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NAOJ NEWS
国立天文台ニュース
C O N T E N T S

国立天文台カレンダー

● 5日（土）総合研究大学院大学入試ガイダン
スと公開講演会（京都リサーチパーク）

● 6日（日）～7日（月）ユニバーサルデザイ
ン天文教育研究会

● 11日（金）第四期2010年度前期第2回「職
員みんなの天文レクチャー」

● 16日（水）総合研究大学院大学物理科学研
究科専攻長会議

● 17日（木）教授会議
● 19日（土）アストロノミー・パブ（三鷹ネッ

トワーク大学）
● 20日（日）～26日（土）国際会議「進化す

る惑星系形成論」（沖縄県石垣市）
● 29日（火）ハラスメント防止研修会

● 14日（水）電波専門委員会
● 15日（木）第四期2010年度前期第3回「職

員みんなの天文レクチャー」
● 16日（金）近田義廣教授退職記念ワーク

ショップ
● 17日（土）アストロノミー・パブ
● 21日（水）総合研究大学院大学物理科学研

究科専攻長会議
● 22日（木）～23日（金）第9回夏休みジュ

ニア天文教室
● 23日（金）運営会議
● 26日（月）～27日(火)太陽フレア望遠鏡

20周年記念研究会「太陽観測装置の新展開」
● 28日（水）研究計画委員会
● 29日（木）研究交流委員会

● 1日（日）～7日（土）スターウィーク～星
空に親しむ週間～

● 2日（月）～6日（金）電波天文観測実習（野
辺山宇宙電波観測所）

● 9日（月）～12日（木）君が天文学者になる
4日間in広島（広島大学宇宙科学センター）

● 14日（土）～21日（土）南の島の星まつり
2010（沖縄県石垣市）

● 15日（日）VERA石垣島観測局特別公開
● 17日（火）～18日（水）岡山天体物理観測

所ユーザーズミーティング
● 21日（土）野辺山観測所特別公開、いわて銀

河フェスタ2010・水沢VLBI観測所特別公開
● 28日（土）岡山天体物理観測所特別公開

2010 年 6月 2010 年 7月 2010 年 8月

銀河花火大会！ 八重芯菊の連打にさそりの心臓もドッキ
リ！ イラスト／石川直美

表紙画像
超新星爆発でニュートリノ（白い粒子）とタンタル 180

（陽子と中性子からなる原子核）が放出されるイメージ
図。重力崩壊型超新星で発生するニュートリノとハフニ
ウムなどの重元素が衝突して弱い相互作用を起こし、タ
ンタル 180 が生成され、星間空間に放出される過程を表
しています。（超新星イラスト：池下章裕 / 粒子 CG 制作 
＆合成：三上真世／国立天文台・科学文化形成ユニット）

背景星図（千葉市立郷土博物館）
渦巻銀河 M81 画像（すばる望遠鏡）
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● 表紙
● 国立天文台カレンダー

研究トピックス
太陽系で最も希少な同位体タンタル180の起源は
超新星爆発のニュートリノ――梶野敏貴（理論研究部）

おしらせ
● 第9回アストロ・デーを終えて
● 岡山天体物理観測所188cm反射鏡再蒸着作業完了！
● 石垣島天文台の珍客たち
● 岡山特別公開、野辺山特別公開、三鷹星と宇宙の日の開催おしらせ

NAOJ歴史観測隊～外伝・其の弐～
国立天文台所蔵貴重資料展示室へようこそ

祝！ はやぶさ帰還
● 「すばる」で「はやぶさ」を撮影！
● 「はやぶさ」の大気圏再突入を観測！
● 「あかつき」打ち上げ成功～世界天文年2009、金星へと旅立つ！～

おしらせ
● 平成22年度 共同利用の採択結果のおしらせ
● ユニバーサルデザイン天文教育研究会開催

連載 Bienvenido a ALMA！ 02回
カルチャーショックのアンテナ開発

連載 絵本のほんだな 2冊目
『たいようとおつきさまのけんか』

人事異動
● 編集後記
● 次号予告

シリーズ 分光宇宙アルバム04
天体スペクトル観測　温故知新――青木和光（光赤外研究部）
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太陽系で最も希少な同位体
タンタル 180 の起源は
超新星爆発のニュートリノ

