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3. 中性子星物質のパイ中間子凝縮相におけるバリオン超流動

高塚龍之(岩手大)1 玉垣良三 1
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81研究の背景と動機

最初のパルサーが H)67年に発見されパルサーが回転する中性子星として同定されて以来、

中性子星は極限条件にある物質の性質を究める“CosmicLaboratory"と考えられてきた。

中性子星では、核密度内を中心として何桁も変わる密度変化に伴って、物質の多様な相が存

在する。中心からの距離に応じて現れるハドロンの諸相が星の多層的な構造を形成する。こ

の報告では、中高密度 (rv2ρoから中性子星の中心密度と考えられる数ρoの範囲)で極低温

の状況でのハドロン凝縮相ーノミリオン3乃超流動とパイ中間子凝縮ーの共存の問題を扱う。

上記の二十日は核相互作用の特徴を反映して高密度で発現する典型的なハドロン凝縮相で

ある。はじめに、本報告の研究の背景を概観する。(この部分に関する文献は個々には挙げ

ないが、必要ならば文献 1を参照されたい。)

[超流動] 中性子星の主成分をなす中性子系では、よく知られた1So-pairingの超流体は

ρ:s 0.5内の低密度でしか存在しないのそれは、密度の増加とともに核力の斥力芯の効果が

引力の効果を凌駕するようになるからであるの中性子及び数%以下で混在する陽子と電子

が一様な物質となる密度(ρ ど 0.7内)を超える領域では、 3[も-pairingによる超流動相が発

現するu この成因は主に重い中間子交換によるスピン一軌道結合(LS)力の引力的効果であ

り、それにOPEPのテンソル力からくる副次的な引力効果が加わることによる。中性子星

の内部で超流体が存在するためには、その臨界温度T(:が内部温度rv108 Kを有意に上回る

必要があるu 1~は;対状態の量子数に対応してエネルギーギャップAと次のように関係する:

kB4:::::::: 0.57.d.eSo)， kB4:ご 0.60.d.ep2)。これまでの研究から、中性子の3乃超流体の存

在領域は、 0.7内忘ρ忘(3-6)ρoと考えられている。全体の数%である陽子は、それ自身は低

密度なので、 lS0超流体として0.7内忘ρ;:;3ρoで存在する。

中性子の3乃超流動の理論的可能性が示されたのが 1970年で、この研究は四半世紀をこ

える歴史をもつが、核子(パリオン)の超流動は中性子昼の現象に深く関係するので、その

存在領域及びエネルギーギャップの大きさの信頼できる値を得るため現在でも研究がなされ

ているのその多くは通常相から起こる超流動の研究である。我々が新しい問題と考えるのは、

中高密度になるとハドロンの凝縮相が発現し、またストレンジネスをもっハドロン成分も混

在するので、どのようなタイプpのパリオン超流体がどれほどの高密度で存在するのかを明ら

かにすることである。

[1'¥イ中間子凝縮] パイ中間子凝縮(π凝縮と略記)は、 1970年代はじめにその可能性が

指摘されて以来熱気のある関心がもたれて盛んに研究されたテーマであるo しかし、前駆現

象が原子核で見られなかったことを契機にして、 π軽縮の発現可能性に対する悲観的な見方

I報告者 なお、詳しい内容はref.6)に発表。
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が強くなり、 l!)ioiO年代後、ド以降はいわば冷却期に入る。しかし、少数のグルーフ1こよって研

究は続けられたり巽氏の報告2)にあるように、最近になって原子棋の巨大共鳴に関する研究

の発展からρ。を少し超える程度の密度で、π凝縮の発現が期待されるようになったn その意味

で、現在はrevivalの胎動が見られる時期と言えるだろう υ

π凝縮の駆動力はπ-N Pi皮相互作用であり、 π凝縮はこの相瓦作用の 1次効果が発現し

た相であるけ通常相では、 π NP波相互作用は2次以上の効果で結合エネルギ一等に効い

てくるが、平均場に寄与しない意味でその 1次効果は消える。 π凝縮は三つの荷電自由度を

もちP波のボソン場の凝縮なので、 π凝縮にはとりうるオーダーパラメターがいくつかある。

中性子が主成分で、ある中性子星版物質では、次の典型的なタイプが採り上げられてきたれ

中性パイ中間子(π0)凝縮: 発現領域は ρと(:3-fi)ρ。。 πo凝縮場は，化学ポテンシヤルは零

であり、凝縮運動量koの方向!の定在波 (π。(r))'" Ao sin(ko・r)をとるけこの凝縮は、場の

源を与える核子系が構造的相転移を起こしてとる構造 ko方向における交代的なスピン配

列と 1次元的な局在をもっ層状構造 (Alternat.in広一Layer-Spin;A L S構造とよぶ) によっ

て特徴づけられるい核子系u)ALS構造は、ポテンシャルで、みればπ-NP波相下王作用が与

える OPEPのテンソル項の 1次効果の発現である。

荷電パイ中間子(πι)凝縮: 発現領域は ρ之(1.fi-2..'i)向。 πc凝縮場には、化学ポテンシャ

ルμπ=μn-~旬、凝縮運動量ムをもっ走行波 (πι(r ぅ t)) rv Acexp( ikc . r -iμ7r1)をとるu が'

