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エレクトロスプレーイオン源の開発

 江淵欣久 
指導教員 中野祐司 

実験目的、背景 
太陽系には地球や火星、ガスでできた⽊星など様々な星が存在する。この星たちは同じ惑星系
でも異なる⼤気組成を持っている。星は分⼦雲と呼ばれるガスの塊の中で、ガス⾃体の重⼒に
よって収縮することで形成される。分⼦雲の 8割を⽔素やヘリウムが占めているのに対し、な
ぜ形成される星にこのような違いが⽣まれるのかは明らかになっていない。我々は分⼦雲内の
構造異性体に注⽬した。これまでの研究で、星間空間内に様々な異性体(CH3CN,CH3NCなど)
が存在することが明らかになっている。シアノ基を持つ化合物が多く見つかる一⽅でとイソシ
アノ基を持つ化合物あまり発見されていないことなど、多くの謎が残されている。中野研究室
ではこの異性体の違いががどのような物質進化、化学進化の過程を経てできるものなのかをを
調べ、ガスの状態や形成史を追究するため、移動管を⽤いた異性体分離実験を進めている。
我々はその前段階として星間分⼦などの⽣成のためのエレクトロスプレーイオン源の開発と、
効率的にイオンを収束させ、輸送するイオンファネルの開発、動作テストを⾏った。 

実験概要 
z 実験装置の構成と実験の概要
以下の図１に実験装置の構成を⽰す。左からエレクトロスプレーイオン源、イオンファネル、
四重極質量分析器、⼆次電⼦増倍管で構成される。エレクトロスプレーイオン源からイオンを
噴出し、イオンファネルで収束させ、四重極質量分析器（以後 Qmass）、⼆次電⼦増倍管で検
出した。本実験では図１のキャピラリー後、イオンファネル後、Qmass後の三点にファラデ
ープレートを設置し、ピコアンメーターを⽤いてイオン電流の測定を⾏った。また、イオンフ
ァネル内の荷電粒⼦の軌道シミュレーションを⾏い、イオンファネルの電源設計、開発も併せ
て⾏った。 

z イオン電流測定
1. キャピラリー後：キャピラリー後のイオン電流測定では、エレクトロスプレーイオン源の
試料の流速度、針への印加電圧、針とキャプラリー間の距離 の三つのパラメーターを変
化させ、イオン電流の測定を⾏った。

2. イオンファネル後：イオンファネルに印加する AC電圧の周波数、振幅を変化させ、イオ
ン電流の測定を⾏った。

3. Qmass後：Qmassに AC電圧のみを印加し、Qmass後のイオン電流の測定を⾏った。
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実験結果 
キャピラリー後のファラデープレートに入射したイオン電流の測定結果を以下の図に示す。イオ

ン電流の測定では、試料の流速、針への印加電圧ある、針とキャピラリー間の距離の三つのパラ

メーターを変化させ、イオン電流の差を検証した。イオン電流は試料の流量が少なく、高くなる

傾向にあることが見えた。またキャピラリーとの距離は近いほどイオン電流は高くなる。流速が

早くなるほど、スプレーに必要な電圧が大きくなるため、今回の測定範囲の中では、流速の小さ

い時の方がイオン電流が高くなったものと考える。また、キャピラリー間の距離に関しては、大

気圧化でスプレーするため、距離が遠いほど、外部の影響を受けやすくなり、キャピラリー内に

入射しにくくなったためと考える。 
その他の結果に関しては、発表にて行う。 

図２ イオン電流の測定結果（キャピラリー後） 
まとめ 
本実験では、イオン源の開発、イオンファネルの設計、高周波電源づくりなど、装置開発を行い、

性能の評価を行った。 

図 1 実験装置 全体図 

エレクトロスプレーイオン源→イオンファネル →Qmass→二次電子増倍管
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Three-dimensional structure of thermal tides in the Venus atmosphere 
  Masahiro Akiba 

Supervisor: Makoto Taguchi 
1. Introduction

Fast westward wind which is 60 times faster than the rotation
speed of the solid body of Venus is called superrotation. How the 
superrotation is maintained has been one of deep mysteries of the 
Venus atmosphere. 

It is known that thermal tides are excited in the Venus 
atmosphere where most of solar energy is absorbed by the upper 
cloud layer. The vertical distribution of temperature in the 
altitude range of 65-100 km obtained by OIR (infrared 
radiometer) on board Pioneer Venus showed that a semidiurnal 
tide is predominant in the equatorial region and that its vertical 
phase is tilted [1]. Vertical temperature distributions observed by 
the Venera 15 infrared spectrometer showed that diurnal and 
semidiurnal tides predominate at high latitudes in the altitude 
range of 55-72 km and at low latitudes in the altitude range of 58-90 km, respectively [2]. It was also 
suggested that downward propagation of the semidiurnal tides excited in the cloud layer may contribute 
to the acceleration of superrotation by transporting eastward momentum to the ground (Fig. 1) [3, 4]. 
Therefore, studies on the vertical structure of the Venus atmosphere has been tried in the past, but 
detailed analysis of thermal tides has not yet been sufficiently conducted due to restrictions on the 
measurement range and period of observation. 

Longwave Infrared Camera (LIR) on board Akatsuki acquires a distribution of thermal infrared 
radiation emitted from the cloud-tops with wavelengths around 10 µm, providing a brightness 
temperature distribution with a temperature resolution of 0.3K. The altitude where thermal radiation 
captured by LIR is emitted changes depending on the slant angle of emission with respect to the local 
zenith [5]. Using this dependency an altitude distribution of temperature can be derived from a brightness 
temperature map obtained by LIR. Using this method the global structure of thermal tides was clarified 
[6]. Following this study detailed analysis of the wind fields derived from the UV images revealed that 
the tidal waves are the main source of acceleration for superrotation by vertically and horizontally 
transporting momentum to the equatorial cloud-tops [7]. In the present study, the three-dimensional 
structure of the thermal tides is more precisely and widely analyzed, and the vertical structure of the 
thermal tides and the heating source region in which the thermal tides are generated are discussed. 

2. Data and Analysis
Level-2C data of LIR obtained during the observation

period from October 19, 2016 to May 28, 2020, which 
corresponds to approximately 5.8 Venusian years, were used 
in the present study. Among the data, images in which a 
whole Venus disk was captured at a distance between Venus 
and the spacecraft of 60,000 – 100,000 km (9.9 – 16.5 RV) were 
selected so that a sufficient number of pixels for retrieving 
profiles of limb darkening were contained in the Venus disk.  

The calculated effective altitudes, which are altitudes LIR 
senses, at each latitude are shown in Fig. 2 as functions of the 
emission angle [8]. The effective altitude increases as the 
emission angle increases for all latitudes, although slight 
differences exist between the profiles. The differences 

Fig. 2.Effective altitudes where LIR 
senses as functions of emission 
angle for each latitudinal zone. 
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between the maximum and minimum effective altitudes are approximately 7 km. 
Using the relations between the emission angle and the effective altitude brightness temperature 

values of a three-dimensional coordinate in latitude, local time, and effective altitude were determined 
for each pixel in a Venus disk for all images [8]. Then, zonal cross sections of brightness temperature were 
calculated for the latitude zones of 0°-30°, 40°-50°, 55°-65°, 70°-80°, and 80°-90°. 

3. Results
Fig. 3 shows the temperature anomalies from the zonal mean in a zonal cross section in the equatorial

region (latitudes of 0°-30°) for the wavenumber components of (a) one (diurnal tide) and (b) two 
(semidiurnal tide), respectively. The semidiurnal tide component is predominant, and the phase is 
windward tilted as the altitude increases. This suggests that the thermal tide is generated deep in the 
cloud layer by solar heating and propagates upward. The derived vertical amplitude distribution of the 
diurnal and semidiurnal tides above ~68 km is mostly explained by the classical theory of thermal tides. 
The vertical wavelength of semidiurnal tides was derived from the tilt angle of the phase in the altitude 
range shown in Fig. 3 to be about 20 km. The zonal wind speed was estimated using the vertical 
wavelength and the dispersion relation equation of gravity waves to be 85 m/s [9, 10], which is consistent 
with the zonal wind speed of the actual superrotation (100 m/s). This evidence supports the idea that the 
thermal tides propagate upward 
and downward with eastward 
momentum to maintain the 
superrotation. Comparing the 
phases of the thermal tides 
obtained by this study with those 
obtained by a numerical simulation 
with a Venus GCM [11], the 
altitude region of solar heating 
should be 60-70 km slightly lower 
than that given in the simulation. 

4. Conclusion
In this study, the vertical structure of temperature near the cloud-top region in the Venus atmosphere

is studied using data obtained by the long-term observation of LIR. The amplitudes of the diurnal and 
semidiurnal tide components are consistent with the past observations and the prediction by the classical 
theory of thermal tide. The result strongly supports the idea that the thermal tide at the cloud top 
contributes to the maintenance of superrotation by transporting the eastward momentum to the ground. 
The zonal wind speed estimated from the vertical and horizontal wavenumbers of the gravity wave 
identified in the equatorial region as the semidiurnal tide roughly agrees with the observed speed of the 
superrotation at the could top. The method reconstructing a three-dimensional thermal structure of a 
planetary atmosphere may be applicable to an exoplanet when an observation technique with an ultra-
high spatial resolution will be available in the future. 

References 
[1] Schofield & Taylor., et al., (1983). [2] Zasova, L. V., et al., (2007). [3] Matsuda and Takagi., et al., (2007).
[4] 京都産業⼤HP. [5] Taguchi, M., et al., (2007). [6] Kouyama, T., et al., (2019). [7] Horinouchi, T., et al.,
(2020). [8] Sato, M. T., et al., (2014). [9] Pechmann & Ingersoll et al., (1984). [10] Ando, H., et al., (2018).
[11] Takagi, M., et al., (2018).

Wind 
(b) Semidiurnal(a) Diurnal 

Fig. 3. The diurnal and semidiurnal tide components 
in the equatorial region. 
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地球型系外惑星⼤気の検出に向けた、酸素原⼦の密度分布推定 

Distribution of oxygen atoms for detecting Earth-like exoplanetary atmosphere 

 村岡徹 

指導教員 ⻲⽥真吾 

1.はじめに

これまでに 4000 以上もの系外惑星が発⾒されており、中には主星のハビタブルゾーン（以下、HZ）に存在

し、地球と同程度の⼤きさを持つと考えられている惑星もある。現在では、系外惑星の表層環境を推定する

ため、系外惑星が恒星の前⾯を通過（トランジット）中に分光観測を⾏うことで、惑星本体の遮蔽による減

光に加えて⼤気の吸収及び散乱による減光を検出し、系外惑星の⼤気に酸素が存在するかどうかを推定する

という観測計画が進められている。 

本研究の⼤⽬標は、地球と同じような系外惑星を⾒つけることである。そのため、M 型星の TRAPPIST-1 

[1] 1、そして K 型星の HD85512[2]2の HZ に地球があった場合の酸素原⼦の密度分布推定と、紫外線宇宙望

遠鏡 WSO-UV3による観測を想定した酸素原⼦検出効率の計算を⾏なった。 

2.High-EUV 環境での地球型惑星の⼤気膨張

本研究で対象にした恒星の HZ 内では、極端紫外線(EUV; <1000

Å)を地球よりはるかに強く受ける。さらに、系外惑星が、⼆酸化

炭素が少なく酸素が豊富であるといった地球のような⼤気を持っ

ていた場合、その⼤気は電離熱・解離熱によって加熱されて⾮常

に⾼⾼度まで膨張する[3]。このとき、トランジットが起きていれ

ば恒星の酸素輝線が光学的に厚い酸素⼤気に吸収・散乱されるの

で、酸素原⼦を検出できる。 

本研究では、熱圏以下を地球の中間圏・熱圏と整合性の取れて

いる１次元⼤気モデル[4]で連続⽅程式、運動量保存の式、エネル

ギー保存の式を解いて TRAPPIST-1 の HZ 内に発⾒されている惑

星 TRAPPIST-1 eや f、また、HD85512 の HZ に置かれた地球⼤

気の膨張の程度を⾒積もった。結果を Fig. 1 に⽰す。 

3.外圏における酸素原⼦のエネルギー状態と密度分布について

実際の観測で考慮する酸素原⼦の輝線は３本存在し、その波⻑は 1302Å、1305Å、1306Åとなっている。

これらの輝線はそれぞれ 3P2(基底状態)、3P1、3P0 という近いエネルギー準位の酸素原⼦に吸収・散乱される。

そこで、外圏中の酸素原⼦の、⾃然放射による脱励起や吸収による励起といったエネルギー準位の遷移を考

慮して、酸素原⼦の１次元数密度分布をエネルギー準位ごとに計算した。考慮したエネルギー準位の遷移の

概念図と、酸素原⼦数密度分布の計算結果を Fig. 2 に⽰す。 

1 スペクトル M8 型の⾚⾊矮星。トランジットを起こす系外惑星が７つ確認されている。 
2 スペクトル K5 型の恒星。惑星 HD85512 b を持つが、トランジットは確認されていない。 
3 World Space Observatory Ultra Violet (WSO-UV)。ロシアの宇宙機関によって計画されている宇宙望遠鏡であり、2025
年に打ち上げ予定である。 