研 究 ト ピ ッ ク ス

早川岳人
（日本原子力

研究開発機構）　宇宙には約290種類の同位体★が存在し、
第一世代の星から太陽系、生命にいたるまで
の全ての物質を構成する基本単位となってい
ます。これらの宇宙での起源が探求されてき
ました。
　ビッグバンでは軽元素が生成され、炭素よ
り重い元素のほとんどはビッグバン以後に恒
星の中の核反応で生成されます。生成された
元素は恒星風や超新星爆発によって銀河系内
の宇宙空間に放出され、この物質を元とする
星間ガスから次の世代の星々が誕生したので
す。こうして銀河系の物質の組成は徐々に進
化してゆき、今から約46億年前に我々の太陽
系が誕生しました。私たち生命は、水素、炭
素、窒素、酸素、珪素、鉄など太陽系に多量
に存在する元素・同位体から作られています。
したがって、太陽系を構成する元素･同位体
の起源を明らかにすることは、太陽系や銀河
系の進化を解明し、生命発生の起源を探るこ
とにも繋がるのです（図1）。
　起源が判っていない同位体も数多く存在し
ます。鉄より重い元素のほとんどは、超新星
爆発ないし恒星内部での中性子捕獲反応★に
よって生成されたと考えられています。しか
し、同位体比率が0.1%から1%程度と存在

量が極めて小さい同位体は中性子捕獲反応
では生成されず、これら約30種類の同位体
の天体起源が不明であることは、1950年代
にW.A.ファウラー（1983年ノーベル物理
学賞受賞）が指摘して以来の大きな謎でした。
2006年、私たちはそれらのうち27核種が
超新星爆発の光核反応★で生成された証拠を
発見しました。（http://www.cfca.nao.ac.jp/ 
~kajino/j/more_news.htmlを参照。）

　しかし、太陽系に存在する最も希少な同位
体タンタル（Ta）180の生成起源は不明のま
までした。タンタルは、文字通りレアメタル

（希少元素）の一種であり、腐食に強く人体
と反応しないために人工骨やＸ線診断用の造
影剤などに使われている貴重な非鉄金属です。
タンタルにはTa-181とTa-180の2つの安定
な同位体が存在します。タンタルのほとんど
はTa-181であり、実に99.988%を占めます。
残りの0.012%がTa-180です。Ta-180は、太
陽系に存在する全ての核種の中で最も少ない
という特徴を持っています。
　過去30年間にわたり、超新星爆発における
急速な中性子捕獲反応、漸近巨星枝星での遅
い中性子捕獲反応、超新星爆発での光核反応、
銀河宇宙線による核破砕反応等の様々な仮説
が提唱されてきました。しかし、それぞれの
元素合成に関わる原子核の性質や核反応、天
体環境の詳細が明らかになるとともに、理論
計算では太陽系に存在すべきTa-180の推定
量が実在量より少なすぎるという問題が浮き
彫りにされ、これらの仮説は次々に否定され
てきました。
　このような中、超新星爆発で発生する
ニュートリノによる生成仮説が提唱されまし
た（4ページ図２）。太陽の8倍以上重い恒
星は、寿命の最期に超新星爆発を起こしま
す。超新星爆発では中心部に生成された原始
中性子星から膨大な量のニュートリノが放出
され、このニュートリノが超新星の外層に存

元素･同位体の起源探究の意義

図 1　元素合成の概念図。ビッグバンに始まり、
恒星の進化および超新星爆発に伴う核反応で、さまざ
まな元素が生成され宇宙空間に放出されます。これら
の星間ガスから次の世代の星々が誕生し、元素合成を
繰り返しながら宇宙の物質の元素組成は徐々に進化し
ます。こうして約 46 億年前に、我々の太陽系が誕生
しました。

同じ化学的性質を持つ物質の基本単
位を元素と呼び、原子番号（原子核
に含まれる陽子の数）によって特徴
づけられます。水素およびその約2
倍の質量を持つ重水素のように、同
じ元素でも原子核に含まれる中性子
の数が異なるため質量が異なる複数
の核種が存在し、これらを同位体と
呼びます。

