い、信頼できるデータの範囲内で、3 種類の元素の組
み合わせを試したところ、キラル物質である可能性が高い未知の
元素の組み合わせを得ることができた。

5

(左)混同行列
未知のデータで作成した
(右)調整データの内訳(族番号)
青が全データ、赤がキラルデータ

畳み込みニューラルネットワークによる画像認識
関 駿吾

本研究では、ネットからダウンロードできるデータセット
「CIFAR-10」を対象に畳み込みニューラルネットワークによる画
像認識において、学習の効果を数値的に研究した。ネットワーク
は 20 層の深さまで解析を行った。その結果、学習の精度及び正答
率を上げるには、層の深さだけでなく特定のデータに過剰に適合
しすぎるのを防ぐために設定するパラメータや、画像の特徴を捉
えるための層や画像を分類するための層で設定するパラメータな
ど学習に関わるパラメータを適切に組み合わせることも重要であ
るとわかった。

6

（左）13 層でのデータ正答率と学習
回数の関係
（右）20 層でのデータ正答率と学習
回数の関係

トポロジカルな系のエッジ電荷
神山明日菜

カイラル対称性を持つトポロジカル系の境界に現れる分数電荷の空間
構造について数値的に調べた。特に１次元の Su-S c h r e i f f e r-H e e g e r
模型の場合に、厳密対角化の手法を用いて、系がトポロジカルに非自明
な場合には、半充填にすると、系の境界付近に 1 / 2 の電荷が現れること
を確認した。
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7

量子ポンプにおけるランダムネスの効果
中村 美月

サウレスポンプと呼ばれる量子ポンプ現象におけるランダムネス
の効果について数値的な研究を行なった｡特にクリーンな極限ではポ
ンプが起こらない場合に、ランダムネスの効果を取り入れて、実験
で見られているようなランダムネスによって誘起されるポンプ現象
が起こるかどうかを議論する。

8

2 次元トポロジカル超伝導体の数値的研究
早川 浩平

本研究では、2 次元のトポロジカル超伝導体のモデルに
おいて、境界の種類とエッジ状態の存在との関係を数値
的に調べた。特に d x2-y2 波の超伝導の模型で(100)面と(110)
面の 2 種類の境界を考えて、エッジ状態の有無とバルクの
トポロジカル不変量の対応を確認した。さらに、エッジ
状態のランダムネスに対する安定性も調べた。
2 次元の d x2-y2 波の超伝導模型に
2 種類の境界を与えた系の
波数依存のエネルギースペクトル
(100)面（左）と(110)面（右）

9

らせん磁性体の構造相転移に対する理論的研究
三谷 優樹

らせん磁性体は 1 軸方向に周期的ならせん構造を持つ磁性体
である。本研究ではこの磁性体中の磁化構造を数値的に計算し
た。スピン交換相互作用とジャロシンスキー－守谷相互作用を
取り入れ、磁化ダイナミクスのシミュレーションを行った。ま
た、らせん軸に垂直な外部磁場をかけることによりカイラルソ
リトン格子と呼ばれる磁化構造を得た。さらに、磁場を強くす
ることで強制強磁性状態への構造相転移を得た。

図１ らせん磁性体の磁化構造

図 2 カイラルソリトン格子の磁化構造
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10

らせん磁化構造の電流駆動に対する数値的研究
橋本 隆裕

本研究では、１次元のらせん磁性体に電流を印加したときの磁化
構造のダイナミクスを調べた。Landau-Lifshitz-Gilbert(LLG)方程式
に、スピン交換相互作用、Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用を考慮
し、４次の Runge-Kutta 法を使うことで、磁化のダイナミクスを計算
した。計算の結果、らせん磁化構造を得ることが出来た。さらに、
LLG 方程式に、電流によるスピントルク項を追加することで、らせ
ん磁性体が電子の流れる方向に駆動することを確かめた。電流の値
が大きくなると、らせん磁性体の駆動速度が大きくなることがわか
った。

11

磁気フラストレーション系における磁化構造の電流駆動に対する理論的研究
宮田 麻那

磁気フラストレーション系では、空間反転対称性が破れていない
にも拘らず、磁気渦のようなカイラリティ（掌性）を持つ磁化構造
も安定して存在する。本論文では、この系での磁化構造の電流駆動
に対する数値的研究を行った。研究では、次近接相互作用まで取り
入れた古典スピン系の磁化ダイナミクスを計算した。研究の結果、
磁化構造のトポロジカル量に対応して、電流に対して平行・垂直方
向に磁化構造が運動することが分かった。さらに、運動の際の磁化
構造の変化に起因して、速度が変化することも明らかにした。
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原子過程科学教室