Fig. 1 各位置に地球を置いた場合の熱圏
以下の⼤気の広がり 
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Fig. 2 酸素原⼦におけるエネルギー準位の遷移の概念図（左）と、 
TRAPPIST-1 e の場合の、酸素原⼦数密度分布の計算結果（右） 

4.検出に必要な観測回数の計算

Fig. 2 に⽰した酸素原⼦の数密度分布を⽤いて、トランジット時の各酸素輝線の強度計算や、輝線強度を合

計した光度曲線の作成を⾏った。系外惑星が恒星ディスクの中央を通過するトランジット中⼼での酸素輝線

の減衰の様⼦を Fig. 3 に⽰す。また、光度の減衰を 5σの精度で検出できるトランジット積算回数を⼤気の

検出に必要な観測回数とすると、TRAPPIST-1e では 27 回、HD85512 の HZ では 1回の観測で系外惑星の

酸素原⼦を検出できる結果となった。必要な観測回数まで積算した光度曲線を Fig. 4 に⽰す。 

Fig. 3 TRAPPIST-1 e の場合におけるトランジット中⼼での各酸素輝線の減衰の様⼦ 

Fig. 4 酸素原⼦を検出できるまで積算した光度曲線 
（左：TRAPPIST-1 e の場合、右：HD85512 の HZ の場合） 
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スカラー・テンソル理論における disformal結合した物質からなる星について
Disformally coupled stars in scalar-tensor theories

池田拓人
指導教員 　小林努

1 はじめに
重力理論の研究は広く行われているが、その中でも一般相対論で説明できない事象を解決するための手法として、
重力理論を拡張する修正重力理論の研究も盛んに行われている。修正重力理論の代表例は、一般相対論にスカラー場
の自由度を加えたスカラー・テンソル理論であろう。このスカラー・テンソル理論のうち、あるクラスの理論では異
なる理論同士が disformal変換という計量の変換で結びついていることが知られている [1]。このような理論同士の対
応関係を物質を含めて考えたとき、自然に disformal結合した物質が現れる。しかし、このような非最小結合した物
質についての球対称解はあまり探られていない。そこで、以下では disformal結合した物質の球対称解を考察する。

2 Disformally coupled stars
まず、物質と disformal結合したスカラー・テンソル理論

S = Sgrav[gµ! ,!] + Sm[ḡµ! ,"m]

=
!

d4x
!

"gLgrav(gµ! ,!) +
!

d4x
"

"ḡLm(ḡµ! ,"m) (2.1)

を考える。ここで傍線付きの計量 ḡµ! は disformal計量

ḡµ! = A(!, X)gµ! + B(!, X)!µ!! (2.2)

を表している。ただし !µ := #µ!と X := "!µ!µ/2である。ここで、静的球対称時空を仮定する。

ds2 = "e!(r)dt2 + e"(r)dr2 + r2 #d#2 + sin2 #d$2$ (2.3)

このような静的球対称時空であってもスカラー場にシフト対称性を課せば、µ ($= 0)を定数として、以下のような
スカラー場が時間に線形に依存している配位を考えることができる。

! = µt + "(r) (2.4)

以降ではこのような配位を仮定して議論を進める。このとき、エネルギー運動量テンソルとして

T µ! = 2!
"g

% (!"ḡLm)
%gµ!

=

%

&&'

e!!&(r) '(r) 0 0
'(r) e!"P (r) 0 0

0 0 P (r)/r2 0
0 0 0 P (r)/(r sin #)2

(

))* (2.5)

のような配位が許される。ここで '(r) = T trは動径方向の熱流束を表しているが、通常の物質では保存則#!T µ! = 0
から自明に ' = 0が従うため、この物質は理想流体に帰着する。しかし以下にみるように、disformal結合した物質
では、一般にエネルギー運動量テンソルにこのような項が存在しなくてはならないことが示される。
まず、この物質についてのスカラー場のエネルギー運動量テンソルを

T# := " 1!
"g

% (!"ḡLm)
%!

:= #µW µ " Z (2.6)

のように全微分項とそれ以外とに分けて書いたとき、disformal結合した物質では T = T µ
µ として
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W µ = w1(!, X) T µ!!! + w2(!, X) T!µ + w3(!, X) T $%!$!%!
µ (2.7)

Z = z1(!, X) T + z2(!, X) T $%!$!% (2.8)

のように（計量の）エネルギー運動量テンソルを用いて表せることが知られている [2]。*1

さて、今は disformal結合した物質を考えているので、物質の保存則は #!T µ! + T#!µ = 0である。*2 この保存
則の t成分は

1!
"g

(r(
!

"ge!') " µT# = 0 (2.9)

のように書ける。ここで球対称時空では、スカラー場のエネルギー運動量テンソルが

T# = #µW µ = 1!
"g

(µ(
!

"gW µ) = 1!
"g

(r(
!

"gW r) (2.10)

と表せるから、原点での物理量 (), *, "", &, P , ')の正則性を課すと、これと保存則 (2.9)とから

e!' = µW r (2.11)

を得る。さらに関係式 (2.7)を用いてW r を T µ! で書き改めると、熱流束 'についての代数方程式を得る。これは '

について完全に解けて

' = µ"" w1P " w2(&" 3P ) + w3
+
µ2e!!&+ e!"("")2P

,

e!+" " µ2[w1e" + 2w3("")2] (2.12)

である。これは明らかに一般にはゼロでない値を持つ。すなわち、disformal結合した物質では熱流束が存在するこ
とがわかった。*3

3 無毛定理
修正重力理論の具体例として、観測事実と整合しやすいように一般相対論を拡張したラグランジアン密度

Lgrav = R + G2(!, X) (3.1)

を採用する。このとき運動方程式と保存則を "" についての式に整理すると

""h("") = 0 (3.2)

の形に帰着する。この式には "" = 0 % h("") = 0 の二つのブランチが存在するが、物理量が原点で正則であるこ
とを課すと、一般には原点で h("") = 0 を満たすような解は存在しないことが示される。このときスカラー場の
エネルギー運動量テンソルは T# = 0 となる。星の外側についても同様の議論をすると、スカラー場が時空全体で
"" = 0 & ! = µtという自明な配位しか取れないことが示せる。

[参考文献]
[1] J. Ben Achour, D. Langlois and K. Noui, Degenerate higher order scalar-tensor theories beyond Horndeski

and disformal transformations, Phys. Rev. D 93 (2016) 124005 [1602.08398].
[2] F. Chibana, R. Kimura, M. Yamaguchi, D. Yamauchi and S. Yokoyama, Redshift space distortions in the

presence of non-minimally coupled dark matter, JCAP 10 (2019) 049 [1908.07173].

*1 今の議論では球対称時空を仮定しているが、スカラー場のエネルギー運動量テンソル T! が T µ" を用いて書けることは、物質が disformal
計量を通してだけスカラー場と結合していることから導かれる事実である。よってこれは一般の時空で成り立つ

*2 ここでは物質場の作用が一般座標変換共変性を持つことの帰結の式を総称して保存則という言葉を使っている。しかし、これはいわゆる曲
がった時空での保存則の表式とは異なるため、気になる読者は非保存則に置き換えても差し支えない

*3 なお、仮に熱流束の存在を仮定せず、はじめから ! = 0として計算を進めると、保存則の t成分から常に T! = 0となってしまい、最小結
合した理想流体を考えるのと等価である。つまり、disformal結合が意味を持つためには熱流束を考慮に入れる必要がある
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ϦονεΧϥʔ͔ΒͳΔۂߴ߲ʹΑΔΠϯϑϨʔγϣϯ

Inflation with higher curvature corrections

༃౻ࠤ

һڭಋࢦ ɹখྛ

1 ͡Ίʹ

ϏοάόϯϞσϧʹΑΓ͓͓ΑͦͷӉͷਐԽΛهड़͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻͨͩɺϏοάόϯϞσϧʹ͖ͮجॳظӉ

Λ͢ߟΔͱɺฏୱੑฏઢͱ͍͕ͬͨݱΕͨɻͦΕΒͷΛղܾ͢ΔͨΊɺӉॳظʹӉ

ͷՃுΛԾఆ͢ΔΠϯϑϨʔγϣϯͱ͍͏γφϦΦ͕ݱΕͨɻΠϯϑϨʔγϣϯӉͷߏͷछͰ͋Δॳظ

ີ༳Β͗ͷݯىઆ໌Ͱ͖Δ͜ͱ͔ΒॳظӉΛهड़͢Δඪ४తͳγφϦΦͱͯ͠͞ࢧΕ͍ͯΔɻ͔͠͠ɺΠϯ

ϑϨʔγϣϯʹ͓͍ͯӉͷՃுΛҾ͖͢͜ىͱ͞ΕΔΠϯϑϥτϯͱ͍͏ཻࢠະ͓͔ͩͯͬͭݟΒͣɺՃ

ுͷ۩ମతͳۦಈݯఆ·͍ͬͯͳ͍ɻ

ΠϯϑϨʔγϣϯϞσϧͷ༗ྗͳҰྫͱͯ͠ɺॏྗཧΛमਖ਼͢Δͱ͍͏ํͰɺӉॳظʹՃுΛҾ͖

ΒΕͨɻͦΕ࡞Ϟσϧ͕͢͜ى Einstein-Hilbert ʹ༺࡞ R2(R ϦονεΧϥʔʣͷ߲ΛՃ͑Δͱ͍͏ͷͰ

Starobinsky Ϟσϧͱͯ͠ΒΕ͍ͯΔ [1]ɻ͜ͷϞσϧͰΠϯϑϥτϯΛԾఆͤͣʹΠϯϑϨʔγϣϯΛҾ͖͜ى

͢͜ͱ͕ՄͰ͋Γɺཧ͔Β༧͞ݴΕΔεϖΫτϧࢦςϯιϧɾεΧϥʔൺ͕؍ଌͱඇৗʹҰக͢Δ͕ັྗ

తͰ͋Δɻ

ҰํͰɺॏྗͷྔิࢠਖ਼ͷจ຺͔Βɺॏྗཧͷ࡞༻ʹߴ֊ඍ߲͕ೖΔ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Ε͓ͯΓɺਅʹॳظӉ

Λهड़͢Δཧʹ Starobinsky ϞσϧΑΓ͞Βʹߴͷ߲͕ೖΔͱ͑ߟΒΕΔɻઌڀݚߦ [2]ͰɺStarobinsky

Ϟσϧʹର͠ɺR!Rͷ߲ΛՃ͑ͨϞσϧΛ͍ͯ͠ߟΔɻͦ͜ͰɺϞσϧΛ 2ࣗ༝ͷεΧϥʔɾςϯιϧཧ

ʹมޙͨ͠ܗɺࣗ༝ͷΛۙࣅతʹҰݩʹͯ͠ධՁ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺઌڀݚߦ [3]Ͱ͞Βʹ R3 ͷؚ߲ΊͨϞ

σϧΛ͍ͯ͠ߟΔɻຊڀݚͰɺ[3]ͷڀݚΛ͞ΒʹਐΊͨɻ

2 R+R2 +R3 +R!R Ϟσϧ

ຊڀݚͰ͢ߟΔ࡞༻

S =

!
d4x

!
"g

"
M2

p

2
R+ !R2 +

"

