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ＳＮＳ写真、プライバシーどう守る 防衛用メガネも （国立情報学研究所教授・越前...
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奔流ｅビジネス

ＳＮＳ写真、プライバシーどう守る 防衛用メガネも （国立情報学研究所教授・越前
功氏）

4位: 「日本でも組み換え作物栽培を」北海道農家… 
5位: ＬＣＣ�ピーチ、ビットコイン決済導入 年… 

2016/3/18付

 

2位: ビットコイン、2000ドル台に到達 連日… 
3位: キッコーマン 食べる固形しょうゆ、ヒット… 
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そ�他

一般消費者による、ウェブ上へ�画像投稿�増えるばかり。企業もそ�動きを無視できない中
で、意図しない形で�プライバシー侵害など�リスクも高まっている。企業や消費者�新たなデジタ
ルツールとどう向き合うべきか。国立情報学研究所�越前功教授に聞いた。
――禁止が常識だった小売店�店内撮影を、解禁する動きがある。
「消費者�利便性などに配慮した動きだと思うが、デジタル技術�進歩で多く�人が想定していな
いリスクが生まれていること�認識すべきだ」 「他人が撮った写真に自分が写り込んでいたとす
る。顔認識技術�向上により、それを見た第三者がネット上�画像情報や交流サイト（ＳＮＳ）�個
人情報と付き合わせることで、自分�ことを全く知らない人間がそれが自分だと特定することができ
る。さらに画像に位置情報などが付随していれば『私がいつどこで誰といたか』が、他人に知られ
る」

おすすめ情報

――防ぐために�どうすればいい�か。

⼤河ドラマ「井伊家」に学ぶ組織論

「一般�人ができること�限られる。まず�画像を投稿する際に、不要な写り込みに関して�特定

⾷べないのに痩せない⼈がやるべき事

できないように加工を施すこと。また、位置情報など�付随情報も消しておく�が無難だ。被写体か

接待店、エリアやジャンルで楽々検索

ら事前に許可を取ることも重要になる」

早稲⽥で国際関係学を学ぶ
ビジネス場⾯で本当に伝わる英語とは

「だがスマートフォン（スマホ）�ユーザーらに�、画像加工�やり方が分からない人も多い。被写
体全員に許可を取ることが不可能なこともあるだろう。投稿者が気づかないような重要情報を含ん
だ写り込みもあり、投稿側だけで完全な対策�難しい」

パンを変えるメゾンカイザーの快進撃
実⾏可能な予定を⽴てる10のポイント
年収1000万円は序章にすぎない・・・

「そ�ため、被写体側が自己防衛できる仕組みも必要だ。当研究所�福井県鯖江市などと共同
で、監視カメラやデジタルカメラ�顔認識機能�対象にならないようにする、世界で初めて�メガネ
型機器を開発した。６月に発売する。あらゆる場所にカメラやセンサーがある今、個人が自分�意



⽇経電⼦版をもっと知りたい⽅はこちら



就活プロが解説する親向けセミナー 受講⽣募集

思で対策を講じられる意味�大きい」



――普及に�社会全体�意識改革が必要だ。

アカウント⼀覧

「日本�プライバシー意識�欧米に比べ低いと言わざるを得ない。
先ほど�メガネも、発表後�反響�国内より海外�ほうが大きかっ
た。子ども�画像に関するも�を中心に、様々なプライバシー�啓
発活動�あるが十分と�言えない」
「2020年に開催される五輪で�様々なプライバシー意識を持つ人
が世界各国から来る。高解像度技術を使った監視カメラ�100メート
ル先�人物�顔を認識できるとされる。日本で�これ�安全技術と

国立情報学研究所教授・越前功氏

して大きく問題視されていないが、100メートル先�人物に撮影していることをどうやって告知するか
といった課題もある。様々な問題が今後顕在化するだろう」
――技術�進歩�今後も進む。
「動画�画像や音声を加工することで、インターネット会議システムで別人になりすますことなども
できるようになっている。他人�顔�画像をごく自然に動かせる�で、肉眼で�まず気づけない。画
像�精度が上がり、写真に写った親指から指紋情報を復元することなどでも成功事例がある」
「こうした技術�多く�悪意なく開発されている。だが、悪用しようと思えば大きな脅威になる。い
かなる防衛手段を持つか、『攻め』�技術研究と同様に『守り』�研究も進めなければならない」
（聞き手�中川雅之）

2017年５月22日付

2017年５月22日付
・スマホケースが時間制御、子ども�使いすぎに歯止め
Ｍｏｍｏがシステム開発
・サンワテクノス、電子機器�試作代行 顧客�も�づ
くり支援
・体調いかが 紙にタッチし回答 大日本印刷 高齢者
使いやすく
・島津、エンジン内計測精度向上、探針１つで温度もＣ
Ｏ2も
・養命酒製造、原料�生薬 国産５割に ３種類を試験

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO98544560X10C16A3H56A00/
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【指紋ネット盗難】「ピースサインは危険··」 ３メートル離れて撮影でも読み取り可... 1/2 ページ
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【指紋ネット盗難】

「ピースサインは危険︕︕」
可能

３メートル離れて撮影でも読み取り
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2
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だけで、指紋が出回ってしまう」。指紋の盗
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撮防⽌技術を開発した国⽴情報学研究所の越

4

⾃⺠“魔の２回⽣”失⾔

前功教授は、こう警鐘を鳴らす。

5 【加計学園問題】「⾃分が批判…

顔と⼿を⼀緒に撮影した写真をネットに掲
⽰すると、個⼈と指紋を特定される恐れがあ
る。⼤量に画像が出回る著名⼈は特に狙われ
る危険性が⾼い。⾃分で投稿しなくても、他⼈が撮影した写真に知らないうちに写り込
むリスクもある。
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また、スマートフォンの認証には指紋のほか、顔の画像、模様が⼈によって異なる目
の虹彩なども利⽤されている。こうした⽣体情報は⾏政機関や企業の⼊退室管理にも利
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⽤されている。個⼈の⽣体情報を盗み取るには従来、その⼈に接近して撮影する必要が

【追跡・街の１１０番】埼
⽟・川⼝の“超少額ひった
くり事件”の怪 被害額が
１００円って︖

あった。
だが、⽣体情報がネット上に出回るようになったことで、犯罪者にとってハードルは
⼤きく下がった。国⽴情報学研究所の実験では３メートルの距離で撮影した画像でも読
み取れることが判明しており、「⾃撮り」のピース写真をネットに掲⽰すると、簡単に
盗まれてしまう。越前教授は「指紋などの⽣体情報は終⽣変えることができない。どう
守っていくか啓蒙していきたい」と話す。
指紋がネットで狙われている︕
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「らでぃ」レポート