1

ポアンカレ蛍光観測用集光光学系の開発
井上 花

孤立環境下に存在する高温分子の冷却過程は電子脱離、および振動輻射による赤外線放射が支配的と
考えられてきた。しかし、高温分子が逆内部転換により高振動励起した電子基底状態から電子励起状態
へ無輻射繊維した後にポアンカレ蛍光を放出して急速に冷却され分子負イオンが安定化することが確認
された。ポアンカレ蛍光放出による冷却機構をさらに詳しく解明するため、蛍光スペクトルなどポアン
カレ蛍光のより詳細な情報が求められている。
本研究では、ポアンカレ蛍光の精密分光実験に向けて蛍光測定における光学系の設計・開発を行っ
た。レンズとミラーを組み合わせたケージシステムを製作し、集光効率をシミュレーション計算結果と
比較した。

2

ポアンカレ蛍光精密分光の蛍光検出画像解析のシステム開発
満村 柚奈

これまで孤立環境下における分子の冷却過程は、振動繊維による赤外線放出と電子脱離による２つが
一般的と考えられてきた。しかし近年、振動励起状態から電子励起状態への逆内部転換を経てポアンカ
レ蛍光を放出する新たな冷却過程が確認された。本研究ではこのポアンカレ蛍光の詳細なスペクトル測
定を実現すべく、高い検出効率が見込める透明電極を用いたイオントラップ装置によるポアンカレ蛍光
のスペクトル測定システムに用いる分光器付き sCMOS カメラの制御プログラム開発を行った。

3

分光器付き sCMOS カメラを用いたレーザーアブレーションプラズマ観測
北川佳捺子

近年、孤立原子・分子のスペクトル測定実験が幅広い分野で注目されている。孤立環境下の分子に着
目するとその振動励起状態から電子励起状態への遷移後に放出されるポアンカレ蛍光過程の存在が確認
された。蛍光特性、特に蛍光スペクトルの詳細測定が期待されている。
本研究では原子過程科学教室で計画しているポアンカレ蛍光分光実験で使用予定の分光器付き
CCD/sCMOS カメラを用いたスペクトル測定のテストとして、Cu・Al 標的に対してレーザー光を照射し
たときに発生するレーザーアブレーションプラズマを分光器付き sCMOS カメラで測定し、波長範囲や波
長分解能などの観測を行った。

4

飛行時間差を利用した炭素鎖分子負イオンのイオン種選別
川中 匠

孤立環境下における高振動励起状態の分子・イオンの冷却過程において、振動エネルギーが電子励起
エネルギーに遷移する逆内部転換の後、電子遷移に伴い可視光を放出し冷却するポアンカレ蛍光の存在
が近年確認された。
ポアンカレ蛍光放出による冷却過程の詳細な過程を明らかにするために必要となる蛍光スペクトルな
どの詳細な情報を得るため、当研究室では透明なイオントラップ中に質量選別した分子イオンを閉じ込
めポアンカレ蛍光を観測する計画を進めている。
本研究ではレーザーアブレーションを用いて生成された多くの炭素鎖分子負イオンの中から一種類の
みを選別してイオン輸送するため、イオン通過タイミングに合わせて電極にパルス電圧を印加し、飛行
時間差を利用して目的のイオン種以外の軌道を逸らすことでイオン種選別を行った。
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5

星間分子負イオン輸送効率向上のためのイオンビーム軌道シミュレーション
片岡 健太郎

近年， 孤立環境下における負イオンの冷却過程の 1 つとして逆内部転換後に放出される「ポアンカレ
蛍光」の存在が確認された．東邦大学原子過程科学教室ではポアンカレ蛍光精密分光を目指したイオン
蓄積装置「T-P OT」を開発しポアンカレ蛍光の詳細な波長データの取得を目指している．
本研究では T-P OT へのイオン輸送効率向上を目指し， イオン輸送部の 90°イオン偏向を収束しつつ行
える四重極型イオン偏向器の荷電粒子軌道シミュレーションを行った．実験で用いるイオンの運動エネ
ルギーなどのパラメータから偏向器の各部電極の電圧の決定を行った．