M2
p

R3 +
#

M2
p

R!R

#
(1)

Ͱ͋Δɻ͜͜Ͱɺc = ! = 1ͷ୯ҐܥΛ༻͍Δɻ!, ", # ແݩͷύϥϝʔλ, Mp ϓϥϯΫ࣭ྔͰ͋Δɻ

͜ͷ࡞༻Λղੳ͢ΔͨΊɺεΧϥʔɾςϯιϧཧʹॻ͖͑Δɻ·ͣɺLagrangeະఆɺແݩͷิॿ

$1, $2 Λ༻͍ͯɺ

S =

!
d4x

!
"g

$
F ($1,$2) + F1

%
R

M2
p

" $1

&
+ F2

%!R

M4
p

" $2

&'
(2)

ͱॻ͖͑Δɻ͜͜ͰɺF ($1,$2) =
M4

p

2 $1 + !M4
p$

2
1 + "M4

p$
3
1 + #M4

p$1$2, $1 = R
M2

p
, $2 = !R

M4
p
, Fi =

!F
!"i
Ͱ͋

Δɻ͜ΕΒΛೖͯ͠ཧ͢Δͱɺ

S =

!
d4x

!
"g

("
M2

p

2
+ 2!M2

p$1 + 3"M2
p$

2
1 + #M2

p$2 + #!$1
#
R" !M4

p$
2
1 " 2"M4

p$
3
1 " #M4

p$1$2

)
(3)

ͱͳΔɻࣜΛ؆୯ʹ͢ΔͨΊɺM2
p$3 =

M2
p

2 + 2!M2
p$1 + 3"M2

p$
2
1 + #M2

p$2 + #!$1 Λ༻͍ͯॻ͖͑Δͱɺ

S = M2
p

!
d4x

!
"g[$3R+ #$1!$1 " U($1,$3)] (4)

U($1,$3) =
M2

p

2
$1(2$3 " 1)" !M2

p$
2
1 " "M2

p$
3
1 (5)

ͱͳΔɻ
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͞Βʹ࡞༻Λղੳ͢ΔͨΊ Einstein frameʹҠΔɻḡµ# = e2$gµ# ͱ Conformalม͠ɺ$3 = e2$ ͱ͓͘ͱɺ

S= M2
p

!
d4x

!
"ḡ[R̄" 6(#̄%)2 " #e!2$(#̄$1)2 " U($1,%)] (6)

U($1,%) = e!4$

(
M2

p

2
$1(2e

2$ " 1)" !M2
p$

2
1 " "M2

p$
3
1

)
(7)

ͱͳΔɻϙςϯγϟϧͷܗ Fig.1ͷ༷ʹͳΔɻ

ຊڀݚͷ߹ɺ͕̎ͭ͋Γɺ%, $1 ͦΕͧΕͷͷӡಈํఔࣜ

% :
12!
"ḡ

&µ(
!
"ḡ%,µ) + 2#e!2$(#̄$1)2 " U$ = 0 (8)

$1:
2#!
"ḡ

&µ(
!
"ḡe!2$$,µ1 )" U"1 = 0 (9)

ͱͳΔɻΠϯϑϨʔγϣϯʹΑΓۭ͕ؒҰ༷ํʹͳΔͱɺҰ༷ํʹҾ͖৳͞ΕΔͱԾఆ͠ɺۭؒඍΛθ

ϩͱ͢Δͱɺӡಈํఔࣜ

% : %̈+ 3H%̇+
1

12
U$ = "1

6
#e!2$$̇21 (10)

$1: $̈1 + (3H " 2%̇)$̇1 +
1

2#
e2$U"1 = 0 (11)

ͱͳΔɻ

S

Fig.1 ! = 1," = 1Ͱͷϙςϯγϟϧͷਤɻॎ࣠M2
p ͰׂΓɺແݩԽ͍ͯ͠Δɻ

ϙςϯγϟϧʹ͕͋Γɺ SͰͷͷ ($1s,%s) $ (3!, log (
!
6!))ͱͳΔɻదͳॳظ݅ͷԼͰɺ

͔ΒๆʹԊͬͯ୩ʹ͏͔Α͏ʹͯ͠ΠϯϑϨʔγϣϯ͕͜ىΔɻेͳΠϯϑϨʔγϣϯΛҾ͖ͨ͢͜ىΊʹ

͕ݪ͔ΒΕ͍ͯΔඞཁ͕͋Γɺ# Λ $1 |#|Δͱɺ͢ܭఆٛͯ͠࠶ऩͤͯ͞Λٵʹ % !ͱ͍͏͕݅ඞ

ཁͰ͋Δ͜ͱ͕͔Δɻ

3 ·ͱΊ

ຊڀݚͰɺ(1)ͷ࡞༻Λ༻͍ɺΠϯϑϨʔγϣϯΛͨ͑ߟɻΠϯϑϨʔγϣϯΛҾ͖͢͜ىύϥϝʔλྖҬΛ୳

Γɺ؍ଌͱൺֱͰ͖ΔεϖΫτϧࢦςϯιϧɾεΧϥʔൺΛٻΊΔͨΊͷܭΛਐΊͨɻ

[ݙจߟ]

[1] A.A. Starobinsky, Phys. Lett. B 91 (1980) 99

[2] Ana R. Romero Castellanos et al, JCAP12(2018)007

[3] A.L. Berkin and K. -i. Maeda, “E!ect of R3 and RR terms on R2 inflation”, Phys. Lett. B 245(1990)348
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ϑΣϧϛΨϯϚઢӉԕڸʹΑΔ GRS 1915+105 ͷ؍ଌ

Observation of GRS 1915+105 with Fermi LAT

ੁ୩ ത

һڭಋࢦ ɹହ৳ɺాਅ

1 ͡Ίʹ

ϒϥοΫϗʔϧதੑࢠͱ͍ͬͨίϯύΫτͱ߃͔ΒΔ࿈ܥɺ߃͔ΒͷΨε͕߱ண͢Δ͜ͱͰܗ

͞ΕΔ߱ணԁ൫ʹΑͬͯ XઢͰ໌Δً͖͘ɺXઢ࿈ͱݺΕΔɻͦͯ͠ Xઢ࿈ͷதʹΨϯϚઢ์ࣹ͢Δ

ఱମ͕ଘ͠ࡏɺϚΠΫϩΫΤʔαʔͦͷҰछͰ͋ΔɻϚΠΫϩΫΤʔαʔͱɺ׆ಈۜՏ֩ͷҰछͰ͋ΔΫΤʔ

αʔͱൺͯத৺ఱମͷ࣭ྔ͕ 7-8 ܻҎ্খ͘͞ɺఱͷۜՏʢۜՏܥʣʹ͋Δ૬ରతδΣοτΛੜ͡Δఱମ

Λ͢͞ɻຊڀݚͰϑΣϧϛΨϯϚઢӉԕڸ (ϑΣϧϛӴ)Λ༻͍ͯɺϚΠΫϩΫΤʔαʔͷ̍ͭͰ͋Δ GRS

1915+105 ྖҬͷΨϯϚઢղੳΛߦͳͬͨͱ͜ΖɺॳΊͯ GRS 1915+105ͷҐஔ͔ΒͷΨϯϚઢݕग़Λࣔ݁͢Ռ͕

ಘΒΕͨ (༗ҙ ! 5.3!)ɻ͞ΒʹΨϯϚઢͷϥΠτΧʔϒΛ࡞͠ɺͦͷ্Ͱଞͱͷ૬ؔௐɺؒతมಈ͓

ΑͼΨϯϚઢ์ࣹϝΧχζϜΛݕ౼ͨ͠ɻ·ͨ GRS 1915+105 ͷδΣοτํʹҐஔ͢ΔΨϯϚઢݯʠSource Aʡ

͕ɺδΣοτͱपғͷࢠӢͷ૬࡞ޓ༻ʹΑΓܗ͞ΕͨΨϯϚઢఱମͰ͋ΔՄੑٞ͢Δɻ

2 GRS 1915+105͓ΑͼͦͷपลྖҬʹ͍ͭͯ

Fig.1 Fermi-LAT 3GeV - 1 TeV Ͱ

2.0! ! 2.0! (0.02!/1pix) ͷ TS Ϛοϓɻ

GRS 1915+105ͱ Source Aআ͍ͯ࡞

͠ɺίϯτΞͱͯ͠ vLSR 50 " 65 km s"1

ͷ GRS 13CO (J = 1 # 0) ੵڧσʔ

λΛ༻ɻ

ϚΠΫϩΫΤʔαʔ GRS 1915+105 ࠩࢹ֯Λ༻͍ͯɺଠ

ཅ͔Βڑ 8.6+2.0
!1.6 kpc ͱਪఆ͞ΕɺϒϥοΫϗʔϧͷ࣭ྔ

12.4+2.0
!1.8 M" ͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔ [1]ɻͦͯ͠ K-M star ͷ

1.2 ± 0.2 M" ͱ low-mass ͷ X ઢ࿈ʹྨ͞Εɺެసप͕ظ

33.85 ± 0.16 daysͱΘ͔͍ͬͯΔɻGRS 1915+105 ͷ̍ͭͷಛ

ͱͯ͠ɺࢹઢํ͔Β 60ͷํʹӡಈΤωϧΪʔ͕! 1039 erg/s

Ͱɺޫͷ 90%ͷޫిδΣοτ͕ෳճ؍ଌ͞Εͨɻ

ɹ·ͨઌڀݚߦͰ؍ଌ͞ΕͨిδΣοτͷํ ( [1] : ͔Β౦

ճΓʹ 130ʙ151ͷൣғ)ʹҐஔ͢Δ”Source A”ͱ໊͚ͨΨ

ϯϚઢఱମʹண͍ͯ͠Δɻ͜ͷྖҬ GRS 1915+105ؚΊɺ

ϑΣϧϛͷΧλϩάͰ 4FGL J1914.5+1107cͱͯ͠์ࣹΛݱ࠶

͍͕ͯͨ͠ɺϞσϧͷ༗ҙͷൺֱΛߦͳͬͯɺຊڀݚͰ 2 model

( GRS 1915+105ͱ Source A)ͱͯ͠ॲཧͨ͠ɻSource Aͷपғ

ʹ ultra-compact HIIྖҬͷ G45.45+0.06 ͳͲີͷ͍ߴΨε

͕ଘ͢ࡏΔ (Fig.1)ɻຊڀݚͰ Galactic Ring Survey (GRS) ʹ

ΑΔ 13CO(J = 1 " 0)ͷࢠΨεσʔλΛ༻͠ Source Aͱͷ

૬ؔΛ͍ͯݟΔɻΨεͷࢹઢଳ (vLSR) 50 ! 65 km s!1 Λ༻

͍ɺӡಈֶతڑʹ͢Δͱ ! 8 kpcͱͳΓɺͭ·Γڑ͕ GRS 1915+105ʹ͍ۙՄੑ͕ࣔࠦ͞ΕΔɻ

3 ϑΣϧϛӴʹΑΔղੳ

ϑΣϧϛӴ 2008 ʹଧ্ͪ͛ΒΕͨΨϯϚઢ؍ଌӴͰ͋Δɻيಓपظ 90ɺશఱͷ 20%Λৗʹ

Γɺ2͓ͯ͠ࢹ पͭظ·Γ 3 ؒͰશఱΛݟ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͨӴʹ Large Area Telescope(LAT) ͱ

Gamma-ray Burst Monitor(GBM) ͷ 2 छྨͷ؍ଌஔ͕͞ࡌΕɺLAT 20 MeV-300 GeV ͷΤωϧΪʔྖҬ

ڀݚଌ͕͞Ε͍ͯΔɻຊ؍Ͱײ͍ߴ͍͓ͯʹ LAT ͷσʔλΛ༻͍ͯղੳΛͨͬߦɻ

ɹσʔλΛղੳ͢Δʹ͋ͨͬͯɺFermi νʔϜ͕։ൃͨ͠ FermitoolsΛ༻ͨ͠ɻ·ͨղੳΛߦͳͬͨσʔλؒظ

 2008/08/04 - 2020/02/14 ɺྖҬ GRS 1915+105 ͷҐஔ (RA,Dec) = (288.798#, 10.9458#) Λத৺ͱͨ͠ܘ