～ 国立歴史民俗博物館編 ① ～

今回は広大な敷地を誇る「国立歴史民俗博物館」で取材を行なった。
同博物館で同位体分析に基づく年代測定や産地推定などの
研究をされている坂本 稔氏にお話を伺った。

古い土器を調べる
土器や古墳、生活用品や戦後の闇市な
どの実物資料や、復元模型の展示などを
通して、先史から現代までの日本の歴史
と文化について知ることができる国立歴
史民俗博物館。実は、歴史を読み解く上
で放射能は利用されているのだが、一体
どのように使われているのかご存知だろ
うか？
発掘された昔の土器や植物，動物の骨
などがどの時代のものなのか、放射能が
もっている性質を利用して調べることが
できると言うのだ。なんと 5 万年も昔の
ことまで分かってしまうという。いった
いどういう方法なのだろうか？

“スス”と“コゲ”
土器そのものではなく、
“スス”や“コ
ゲ”に注目するのはなぜだろう？それは
炭素を使ったこの測定法は、生命活動の
痕跡を元に測定しているので、燃料とな
った木材による“スス”や、食材となっ
た動植物による“コゲ”が必要となるか
らだ。実は土器そのものでは調べること
が難しいのだ。
生物の体にある炭素 14 は、生命活動が
終わった瞬間から減っていく。ススやコ
ゲに炭素 14 がどれくらい残っているの
かを調べることで、燃料や食材の年代、
つまりその土器が使用されていた時期を
知ることができるというわけだ。

炭素 14 とは？
炭素 14 とは一体何だろう？炭素とは違
うのだろうか？
まずは下にある図を見てもらいたい。
原子番号 6 番の炭素（C）には陽子が 6 コ
ある。そして自然界には、中性子の数が
違う炭素 12、炭素 13、炭素 14 の 3 つの
種類があり、これらの 3 つを炭素の同位
体と呼んでいる。
提供：国立歴史民俗博物館

蔵：福岡市教育委員会

弥生時代開始期の土器

炭素 14 年代法
炭 素 の 同 位 体
放射線を出しながら減っていく「炭素
14」の性質を使って年代を測定する方法
は、
「炭素 14 年代法」と呼ばれている。
発掘された土器に食材の吹きこぼれに
よる“コゲ”や、薪から出る“スス”が
付着している場合、
「
“スス”や“コゲ”
にどれくらいの炭素 14 があるかを調べ
ることで、その土器が使われていた年代
が分かる」のだと、坂本氏はいう。

その中で炭素 14 は放射能を持ってい
るため、特に放射性同位体と呼ばれてい
る。そしてこの炭素 14 の量が分かれば、
炭素 14 が持っている“規則正しく壊れて
いく”性質を利用することで、年代を調
べることができる。
放射能の性質は，遥か昔の生命活動の
痕跡から年代を解明するのに用いられて
いるのだ。

国立歴史民俗博物館
1983 年（昭和 58 年）に千葉県佐倉
市にある佐倉城址の一角に開館した。
約 13 万平方メートルの敷地に、延べ床
面積約 3 万 5 千平方メートルという壮
大な広さを誇る。
原始・古代から近代に至るまでの歴
史と日本人の民俗世界をテーマに、実
物資料に加えて精密な複製品や学問的
に裏付けられた復元模型などを展示
し、日本の歴史や文化について分かり
やすく紹介されている。

学校の皆様への
メッセージ
皆さんは，歴史の教科書に書かれた年代
や，博物館の資料に付けられた年代がどの
ように調べられているかご存知ですか？
年代は最も基本的な情報の一つです。歴
史学や考古学では，文字で書かれた記録を
読んだり，土器や建物のかたちを細かく分
類したり，外国の例と比較したりして年代
を導いています。一方，炭素 14 年代法は自
然科学的に年代を調べる方法です。この方
法の特徴は，数字で年代が出せること，そ
れが世界共通のものさしになることです。
例えば日本が縄文時代の頃，アジアやヨー
ロッパではこんなものが使われていた，と
いった研究ができるようになります。日本
の縄文土器は，世界で最も古い土器の一つ
なのですよ。
これからは文系・理系の垣根を取り払っ
た，新しい歴史学
が発展すると思い
ます。歴史学者が
理科の知識を取り
入れ，自然科学者
が考古学に取り組
む，そんな共同研
究が盛んになると
いいですね。
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館 准教授
坂本 稔

「らでぃ」レポート

～ 国立歴史民俗博物館編 ② ～

今回は広大な敷地を誇る「国立歴史民俗博物館」で取材を行なった。
同博物館で同位体分析に基づく年代測定や産地推定などの
研究をされている坂本 稔氏にお話を伺った。

炭素の交換とは？
生命活動、つまり生きるとはどういう
ことだろう？人間も動物も植物も、生物
は生きていく上で炭素が必須である。そ
のため生物は、光合成や食事を通して体
内に炭素を取り入れ、呼吸や排泄を通し
て炭素を排出しているのだ。
そして「生きている限り、摂取や呼吸、
排泄を通して、常に“炭素の交換”をし
ているので、生物が体内に持っている炭
素の濃度は一定」になっているそうだ。
“炭素の交換”こそ、生命活動の基本と
言えるだろう。

炭素 14 で土器そのものの年代を調べる
のが難しいのは、土器自体に生命活動によ
る炭素が含まれていないからなのだ。

放射性同位元素 炭素 14
炭素 14 について、もう少し詳しくみて
みよう。炭素の陽子の数はどれも 6 コで
あるが、中性子の数の違いによって、炭
素 12、13、14 という 3 つの同位体が存在
している。炭素 12 と炭素 13 は、安定し
ている同位元素である。一方、炭素 14 は
不安定で放射能を持った放射性同位元素
（放射性物質）である。
炭素 14 に限らず放射性同位元素は、余
っているエネルギーを放射線として放出
して安定な原子になろうとする。そして
炭素 14 の場合は放射線を出して壊れた
後は、安定した窒素に変わるのだ。

炭素 14 の半減期
炭素 14 の減った量が分かると時期が推
測できるのはなぜなのか？放射性同位元
素（放射性物質）には“規則正しく壊れ
ていく”性質があるからだ。
「半減期」という言葉を聞いたことが
あるだろうか？放射性物質は放射線を出
す能力（放射能）が時間とともに弱くな
っていくという性質を持っている。そし
てある放射性物質がもっている最初の放
射能を「１」としたとき、放射能の強さ
が時間とともに弱くなっていき、元の放
射能の強さの半分になるまでにかかる時
間のことを「半減期」と言う。