6

レーザーアブレーションを用いた炭素鎖分子正イオンの生成 10-10.5
佐藤 由海

近年、宇宙空間のような孤立した環境における分子の冷却過程として、分子の振動励起エネルギーが
電子励起エネルギーに転換される逆内部転換を経て生じるポアンカレ蛍光が炭素鎖分子負イオン C4－、
C6－などで発見された。一方、炭素鎖分子正イオンもポアンカレ蛍光を放出することが予想されるが，未
だ研究は進んでいない。本研究では、レーザーアブレーションイオン源を用いた炭素鎖分子正イオンの
生成、および飛行時間質量分析による生成イオン種の同定を行った。

7

Ar の副殻励起スペクトルにあらわれる Fano 共鳴
鏑木 健太郎

電子と原子の衝突過程において、散乱電子が波として干渉し、共鳴散乱が生じることがある。共鳴散
乱では、散乱強度の増大や減少に伴って、電子エネルギー損失スペクトル上にはディップや非対称ピー
クなどの複雑な構造が観測される。本研究ではそれらを特徴づけるパラメータについて解析することを
目的とした。そこで、Ar の副殻 3s 軌道の電子励起による共鳴現象を観測したデータを元に、Breit-Wigner
と Fano の公式を用いて解析を行った。結果として、ピーク形状を特徴づける各パラメータについての情
報を得ることができた。

8

NH3 の電子衝撃解離によるフラグメント生成比の衝突電子エネルギー依存性
岩上 藍子

電子と分子の衝突では、そのエネルギーがイオン化エネルギーを大きく超えると、イオン化に伴って
分子が解離することがある。これをイオン化解離またはフラグメンテーションといい、質量分析にとっ
ては大敵であるが、一方でそれを解析することで、分子の構造や励起状態のポテンシャル曲線に関する
情報を得ることができる。本研究では、アンモニアの解離性の励起状態の情報を得るために、アンモニ
ア分子を対象として、衝突電子エネルギーによる分子イオンおよびフラグメントイオンの生成比の変化
を観測した。測定には散乱電子－イオン同時測定装置を用いたが、今回の実験では同時測定までにはい
たらなかった。

Department of Physics, Faculty of Science, Toho University

2020 年度卒業・修士・博士論文予稿集

9

イオン付着飛行時間型質量分析装置の装置の安定化
平戸 杏佳

呼気分析は、呼気に含まれる成分を分析し、健康状態や疾患を調べる身体に無侵襲な診断方法の 1 つで
ある。本研究室で開発されたイオン付着飛行時間型質量分析装置は、対象試料分子を壊さず(フラグメン
トフリー)に検出することが可能な装置であるため、呼気分析に適している。これまでに原理的な実験に
は成功しているものの、実際の分析装置としては定量性に問題がある。定量的な測定のためには呼気中
の各成分に対する検量線が必要なので、本研究では定量分析の第一歩として、呼気中の疾患と関係があ
る物質の中で検出効率の良いアセトンを用い、装置の安定性について調べた。

10

直交型イオン付着飛行時間型質量分析装置を用いた呼気の定量分析
佐藤 拓生

本研究室で開発を進めている直交型イオン付着飛行時間型質量分析装置は、イオンの引き出し方向と
検出方向が直交しているためにイオン源の状態に左右されずに高分解能を保ちつつ、対象試料分子を壊
さずに検出できる装置である。そのため本研究室では、この装置を呼気分析に応用しようとしている。
呼気分析は呼気中に含まれる成分を分析し、健康状態や疾患を調べる身体に無侵襲な診断方法の一つで
ある。これまでに原理的な実験には成功しているが、定性的にも定量的にもまだまだ問題がある。そこ
で本研究では、再現性のある条件の下で、バックグラウンドを減らし、呼気中の疾患と関係が深いアセ
トンを安定して得ることを目的とし、実験を行った。
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宇宙物理学教室

1

電荷を持つブラックホールによる高次元重力理論の検証について
加納 大己

アインシュタイン理論では電荷を持つブラックホールは中性化のために存在しないと考えられている
が、高次元重力理論では電荷を持つブラックホールが自然に導かれ、4 次元時空では Reissner-Nordström
ブラックホールとして存在する可能性がある。したがって、電荷を持つブラックホールの存在は、高次
元重力理論の検証につながる可能性がある。そこで本研究では、Reissner-Nordström ブラックホールと
Schwarzschild ブラックホールまわりにおける天体の軌道を数値計算によって調べ、電荷の有無による軌
道の変化を明らかにした。