20 ҎɺΤωϧΪʔଳ 1 GeV - 1 TeVΛओʹ༻͍ͨɻͦͯ͠์ࣹϞσϧͱͯ͠ݸผఱମͷΧλϩά (4FGL Χλ

ϩά)͓ΑͼۜՏ໘์ࣹ (gll iem v07.fits)ɾํ์ࣹ (iso P8R3 SOURCE V2 v1.txt)ͱ࠷৽ͷϞσϧΛ༻͢Δɻ

·ͨΨϯϚઢޫࢠͷ౸དྷ͕গͳ͍ͨΊɺϙΞιϯΛԾఆͨ͠࠷๏ͰͷϑΟοςΟϯάΛ͍ߦɺ༗ҙͱ͠

ͯ log-likelihoodͷࠩͷͰ͋Δ Test Statistic (TS)Λ
#
TS $ ! ͱۙٻ͠ࣅΊΔɻ
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4 ղੳ݁Ռ

• TS Ϛοϓ͓ΑͼΤωϧΪʔεϖΫτϧ (SED) ͷ࡞

Fig.2 (্)ɿGRS 1915+105ͷ SEDɻ

(Լ)ɿSource A ͷ SEDɻUL 95 %

CLͷɻ

·ͣ TS Ϛοϓ͓Αͼ SEDͷ࡞લʹόοΫάϥϯυͱͯ͠ɺத৺

͔Βೆํڑ֯ʹ 0.91# ΕͨҐஔͷ৽֚ HESS J1912+102

͔Βͷ֦͕ͬͨΛՃͨ͠ɻҎ্Λ౿·͑ Fig.1 GRS 1915+105

ͱ Source A Λൈ͖ɺ3GeV - 1 TeVͰ࡞ͨ͠ TS ϚοϓͱͳΔɻίϯ

τΞ GRSͷ 13COࢠΨεσʔλΛ༻͠ɺFig.1 ͔Βɺ2 model

ͦΕͧΕ͔ΒΨϯϚઢ͕์ࣹ͞Ε͍ͯΔͱݟͳͤΔɻ

ɹʹ GRS 1915+105 ͷΈআ͍ͯ࡞ͨ͠ 1GeV - 1 TeV ͷ TS Ϛο

ϓͷϐʔΫҐஔͱɺGRS 1915+105 ͷ࠲ඪҐஔͱͷؔΛௐͨɻࢦ

ఆͨ͠࠲ඪαΠζͷ֤ϐΫηϧͰ TS ΛٻΊΔ͜ͱͰɺTS ͷϐʔ

ΫҐஔͱͦͷࠩޡΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ɺຊղੳͰ GRS 1915+105 ͕

68 % Confidence Level (CL) ͷ error-circle ʹؚ·ΕΔ͜ͱ͕Θ͔ͬ

ͨɻ͜ͷ݁ՌΑΓ͜ͷྖҬͷ์ࣹΛ GRS 1915+105 ʹΑΔ์ࣹͱ݁

͚ͮͨɻͦͯ͠ GRS 1915+105ͱ Source A ͦΕͧΕͷҐஔͰ SEDͱ

Power-Law(PL)ܕͷεϖΫτϧ dN
dE = N0

!
E

3000

"!!
Ͱ fitͨ͠ͷύϥ

ϝʔλΛग़ͨ͠ɻFig.2ͷ্͕GRS 1915+105ͷ SEDɺԼ͕ Source

A ͷ SED Λද͢ɻTS < 4 ͷ߹ Upper Limit(UL) ͱͯ͠ϓϩο

τ͍ͯ͠Δɻbest-fit ͷ PL εϖΫτϧͤࡌ (ύϥϝʔλද 1 Λ

র)ɺ͜ͷ݁Ռ͔Β TS ग़ͨ͠ɻ݁Ռͱͯ͠ GRS 1915+105 ͔Β TS = 32.3 (! 5.3!) ͱɺઌڀݚߦ

[2] ͷ 4 ͷσʔλͰ༗ҙͳݕग़ʹࢸΒͳ͔͕ͬͨɺຊڀݚͰॳΊͯ 5! Ҏ্ͷݕग़͕֬͞Εͨɻ·ͨ

Source A TS = 53.4 (! 7.0!)ͱͳΓɺ͞ Βʹఱମͷ extensionௐ͕ͨ༗ҙͳ extension֬Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ

ද 1 GRS 1915+105 (্)ͱ Source A (Լ)ͷ

PLܕ best-fitͷύϥϝʔλ (Fig.2)ɻ

N0 [ cm!2 s!1MeV!1] " TS

(0.98± 0.22)% 10!13 2.50± 0.18 32.3

(0.13± 0.02)% 10!12 2.75± 0.18 53.4

• GRS 1915+105 ͷ ϥΠτΧʔϒ ࡞

ϚΠΫϩΫΤʔαʔ GRS 1915+105 ͔ΒͷΨϯϚઢඇఆ

ৗͳ์ࣹͱ͑ߟΒΕΔͨΊɺ1 GeV - 1 TeV ͷൣғͷશ؍ଌ

σʔλΛɺ1 day/ 1 bin Ͱ۠ΓϥΠτΧʔϒ (LC) Λ࡞

͠ɺมಈੑΛௐͨɻ·ͨδΣοτͷੜ͡Δ݅Ұൠʹɺ߱

ணԁ൫͔Βͷ์ࣹͰೈ Xઢ͕ࢧతͳ soft state (SS)͓Αͼ

ߗ Xઢ͕ࢧతͳ hard state (HS)ͱ state͕͍ͯؔ͘͠ڧΔͱ͑ߟΒΕ [3]ɺຊڀݚͰೈ Xઢ (2-10 keV)ͱ

ͯ͠MAXIͷ؍ଌσʔλΛɺߗ Xઢ (15-50 keV)ͱͯ͠ swift/BATͷσʔλΛ༻͍ͯϑΣϧϛͷ݁Ռͱͷൺֱ

ͳͬͨɻLCߦ ͷ݁Ռͱͯ͠ɺ·ͱ·ͬͨ TS > 9 (3!) ͷ༗ҙͳ์ࣹ֬͞Εͳ͔ͬͨɻͨͩઌڀݚߦ [3] Ͱ

HS ͔Β SSભҠͨ͠λΠϛϯάͰେ͖ͳ radio-flare (δΣοτ)͕ੜ͍ͯ͡Δ͕ɺຊղੳͰMJD [day] 56900 -

58200 ͷؒظͰ state ͕ભҠ͢Δͱڞʹ TS > 9ͷ؍ଌ૿͑ͨͨΊɺ͜ͷؒظʹ৽ͨͳ flare͕ੜͨ͡Մੑ͕

ΒΕΔɻ͑ߟ

5 ߟ

5.3! Ͱݕग़͞Εͨ GRS 1915+105 ྖҬ͔ΒͷΨϯϚઢ์ࣹͷϓϩηεͱͯ͠ɺ͔ΒདྷΔΤωϧΪʔޫࢠ

ͱδΣοτʹΑΔߴΤωϧΪʔిࢠͱͷٯίϯϓτϯཚΨϯϚઢͳͲ͕͑ߟΒΕΔɻҰํ Source A ʹؔ࿈ͯ͠

ઌڀݚߦ [4]ͰɺGRS 1915+105͔Βಉ͡Α͏ͳڑͰೆํʹҐஔ͢Δ IRAS 19132+1035͕ δΣοτ༝དྷͰ

ੜͨ͡ఱମͰ͋Δͱ͚݁ͮͨɻͦ͜Ͱ Source A δΣοτ༝དྷͷఱମͱ͑ߟɺ͞ΒʹຊڀݚͰࢠӢͱͯ͠

vLSR = 50 - 65 km s!1 ͷΛ༻͍ͨ͜ͱͰɺٻ·Δӡಈֶతڑ 6.94 - 8.36 kpc ͱͳΓɺGRS 1915+105 ͷ

8.6+2.0
!1.6 kpcͱࠩޡͰҰக͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻҎ্ΑΓ Source Aͷ์ࣹϓϩηεͱͯ͠ɺີͷ͍ߴࢠ

ӢͱδΣοτ༝དྷͷߴΤωϧΪʔཅ࡞͕ࢠ༻͢Δ͜ͱʹΑΔ #0่յΨϯϚઢͳͲ͕͑ߟΒΕΔɻ

[ݙจߟ]

[1] Reid M. J., et al., 2014a, ApJ, 783, 130 [3] Dhawan V., et al., 2000, ApJ, 543, 373

[2] Bodaghee A., et al., 2013, ApJ, 775, 98 [4] Tetarenko A. J., et al., 2018, MNRAS, 475, 448
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৽֚W49BͱͦͷۙࢠӢ͔ΒͷΨϯϚઢ์ࣹͷڀݚ

Gamma-Ray Emission from Supernova Remnant W49B and

Molecular Cloud Associated with W49B

େ௩ॣฏ

һڭಋࢦ ɹହ৳

ਅా

1 ͡Ίʹ

ɹٿʹ౸དྷ͢ΔߴΤωϧΪʔͷӉઢͷݯىɺະղܾͷͰ͋ΔɻӉઢͷओʹཅࢠͰ͋ΓɺϕΩܕͷ

ΤωϧΪʔεϖΫτϧΛͭ͜ͱ͕؍ଌ͔ΒΘ͔͍ͬͯΔɻ৽֚ͷিܸʹΑΔিܸ౷ܭՃ͜ͷεϖΫ

τϧΛઆ໌Ͱ͖ΔͨΊɺ৽֚༗ྗͳӉઢͷՃݯͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻ

ͷ่յͰ์ࣹ͢ΔΨϯϚઢࢠͱͷিಥͰੜ͞ΕΔதੑύΠதؒ֩ࢠݪӢதͷࢠͱࢠΤωϧΪʔͷཅߴ (ύΠθ

ϩ่յΨϯϚઢ)ͷಛతͳεϖΫτϧ͕ɺࢠӢͱ૬࡞ޓ༻Λ͍ͯ͠Δ৽֚ IC443W44ͳͲͰ؍ଌ͞Ε

͍ͯΔɻ͔͠͠ɺW49BΛؚΉଟ͘ͷ৽֚ͰΨϯϚઢͷ์ࣹ͕ߏػɺӉઢཅࢠʹΑΔύΠθϩ่յ͔Ӊ

ઢిࢠʹΑΔ์ࣹ͔Θ͔͍ͬͯͳ͍ɻ৽֚ W 28 ͱ W 44ɺͦͷۙͷࢠӢͷҐஔ͔Βۭؒతʹ͕ͨͬ

ΨϯϚઢ์ࣹ͕ݕग़͞Ε͓ͯΓɺ৽֚ͰՃ͞ΕͨӉઢཅ֦͕͠ࢠɺۙͷࢠӢͱ૬࡞ޓ༻͢Δ͜ͱʹ

Αͬͯ์ࣹ͍ͯ͠Δͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻ

ຊڀݚͷతɺࢠӢͱ૬࡞ޓ༻͍ͯ͠Δ৽֚W49BͱͦͷपғͷΨϯϚઢ์ࣹΛղੳ͠ɺW49Bʹ͓

͚ΔӉઢͷՃͱ֦Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ

2 ৽֚ W49B

৽֚W49B ɺX ઢͷͰ࠷໌Δ͍৽֚ͷҰͭͰ͋Δɻ[1] ྸ 2900-6000 ɺ͕ܘ 4 

֯ ( 13 pc)ɺڑ 10 kpcʹ͋Δɻ͜Ε·Ͱͷ FermiӴʹΑΔΨϯϚઢ؍ଌ͔ΒɺW49BͷεϖΫτϧ 304

MeVͰંΕ͓͕ͯͬۂΓɺύΠθϩ่յΨϯϚઢʹΑΔՄੑ͕ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔ͕ɺܥ౷ࠩޡΛྀ͢ߟΔͱ༗ҙͰ

ͳ͔ͬͨɻ·ͨɺ9.4 GeVͰંΕ͕ۂΓ͕؍ଌ͞Ε͓ͯΓɺӉઢͷিܸ͔ΒಀӉઢͷ࠶ՃʹΑΔͷ

ͳͲͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻ[2]