★newscope＜用語＞

▼元素と同位体

超新星のコア付近や漸近巨星枝星の
ヘリウム層では、光核反応によって
鉄族元素が壊されたりあるいはヘリ
ウム燃焼よって多量の自由中性子が
発生します。中性子は電気的に中性
であるため、次々と原子核に吸収さ
れて質量数の大きい原子核が生成さ
れます。この過程を中性子捕獲反応
と呼び、超新星爆発でベータ崩壊よ
りも早く進むrプロセスと漸近巨星
枝星内部でゆっくり進むsプロセス
の2種類に分類されます。

★newscope＜解説＞

▼中性子捕獲反応

タンタル180に凝縮された難問

千葉　敏
（日本原子力

研究開発機構）

梶野敏貴
（国立天文台
理論研究部）

原子核が高エネルギーの光子（ガン
マ線）を吸収して陽子、中性子、アル
ファ粒子（ヘリウム原子核）などを
放出し、種類の異なる原子核に変換
する過程を、光核反応と呼びます。

★newscope＜解説＞

▼光核反応
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在するハフニウム180やタンタル181と衝突
して弱い相互作用を起こし、タンタル180を
生成します（図３）。しかし、この理論を提案
した米国の超新星研究グループによる計算で
は、太陽系に存在すべきTa-180の量が実在
量より多すぎるという問題が見つかりました。
Ta-180には準安定（半減期1015年以上）な
核異性体と短時間（半減期8.15時間）で消滅
する基底状態が存在しますが、計算による推
定量は核異性体★と基底状態の合計量だった
ためです。現在の太陽系に存在するTa-180
は全て核異性体ですので、超新星爆発におい
て核異性体がどれだけ生成されるかを計算す
る必要がありました。

　超新星爆発では、Ta-180の核異性体と基
底状態の両方が生成され、高温環境下に存在
する多量の高エネルギー光子の吸収と放出に
よって核異性体と基底状態が相互に変換さ
れます（図４）。この変換の割合は温度に依
存します。Ta-180が生成される超新星の外
層の温度は、衝撃波が到達した時に1ギガケ
ルビン以上に達しますが、その後急速に下
がります。数十秒後には相互変換が凍結して
Ta-180の核異性体と基底状態の割合は変化
しなくなります。基底状態は半減期8.15時間
でベータ崩壊★して消滅しますが、宇宙年齢
より永い寿命を持つ核異性体は消滅せずに残
ります。
　Ta-180の基底状態と核異性体は量子力学
的に全く異なった変形状態にあり、直接、光
を吸収・放出して変換しあう確率はほとんど
ありません。したがって、基底状態と核異性
体が膨大な数の中間状態を経由して、相互に

変換しあう複雑な
生成過程を計算す
る必要があります。
最近まで多くの実
験が試みられてき
ましたが、個々の
遷移確率があまり
に小さすぎるため
に、有意な測定結
果は存在しません。
そのため、従来の
理論計算では核異
性体の割合を計算
することができな
かったのです。
　私たちの新しい

理論モデルの特徴は、基底状
態と核異性体を別々の種類の
同位体と見なした点です。さ
らに、基底状態あるいは核異
性体と中間状態とが光を吸収・放射して遷移
しあう量子力学的な確率が極めて小さい、と
いう実験事実を取り入れて、基底状態と核異
性体の存在確率を記述する微分方程式を構築
しなおした点です。こうすることで、理論の
中で個々の中間状態を考慮する必要がなくな
り、核異性体に異なるエネルギーを持つ光を
吸収させて時間と共に核異性体が消失する割
合を測定した唯一の実験結果を組み込むこと
ができるのです。

　新しい理論計算の結果、超新星爆発の温度
が十分に下がった時点で、全量を1とした場
合に核異性体が0.39の割合で生き残ること
が判明しました（5ページ図
５参照）。さらに、この値が
超新星爆発の爆発エネルギー、
最高温度、冷却の平均時間等
の物理条件に依存しないこと
も判明しました。そこで、超
新星爆発でのニュートリノ
元素生成理論で計算された
Ta-180の推定量（基底状態＋
核異性体）に、本研究で得ら
れた0.39を掛けて核異性体の
みの量を求めたところ、太陽
系における推定量と実在量が
ぴったり一致したのです（5
ページ図６参照）。
　これまで、Ta-180の起源