２ 重力赤方偏移の効果を考慮した BlackHole Shadow のコード開発
宮

隼輔

2019 年の Black Hole (BH) Shadow の直接撮像の成功は BH 研究の新地平を拓いた。観測結果から情報を
得るには BH Shadow の数値計算が必要となる。そこで本研究では、前年度に開発された BH Shadow の
Ray-Tracing Code の再現・検証を行うと共に、(1) 任意の角度から BH を見込む場合、(2) 重力赤方偏移の
考慮、の 2 点の拡張を行った。(1) の拡張により、観測者と BH 赤道面との角度を赤道面から極地へとず
らすにつれて BH Shadow が縦方向に曲げられていくという事が明らかになった。

３ Gaia 衛星により測定されたセファイド変光星の年周視差と周期-光度関係
坂野 俊介
本論文では、Gaia 衛星によって測定された年周視差データを用いて、宇宙の距離梯子の根本を担うセ
ファイド変光星の周期-光度関係を決定した。従来、この目的のために利用できる年周視差データは限ら
れていたが、Gaia 衛星によって年周視差データの質と量が飛躍的に改善した。最新の Gaia Early Data
Release 3 の年周視差データを用いた結果、周期-光度関係の決定精度が著しく向上し、従来に比べて傾き
の誤差が 1/4 程度、切片の誤差が 1/5 程度に減少することがわかった。これは宇宙の距離梯子全体の精度
向上に寄与しており、ハッブル定数などの精密測定に大きく貢献すると期待される。
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４ セファイド変光星の周期-光度関係とハッブル定数
大竹 洋太朗
ハ ッ ブル 定数 の測 定値に 関 して 、宇 宙マ イクロ 波 背景 放射 を用 いた方 法 から は H0=66.93± 0.62
km/s/Mpc、距離はしごを用いた方法からは H0=73.24±1.74 km/s/Mpc が報告されており、両者の間には有
意な差異がある。本論文では、後者の土台となるセファイド変光星の周期-光度関係がハッブル定数の測
定値に与える影響を調べた。その結果、周期-光度関係の変化に対してハッブル定数は非常に敏感であ
り、セファイドの年周視差の測定結果が 10%程度変化すると、上述した差異を解消しうることがわかっ
た。これをもとに、Gaia 衛星による年周視差の精密測定の重要性についても考察した。

５ 光子計数型検出器の開発に向けた吸着冷凍器およびアンテナ特性の評価
黒澤 里沙
光子計数型強度干渉計の実現に向け、0.8K 小型吸着式冷凍器の冷却評価と電磁界解析ソフトウェアを
用いたアンテナ特性の評価を行った。冷却評価より、冷却温度は 0.70K まで下がり、0.4mW の熱負荷に耐
えられることからクライオスタット内部で運用が可能であることが分かった。アンテナ特性評価では、
アンテナの解析条件を決定したうえで二つの異なる解析ソフトの解析結果を比較し、アンテナの全長や
幅を変えることで現設計よりも指向性のよいパラメータを決定できることが分かった。

６ テラヘルツ光子計数型検出器の開発に向けた読み出し回路の開発とその評価
岩田 和之
光子計数型テラヘルツ強度干渉計に搭載する SIS 検出器を運用するために FET(Field-Effect-Transistor)を
用いた読み出し回路の開発を行った。SIS 検出器からの信号を読み取るためには、FET のキャパシタンス
が１fF 程度である必要がある。FET の基礎的な特性を見るために Si-JFET を用いた回路を設計し、ゲート
電圧とキャパシタンスの関係を評価した。ソースフォロワ回路の基礎的な特性を見るために Si-JFET を用
いて、電圧利得を評価した。両実験とも期待した特性が見れた。次に FET のキャパシタンス測定に向け
GaAs-JFET のボンディングを行った。GaAs-JFET(ゲート長 100μ,50μ)のキャパシタンス測定を行った。
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a-(BEDT-TTF)₂I₃の基板上薄片単結晶における電気抵抗の異方性
秋元 颯貴