NuSTARʹΑΔߗ Xઢ (9-20 keV)Ͱඇత੍ಈ์ࣹ͕؍ଌ͞ΕͨɻΨϯϚઢ์ࣹ͕ిݯىࢠͰ͋Δͱ͢Δͱɺߗ

Xઢ์ࣹͱΨϯϚઢ์ࣹΛ౷Ұతʹઆ໌Ͱ͖Δ͕ɺిࢠཅࢠൺ͕ 1ఔͱͳΓɺ͜Εিܸ౷ܭՃͰࠔͰ͋

ΔɻҰํͰɺΨϯϚઢ์ࣹ͕ཅݯىࢠͰ͋Δͱ͢Δͱɺߗ Xઢͷ์ࣹڧΛઆ໌Ͱ͖ͳ͍ͨΊɺW49B͔ΒͷΨϯϚ

ઢ์ࣹ͕ཅ͔ݯىࢠి͔ݯىࢠΘ͔͍ͬͯͳ͍ɻిʹΑΔ؍ଌ͔ΒW49Bࢹઢํ͕ 40 km/sͷࢠӢ

ͱ૬࡞ޓ༻͍ͯ͠Δͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻ[3]

W49B ͔Β 0.2 deg ΕͨҐஔʹܗྖҬ W49A ͕ଘ͠ࡏɺW49A ͷۙ͘ʹ͋ΔΨϯϚઢݯ 4FGL

J1910.2+0904ະಉఆఱମͰ͋Δɻ

3 FermiӴ

FermiӴ 2008ʹ NASAʹΑͬͯଧ্ͪ͛ΒΕɺࡏݱӡ༻͞Ε͍ͯΔΨϯϚઢ؍ଌӴͰ͋ΔɻLarge Area

Telescope (LAT)ͱ Gamma-ray Burst Monitor (GBM)ͷ 2ͭͷݕग़ثΛ͍ͯ͠ࡌΔɻຊڀݚͰ༻ͨ͠ LAT

ɺిࢠཅిࢠରੜΛଊ͑Δ͜ͱͰΨϯϚઢΛ؍ଌ͍ͯ͠Δɻ2.4 str ͷࢹ͍Λͪ 3 ؒͰશఱΛΧόʔ

͠ɺ20MeV-300GeVͷΤωϧΪʔൣғͰ࠷ײ͍ߴͱۭؒղΛ͍ͬͯΔɻ

4 FermiӴʹΑΔGeVΨϯϚઢղੳ

ؒظଌ؍ (2008/08-2020/08)ͷσʔλΛ༻͍ͨɻ͜Εઌڀݚߦͷ 2ഒͷ؍ଌؒͰ͋Γɺ౷্͍͕ͯ͠ܭΔɻ

ΧϯτϚοϓ (5-500 GeV)Λ࡞͠ɺFig.1ࠨʹࣔ͢ɻ͜ͷΤωϧΪʔଳͰͷ LATͷ PSFɺ< 0.3 degͰ͋Γɺ

͜ͷྖҬͰɺW49B͕࠷໌Δ͍ɻ
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Fig.1 :ࠨ ΧϯτϚοϓ (5-500 GeV)ɺதԝ: ࢠӢͷి CO(v = 38-47 km/s)Ϛοϓ [4]ɺӈ: ExcessϚο

ϓ (5-500 GeV)ɺγΞϯW49BΛத৺ͱͨ͠ܘ 0.36 degͷԁɺ0.05 deg/pix, ฏԽ ! = 0.1 deg

Fig.2 Ճͨ͠Ϟσϧͷܘͱ TSͷؔ

Fig.3 W49BͱۙࢠӢͷΨϯϚઢεϖΫτϧ

W49B͔Βͷ์ࣹΛݯɺW49Bͷपғ͔Βͷ์ࣹΛҰ༷

ͳ໌Δ͞ͷԁ൫ΛԾఆͯ͠ϞσϧʹՃ͑ɺԁ൫ͷܘ r Λม

Խͤͯ͞ϑΟοςΟϯάΛͨ݁͠ՌΛ Fig.2ʹࣔ͢ɻൺ

ఆΛͨ݁͠Ռɺ6.2ݕ !(ରൺ TS = 46.1) ͷ༗ҙͰ

W49Bͷपғʹ r = 0.36+0.09
!0.06 degͷࣹ์͕ͨͬΛݕग़͠

ͨɻ·ͨɺFig.1 தԝͷిʹΑΔࢠӢͷ؍ଌͱ͜ͷΨϯ

Ϛઢ์ࣹͷ͕Γ 0.36 deg Λൺֱͯ͠ɺW49B ۙͷࢠ

Ӣͱಉఔͷ͕ΓͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ

ࢠӢͷͱΨϯϚઢ์ࣹͷʹ૬͕ؔ͋Δͷ͔Λௐ

ΔͨΊʹɺࢠӢ͔Βͷి͕ͨͬ์ࣹΛςϯϓϨʔτ

ͱͯ͠ϞσϧʹՃ͑ͯϑΟοςΟϯάͨ͠ɻ͜ͷϞσϧͷ༗

ҙɺ6.6 !(TS = 48.1)Ͱ͋ΓɺW49Bͷपғͷ͕ͨͬ

ΨϯϚઢ์ࣹͷڧ͕ࢠӢͷۭؒͱΑ͘߹͏͜ͱ

͕ࣔ͞ΕͨɻՃ͑ͨϞσϧͷΨϯϚઢաΛͯ͠ܭ Fig.1

ӈʹࣔͨ͠ɻΨϯϚઢ์ࣹ͕ࢠӢͷʹ͍ۙ͜ͱ͕Θ

͔ͬͨɻ͜ΕΒͷ͜ͱ͔ΒɺW49BͰՃ͞ΕͨӉઢཅࢠ

͕ۙͷࢠӢͱ૬͕ͨͬͯ͠༺࡞ޓΨϯϚઢΛ์ࣹͨ͠

ͱ͑ߟΒΕΔɻW49Bͱͦͷपғͷ͕ͨͬΨϯϚઢ์ࣹͷ

εϖΫτϧΛ݁ͨ͠ܭՌΛ Fig.3ʹࣔͨ͠ɻ

5 ٞ

W49B ͷڑΛ 10 kpc ͱͯ͠ɺݕग़ͨ͠ΨϯϚઢ์ࣹͷ

Γ͕ 63 pc Ͱ͋ΔɻӉઢͷ֦ɺDISM(p) =

1028D28

! p
10GeVc!1

"!
cm2s!1 Ͱ͋ΓɺD28 = 1, " = 0.6 ͱ

͢Δͱɺ100 GeVͷཅ͕ࢠ 63 pc·Ͱ֦͢Δͷʹ͔͔Δؒ 7000Ͱ͋Δɻ͜ΕW49BͷྸͱಉఔͰ

͋Γɺ͍֦ͱए͍͔ظΒͷཻࢠՃ͕ඞཁͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɻࢠӢͷີΛ 100 cm!3 ͱԾఆ͠ɺΨϯϚઢ

์ࣹεϖΫτϧΛ༻͍ͯӉઢཅࢠͷΤωϧΪʔεϖΫτϧΛͨ͠ܭɻ1 GeVҎ্ͷશΤωϧΪʔ 9! 1049 erg

Ͱ͋ͬͨɻ

[ݙจߟ]
[1] Abdo, A. A., Ackermann, M., Ajello, M., et al. 2010d, ApJ, 722, 1303
[2] H.E.S.S. Collaboration, et al. 2018, A&A, 612, A5
[3] Zhu, H., Tian, W. W., & Zuo, P. 2014, ApJ, 793, 95
[4] Jackson, J. M., et al. 2006, ApJS, 163, 145
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ҐஔහܕײϑΥτμΠΦʔυΛ༻͍ͨߴॏΠΦϯͷ ग़γεςϜͷ։ൃݕҐஔݩ3

ɹ٢ೇԻ

һɹ த༞ڭಋࢦ

1 ͡Ίʹ

ΠΦϯϏʔϜΛ༻͍࣮ͨݧతڀݚʹ͓͍ͯɺϏʔϜͷۭؒϓϩϑΝΠϧଌఆॏཁͳཁૉٕज़ͷ 1ͭͰ͋Δɻݚ

ͷثग़ݕͰɺޫࣨڀ 1ͭͰ͋ΔҐஔහܕײϑΥτμΠΦʔυΛߴॏΠΦϯͷݕग़ʹԠ༻͠ɺ2ݩҐஔ͓Αͼ

ؒใΛ༻͍ͨ 3 ͼٴϑΥτμΠΦʔυͷͨΊͷɺଌఆܕײͰɺ͜ͷҐஔහڀݚɻຊͨͬߦग़Λݕࢠతͳཻݩ

σʔλऩूγεςϜͷ։ൃΛ͍ͯͬߦΔɻΦϯϘʔυ FPGAΛߴͨ͠ࡌσδλΠβΛ༻͍Δ͜ͱͰɺίϯύΫ

τͳଌఆγεςϜͰߴͳσʔλऩू͕ՄͰ͋Δɻ

2 ҐஔහܕײϑΥτμΠΦʔυ (Position Sensitive Detector; PSD)