放射能の半減期

炭素 14 の濃度

提供：国立歴史民俗博物館

原画：石井礼子

炭素１４の生成と循環
裏を返せば、
“炭素の交換”が行われな
くなる時は、生命活動が終わる時である。
当然ながら摂取や呼吸、排泄も行われな
くなるため、体内にある炭素が移動する
ことはもうない。それ以降は、体内に残
っている炭素 14 が時間とともに壊れて
いくのみである。つまり生命活動が終わ
った瞬間から、今まで一定だった体内の
炭素 14 が少なくなっていくわけだ。

炭素の３つの同位体はそれぞれ一定の
割合で存在していると言う。自然界には
「炭素 12 が 99％、炭素 13 が 1％、そし
て不安定な炭素 14 は 0.000000000001
（1 兆分の 1）しか存在してない」そうだ。
そして「炭素 12 と 13 は安定している
原子なので、増えも減りもせず一定」で
ある。また「炭素 14 は安定な原子になろ
うと放射線を出して壊れていく一方で、
宇宙からやってくる強力な放射線が大気
中の成分と衝突するのをきっかけに新し
く誕生している。壊れてなくなっていく
スピードと、新しく出来ていくスピード
がつり合っているので、やはり炭素 14 の
量もほぼ一定」なのだそうだ。
つまり今も昔も炭素の割合に変わりが
ないことになる。ここに時代を紐解く鍵
がある。炭素 14 の濃度がいつの時代も変
わらないからこそ、炭素 14 がどれだけあ
るか（残っているか）を調べることで、
減った量を知ることができる。そう、本
当に知りたいのは、炭素 14 が減った量だ
ったのだ。

この半減期は、放射性物質の種類よっ
て決まっていて、炭素 14 の半減期はおよ
そ 5730 年である。つまり炭素 14 の放射
能は、5730 年経つとその強さが半分に、
さらに 5730 年経つとさらに半分に・・・
と、弱まっていくのである。
そして圧力や温度等が変化しても半減
期は変わらないという。どんな条件下で
あってもそのスピードに変わりがないか
らこそ、残っている炭素 14 の量が分かれ
ば、半減期を元にどれだけの時間が経過
したかが推測できるのだ。
「ある半減期を
持って、規則正しく放射線を出しながら
壊れていく性質を利用して、土器の年代
を調べているのです」と坂本氏は教えて
くれた。
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LASER DRIVEN DIELECTRIC ACCELERATOR
FOR RADIOBIOLOGY RESEARCHES
Kazuyoshi Koyamai∗ A,B) , Aimierding AimidulaA) , Yosuke MatsumuraA) , Mitsuhiro YoshidauB) , Takuya NatsuiB) ,
A)
The University of Tokyo
2-22, Shirakata-shirane, Tokai, Ibaraki, 319-1188
B)
KEK
1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

Abstract
Parameters of a laser-driven one-dimensional dielectric accelerator were derived from a simple model. In order to
obtain 1-MeV electrons, the accelerator length of 2.7 mm is illuminated from both sides by 32 mJ laser pulse which
consists of 10 sequential pulses. The length of each laser pulse is 400fs.

レーザー駆動誘電体加速器；放射線生物学研究への応用を目指して
1.

はじめに

レーザー駆動粒子加速器にはプラズマを利用する方
式と誘電体周期構造を利用する方式が知られている。前
者は高電荷量 ( nC) かつ高電界加速 ( GV/cm) が可能で
あるが、数十 TW 以上のレーザーが必要である。後者
は電荷量は fC と小さく加速電界はプラズマに比べて一
桁程小さいが、必要なレーザー出力はプラズマ方式の
1/100 程度で済む。従って，数十 kHz 以上の高繰り返し
動作が可能である。またビーム径はレーザー波長程度で
ある。マイクロビーム、超短パルスなどの特徴を生かし
た応用の一つに、放射線生物学研究がある。
高周波加速器では金属でできた遅波回路によって、荷
電粒子の速度に一致した、光速より遅い位相速度の加速
電場を作り出しているが、周波数が高い光の領域では
金属を使った構造は採用できない。誘電率が周期的に変
わる構造（光結晶）を用いると、周期構造からの反射・
回折光の干渉によって波長の十倍程度の範囲に光を閉じ
込める事ができる。更に、光結晶の周期構造に欠陥を導
入する事によって、光に対する遅波構造も可能になる。
これまでに、積み木を重ねたような三次元構造の加速器
[1] 、蓮根のような形をした二次元構造の加速器 [2] 、回
折格子に似た一次元構造の加速器 [3] に関する理論的研
究が行われてきた。
我々は、製作の容易さの観点から、一次元構造を基本と
し、透過型回折格子と似た構造を持つ位相マスク型加速
器（a phase-modulation-mask-type laser-driven dielectric
accelerator; PLDA）の試作に向けて設計を進めている。
[4] 本稿では、加速の原理と加速器構造や電子バンチな
どのパラメータの見積もりに関して述べる。

2.

加速の原理と構造

2.1

原理

り、正味の加速は無い。粒子を加速するためには、半波
長毎に光の位相を π だけ変える。誘電体を周期的に並
べて回折格子のような構造を採ると、格子のバーの内外
で位相速度が異なるので、透過光は周期的に位相が異
なる波面を形成する。格子の厚さを適当に選ぶと、加速
チャンネルの中心で、半波長毎に電場の向きがちょうど
反対向きになり、光の電場振動の半周期毎に電場の向き
が入れ替わる定在波に似た電場分布を作る事ができる。
この電場によって粒子を加速できる。格子を支えるベー
スプレートは、レーザーの入り口側に置いても加速チャ
ンネル側に置いても本質的な違いはない。材料の強度次
第ではベープレートを除いて、障子の様な自立型格子に
することも可能である。ただし、ベースプレートを加速
チャンネル側に置く場合には、格子から中心軸までの距
離がやや長くなるので、回折などの影響を受けやすい。

図 1: PLDA 加速器構造の模式図とパラメータ

2.2 パラメータ
PLDA では、図 1 に示すように、粒子の加速方向に垂
PLDA の形状は図 1 に示すように、格子の周期 LG 、
直な方向から加速方向と平行または反平行に偏光した、 格子の幅 L 、格子の高さ（厚さ）H 、加速チャンネル
p
p
直線偏光レーザーを入射する。加速距離がレーザーの の間隔 D によって表される。簡単のために、 格子の長
半波長よりも長い場合には、加速・減速の繰り返しが起 さ（加速チャンネルの幅）W は L に比べて十分大き
G
∗ koyama@nuclear jp
いとする。電場の時間振動と空間分布を正弦波で近似し

- 328 -

て、電子の速度が非相対論的な場合について入射電子の
速度 v0 と LG の関係を求めると、レーザーの波長を λ
として、
v0
LG
=
(1)
c
λ

規格化された格子の厚さは、屈折率を n = 1.44 として
Hp /λ ≈ 1.1 である。上記の簡単化した見積りではエネ
ルギー 1 MeV を得るに必要な加速の長さは、レーザー
波長の約 2,800 倍である。

となる。
格子の厚さは、格子の内外での波面の位相差が π, に
なる条件から求められる。 n を格子の材料の屈折率と
して、レーザーの波長で規格化した格子の厚さは、

3.