擬 2 次元有機導体a-(BEDT-TTF)₂I₃は 135K で金属からスト
ライプ型の電荷秩序絶縁体に相転移する。これまでに転移温
度付近で電気抵抗率の面内異方性が増大する現象が知られて
おり、電荷秩序形成にともなう格子変形と関連した現象であ
ると考えられてきた。本研究では、a-(BEDT-TTF)₂I₃の薄片状
単結晶を基板に固定し、レーザーで異方性を調べやすい形に
加工して転移温度付近の電気抵抗率の面内異方性を調べた。
その結果、バルク結晶よりも 1 桁以上大きい顕著な面内異方
性が見られた。電荷ストライプに沿った b 軸方向の転移温度
はそれと垂直な a 軸方向の転移温度よりも 5K 程度低く、そ
の間の温度領域で擬 2 次元導体において他に類を見ない約 70
倍の面内異方性が観測された。結晶が基板に固定され、格子
変形が抑制されることで異方性が増大するとみられる。

2

シリコン基板に固定したa-(BEDT-TTF)₂I₃薄
片状単結晶における電気抵抗の面内異方性

有機ディラック電子系の電子−正孔対称性
倉田 真由美

3

50 x10

-3

40

ρ (Ωcm)

高圧下にあるa-(BEDT-TTF)2I3 で電荷秩序絶縁相に隣接した質
量ゼロのディラック電子系が実現した。質量ゼロのディラッ
ク電子と強相関効果の協奏は未開拓な分野であり、この物質
を舞台に強相関ディラック電子の物理展開が期待できる。本
研究では、この系の電子−正孔対称性を明らかにすることを
目的に、キャリアを注入した試料の量子磁気抵抗振動観測か
らディラックコーン対のフェルミ速度!!" , !!# を調べた。結
果、!!" /!!# ~0.91であることが分かった。これがこの系の電子
−正孔対称性である。さらに、磁場方向を 2 次元面に垂直な方
向から平行方向へ傾けることにより、)$ + +% ,と)$&' − +% ,
のランダウ準位の準位交差を観測した。
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0.5 K における磁気抵抗の角度依存性

電界効果トランジスタを用いた有機ディラック電子系のキャリア数制御

有機導体 α−(BEDT–TTF)2I3 は圧力下でディラック電子系となる
ことが知られているが、グラフェンで行われているような電界
効果によるキャリア数制御は行われていない。これは圧力下で
動作する良質な電界効果トランジスタ試料を作製するのが難し
いためである。本研究では、圧力下で有機導体を破損しない有
機絶縁膜および有機基板を用いて α−(BEDT–TTF)2I3 の電界効果
トランジスタを作製し、圧力下でディラック電子相に対する電
界効果ドーピングを試みた。その結果、n 型の電界効果が得ら
れ、シュブニコフドハース振動の解析から、電界効果によって
ディラック電子相のキャリア数を 8×1010 cm−2 程度変化させて
いることがわかった。
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有機ディラック電子系における磁気抵抗効果
竹内 健大

グラフェンで質量ゼロのディラック電子系が発
現されて以来、多種の物質でディラック電子系
が発見され、固体中電子の一類型として広く認
知された。その中の有機ディラック電子系に
は、バルクとして実現し、フェルミ準位がディ
ラック「点」に一致するという他の物質が叶わ
ない特徴がある。本研究では、ディラック
「点」における新しい物理現象を探索すること
を目的とし、有機ディラック電子系α −
(BEDT − TTF)( I) の磁気抵抗効果を調べた。低
温・磁場化で量子極限が実現する過程におい
て、磁気抵抗効果に臨界現象を見出した。

5

30K 以下における抵抗の磁場依存性(左)と指数7の磁場
依存性(右)

有機ディラック電子系における量子相転移
美名川 有沙
2
0.5 K
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有機導体α − (BEDT − TTF)( I) で、電荷秩序相に隣接した質量ゼロ
のディラック電子系が実現した。このように強相関電子系に隣接し
たディラック電子系はこの物質が初めてであり、圧力で電子相関効
果を制御できる唯一の系である。本研究では、「質量ゼロのディラ
ック電子系の電子間相互作用を強くしていくと、どのように電荷秩
序相に量子相転移を起こすのか」という問題に取り組み、この系の
層間磁気抵抗効果を圧力・温度・磁場をパラメーターに調べた。驚
くべきことに、質量ゼロの性質を保持したまま量子相転移を起こす
ことを示唆する結果を得た。
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有機導体a-(BETS)2I3 におけるシュブニコフドハース振動の解析
片桐 将志