PSD ɺ୯ҰͷϑΥτμΠΦʔυΛ༻͍ͯɺޫͷೖࣹҐஔΛଌఆͰ͖ΔΑ͏ʹͨ͠ݕग़ثͰ͋ΔɻFig.1 ʹ PSD

ͷߏਤ͓Αͼஅ໘ਤΛࣔ͢ɻPSDͷجຊతͳߏɺPINܕϑΥτμΠΦʔυͷද໘ʹ߅ͱిۃΛऔΓ͚

ͨͷʹͳ͍ͬͯΔɻPSDʹޫ͕ೖࣹ͢Δͱɺޫྔʹൺྫͯ͠ޫిྲྀ͕ੜ͞ΕΔɻ͜ͷޫిྲྀɺͦΕͧΕͷిۃ

·Ͱͷڑʹٯൺྫׂͯ͠͞Εɺ֤ి͔ۃΒऔΓग़͞ΕΔɻ·ͨɺຊڀݚͰ༻͍ͨ PSDɺ྆໘ׂܕ PSDͱݺ

ΕΔͷͰɺPͱ Nͷ྆໘ʹͦΕͧΕిۃͱ߅͕औΓ͚ΒΕ͓ͯΓɺ2ݩͷҐஔ͕ݕग़͕ՄͰ͋Δɻ

ຊڀݚͰɺޫΛೖࣹ͢ΔΘΓʹՙిཻࢠΛೖࣹͯ͠ɺཻࢠͷݕग़ثதͰͷΤωϧΪʔଛࣦʹൺྫͯ͠ੜ͞Ε

Δిՙྔ͔ΒೖࣹҐஔΛݕग़͢Δɻిՙ༗ܕײϓϦΞϯϓͱ߹Θͤͯ༻͍Δ͜ͱͰೖཻࣹࢠ 1ͭ͝ͱͷҐஔΛݕग़͢

Δ͜ͱ͕ՄͰ͋Δɻ

(a) அ໘ਤ (b) ਤߏ

Fig.1: PSDͷݪཧ

3 ଌఆճ࿏ͷ։ൃ

γεςϜͷ։ൃʹɺFPGA(Field Programmable Gate Array)Λߴͨ͠ࡌσδλΠβΛ༻͍ΔɻFPGAͱ

ɺେنूੵճ࿏ (LSI)ͷ 1ͭͰ͋ΓɺͦΕࣗମ௨ৗͷ ICͱಉ༷ʹνοϓঢ়ͷͷʹͳ͍ͬͯΔɻFPGAɺ

ϋʔυΣΞهड़ޠݴ (HDL)Λ༻͍ͯ෦ͷήʔτΞϨΠΛҙʹΈସ͑Δ͜ͱ͕ՄͰ͋ΔɻͦͷͨΊɺճ࿏

ͷมߋʹॊೈʹରԠͰ͖ΔϝϦοτ͕͋Δɻ

ຊڀݚͰɺFPGAʹ࣮͢Δଌఆճ࿏ͷ։ൃΛͨͬߦɻPSDΛ༻͍ͨҐஔݕग़ʹ͓͚Δɺ৴߸ͷྲྀΕΛࣔͨ͠

μΠΞάϥϜΛ Fig.2 ʹࣔ͢ɻPSD ͷ֤ిۃͰੜͨ͡৴߸ిՙ༗ܕײϓϦΞϯϓͰ૿෯͞ΕɺܗܗΞϯϓʹ

Αͬͯ͞ܗΕΔɻͦͷޙɺσδλΠβͷΞφϩάσδλϧมث (ADC)ʹΑΓσδλϧԽ͞Εͨ৴߸ FPGAʹ

సૹ͞ΕΔɻFPGA෦Ͱ৴߸ॲཧΛͨͬߦͷͪɺόοϑΝͷׂΛͭ DAQϒϩοΫٴͼ PXIeόε (PCIeόε

ͷܭଌ͚ثͷ֦ுόε)Λ௨ͯ͠σʔλΛ PCʹసૹ͠ه͢ΔɻFig.2ͷ”FPGA on Digitizer”ͷ෦ʹɺFPGA

্Ͱͷ৴߸ॲཧͷμΠΞάϥϜΛࣔ͢ɻ͜ͷ͏ͪɺSumճ࿏ɺϐʔΫݕग़/ϗʔϧυճ࿏ɺτϦΨճ࿏ͷ HDL։ൃ

Λͨͬߦɻ

4 !ઢΛ༻͍ͨγεςϜͷςετ

ଌఆγεςϜͷςετͱͯ͠ɺPSDʹ !ઢΛೖࣹͤ͞ɺ̎ݩͷݕग़ҐஔͷଌఆΛͨͬߦɻPSDͷडޫ໘ʹޙ

ड़͢ΔΈͷิਖ਼ͷͨΊʹɺ2.54 mmϐονͷϢχόʔαϧج൘ΛऔΓ͚͍ͯΔɻͦͷͨΊɺಘΒΕΔЋઢͷ 2

15



Fig.2: ৴߸ॲཧͷྲྀΕ

!ΒΕΔɻ·ͨɺ͑ߟ൘ͷ݀ͷύλʔϯͱҰகͨ͠ͷʹͳΔͱجΠϝʔδͷύλʔϯɺݩ ઢݯͱͯ͠ 241AmΛ

༻͍ͨɻ!ཻࢠͷӡಈΤωϧΪʔ 5.4 MeVͰɺ์ࣹ 150 nCiͰ͋Δɻ͜ͷ࣮ݧʹΑͬͯऔಘͨ͠ Πݩ2

ϝʔδΛ Fig.3ʹࣔ͢ɻFig.3(a)ɺೖྗ৴߸ͷϐʔΫߴ͔ΒɺЋཻࢠͷೖࣹҐஔΛ͠ܭɺ2ݩͷώετά

ϥϜͱͯ͠දΘͨ͠ͷͰ͋Δɻ͜ΕΑΓɺPSDٴͼଌఆγεςϜΛ༻͍ͯ Δɻ͑ݴΠϝʔδΛऔಘͰ͖ͨͱݩ2

͔͠͠ɺFig.3(a) ΛݟΔͱɺʹΑΔ΄ͲΈ͕ੜ͍ͯ͡Δ͜ͱ͕͔Δɻ͜ͷΈಓܽଛ྆໘ׂܕ PSD

ಛ༗ͷग़ྗ৴߸ͷৼΔ͍ʹΑΔͷͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔ [1, 2]ɻͦͷͨΊɺຊڀݚͰ Πϝʔδͷύλʔϯ͔ݩ2

Βݕग़Ґஔͷֱਖ਼Λ͍ߦɺΈΛิਖ਼͢ΔΞϧΰϦζϜͷ։ൃͨͬߦ (Fig.3(b))ɻ

(a) ิਖ਼લ

(b) ิਖ਼ޙ

Fig.3: !ઢͷ Πϝʔδݩ2

5 ϏʔϜ࣮ݧͷԠ༻

ͷݝɺઍ༿ݧɻ࣮ͨͬߦͷԠ༻ΛݧͷϏʔϜ࣮ࡍͨ͠γεςϜΛ࣮࡞

HIMAC(Heavy Ion Medical Accelerator in Chiba)ʹͯߦΘΕͨɻHIMAC

Λ༻͍ͯ 465 MeV/uʹՃ͞Εͨ Ar16+ϏʔϜΛ Siͷ݁থʹೖࣹͤͨ͞ɻ

݁থ௨աޙͷجఈ͓Αͼྭىঢ়ଶͷΠΦϯΛ࣓ʹΑͬͯՁબผ͠ɺPSD

Λ༻͍ͯΠΦϯͷೖࣹҐஔͷଌఆΛͨͬߦɻ࣮ࡍͷϏʔϜ࣮ݧͰಘΒΕͨ݁Ռ

Λਤ 4 ʹࣔ͢ɻՁબผ͞ΕͨͦΕͧΕͷϏʔϜεϙοτ͕ݟΒΕΔ͜ͱ͕

͔Δɻ͜ΕʹΑΓ PSDΛ༻͍ͨҐஔݕग़γεςϜΛߴΤωϧΪʔϏʔϜ

ͷԠ༻͕ՄͰ͋Δ͜ͱΛ࣮ূͰ͖ͨɻ·ͨɺΠΦϯͷ PSDͷ౸ୡؒͷ

ใΛ༻͍ͨϏʔϜͷؒߏΛϓϩοτͨ͠ͷΛਤ 4 ʹࣔ͢ɻ͜ΕΒͷ

݁Ռ͔Β࡞ͨ͠γεςϜΛϏʔϜϓϩϑΝΠϦϯάͷͨΊʹ༻͍Δ͜ͱ͕Ͱ

͖Δͱ͑ߟΒΕΔɻ

Fig.4: ϏʔϜ࣮ݧͷ࣮݁ݧՌ

ݙจߟ

[1] K.Kovačević, M.Zadro, Nucl. Inst. and Meth. A 423 (1999) 103.

[2] Maurice Cohen Solal, Nucl. Inst. and Meth. A 572 (2007) 1047-1055.
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球対称ブラックホールのシャドー
Shadow of spherically symmetric black holes

� 何　俊逸
指導教員 　原田　知広

1 はじめに
一般相対性理論は水星や他の惑星の軌道のわずかな異常などニュートンの法則では説明できないいくつかの効果を説
明し、重力波、重力レンズやブラックホールなど、重力の新たな効果を予測する。これらの予測の多くは、実験、観
測により確認されている。一般相対論により、重力の効果が光でさえも逃げ出すことができないほど強い空間領域で
あるブラックホールの理解の基礎が提供されている。これらの強い重力は特定の種類の天体から放出される強い放射
の原因であると考えている。ブラックホールについて調べると、様々な面白い情報が得られると考えられている。
2 球対称時空
アインシュタイン方程式の物質分布を示す項として登場し、重力を生じるソースとしての意味を持つエネルギー運動
量テンソルは一般相対論において、重要な地位がある。時空が静的球対称である場合、時空線素は

ds2 = !f(r)dt2 + g(r)dr2 + r2
!
d!2 + sin2 !d"2

"
(2.1)

と与えられる。エネルギー運動量テンソルを Tµ
! = diag[!#(r), pr(r), p"(r), p#(r)]と与えると、エネルギー運動量

テンソル保存則 Tµ!
;! = 0により

p"(r) =p#(r) = p(r)

2

r
(pr(r)! p(r))+

1

2

#
r

g(r)

$
pr(r) +

1

r2

%
! 1

r

&
(#(r) + pr(r)) + p!r(r) = 0

(2.2)

が得られる。pr(r) = p(r)にすれば、[1]に一致していることがわかる。アインシュタイン方程式を積分すれば、

g(r) =1!
2
'
M + $2

2

( r
0 #(r

!)r!2dr!
)

r

f(r) =
r"g(r")

r
exp

*
!
+ r!

r

$2r!2pr(r!) + 1

r!g(r!)
dr!
,

(2.3)

となる。M は真空の場合のブラックホールの質量である。 r" は r " r" で、f(r) = g(r)を満たすと定義する。こ
の定義により、r " r" で f(r) = g(r)になるように、#(r) = !pr(r)が成り立つ。これは (2.3)を用いれば確認でき
る。一般的には、r" を物質分布の外側 #(r) = !p(r) = 0にすればいい。真空の場合、Tµ

! = diag[0, 0, 0, 0]を (2.3)

に代入すれば、Schwarzschild解
ds2 = !

$
1! 2M

r

%
dt2 +

1!
1! 2M

r

"dr2 + r2
!
d!2 + sin2 !d"2

"
(2.4)

が得られる。r 成分の圧力 pr(r) = 0の場合、(2.2)により、エネルギー運動量テンソル Tµ
! は

T t
t = !#(r), T r

r = 0, T "
" = T%

% =
1

2

$
1

g(r)
! 1

%
#(r) (2.5)

となる。
3 Schwarzschild-de Sitter解
(2.2)には一つの定数解がある。それは !#(r) = pr(r) = p(r) = ! 3!

$2 である。ここで、!は正である。任意の r で、
常に #(r) = !pr(r)のため、この場合、f(r) = g(r)は常に成り立つ。(2.3)を用いれば、(2.1)は
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ds2 = !
$
1! 2M

r
! !r2

%
dt2 +

1

1! 2M
r ! !r2

dr2 + r2
!
d!2 + sin2 !d"2

"
(3.1)

となる。これはよく知られている Schwarzschild-de Sitter解 [2]である。シャドーの見かけ角 %shadow は [3]の方法
を用いれば、

sin%shadow =
3
#
3M#

1! 27!M2

-
ro ! 2M

r3o
! ! (3.2)

を得る。ここで、ro は観測者の位置を表す。! " 0であるので、(3.2)からわかるように、ro は無限大に置くと、見
かけ角は虚数になるので、無限遠方にいる観測者からはシャドーが見えないことが言える。
4 ガウス型物質分布
pr(r) = 0で、ガウス型物質分布 #(r) = A exp

.
!B (r ! r0)

2
/の場合、$2A $ Aとおくと、

$2
+ r

0
#(r)r2dr =

A

4B
3
2

'
2
#
Br0e

#Br20 ! 2
#
B (r + r0) e

#B(r#r0)
2

+
#
&
!
1 + 2Br20

" '
erf
'#

Br0
)
+ erf

'#
B (r ! r0)

)))

(4.1)

を得る。ここで、A,B, r0 は正で有限の値を持つことにする。erf(r)はガウスの誤差関数である。より、rが十分大き
くなると、#(r) = 0になり、物質は有限分布になる。ここで、r" を十分に大きいとすると、

r " r"のところで、erf(#B(r ! r0)) % 1 (4.2)

になる。より、
$2
+ r(r$r!)