原子核の励起状態は短い寿命で光子
を放出しガンマ崩壊します。しか
し、励起状態のスピンとこれより低
いエネルギーのすべての状態のスピ
ンとの差が大きいためにガンマ崩壊
する確率が著しく小さいことによ
り、寿命が非常に長くなる励起状態
が存在し、これを核異性体と呼びま
す。

★newscope＜用語＞

▼核異性体

量子力学と超新星ニュートリノ
元素生成理論が導いた結論

図 3　ニュートリノと原子核との相互作用による
新しい同位体生成過程の模式図。上：3 種類の電子・
ミュー・タウ型ニュートリノとの衝突（弱い力の中性
カレントによる相互作用）によってタンタル 181 か
ら中性子が剥ぎ取られ、タンタル 180 が生成されま
す。下：電子型ニュートリノが吸収されること（弱い
力の荷電カレントによる相互作用）によって、ハフニ
ウム 180 の中性子の一つが陽子に変換され、タンタ
ル 180 が生成されます。

図 4　超新星爆発の高温下におけるタンタル 180
の基底状態と核異性体の変換を示す模式図。ニュート
リノ元素合成（図３）によって、基底状態（半減期 8.15
時間）と準安定な核異性体（半減期 1015 年以上）だ
けでなく、膨大な数の中間状態も生成されます。基底
状態と核異性体は量子力学的に、直接、光を吸収・放
出して変換できないため、中間状態を経由してのみ相
互に変換しあいます。基底状態はすぐにベータ崩壊し
て消滅しますが、宇宙年齢より長い寿命を持つ核異性
体は消滅せずに残るのです。

T    -180の構造の複雑さと新しい
理論モデルの必要性a

図2　超新星爆発時の大質量星内部の模式図。大質量星の重力崩壊によっ
て中心部に作られる原始中性子星から、多量のニュートリノが発生します。
発生したニュートリノは、外層において既存の同位体と衝突して弱い相互
作用を起こし、さまざまな新しい同位体を生成します。

原子核内の陽子や中性子が弱い相互
作用によって、陽電子または電子お
よびニュートリノまたは反ニュート
リノを放出してより安定な原子核に
変換する過程を、ベータ崩壊と呼び
ます。

★newscope＜解説＞

▼ベータ崩壊
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を説明するために様々な仮説が提唱されてき
ましたが、今回初めてTa-180の生成起源を
定量的に説明することができたのです。さら
に、太陽系に存在するTa-180の量を説明す
るには、超新星爆発において電子型ニュート
リノ及びその反粒子の平均エネルギーは約
12MeVでなければならないことも判明しま
した（図６参照）。この値は、私たちが2004
年に超新星爆発における急速な中性子捕獲元
素の研究、および2005年に軽元素の銀河化
学進化理論から得た値に一致します。

　本研究成果は、素粒子物理学や宇宙物理学
等の広い分野に波及効果があります。今回判
明した超新星爆発で発生するニュートリノの
平均エネルギーは、スーパーカミオカンデ★
等で期待される次の超新星爆発のニュートリ
ノ観測の予想に役立つものです。銀河系内で
20年に1回の頻度で超新星が発生すると推定
されています。前回、1987年に大マゼラン
雲に現れた超新星1987Aからのニュートリ
ノをカミオカンデ・グループが人類史上初め
て捉えることに成功し、小柴昌俊博士のノー
ベル賞につながりました。次の超新星ニュー
トリノの観測によって、より詳細な超新星爆
発の理解が進むと期待されています。スー
パーカミオカンデで捉えることができるのは、
主に電子型ニュートリノです。ニュートリノ
補足確率は、電子型ニュートリノのエネル
ギーに依存します。本研究によって、電子型
ニュートリノの平均エネルギーを推定するこ
とができたため、補足確率が正確に予測でき
るのです。