有機導体 α-(BETS)2I3 は圧力下で有機ディラック電子系と
なる α-(BEDT-TTF)2I3 の類縁物質であり、最近、第一原理
計算によって常圧でもディラックコーンが存在する可能性
が示された。本研究では常圧の α-(BETS)2I3 におけるディラ
ック電子を確認することを目的として、接触帯電法による
ドーピングと磁気抵抗の測定を行った。シュブニコフドハ
ース振動の位相を電気抵抗および電気伝導度から詳細に調
べた結果、第一原理計算の結果と異なり、常圧でディラッ
ク電子は存在しないことがわかった。
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ホール素子を用いた EtMe3P[Pd(dmit)2]2 の圧力下超伝導検出
岩瀬 陽香

8

1
0.9
VH/VH(10K)

有機導体は大きな単位格子を形成していること
が、電子の運動エネルギーを低くするために、電
子間のクーロン斥力がその電子物性に重要な役割
を担う。電子相関効果により低温で絶縁体になる
有機導体が数多く存在するが、そのような有機導
体の一部で圧力印可に伴う新規の超伝導現象が発
見されている。そのなかで、低温で形成する
valence bond order (VBO)と呼ばれる状態に隣接し
た超伝導が EtMe3P[Pd(dmit)2]2 で実現した。電子対
を形成した VBO 相が超伝導発現にどのように関与
するのかという点で非常に注目されている。本研
究では、ホール素子を用いてこの系の圧力下超伝
導のマイスナー効果を検出することを目的にし、
温度-圧力相図を明らかにした。
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EtMe3P[Pd(dmit)2]2 の圧力下超伝導転移

分子性導体 EtMe3P[Pd(dmit)2]2 の一軸圧縮効果
今井 星麗

Valence Bond 秩序（VBO）状態からの超伝導
転移が分子性導体 EtMe3P[Pd(dmit)2]2 の静水圧
力下で発見された。本研究では、電子対を形成
した VBO 相が超伝導発現にどのように関与す
るのかという問題に取り組み、一軸圧縮法で異
方的に圧力をかけることから VBO 相と超伝導
相の関係性を調べた。VB 形成方向と垂直方向
への一軸圧縮では、VBO は弱い圧力で抑制で
きるが、超伝導現象は約 1K の低温まで観測で
きなかった。ところが、VB を形成する方向へ
の一軸圧縮下で、静水圧力の約 1/2 の圧力印加
で明瞭な超伝導現象を検出した。0.245GPa のと
き、超伝導転移温度は約 5K である。驚くべき
ことに、この超伝導は磁場に非常に強固であ
り、上部臨界磁場はパウリ極限(約 9.3T)を超え
ることがわかった。

EtMe3P[Pd(dmit)2]2 の一軸圧縮効果
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k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3 における曲げ歪みの効果
持田 律

強相関物質では電子同士が強く反発して
おり、キャリア密度とバンド幅を変えるこ
とで、絶縁体の状態から超伝導状態まで幅
広く性質が変わることが知られている。最
近、有機導体を用いることで一つの物質で
電子の数と動きやすさを同時に変えること
が可能になり、反強磁性モット絶縁相の周
りを超伝導相が囲んでいることが明らかに
なった。本研究では、長距離磁気秩序をも
たないモット絶縁相近傍の超伝導相を調べ
ることを目的として、量子スピン液体k(BEDT-TTF)Cu2(CN)3 の基板上結晶における曲
げひずみの効果を調べた。その結果、電気
抵抗から求めたひずみ-温度相図は定性的に
バルク結晶の静水圧-温度相図と一致するこ
とがわかった。

10

k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3 の電気抵抗から得た温度－歪み相図

k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3 に対する電気二重層ドーピング
人見 康太

モット絶縁体はバンド理論からは金属と期待さ
れるにもかかわらず電子間のクーロン反発によ
って絶縁化した物質である。モット絶縁体はド
ーピングまたは圧力によって金属化し、一部の
物質ではその過程で転移温度の高い超伝導が現
れる。最近、反強磁性有機モット絶縁体k－
(BEDT－TTF)2Cu[N (CN)2]Cl の同一試料におけるド
ーピングと圧力の同時制御と超伝導相図が報告
された。本研究では、反強磁性秩序を持たない
量子スピン液体と考えられているk-(BEDTTTF)2Cu2(CN)3 に対して圧力とドーピングの同時
制御を行って超伝導相図を得ることを最終的な
目的とし、k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3 に対する電気二
重層トランジスタを用いたドーピングを行っ
た。その結果、電気二重層ドーピングによる超
伝導体積分率の増大を示唆する結果が得られ
た。

k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3 の電気抵抗のゲート電圧・温度
依存性
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量子エレクトロニクス教室
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光周波数コムの広帯域化に関する研究
鈴木悠矢