1
Hp
≈
λ
2 (n − 1)

(2)

となる。
チャンネルを挟んだ格子の間隔は、回折が電場分布を
大きく変えない条件

D/2
L2
� P2
λ
λ

(3)

を満たす必要がある。大体 LP ≈ λ/2 であるから、D �
λ/2 となる。D が大きくなると近傍の格子からの回折
光の干渉の影響が現れる。

レーザーの仕様

レーザーの強度はレーザー電場による誘電体の破壊
で制限され、レーザーのパルス幅は加速に必要な時間
に等しい。例えば，SiO2 の、パルス幅が 100fs から 1ps
で波長が約 1µm のレーザーに対する光学的破壊の閾値
(
)
は Ith ≈ 1013 W/cm2 Eth ≈ 8.7 × 107 V/cm である。
[5]
必要なレーザーのエネルギー EL は、照射面積 A
とパルス幅 τL を使って、

EL (1) = Ith AτL = Ith L2A W/ �v�

(4)

と表される。ただし、LA 、W と �v� は夫々、加速距離、
加速チャンネルの横幅、電子の平均速度である。
レーザーのエネルギーを減らすことは、レーザーの
パルス幅を短くする、すなわち電子が存在する領域近
傍のみを照射すれば可能である。たとえば、全加速器時
間 τL = LA / �v� を N 分割しパルス幅を LA / �v� /N に
すると、パルス当たりの加速距離も LA /N になるので、
必要な夫々のレーザーのエネルギーは、
(
)
EL (N ) = Ith L2A W/ �v� N 2 .
(5)
となる。この様なパルス分割照射に関しては Plettner [3]
が、超短パルスを多数に分割して、夫々のパルスを反射
鏡を使った光学遅延回路を通して照射する方法を提案
しているが、レーザーと加速器の間には堅牢な光学台と
複雑な光学マウントが必要である。我々は、移動や取り
扱いの自由度を増すために、レーザーと加速器の間を
光ファイバーで結合することを検討している。図 3 に
示すように、レーザーにファイバーレーザーを用いて、
必要なパルス数に分割後に、一つは陰極の励起源に、残
りを適当な長さのファイバーで遅延を調整しつつ夫々の
パルスを増幅して照射する。この場合、出力の相互の位
相調整は必要である。

図 2: (a) 非相対論的な電子を加速する場合に必要な格子
の周期 LG 。(b) 加速エネルギー W 。ξ = x/λ はレーザー
波長で規格化した加速距離。加速電場 8.7 GV/m を仮定。
点線は 1 MeV のエネルギーを得る時のパラメータ。
入射電子のエネルギーが非相対論的な場合には、LG
は式 (1) の関係から得られる値から始まって、粒子の加
速につれて図 2(a) に示すように、次第に大きくし λ に
漸近させなければならない。このときの運動エネルギー
の変化を、図 2(b) に示す。これらの図から分かるよう
に、初期の格子の周期を LG /λ = 0.5 とした場合には入
射電子のエネルギーは 79keV となる。ここでは、格子
の幅と真空の部分の幅の比 Lp / (LG − Lp ) を 1 とした。

上記の破壊の閾値 8.7 × 107 V/cm (レーザー強度で
は、1013 W/cm2 に対応) [5] を使って、1MeV の電子加
速に必要なパラメータを表 1 に載せる。例えば、片側
の励起を５分割 (全体で 10 分割) すると、レーザーのエ
ネルギーを 19mJ から 3.8mJ に減らすことができ、ファ
イバー当たりのレーザーパルスは、380 µJ、400fs です
む。ただし、実際には、反射・回折による損失があるの
で正確な見積りには数値シミュレーションを用いる必要
がある。
ファイバーレーザーは空間モードがほぼ TEM00 であ
り集光に優れているので加工機に使われる事が多く、最
近では 10kW の連続発振も可能になってある。一方、パ
ルス発振でも性能の向上は著しく、先頭出力 1GW でパ
ルス幅が 1ps（パルスエネルギー 10mJ）のパルスを、繰
り返し 50kHz で得ることに成功している。[6]
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図 3: ファイバーレーザーを使った誘電体加速器の概念図。Φ は位相調整器。

表 1: 1MeV の電子加速に必要な加速器とレーザーのパ
ラメータ。ただし、レーザー波長を 1µm とし、反射・回
折などの影響は無視した。
格子周期 LG
入射エネルギー
加速チャンネル幅 W
加速長 LA
照射面積（片側）A
加速時間 τA
レーザーパワー PL
エネルギー（片側）
パルス幅 τL
パルス分割数（片側）N
ファイバー当たりのレーザパワー
ファイバー当たりのエネルギー
片側の合計エネルギー
パルス幅

0.5λ から 0.94λ
79 keV
0.1 mm
0.48 mm
4.8 × 10−4 cm2
2 ps
4.8 GW
9.6 mJ
2 ps
5
950 MW
0.38 mJ/ﬁber
1.9 mJ
400 fs

ので正確な見積りには数値シミュレーションを用いる必
要があるが、桁違いではないであろう。これは、現在の
レーザー技術で達成可能なパラメータであり [6] 、入射
電子源を小型化できればきわめて使い勝手の良い加速
器を実現できる。もし、約 10GW のレーザーパルス出
力が難しい場合は、加速距離の延長で対応可能である。
電場強度は照射強度の平方根に比例するので、必要な
レーザーエネルギーの増加は照射強度の変化に比べて
緩やかである。
今後は、レーザーの導入方法、電子源の小型化の研究も
開始して、実証器の設計を進める。
実証器の設計の当っては、誘電体境界での反射と回
折の影響を取り込んで評価する必要があり、そのために
CST コードを用いた電界計算シミュレーションを行っ
ている。[7] また、励起用レーザーは市販品では間に
合わないので、独自に開発を行っている。[8]
この研究は、科研費基盤研究 (C)24510120 によって
行われた。

4.