0
#(r)r2dr % A

4B
3
2

'
2
#
Br0e

#Br20 +
#
&
!
1 + 2Br20

" '
erf
'#

Br0
)
+ 1
))

= Const (4.3)

になるため、r " r" の場合、#(r) % 0 = !pr(r)になり、f(r) = g(r) = 1! Const
r と書ける。

ds2 = !f(r)dt2 + g#1(r)dr2 + r2
!
d!2 + sin2 !d'2

"

g(r) = 1!
2M+ A

4B3/2

!
2
%
Br0e

"Br20#2
%
B(r+r0)e

"B(r"r0)2+
%
&(1+2Br20)(erf(

%
Br0)+erf(

%
B(r#r0)))

"

r

f(r) =
r!#2M# A

4B3/2

!
2
%
Br0e

"Br20+
%
&(1+2Br20)(erf(

%
Br0)+1)

"

r exp
.
!
( r!
r

1
rg(r)dr

/

(4.4)

を得た。
5 まとめ
本研究では、球対称時空のブラックホールのシャドー、有効ポテンシャル、アインシュタインリングなどについて
調べた。
[参考文献]
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[3] V. Perlick, O. Y. Tsupko and G. S. Bisnovatyi-Kogan, Phys. Rev. D 92, no. 10, 104031 (2015)
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࣭ྔܽଛ๏ʹΑΔதੑࢠա֩ͷߏ͚ͨʹڀݚ CsI(Na) γϯνϨʔλͷΤωϧΪʔ

ղଌఆ

�ଜະੜ
Ո ௪ହ ా܀ һڭಋࢦ

1 త

ෆ҆ఆ֩ͷྭىঢ়ଶͷڀݚͷख๏ͱͯ͠ෆม࣭ྔ๏ͱ࣭ྔܽଛ๏͕͋Δɻෆม࣭ྔ๏ͱෆ҆ఆ่͕֩յ

ͯ͠์ग़͞ΕͨશཻࢠͷӡಈྔΛଌఆ͢Δ͜ͱʹΑͬͯ֩ࢠݪͷ࣭ྔΛಋग़͢Δํ๏Ͱ͋Δɻ͔͠͠ਤ 1 ͷ
10He ͷΑ͏ͳதੑࢠա֩Λ͢ڀݚΔ߹ɺ10He ͕ 6 ͱࢠͷதੑݸ 4He ʹ่յ͢Δ߹͕͋Γɺ͜ͷ 6

ཚʹΑͬͯੜ͞ΕΔཻΊΔɻҰํͰ࣭ྔܽଛ๏ϏʔϜͱඪతͷۃΛࠔग़͢ΔͷݕΛࢠͷதੑݸ

ͷ࣭ྔΛಋग़͢Δํ๏Ͱ͋Δɻਤ֩ࢠݪͷӡಈྔΛଌఆ͢Δ͜ͱʹΑͬͯࢠ 1ͷࠨଆͷΑ͏ʹ 11LiϏʔϜΛ

ཅࢠඪతʹরࣹ͠ɺ(p, 2p)Ԡ͕ࡍ͖ͨىͷ ରͷڀݚͱϏʔϜͷӡಈྔΛଌఆ͢Δ͜ͱͰࢠͷཅݸ2
10Heͷ࣭ྔΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ࣭ྔܽଛ๏ෆม࣭ྔ๏ʹൺΔͱଌఆ͕ඞཁͳཻࢠ͕গͳ͘தੑࢠ

ଌఆෆཁͰ͋ΔͨΊɺେཱମ֯ͷݕग़͕͋ثΕݕग़ޮͷͰ༗རͱͳΔɻ

ਤ 1 தੑࢠաͳ֩ࢠݪͷԠ

ਤ 2 CATANA+STRASSEͷ֓೦ਤ [1]

զʑ (p, 2p)Ԡͱ࣭ྔܽଛ๏ΛΈ߹Θͤͯޮߴ͔ͭߴղͳଌఆΛ࣮͠ݱΑ͏ͱ͍ͯ͠Δɻͦͷ

ɺզʑͷάϧʔϓ͕อ͢ΔࡏݱͷͨΊݱ࣮ ! ઢݕग़ث CATANAͷ෦ʹγϦίϯಋମݕग़ثͰߏ͞

ΕΔཅࢠඈݕग़ث STRASSEΛΈ߹ΘͤΔ࣮ݧηοτΞοϓΛཧԽֶڀݚॴͰݐઃதͰ͋Δ [1]ɻਤ 2ʹ

CATANAͱ STRASSEΛΈ߹Θ࣮ͤͨݧηοτΞοϓͷ֓೦ਤΛࣔ͢ɻCATANAෳͷ CsI(Na)݁

থΛେཱମ֯Λ෴͏Α͏ʹஔ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹͦͷ CsI(Na)݁থ (p, 2p)Ԡ͔ΒͷཅࢠͷయܕతΤ

ωϧΪʔͰ͋Δ 100 MeVͷ 2ഒͷ 200 MeV·ͰͷཅࢠͷӡಈΤωϧΪʔΛଌఆͰ͖ΔͨΊɺཅࢠͷ

ӡಈΤωϧΪʔΛޮߴͰଌఆ͕ՄͰ͋Δɻ͜ΕΒͷηοτΞοϓͰىྭ͍ߴΤωϧΪʔղΛಘΔͨΊ

ʹɺཅࢠͷӡಈΤωϧΪʔΛ 2 % ͷղҎԼͰଌఆ͢Δඞཁ͕͋ΔɻຊڀݚͰɺCATANAͷ CsI(Na)

݁থʹɺཅࢠ-ཅࢠੑཚ͔Βൃੜ͢Δ 110 MeV ͷӡಈΤωϧΪʔͷཅࢠΛরࣹ͠ɺཅࢠͷӡಈΤωϧ

ΪʔΛ 2 %ҎԼͷղͰଌఆͰ͖Δ͜ͱΛ͢ূݕΔͷ͕తͰ͋Δɻ
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2 ݧ࣮

ਤ 3 ͷηοτΞοϓݧ࣮

ઢ͕Μྍࢠॴͷॏཻڀݚ߹์ࣹઢҩֶ૯ݧ࣮

ஔ HIMAC Ͱ 230MeV ͷཅࢠΛ༻͍ͯߦͳͬͨɻ࣮ݧ

ͷηοτΞοϓΛਤ 3ʹࣔ͢ɻ

ɹඪతཅࢠ-ཅࢠੑཚͷଌఆͷͨΊʹް͞ 3 mmͷ

CH2 ඪతΛ༻͍ͨɻཅࢠ-ཅࢠੑཚͰೋͭͷ

ཅࢠͷ։͖֯ 90! ͱͳΔɻߋʹඍஅ໘ੵΛྀ͢ߟ

ΔͱϏʔϜ͔Βͯݟ 45ͷҐஔʹଟ͘ͷཚཅ͕ࢠͬ

ͯ͘ΔͷͰɺਤ 3ͷΑ͏ʹݕग़܈ثΛͦΕͧΕ 45! ͷҐ

ஔʹઃஔͨ͠ɻݕग़܈ثͷྲ্ྀ࠷ʹཅࢠͷҐஔͱ

֯Λଌఆ͢ΔͨΊͷଟઢࣜυϦϑτνΣϯόʔ (NDC)

Λઃஔͨ͠ɻNDC ͷ͙͢ํޙʹཻࢠͷΤωϧΪʔ

ଛࣦଌఆͱσʔλऩूτϦΨʔΛੜ͢Δް͞ 5 mmͷ

ϓϥενοΫγϯνϨʔλʔ (PL1ͱ PL2)Λઃஔͨ͠ɻ

ʹߋ PL1 ͱ PL2 ͷԼྲྀʹਤ 4 ʹࣔ͢ 3 ͭͷܗঢ়ͷ

CsI(Na) ݁থ (Type1,4,5) Λઃஔͨ͠ɻͦΕͧΕͷ݁থ

େ͖͞ɺ͞ɺ༻͍ͯ͠Δޫి૿ࢠഒ͕ҟͳ͍ͬͯΔɻ

ਤ 4 ͍ͨ༺Ͱݧ࣮ CATANAͷ݁থɻ֤෦ͷ͞Λ mmͰද͍ͯ͠Δɻ

3 CATANA ͷΤωϧΪʔղͷධՁ

ਤ 5 Type4ͱ Type5ͷΤωϧΪʔͷ

NDC Ͱଌఆͨ͠ཅࢠͷ֯ͱ CATANA ͷޫྔͷؔ

Λ༻͍ͯ CATANAͷޫྔΛΤωϧΪʔʹมͨ͠ɻཅࢠ-ཅࢠ

ੑཚͷӡಈֶ͔ΒೋͭͷཅࢠͷΤωϧΪʔͷ֯ʹґ

ΒͣҰఆͳͨΊɺType4ͱ Type5ͷΤωϧΪʔͷ͔Βղ

Λಋग़ͨ͠ɻਤ 5ʹ Type4ͱ Type5ͷΤωϧΪʔͷ૯Λࣔ

͢ɻೋͭͷ݁থͷղ͕ಉͰ͋ΔͱԾఆͨ͠߹ɺҰͭͷ

CATANA ݁থͷΤωϧΪʔղ 1.5 ± 0.3 % Ͱ͋Δ͜

ͱ͕͔ͬͨɻ࠷ऴൃදͰΑΓৄࡉͳղੳʹ͍ͭͯൃද͢Δɻ

ݙจߟ

[1] Construction proposal : Large-acceptance missing mass

setup, CATANA PLUS and STRAßE, at SAMURAI
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ԹΠΦϯੵϦϯάۃ RICE Λ༻͍ͨதੑϏʔϜͱࢠΠΦϯϏʔϜͷ߹ྲྀ࣮ݕ͚ͨʹݧग़

։ൃث

Fragment detector development for Ion-neutral merged-beam experiments at the

cryogenic ion storage ring RICE

�େѨوٱത
һ ɹத༞ڭಋࢦ

1 ͡Ίʹ

ҰൠతʹӉۭؒۃີͰ͋ΔͨΊࢠݪࢠಉͷিಥ͕͜ىΔ͕֬͘ɺ߃͔Βͷ֎ઢ์ࣹʹΑΔ

ࢠͷղ͕͜ىΔͨΊɺࢠͷੜաఔ͕ਐΈʹ͍͘ڥͰ͋ΔɻӉۭؒͷͱͷؒʹɺؒΨεͱؒਖ

ࢠઢ์ࣹʹΑΓਫૉ֎͔Βͷ߃ΔɻؒΨεͷओਫૉͰ͋Γɺ͢ࡏ͞ΕͨؒӢ͕ଘߏͯͬ·ू͕

ਫૉࢠݪʹղ͞ΕΔɻ͔͠͠ɺಛʹີ͕͍ߴؒࢠӢͱݺΕΔྖҬͰɺ͔Βͷޫ͕෦·Ͱಧ͔ͳ͍ͨ

Ίʹਫૉ͕ओʹਫૉࢠͱͯ͠ଘ͢ࡏΔɻ͜ͷؒࢠӢͰɺۙͷిԕڸΛ༻͍ͨ؍ଌʹΑͬͯ 200छྨҎ

্ͷ͕ؒࢠଘ͢ࡏΔ͜ͱ͕͔͍ͬͯΔ [3]ɻಛʹෳͳ༗ػࢠ (Complex Organic Molecules : COMs)