周波数は最も高精度に測定できる物理量であり、さらに、
光周波数コムはその等周波数間隔性から光周波数の精密なも
のさしと言われる。一般的に、原子の電子遷移は可視波長域
に多く、分子の振動遷移は中赤外波長域に多いため、これら
を精密に分光するには光コムの波長域を拡大する必要があ
る。そこで本研究では、非線形光学効果を用いた光コムの波
長域の拡大を行った。光コムの発生光源としてモード同期 Er
ファイバレーザーを作成し、さらに Er 添加光ファイバ増幅器
(EDFA)と高非線形ファイバ(HNLF)を用い、光コムの波長域
拡大を試みた。その結果、図 1 に示すように、波長 0.9~1.75
µm の広帯域光コムの生成に成功した。

2

図 1 広帯域化された光コムの光スペクトル

可飽和吸収体ミラーを用いたモード同期ファイバレーザー光周波数コム光源に関する研究
保科 望

光周波数の精密なものさしである光周波数コムの発生光源
には、モード同期ファイバレーザーが広く用いられている。
一般的に、ファイバレーザーにおけるモード同期動作の実現
には可飽和吸収効果が必要である。そこで本研究では、光フ
ァイバ中の偏波状態に依存しない、半導体型の可飽和吸収体
ミラー(SESAM)を用いたモード同期 Er ファイバレーザーを開
発した(図 1)。数種類の SESAM と Er 添加光ファイバを用い
て、レーザー出力の光スペクトルや時間波形の評価を行った
結果、変調深さが 34%の SESAM を用い、かつ、波長 1.5 µm
において異常分散を有する Er 添加光ファイバを利得媒質とし
て用いることで、図 2 に示すように、モード同期動作特有の
半値全幅の広い光スペクトルを安定に得た。
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図 1 モード同期ファイバレーザーの構成
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図 2 モード同期動作時の光スペクトル

モード同期ファイバレーザーによる光コムの制御素子評価方法に関する研究
片峰 優
ミラー1
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光
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図 1 マイケルソン干渉計による制御素子評価系
振幅(mVp-p)

本研究では、小型なモード同期ファイバレーザーに
より発生される光コムの制御素子を開発し、その評価
方法に関する研究を行った。図 1 に示すように、ピエ
ゾ素子の先端に小型なミラーを取り付け小型な制御素
子を作成し、周波数応答特性を評価するためにマイケ
ルソン干渉計を構築した。マイケルソン干渉計の片方
のアームに制御素子を組み込み、ファンクションジェ
ネレータを用いて正弦波信号を印加したところ、干渉
信号の強度が印加信号の周波数で周期的に変化した。
さらに、印加信号の周波数を変えながら干渉信号の振
幅の変化を測定した結果、図 2 に示すように、印加周
波数が大きくなるに従い、干渉信号の振幅が小さくな
ることがわかった。
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図 2 印加信号周波数の変化に対する干渉信号
の振幅の変化
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全偏波保持型光ファイバを用いた光周波数コム光源の開発
小笠原礼人

光周波数コムは精密な光周波数のものさしとして 2000 年頃に
誕生した。光コムの発生光源にはモード同期ファイバレーザー
が広く用いられているが、環境変化により光ファイバ内の光の
偏光状態が変動するため、モード同期動作に不安定性が生じ
る。そこで本研究では、あらゆる環境下において安定なモード
同期動作が期待できる偏波保持ファイバを用いたモード同期フ
ァイバレーザーを開発した。図 1 に示すように、モード同期動
作を実現するために、非線形増幅ファイバループミラーを可飽
和吸収体として用いた。その結果、図 2 の光スペクトルに示す
ように、中心波長 1563.2 nm、スペクトル半値全幅 6.9 nm、平均
出力パワー0.166 mW、繰り返し周波数 26.8 MHz での光周波数コ
ムの発生に成功した。