まとめ

放射線生物学研究への応用に当たっては、電子エネ
ルギーは試料セルの構造で左右されるが数百 keV から
数 MeV の範囲である。初期電子の速度は格子構造の
周期 LG 、レーザー波長 λ で決まり v/c = L/λ であ
る。入射電子のエネルギーが非相対論的な場合は加速
につれて LG を λ に漸近するように大きくする必要が
ある（1MeV で LG /λ = 0.94）。一次元構造を基本と
する位相マスク型加速器（PLDA）に対する簡単な試算
では、1MeV の電子を得るためには、格子周期 LG を波
長の半分から波長まで変化させた構造を用いて，全体
で 0.48mm の長さで済む。加速チャンネルの断面の大
きさを 100λ × 0.5λ (100µm × 0.5µm) ) として、必要な
レーザーのパワー、エネルギーとパルス幅は夫々4.8GW、
19mJ（両側）、2ps となる。レーザーの負担を小さくす
るために、片側５分割（全部で 10 分割）するとレーザー
のパワー、エネルギーとパルス幅は夫々950MW、3.8mJ
（両側）、400fs に軽減される。励起のためにファイバー
レーザーを用いると、ファイバー当たりのエネルギーは
0.38mJ (950MW) で済む。反射・回折による損失がある
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新しい光学顕微鏡でナノ物質の励起状態とキラリティを探る
従来の光学顕微鏡では、光の波⻑（可視光で0.5μm程度）より⼩さい形を⾒ることができま
せんでしたが、近接場光学顕微鏡という新しい⽅法によってナノメートルの物質の観察が可能
になりました。ナノサイズ物質のカラー写真（スペクトル情報）を撮ることができ、また100
兆分の1秒単位の極めて短い時間内に起きる変化を、刻⼀刻、場所ごとに調べることもできま
す。私たちは、貴⾦属でできたナノ物質では、物質の特性に深く関わる「波動関数」がこの⽅
法で観察できることも⾒いだしました。更に、円偏光という螺旋の性質を持つ光で近接場計測
をすることで、後で述べるキラリティという性質を、ナノ物質について場所ごとに調べること
もできるようになりました。このようにナノ物質の新しい性質を光で調べ、制御する基礎的な
研究を⾏っています。
貴⾦属ナノ微粒⼦をある⼀定の構造で集合させて配列構造を作ると、光を照射したときに、局
所的に非常に強い光（⾦属微粒⼦のない場合に⽐べて、最⼤数百万倍）が発⽣する場合がある
と考えられています。通常の光学顕微鏡ではこのような光の場を観察することはできません
が、私達は近接場光学顕微鏡を⽤いて、発⽣した強い光の場を、実際にイメージとして観察し
ました。例えば微粒⼦が2個連結した構造では、粒⼦間の隙間に強い光が発⽣しているのが観
察され、これは理論による予測に良く⼀致します。また最近、同じ近接場光学顕微鏡を⽤いた
実験で、ナノサイズの孔を通ってくる光が、孔に⾦属板で蓋をすると、かえって強くなるとい
う、奇妙な現象を⾒いだしました。解析の結果、貴⾦属の微粒⼦が光を集める特異な性質が、
この現象に深く関わることがわかってきました。
物質には、それ⾃⾝とそれを鏡で映したものとが同⼀でないものがあります。⽣命を作ってい
るタンパク質分⼦などは全てそのような物質です。このような⾃⾝と鏡像が同⼀でない特性を
キラリティといいます。キラリティのある物質は、左巻き螺旋の円偏光と、右巻きの円偏光に
対する応答が異なるため、円偏光を使ってキラリティを調べることができます。私たちは、近
接場光学顕微鏡に円偏光を組合せて、ナノ物質の場所ごとのキラリティを調べることができる
ようになりました。従来の計測法では物質の全体としてのキラリティしかわからなかったの
が、私たちの⽅法では局所的なキラリティが観察でき、今まで隠れていた物質のキラリティが
明らかになってきています。⽣命に関わる分⼦の研究への応⽤も考えられます。このような研
究を発展させて、ナノ構造物質の励起状態やキラリティが関わる分⼦科学を発展させて⾏きた
いと考えています。
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図︓⾦でできた様々なナノ構造体の近接場光学イメージ。
A: 単⼀のロッド状⾦ナノ微粒⼦（⻑さ540 nm）。波動関数の振幅が可視化されている。
B: 球状⾦微粒⼦（直径100 nm）の⼆量体。微粒⼦間の隙間に強い光が観察される。
C: 球状⾦微粒⼦（直径100 nm）の島状集合体。辺縁部に強い光が局在する。
D: ⾦⻑⽅形構造の円偏光によるイメージ。⻩⾊と⻘は逆符号のキラリティを⽰す。⻑⽅形は
キラリティがないが，局所的には⼤きなキラリティがあることが可視化された。

参考⽂献
1. H. Okamoto and K. Imura, "Visualizing the Optical Field Structures in Metal
Nanostructures," J. Phys. Chem. Lett. 4 , 2230-2241 (2013).
2. H. Okamoto, T. Narushima, Y. Nishiyama, and K. Imura, "Local Optical Responses
of Plasmon Resonances Visualised by Near-Field Optical Imaging," Phys. Chem.
Chem. Phys. 17 , 6192-6206 (2015).
3. K. Imura, K. Ueno, H. Misawa, and H. Okamoto, "Anomalous Light Transmission
from Plasmonic Capped Nano-Apertures," Nano Lett. 11 , 960-965 (2011).
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Part 2 光分子科学の最前線

岡本裕巳
総合研究大学院大学教授構造分子科学専攻／自然科学研究機構分子科学研究所教授

光学顕微鏡の倍率には、光の波長による制約がある。
近接場という光を使うことにより、この制約を乗り越え、ナノの世界を観察できるようになった。
従来の顕微鏡の歴史と限界