　ニュートリノには、電子・ミュー・タウ型
とそれらの反粒子の6種類が存在します。こ
れまでの素粒子物理学の研究によって、これ
らのニュートリノは極めて軽いけれども異な
る３種類の質量を持つニュートリノの線形結
合で表現でき、真空中や物質中を通過する間
に互いに入れ替わる「ニュートリノ振動」と
呼ばれる現象が存在することが判明していま
す。超新星爆発で誕生する原始中性子星から
発生したミュー・タウ型ニュートリノが、外
層に到着する短い時間の間に
ニュートリノ振動によって電
子型ニュートリノに変わるこ
とが予想されます。ミュー・
タウ型ニュートリノと、電子
型ニュートリノではニュート
リノ－原子核の相互作用の仕
方 が 異 な り ま す。Ta-180の
量を検証することで超新星爆
発時に外層に飛来した電子型
ニュートリノの量と平均エネ
ルギーを推定でき、ニュートリ
ノ振動の未知のパラメーター

（混合角θ13及び、質量階層）の
値の範囲に制限を与えること
ができるのです。

　太陽系における元素・同位体の起源を解明
するこうした研究は、宇宙・銀河進化の根底
にあり未だに解明されていない超新星爆発メ
カニズムの謎や、宇宙創成・物質創生の謎に
深く関わる素粒子の対称性★の問題、地球
生命の左右非対称性の起源の問題（http://
www.cfca.nao.ac.jp/~kajino/j/　News）など
にも多くの新たな知見をもたらします。自然
の根本を極めるために大きな意義があると考
えています。
　本研究は、理論研究部とすばる望遠鏡HDS
グループが中心となって取り組み、科学研
究費・新学術研究領域「素・核・宇宙の融合

（略称）」と基盤研究（A）「超新星元素合成に
よるニュートリノ振動の解明（略称）」およ
び国立天文台客員教授制度の援助を得て進め
ている共同研究による成果であり、Physical 
Review C（Rapid Communication）に受理さ
れ出版されました。
Hayakawa, T., Kajino, T., Chiba, S. and Mathews, G. 

J.: 2010, New estimate for the time-dependent thermal 

nucleosynthesis of Ta180m, PRC, 81, 052801.

ニュートリノ天文学への寄与

図 5　Ta-180 の核異性体の存在割合の理論計算
結果。超新星爆発では矢印が示すように、一旦 109K
以上の温度に達した後に徐々に温度が下がります。高
温時には点線で示されるような完全な熱平衡状態にあ
りますが、温度が下がるとともに核異性体と基底状態
の間の相互変換が凍結して、最終的に相互変換が行わ
れなくなり、基底状態と核異性体の存在割合は一定の
値に落ち着きます。

図 6　太陽系における実在量を１とした場合の、
超新星爆発ニュートリノ生成理論によって得られた
Ta-180 の量。青色の棒グラフは、従来の理論計算に
よる Ta-180 の理論推定値（基底状態＋核異性体）。
紫色の棒グラフは本研究で得られた Ta-180 の核異
性体の理論推定値。電子型ニュートリノの平均エネル
ギーを 12MeV とした場合（★）に、太陽系における
実在値が再現されることが判明しました。

素粒子の謎・ニュートリノ振動
問題へのインパクト

素・核・宇宙・生命研究の融合

電子やニュートリノ、クォークなど
素粒子間に働く核力、電磁気力、弱
い力は、荷電共役変換、パリティー
変換、時間反転変換、カイラル変換
などの組み合わせに対してわずかに
対称性が破れているため、素粒子に
質量が生じたり崩壊現象が起きると
考えられています。ニュートリノ振
動も対称性の破れに密接なつながり
を持っています。

★newscope＜解説＞

▼素粒子の対称性

★

東京大学が神岡鉱山内に建設した
ニュートリノ検出装置。小柴昌俊博
士のノーベル賞につながったカミオ
カンデと同じ原理ですが、さらに巨
大なタンク内に蓄えられた純水を光
電子倍増管で囲み、ニュートリノと
水素（陽子および電子）が反応して
発生するチェレンコフ光を捉えま
す。

★newscope＜解説＞

▼スーパーカミオカンデ