5

図 1 全偏波保持型ファイバレーザー

図 2 モード同期動作時の光スペクトル

高分解能レーザー分光による Ba 原子 6s5d 1D2―5d6p 1D2 遷移の超微細構造の測定
和田 涼太郎

本研究では高分解能レーザー分光法を用いて、Ba 原子の
6s5d 1D2―5d6p 1D2 遷移(856nm)の超微細構造の研究を行っ
た。Ba 原子を基底状態 6s2 1S0 から準安定状態 6s5d 1D2 に占有
させた。その後、6s5d 1D2―5d6p 1D2 遷移(856nm)の高励起状
態に遷移させ超微細構造スペクトルを観測した。スペクトル
の解析から同位体シフト及び超微細構造の磁気双極子結合定
数と電気四重極結合定数を求めた。

図：6s5d1D2-5d6p1D2 遷移における
Ba の超微細構造スペクトル

6

Ba 原子の高励起状態 5d6p 1D2 における g 因子の測定
太田 貴栄
4

3

Intensity [kCounts/100 ms]

高分解能レーザー分光を用いて、高励起状態における Ba
原子のゼーマン効果の実験を行った。電気放電により、Ba 原
子を基底状態 6s2 1S0 から準安定状態 6s5d 1D2 に占有させ 6s5d
1
D2→5d6p 1D2(856 nm)遷移のスペクトルを観測した。外部か
ら磁場をかけ、ゼーマンスペクトルの観測を行い、上準位
5d6p 1D2 の!! 因子を 0.864(15)と求めた。
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図：Ba の 856.2 nm 遷移の
ゼーマンスペクトル
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Ba 原子の高励起準位 5d6p 3F4 の寿命測定
鴻池 さくら

外部共振器型半導体レーザーを用いて高分解能レーザ
ー分光により Ba 原子の高励起状態 5d6p 3F4 の寿命の測定
を行った。まず Ba 原子の 6s5d 3D3―5d6p 3F4（705.944nm）
遷移の超微細構造スペクトルを測定し、次に寿命の測定
を行った。なお寿命測定の際、ドップラー効果により、
原子線の速さを測定し、スペクトルの残留ドップラー拡
がりを計算した。4 種類の同位体 135Ba,136Ba,137Ba,138Ba を
用いて、5d6p 3F4 準位の寿命を 97.0±4.4ns と求めた。
図：90°, 45°方向レーザー入射のスペクトル
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ガラスキャピラリーにおけるレーザーマイクロビーム形状の平行移動依存性
田山優雅

ガラスキャピラリーと呼ばれるガラス製の注射針の中
に半導体レーザー（波長 375nm）を通し、紫外線レーザ
ーマイクロビームの形状を、ガラスキャピラリーをビー
ム軸に対して平行移動させるという条件のもとで調べ
た。結果として、ビームのピーク位置は平行移動させた
分だけ移動すること、最大パワーは左右対称な減り方を
すること、ビームの透過縞は変化しないという結論を得
た。また、出口径が小さく約 30µｍ以下のキャピラリー
では、透過縞ができにくく、ピーク位置のずれも平行移
動距離と一致しないということも確認できた。
図：平行移動距離とピーク位置のずれ（出口
径 60µｍ）
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ガラスキャピラリーにおけるレーザー光の透過特性のシミュレーション
山口航平

ガラスキャピラリーを通過したレーザー光の透過特性
を、python 言語によるシミュレーションで調べた。最初に
傾きが一定のキャピラリーの透過特性を求め、動作確認を
行った。また傾きが一定ではない、実際のキャピラリーの
透過率をシミュレーションした。その結果、透過率の計算
値は実験値の傾向を再現でき実験値と完全に一致しなかっ
た。さらに、透過率の屈折率やキャピラリーのテーパー
角、入射レーザー光の強度分布への依存性もシミュレーシ
ョンし、その特性を確認することができた。
図:透過率の実験値とシミュレーションの
比較
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波形測定によるパルスレーザーのガラスキャピラリーにおける透過特性の研究
福田 彩実

テーパー型ガラスキャピラリー光学系（出口径 40～80
㎛）に波長 405 nm、パルス幅 36 ns のレーザービームをレン
ズを使い透過させ、高速フォトダイオードを用いて出射され
たマイクロビームのパルス波形を測定した。パルス波形の面
積を求め透過率を求めた。また、入射レーザーの波長と出口
径ごとの出射パルス波形の違いについて調べた。結果、各出
口径で繰り返し周波数が 1 MHz、5 MHz、10 MHz と高くなる
と、透過率は若干低くなることがわかった。

図：各繰り返し周波数における出口径ご
との透過率
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