て努力を続けた。しかし19世紀になって、

鏡では光を使わないため、光の波長で決

実はこの考え方は誤りで、光学顕微鏡で

まる光学顕微鏡の限界はなく、現在では

光学顕微鏡は小さなものを拡大して観

は光の波長 （可視光線では500nm ＊1程度） よ

分子のような小さなものも見ることがで

察できるポピュラーな道具だが、どこま

りも小さいものは原理的に観察できない

きる。さらに、最近になって走査トンネ

で小さいものを見ることができるだろう

ことがわかってきた。普通に売られてい

ル顕微鏡や原子間力顕微鏡のような新し

か。顕微鏡をのぞいたときに、100倍ぐ

る顕微鏡の倍率が1000倍前後までしかな

い顕微鏡が発明され、これによっても分

らいの倍率なら小さくてもはっきりと見

いのは、そのぐらいの倍率でこの原理的

子や原子を観察することができるように

えるのに、1000倍近くまで拡大すると全

な限界に達してしまうからである。この

なった。

体にぼんやりした感じに見えてしまう―

限界のため、光の波長よりも小さいもの

―そんな経験がある人も多いだろう。

の形を直接見ることは長らく不可能だ

光学顕微鏡のようにカラー写真を撮るこ

った。

とがほとんどできない。カラー撮影の本

16世紀に顕微鏡が発明されてから、レ

しかし、これらの新しい顕微鏡では、

ンズ技術者たちは、より完璧なレンズを

この状況に風穴を開けたのが、1952年

質は、観察対象の性質が光の波長ごとに

つくれば無限に倍率を上げられると考え

の電子顕微鏡の発明であった。電子顕微

どう違うかを観測することである。それ
が可能になると、分光学の知識を応用し
て観察対象に関するさまざまな性質を調

A

べることができる。光学顕微鏡はあまり
高い倍率では観察できないが、他の方法

光の�
進行方向�

では得がたい特長をもっているのである。
そのため、光を使った顕微鏡でも、波
孔の口径：1mm程度

長の限界を超えて倍率を上げようといろ

B

いろな試みがなされた。なかでも強力な
方法の一つとして考え出されたのが、こ

光の�
進行方向�

こで取り上げる近接場光学顕微鏡（以下、
SNOMと略記）である。
C

近接場光学顕微鏡（SNOM）のしくみ
SNOMは、従来の顕微鏡と異なり、

光の�
進行方向�

倍率を得るためのレンズを使わない（光
を効率よく集めるためのレンズは用いるが、倍率に

孔の口径：数十～100nm程度

図１ 孔の大きさによる光の伝わり方の違い。孔の口径が波長よりも十分大きいときには
光は孔を通って直進する（A）が、孔が小さくなると孔から広がって伝わるようになり
（B）
、孔の口径が波長よりも小さくなると、光は孔の付近にだけ局在して、空間を伝わら
なくなる（C）
。光の局在する範囲は、おおむね孔の口径程度の距離までである。
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は無関係である）。その代わりに、金属の薄

膜に非常に小さな孔（直径数十～100nm程度）
をあけたものを使う。孔の大きさが

入射光�

プローブ�

拡大像�
試料�

レンズ�

発光�
散乱�
吸収�

図２ 近接場光学顕微鏡（SNOM）の構成。実際のSNOMでは、光ファイバーの先端に微小な孔のあいた金属膜をつくり、
これをプローブとして用いる。プローブを試料表面に近づけて掃引すると、目的物の近くにプローブが来たときに、発光や
光の散乱、吸収が起こる。発光や散乱、吸収の強さを試料表面上の位置に対して記録すれば、試料の拡大像が観察できる。

1mm程度であれば、そこにあてた光は

能を実現することができる。また、光を

面の形（トポグラフと呼ぶ）も得られる。ト

孔を通って直進するが、孔が光の波長よ

使った顕微鏡であるため、カラー写真を

ポグラフ像ではナノロッドがまっすぐな

りも小さくなると、光は孔を通って伝わ

撮ることができるという、電子顕微鏡な

棒であることがわかるが（図3A）、近接場

ることができず、孔の周辺のみに局在す

どにない特長をあわせもっている。実際

による観察では違った形の像が得られた

るようになる（図１）。鉄筋コンクリート

に、SNOMが考案されて以来、このよ

ということである。

の建物の中では、ラジオが窓の近くでな

うな特長を生かして、ナノ構造の観察や

また、もっと長いナノロッドでは、さ

いとうまく受信できないことがあるが、

特性の研究に、さまざまな場面で利用さ

らに明暗の数が増え、縞模様が現れてい

これと同じ原理である（ラジオの電波は光と

れるようになってきている。

る（図3D）。われわれがふだん目にする金
属製の棒では、縞模様が見えるなどとい

同じ電磁波で、波長が数mから数百mと長い）。こ

のように孔の近所に局在した、空間を伝

ナノ構造物質の近接場イメージ

うことは絶対ないが、ナノの世界ではこ

SNOMによる研究の例として、最近

のような不思議な見え方になるのであ

この「近接場」を使って、次のような

われわれの研究グループの井村考平博士

る。この縞の数はナノロッドが長いほど

方法で光の波長よりも小さいものの観察

（助手）が中心となって永原哲彦博士、ジ

多くなり、また観察する波長が短いほど

ができる。例として、蛍光色素でできた

ョンクク・リム氏らと行った、ナノ構造

縞の間隔が狭くなることもわかった。こ

試料に孔を近づけていく場合を考えてみ

物質の波動関数の観察について紹介す

んなナノロッドの見え方は、光を使った

る。孔が色素試料から遠いときには、光

る。研究対象として観察したのは、貴金

方法によって初めて明らかになったこと

が色素に到達しないので何も起こらない

属の一つである金のナノロッドである。

で、電子顕微鏡などでは決してわからな

が、孔が色素試料のすぐ近くに来ると、

金ナノロッドは直径が20nm前後、長さ

かったことである。

光は色素に吸収され、色素は蛍光を出す。

が数百nmのまっすぐな棒状の微粒子で、

蛍光を測定しながら孔を動かし、試料表

水溶液中で化学合成によって単結晶とし

面上を細かくなぞっていけば、試料の拡

て作製できる。

わらない光を「近接場」と呼ぶ。

物質の波動関数
われわれのグループで、このようなひ

大像が得られる（図2）。蛍光を出さない

その金ナノロッドをSNOMで観察し

ょうたん形や縞模様のイメージが見える

試料でも、散乱光や、孔からわずかに出

た結果、図3のようなイメージが得られ

原因を探った結果、これが物質の波動関

て試料を透過してくる光を測定すること

た。観察する波長によって、近接場光学

数のイメージであるということがわか

で、同様な観察が可能になる。

像は異なる形になり （図3B、C）、特に波

った。

この方法では、見ることのできるもの

長780nmの光（可視光より少し波長の長い近赤

われわれの世界の物質は電子などの素

の小ささ （つまり倍率） は波長によらず、

外域の光）では、ひょうたんのような風変

粒子からできており、それらの動きは量

用いる孔の直径で決まるため、小さな孔

わりな形が観察されている。SNOMの

子力学の法則によって支配されている。

さえつくれば、従来の顕微鏡を超える性

装置では、近接場光学像と同時に試料表

量子力学の世界では電子の状態は波動関

SOKENDAI Journal No.8 2005
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数によって表され（波動関数の２乗は電子の存