ؒࢠӢͷൃୡϓϩηεʹ͓͍ͯॏཁͳׂΛෛ͍ͬͯΔɻ

զʑؒࢠӢʹ͓͚Δ༗ػࢠͷੜաఔΛௐΔͨΊͷςετ࣮ݧͱͯ͠தੑૉ C0 ͱਫૉࢠΠΦϯ

H+
2ɺH

+
3 ͷԠΛௐΔ͜ͱΛඪͱ͓ͯ͠ΓɺۃԹ੩ిܕΠΦϯੵϦϯάʢRIKEN Cryogenic Electrostatic

Ring : RICEʣʹੵͨ͠ਫૉࢠΠΦϯʹରͯ͠தੑࢠݪϏʔϜΛ߹ྲྀɾিಥͤ͞ɺੜͷݕग़Λ͜͏ߦͱͰۃ

ԹߴۃਅۭͷڥԼͰͷԠஅ໘ੵͷଌఆΛ͏ߦ༧ఆͰ͋ΔɻຊڀݚͰԠஅ໘ੵͷଌఆʹݕ͚ͨग़ثͷ։ൃ

Λͨͬߦɻ

2 ߹ྲྀϏʔϜ࣮ݧ

ਤ 1 ߹ྲྀϏʔϜུ࣮֓ݧਤ

߹ྲྀϏʔϜ࣮ݧ 2 ͭͷϏʔϜΛ΄΅Ͱ߹ྲྀͤ͞Δ͜ͱʹΑΓɺؒࢠӢ෦Ͱ͍ͯͬ͜ىΔ– 10

meVͷΤωϧΪʔͷதੑૉࢠݪͱਫૉࢠΠΦϯͷԠΛௐΔɻਤ 1࣮ݧஔͷུ֓ਤͰ͋ΔɻϦϯάʹ

ੵͨ͠ΠΦϯϏʔϜʹରͯ͠ɺதੑϏʔϜΛҰઢ্ʹͰ߹ྲྀ͢Δ͜ͱͰΤωϧΪʔͷԠΛ͢͜ىɻຊ

ͷ։ൃثग़ݕࢠதੑཻ͏ߦग़Λݕग़͢ΔσΟςΫλʔ͓ΑͼɺதੑϏʔϜͷݕΒΕͨੜΛ࡞ͰԠʹΑΓڀݚ

Λͨͬߦɻ·ͨɺ։ൃͨ͠ݕग़ثΛ RICEΠϯετʔϧ͠ɺ߹ྲྀϏʔϜ࣮ݕ͚ͨʹݧग़ثͷςετଌఆΛͨͬߦɻ

3 ։ൃثग़ݕ

Ԡஅ໘ੵΛܾఆ͢ΔͨΊʹɺΤωϧΪʔԠʹΑͬͯ࡞ΒΕͨੜͱதੑϏʔϜͷऩྔΛଌఆ͢Δݕग़ߏػ

ͷ։ൃΛͨͬߦɻੜݕग़ثͷ։ൃɺ(1)ੜΛ࿙Β͢͜ͱͳ͘ݕग़Ͱ͖Δ͜ͱ (2)ੜͷيಓͷཧ༝͔Β

RICE෦ʹઃஔ͢Δ͜ͱɺ͕ٻΊΒΕͨɻ͜ΕΒͷཧ༝͔Βੜݕग़ثɺੜ͕ःΒΕ͖ͣߦಧ͘͜ͱ͕Ͱ

͖ɺൺֱతεϖʔε͕͋ΔϏʔϜϙʔτ 4 ෦ʹઃஔ͢Δ͜ͱΛ೦಄ʹઃܭΛͨͬߦɻੜݕग़ثσΟϑϨΫ

21



λʔͱ CEMͰߏ͠ɺΠΦϯيಓγϛϡϨʔγϣϯΛ༻͍ͯϏʔϜϙʔτ෦ͷݶΒΕͨεϖʔεͰ࣮֬ʹੜ

ΛัΒ͑ΒΕΔߏΛܾఆͨ͠ʢਤ 2ʣɻ·ͨɺதੑϏʔϜݕग़ثͷ։ൃɺ(1)தੑϏʔϜ͕ݕग़Ͱ͖Δ͜ͱ (2)Ұൠ

తͳ Faraday Cupͱͯ͠ಈ͠࡞ΠΦϯϏʔϜͷݕग़͕ՄͰ͋Δ͜ͱɺ͕ ΊΒΕͨɻͦͷͨΊҰൠతͳٻ Faraday

CupΛվྑ͠ɺCupͷఈʹपΓͱઈԑ͞ΕͨۚଐඪతʢTargetʣΛઃஔ͢Δ͜ͱͰதੑϏʔϜͷݕग़ΛՄʹͨ͠

ʢਤ 3ʣɻΠΦϯϏʔϜΛଌఆ͢Δࡍ Targetͱ CupΛಋ௨ͤ͞Δ͜ͱͰ௨ৗͷ Faraday Cupͱͯ͠ಈ͢࡞Δɻ

ਤ 2 ੜݕग़ߏػ

ਤ 3 தੑϏʔϜݕग़ߏػ

4 ΠΦϯϏʔϜ༌ૹ͓Αͼݕग़ثςετ݁Ռ

߹ྲྀϏʔϜ࣮͚ͯʹݧϏʔϜ༌ૹ͓Αͼੜݕग़ثͷػΛ֬͢ΔͨΊʹɺH+
2 ϏʔϜͷ༌ૹ͓Αͼݕग़ς

ετΛͨͬߦɻH+
2 ϏʔϜͷΤωϧΪʔ࣮ࡍͷ߹ྲྀϏʔϜ࣮ݧͰ༻͍Δ 3.5 keV ʹઃఆͨ͠ɻH+

2 ϏʔϜ ECR

ΠΦϯݯͰੜ͠ɺϚάωοτʹΑΔ࣭ྔੳޙɺϏʔϜϙʔτ 1 Λ௨ͯ͠ RICE ෦ૹͬͨɻͦͯ͠ϏʔϜΛ

RICEͰपͤ͞ɺݕग़͕͋ثΔϏʔϜϙʔτ̐ͱ௨ͨ͠ɻH+
2 ϏʔϜͷऩྔ࣮ݧΛ͏ߦʹ͋ͨΓेͳ 50 nA

ఔ͕ Faraday Cupʹ͓͍ͯ֬Ͱ͖ͨɻਤ 4ϏʔϜڧΛऑΊͨ H+
2 ϏʔϜΛੜݕग़ثͰݕग़ͨ݁͠ՌͰ

͋Δɻԣ࣠ݕग़ثʹඋΘͬͨσΟϑϨΫλʔͷిѹɺॎ࣠ CEMʹัΒ͑ΒΕͨΧϯτͰ͋ΔɻσΟϑϨ

Ϋλʔిѹ͕͓Αͦ 300-550 Vͷൣғʹ͓͍ͯ CEMͷΧϯτϐʔΫʹୡͨ͠ɻ͜ΕσΟϑϨΫλʔిѹ͕

300-550 Vͷൣғ͓͍ͯ CEM͕ੜΛ࿙Β͢͜ͱͳ͘ճऩ͍ͯ͠ΔͨΊͱ͑ߟΒΕɺ͜ͷ݁ՌγϛϡϨʔγϣ

ϯʹΑΔੜيಓͱ֓ͶҰகͨ͠ɻʢਤ 5ʣɻ͜ΕΒͷ݁Ռ͔ΒϏʔϜ༌ૹ͓Αͼݕग़ث߹ྲྀϏʔϜ࣮͕ݧՄͳ

ηοτΞοϓͰ͋Δͱ͑ߟΒΕɺ߹ྲྀϏʔϜ࣮ݧΛ։ͨ͠ɻ

ਤ 4 ग़ςετ݁Ռݕ

ਤ 5 ग़γϛϡϨʔγϣϯݕ

[ݙจߟ]

[1] Y. Nakano et al, Rev. Sci. Inst., 88, 033110 (2017).

[2] S. Yamamoto,“Introduction to Astrochemistry,” Springer, (2017).

[3] M. Araki, “List of Interstellar molecules,”

https://www.rs.kagu.tus.ac.jp/tsukilab/research_seikanlist.html
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非対称な真空における弦のBRST量子化と超弦への拡張
BRST quantization of strings in an asymmetric vacuum and its extension to

superstrings

結城翼
指導教員 中山優

1 はじめに
従来の弦理論 (ボゾン的弦理論、超弦理論)において閉弦を量子化した際、状態を構築するときに使われる真空
は left-movingと right-moving対称で定義される。このように定義された真空に生成演算子を作用させて得られ
る弦のスペクトルは無限個である。
しかしながら、真空の選択は left-movingと right-moving別々に定義することが可能であり、従来とは異なる
非対称な真空を選択することにより興味深い結果が得られることを示した [1]。そのうちの一つとして弦のスペク
トルが有限個に制限されるというものがある。他にも従来の弦理論とは異なる結果が示されているが、本論文で
は弦のスペクトルに限って議論する。
本論文では [1]とは別の量子化アプローチである BRST量子化を非対称な真空の場合に適用した場合、[1]と同
様の結果「弦のスペクトルが有限個に制限される」になることを示した。
また、ここまでの議論を超弦に (スペクトルに的を絞って)拡張した場合についても調べた。

2 非対称な真空におけるBRST量子化
BRST電荷 QB は BRST変換と呼ばれる超対称性変換の生成子である。QB をモード演算子で書くと正則部分は以下のようになる。

QB =
!!

m="!
(L"m ! !m,0)cm ! 1

2

!!

m,n="!
(m! n) : c"mc"nbm+n : (2.1)

反正則部分 Q̄B も (2.1)式と同様にあらわせる。
{QB , b0}|ph" = (L(m)

0 + L(g)
0 )|ph" = 0 (2.2)

#ph|{Q̄B , b̄0} = #ph|(L̄(m)
0 + L̄(g)

0 ) = 0 (2.3)

ここで Siegelゲージ条件
b0|ph" = #ph|b̄0 = 0 (2.4)

を使用した。(2.2)式と (2.3)式より以下の level-matching条件
N+ N̄ = 2 (2.5)

が得られる。これは [1]の結果と一致する。許されるスペクトルは BRST完全なものを除いて以下の三つである。
・(N, N̄) = (2, 0)

|Lv.2" = (aµ!"
µ
"1"

!
"1)|kµ" $ | %" (2.6)

・(N, N̄) = (0, 2)

|Lv.2" = (āµ! "̄
µ
+1"̄

!
+1)|k̄µ" $ | %̄" (2.7)

・(N, N̄) = (1, 1)

|Lv.1" $ |Lv.1" = (eµ!"
µ
"1"̄

!
+1)|k̄µ" $ | %̄" $ |kµ" $ | %" (2.8)

上の二つは Pauli-Fierz場、最後は重力、Kalb-Ramond場、ディラトンである。
3 超弦の作用
まず初めに超弦理論を簡潔に述べると、ボゾン的弦理論にフェルミオンを理論に組み込んだ弦理論である。こ
こでは RNS定式化の立場をとって話を進めていく。worldsheet上のボゾン場 Xµ(#, $)のペアであるフェルミオ
ン場 %µ(#, $)を導入することによって作用は

S = ! 1

2&

"
d2#('"Xµ'

"Xµ + %̄µ("'"%µ) (3.1)

となる。
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4 Ramondセクター、Neveu-Schwarzセクター
(3.1)式のフェルミオン部分を抜き出し、光錐座標で表すと作用は以下のようになる。

Sf &
"

d2#(%"'+%" + %+'"%+) (4.1)

場 %± の変分を考えると、作用の変分項に (4.2)式の境界項が出現する。
!S &

"
d$(%+!%+ ! %"!%")|#=$ ! (%+!%+ ! %"!%")|#=0 (4.2)

作用が定常的になるよう要請すると (4.2)式は消えなければならない。ここで場 %±は運動方程式を満たすと仮定した。# = &の境界項の符号の選択により、以下の二つの境界条件が存在する。
・Ramond境界条件

%µ
+|#=$ = +%µ

"|#=$ (4.3)

・Neveu-schwrz境界条件
%µ
+|#=$ = !%µ

"|#=$ (4.4)

閉弦の場合 left-と right-movingそれぞれ独立に Rセクター、NSセクターが選べ、組み合わせとして NS-NS、
NS-R、R-NS、R-Rがある。
非対称な真空の場合 level-matching条件などはそれぞれ以下の表のようになる。

表 1: 非対称な真空における閉じた超弦のスペクトル
(NS,NS) (NS,R) (R,NS) (R,R)

level-matching条件 N+ N̄ = 1 N+ N̄ = 1/2 N+ N̄ = 1/2 N+ N̄ = 0

N 1 0 1/2 0 1/2 0

N̄ 0 1 1/2 1/2 0 0

M2 2/"# !2/"# 0 0 0 0

5 GSO射影
従来の超弦では虚数質量をもつ状態 (タキオン)に対応するフェルミオンが存在せず、時空の超対称性が破れて
いる。これを回避するため理論に GSO射影を施し、タキオンを排除する。
G-parityと呼ばれる以下のように定義される演算子を NS、Rそれぞれに導入する。

GNS = (!1)F+1 = (!1)
#!

r=1/2
bi"rb

i
r+1

(NS) (5.1)

GR = !11(!1)
#!

n=1
di
"nd

i
n (R) (5.2)

ここで !11は 10次元のガンマ行列を用いて !11 = !0!1 · · ·!9とあらわせる。NSの場合、G-palityを状態に作用
させて負になるものを除く。Rの場合、正負どちらとも選択できる。非対称な真空の場合GSO射影で生き残るス
ペクトルは (NS,NS)で (N, N̄) = (1/2, 1/2)であるが (NS,R)、(R,NS)、(R,R)は Rの選択するパリティに依る。
例として正のみのパリティを選ぶと負のパリティを持つ状態は切り捨てられる。
6 まとめ
初めに [1]の論文で議論されてる非対称な真空におけるボゾン閉弦の量子化を、別のアプローチであるBRST量子化
で同じスペクトルが得られることを示した。最後にボゾン閉弦と同様の議論を超弦にまで拡張させた。そこでは level-

matching条件に加え、さらにGSO射影によって最終的に生き残るスペクトルが (NS,NS)で (N, N̄) = (1/2, 1/2)、
(NS,R)、(R,NS)、(R,R)は Rの選択するパリティに依ることを示した。
[参考文献]
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