ロッド上の位置によって異なり、その振

動関数であることがわかった。このよう

在確率を表す）
、電子の波動関数のようすを

幅を位置の関数として表したものが波動

な観察は、光を用いた高倍率の観察方法

知ることで、電気の伝わり方など物質の

関数になる。
（量子論的には、プラズモンは一種

である、近接場光学顕微鏡によって初め

さまざまな性質を理解できる。このよう

の粒子のように考えることができ、プラズモンの波

て可能になったものである。今後、

に波動関数は量子論で最も基本的で重要

動関数はその存在確率の振幅を表すものになる。
）

SNOMが分子レベルに近い小さなもの

な概念で、波動関数の形と時間変化を知

光の散乱や吸収の大きさは電子の振動

まで見えるようになり、その他のいろい

ることは、物質の性質を議論する上で重

の振幅に密接に関係しており、大まかに

ろな意味でも性能が向上していけば、さ

要な意味をもつ。

言えば、電子の振幅が大きいと光の吸

らにさまざまな波動関数が観察できるよ

通常われわれが手にすることができる

収・散乱が強くなる。われわれが観察し

うになると期待される。

物質に関係する波動関数は、おおむねピ

た縞模様は、電子の振幅が位置によって

上に述べたように、波動関数はこの世

コメートル＊2からナノメートル程度の単

異なり、暗く見える場所（光の吸収・散乱の

界の物質の性質をつかさどる最も基本的

位で変化する関数で、それを観察するに

強い場所）では電子の振幅が大きく、明る

なものである。これを実験的に「観る」

はナノメートル以下の小さな空間を観察

い場所では振幅が小さいことを意味す

ことができると、例えば、さまざまなナ

できる方法が必要となる。先に触れた走

る。上述のようにプラズモンの波動関数

ノ構造の中をどのようにして電子の振動

査トンネル顕微鏡では、電子の波動関数

は電子の振幅を表すことから、われわれ

が伝わるのか、ナノ構造中の電子の波を

（正確には存在確率）が観察されることが知ら

が見た縞模様はまさにその波動関数に対

使った高速な情報伝達ができないかな

応していると考えられる。実際に、われ

ど、物質の性質の機構を解明し、新たな

われが得ているさまざまな実験結果は、

応用を開拓していくための基礎研究が格

るが、それらは集団として一定の規則性

縞模様が波動関数に由来するという仮定

段に進むと考えられる。このように、波

をもって振動する（この自由電子の集団振動の

で矛盾なく説明でき、縞の間隔などは理

動関数の観察には大きな意義と発展性が

ことをプラズモンと呼ぶ）
。金属のナノ微粒子

論的な予測ともよく一致することがわか

あると考えている。

では、光を照射すると、その光が吸収さ

ってきた。

れている。
金属の中にはたくさんの自由電子があ

れて、プラズモンの電子振動が引き起こ

われわれがSNOMで見た金ナノロッ

される。その電子の振動の大きさはナノ

ドの縞模様は、こうしてプラズモンの波

A

B

＊1 1 nm（ナノメートル）＝10-9m（10億分の1 m）
＊2 1 pm（ピコメートル）＝10-12m（1兆分の1 m）

C

D

図3 金のナノロッドの近接場光学顕微鏡によるイメージ。
（A）約180nmの長さのナノロッドの形状（トポグ
ラフ）像。装置の性能の限界のため、実際の寸法よりも広がった像として観察されているが、実際のナノロ
ッドはおおむね点線で示した大きさである。
（B）同じナノロッドの波長530nmの光を使った近接場光学像。
（C）同じく780nmの光を使った近接場光学像。ひょうたんのような特徴的な形が観察される。
（D）約440nm
の長さのナノロッドの、780nmの光を使った近接場光学像。縞の数が（C）よりも増えている。実際のナノロ
ッドの大きさの概略を点線で示してある。図中のスケールバーはそれぞれ100nmを表す。(Reproduced with
permission from J. Phys. Chem. B, vol. 108, No. 42, p. 16345. ©2004 American Chemical Society)
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岡本裕巳（おかもと・ひろみ）
高校生のときに、光で化学が研究できること
を知って驚き、数年後に分光学を専門とする
ことになった。専門のキャリアを積んでいた
ときに、光でナノメートルの世界が見えるこ
とを知って驚き、数年後に異動したのを機に
それを手段として研究することになった。周
期からすると、知的遊び心を持ち続けていら
れれば、もう１回何かがあるかもしれない。
写真提供：岡本裕巳
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トピックス
HSC 開発責任者が⽇本天⽂学会林忠四郎賞を受賞
2016年4⽉20⽇ (ハワイ現地時間)
すばる望遠鏡に搭載さている超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (ハイパー・シュプリーム・カム, HSC) の開発責任者であ
る宮崎聡さん

(国⽴天⽂台先端技術センター准教授)

が、2015年度⽇本天⽂学会林忠四郎賞を受賞しました。受賞対象となった研究

は、「すばる望遠鏡⽤広視野カメラの開発と、それを⽤いた観測的宇宙論の推進」です。
宮崎さんは⾃らが開発したカメラを⽤いて、弱重⼒レンズ効果からダークマター分布を求める観測研究を⻑年にわたり⾏ってきまし
た。2015年には HSC の観測で得られた最初のダークマター地図を発表しました (2015年7⽉1⽇ すばる望遠鏡プレスリリース)。ま
た、すばる望遠鏡第１期装置である主焦点カメラ Suprime-Cam (シュプリーム・カム) の開発でも重要な役割を果たし、科学成果を
上げています。
宮崎さんは現在も HSC を⽤いたすばる望遠鏡の「戦略枠プログラム」を率いており、５年間で 300 夜を投じる⼤規模な観測プログ
ラムを推進しています。最終的には観測天域を 1000 平⽅度以上に広げ、ダークマターの分布とその時間変化から、宇宙膨張の歴史を
精密に計測することを目指しています。
宮崎さんは今回の林忠四郎賞受賞について「受賞理由からも分かるように、私の開発・研究は個⼈でできるものではなく、⼀緒に仕
事をしてきた仲間との共同開発・研究です。皆と喜びを分かち合いたいと思っています」と語っています。

写真: 授賞式にて賞状を受け取った宮崎聡さん。(クレジット︓国⽴天⽂台)

<関連リンク>
• 「すばる望遠鏡 Hyper Suprime-Cam が描き出した最初のダークマター地図」(2015年7⽉1⽇ すばる望遠鏡プレスリリース)
• 「新型の超広視野カメラが開眼、ファーストライト画像を初公開」(2013年7⽉30⽇ すばる望遠鏡トピックス)
• 「新型の超広視野カメラ Hyper Suprime-Cam、始動へ」(2012年9⽉12⽇ すばる望遠鏡トピックス)
• HSC プロジェクトウェブサイト

https://www.subarutelescope.org/Topics/2016/04/20/j_index.html
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Hyper Suprime-Cam

Hyper Suprime-Cam

Hyper Suprime-Cam (HSC)は国⽴天⽂台が国内外の諸機関と共同で開発している、すばる望遠鏡⽤のデジタルカ
メラです。 望遠鏡が⼤きいのでカメラも⼤きく、⽴てかけると⼈の背よりも⾼くなり、重さは3トンもあります。
HSCは⼀度に広い天域を撮影することでき、新しい天体や現象を探査する研究に⼒を発揮します。
カメラは、レンズ・フィルター・シャッター・光センサーで構成されています。光センサーは新開発の⾼感度CCD
で、合計約8億7000万画素を有します。CCDは真空容器に封⼊され-100度に冷却されます。第⼀レンズの直径は
約82 cmで、レンズ筒の⻑さは165 cmあります。ピント合わせなどの位置調整は特別に開発された６本の精密機
械式ジャッキで⾏います。
現在システムを組み上げ中で、2012年の前半には試験観測を開始する予定です。

Copyright © Subaru Telescope, NA OJ . All right reserved.

https://www.subarutelescope.org/Projects/HSC/j_index.html
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問い合わせ先:
後藤友嗣 (日本学術振興会特別研究員��D, ハワイ大学天文学研究所所属)
Institute for Astronomy, University of Hawaii
2680 Woodlawn Drive, Honolulu, HI, 96822
電話:+1-(808)-956-0982,
携帯:+1-(808)-255-6301,
Fax:+1-(808)-956-2901
Email:tomo@ifa.hawaii.edu

すばる望遠鏡１２８億光年彼方に宇宙最遠方の超巨大ブ
ラックホールホスト銀河を発見。
ハワイ大学の後藤友嗣研究員ら�宇宙最遠方超巨大ブラックホールの周りに、これを取り巻く
巨大銀河を発見しました。
巨大銀河�地球から１２８億光年の彼方にありながら、天の川銀河と同じ程度の大きさで、
太陽の十億倍もの質量をもつ超巨大ブラックホールを中心に持っています。
後藤友嗣研究員（ハワイ大学）�、「宇宙の年齢がわずか現在の１／１６だった時代に巨大銀河
が存在して
太陽の１０億倍もの質量の超巨大ブラックホールを持っていたこと�驚くべき事実だ。
巨大銀河とブラックホール�宇宙初期に急激に進化したに違いない。」と話しています。
超巨大ブラックホールを詳しく調査すること�、天文学の長年の課題であったブラックホール-銀
河共進化
を理解する上で重要です。しかし明るいブラックホールからの光が暗いホスト銀河を隠してしま
うため、
これまで�ブラックホールを中心に持った銀河を研究すること�大変困難でした。
星が死ぬときにできる小さいブラックホールと�違い、超巨大ブラックホールの起源�未だ謎に
包まれています。
現在有力な理論によれば、いくつかの中間質量ブラックホールの合体により超巨大ブラック
ホールが生まれるとされています。
今回発見されたホスト銀河�そのような中間質量ブラックホールの存在する場所でもあると考
えられます。
形成後超巨大ブラックホール�周囲の物質を巨大な重力によって飲み込みながら成長を続け、
この過程で重力エネルギーが解放されることによって、超巨大ブラックホール�非常に明るく輝
きます。
超巨大ブラックホール観測のため、宮崎聡准教授（国立天文台）が率いるグループによってす
ばる望遠鏡主焦点カメラに
新しく感度の良いCCDが備え付けられました。宮崎准教授�「CCDの感度向上によって早速画
期的な成果がもたらされた。」と話しています。
カラーの詳細な解析により、９１００Å付近の光�、４０％がホスト銀河からであり、６０％がホス
トを取り巻く電離ガス雲からであることもわかりました。
ガス雲�超巨大ブラックホールによって電離されたと考えられます。
データ解析に力を発揮した内海洋輔氏（総研大）�、「我々�超巨大ブラックホールとホスト銀
河が一緒に形成している現場をまさに目撃した。
この研究を皮切りに宇宙初期における超巨大ブラックホールとホスト銀河の進化がより詳細に
解き明かされるだろう。」と語っています。
http://www.phys.nthu.edu.tw/~tomo/QSOhost/QSOhost_j.html
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本研究成果�イギリスの科学誌、Monthly �otices of the �oyal Astronomical �ociety
に掲載されることが決定しています。論文�以下の場所にあります。
http://www.ifa.hawaii.edu/~tomo/���host/���host_v7.pdf
後藤友嗣 ：日本学術振興会のＳＰＤ特別研究員。２００３年東京大学理学博士。
ハワイ大学マノア校にて、David �anders教授と共に超巨大ブラックホール及び、
超光度赤外線銀河に関して研究を行っている。

図１: 宇宙最遠方超巨大ブラックホール (CFH��J2329-0301)の３色合成図。
中央の白い部分がブラックホールで、それを取り巻く赤い部分がホスト銀河を示している。
他のフォーマット�こちら、 in gif, png, tif.
キャプションなしの図�こちら, in gif, png, tif.

http://www.phys.nthu.edu.tw/~tomo/QSOhost/QSOhost_j.html
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図２: 注意深く中央のブラックホールからの光をモデルを使い（中央）差し引いた結果、
右のパネルに残ったのがホスト銀河からの光。ホスト銀河�天空上直径４秒もの大きさをもって
おり、
１２８億光年の彼方で�２２ｋｐｃ(72,000 光年)もの大きさを持っていることになる。

図２キャプションありの図�こちら、 gif, png, tif. なし�こちら、 gif, png, tif.
研究チーム:
後藤友嗣 (日本学術振興会 ��D特別研究員, ハワイ大学天文学研究所所属)
内海洋輔(総合学術研究大学院大学/国立天文台)
古澤久徳（国立天文台)
宮崎聡（国立天文台)
小宮山裕（国立天文台)

天体名: CFH��J2329-0301
注：ブラックホール�、光さえも放出しない暗黒の天体ですので、望遠鏡で直接見ること�でき
ません。しかし、物質 (ガス)が、ブラックホールの重力によって引き寄せられると、重力エネル
ギー (位置エネルギーとも呼ばれる)を失い、非常に高速運動するようになります。そして、ガス
どうしの激しい衝突、摩擦の結果、ガス�非常に高温になり、紫外 線から可視光線にかけて、
非常に強い放射が放たれます。
注：超巨大ブラックホールによる重力に引き付けられて、より多くの物質が落ち込むほど、超巨
大ブラックホール�より活動的になり、より明るく輝きます。し かし、明るい放射�、外向きの輻
射圧として働くため、さらなる物質の落ち込みを妨げます。ある質量の超巨大ブラックホールの
周囲に、単純な球対称(薄い球 殻)の物質分布を仮定した場合、輻射圧に逆らって、重力によっ
て落ち込むことのできる物質の最大量を計算でき、その結果、超巨大ブラックホールの最大光
度 も予想できます。この最大光度をエディントン光度と呼び、この仮定をすれば、観測された明
るさから、超巨大ブラックホールの質量を推定できます。
注：1Å (オングストローム) � 1 ミリメートルの 1000 万分の 1 の長さです。
注：1秒�1度の3600分の1の角度です。
http://www.phys.nthu.edu.tw/~tomo/QSOhost/QSOhost_j.html
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