凝縮を与える源の核子系は、が凝縮場が核子にi品川pin-flipを起こすので、中性子と陽 fの

竜ね合わせの準核 fのフェルミガスとなる υ

共存パイ中間子(π07r(')瀧縮: 発現領域は ρ 乙(:~ -.'i)向。これは、 π0凝縮とがよ疑縮のそれ

ぞれの特徴を失うことなく共存したよ疑縮相である。その成立条件は、両者の凝縮運動量が直

交していること (ko上 k(') であるu この場合の核子系の構造は、 ALS構造を基底とする

巾性子と陽子の重ね合わせよりなる準核子のFock状態で表される υ

[動機l核密度を超えるρ乙2ρOu)領域で1土、被 f-(パリオン)起流動とπ凝縮の発現領

域が重なっている】従って、このようなノ、ドロン凝縮相は共存しうるのか、或いは競合して

いずれかが消えるのかとし叶問題が提起されるけ多体論的に興味深い課題であり、この研究

の動機の一つで、あるu

もう一つの動機は、ハドロン凝縮相が巾性子星の構造・現象にもたらす効果の解明であ

るい l!)!)O年代になって中性f星に関する新しい観測情報がもたらされてきているのその中

で関心をよんでいる現象のーつに中性子星の冷却があるυ 問題は次のように提起されてい

る日中性子Eの表面温度に関する観測データの中には、主に m川 ifi円ilTRCA過程による冷

却の標準シナリオでは説明困難な低い表面温度を示すものがあるけ Tsuruta3)が指摘するよ

うに、この問題の解決には高密度核物質の役割が重要であるn 先ず何らかの非標準的冷却

の効果が高密度領域で働いて冷却を加速していると考えるの他方、実際の表面温度(上限

だけでなく下限も示す)と口される観測値と矛盾を来す“冷えすぎ"を抑制する効果も働

いていると考える刊このシナリオが有効であるためには、非標準的冷却効果が働く領域の

すべてに抑制効呆が働いている必要があるけ我々はこの問題に対して高密度核物質におけ

るハドロン説縮相の共イlの視点から考察するけ非標準的冷却をが凝縮がもたらし、“冷えす

ぎ"の抑制をパリオンの;{P'2超流体が果たすという視点をとる。これを刊pioncoolinピシナ

リオと呼ぶ， (このような非偲準的冷却のシナリオには、他にも可能性がし、くつか指摘され
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ている。)今回の報告はこの視点から行ってきた最近の研究4)，5)，6)の一環である。新しい点

は、 π凝縮の発現を助けるアイソパー(.6.)自由度をとりいれて、が凝縮相におけるパリオ

ン3P2超流動を現実的な状況で扱うことである。 Aが混在する場合、上記の記述で核子、準

核子としたものをAを含む意味でパリオン、準パリオンと言い換えればよい。この超流体

の臨界温度を求め，これが内部温度'"108 Kを有意に超えるのはどの密度領域かを問題にする。

32.荷電パイ凝縮相における3乃パリオン超流動一一理論のoutline-

1 )準パリオン状態の構成が凝縮相の基底状態|φ0)は、準パリオンのHartr悟 FocJ王状態

であるフヱルミ系の基底状態|φF)と凝縮した(πC(r，t))のコヒーレント状態で表されるボソ

ン系の基底状態|φB)の直積として記述される:

(occupied) 

|φF) = rr 11110) 
β 

パリオン超流動をが凝縮相で、の準パリオン(記号ηで、表す)の3乃の対相関として記述する。

この準パリオンの構成は、巽によって示されたこ段階で、構成する方法7)による。

( i)第一段階では、 A混在の主成分をとりいれた準核子(n，P)をつくる:

|φ0) = 1φF)③ |φB)， 、、，』，
J

'
E
A
 

J
'
l
¥
 

|匂)= (Inβ)十切11.6.fj十))/VN， Ips) = (1仰)十句11.6.t.!))/♂ (2) 

ここで、 ν1はA混在の振幅(real)で、 N = 1十 ν?で、ある。一粒子状態の量子数は運動量と

Pauli spinの成分である :jJ三(q，σ)及び戸士三 (q士kc，σ)。後者に入る運動量シフトムは、

源のパリオン場が疑縮πC場が期待されるん依存性をもつために必要である。 kc= kczを角運

動量の量子化方向に選ぶと、凝縮f場との相互作用でパリオンのスピン成分は変化しない。

( ii)第二段階では、準核子(n，p)の重ねあわせで、準パリオン状態 I7Js>をつくる:

|ηβ)='/1，β|匂)-vsI戸βー). (3) 

ここで、 1'/1，β12十 111β12= 10 '/1，β，1'sは運動量qへの依存性が弱いので、それを無視する近似で

次のように表す 'U匂β='U.q':::' 

ると、 f凝縮を表すパラメータは以下の量である。.6.混在確率を表すYr、準陽子長の存在確

率引2、凝縮πCの運動量の大きさ丸、化学ポテンシヤルμπで、ある。以下では、 f凝縮をCPC

としばしば略記する。

2)準パリオンの対相関相互作用 エネルギーギャップの方程式に入る準ノくリオンのη粒子

聞の3P2(式では入と略記する)の対相関相互作用の行列要素を導出する。フェルミ系の状態

はη粒子ーの自由度のみで書かれるから、それはパリオン相互作用VBBの中から11粒子の演算子

で表現される部分を抽出すれば得られる:

HJJP~;乞((110. 11，β)ネr::!:21¥IBB 1 (1h 1lð)ネJ二士2)(叫)~F::!:州問)ネJ二士2' (4) 
臼β-yd

ここで(ー・)~tJ -C-士2は、準パリオンの3P2 対の全角運動量J=2 の成分がmJ= 士2 をとるこ

とを意味する υ 対の固有スピン5'= 1ぅms=土1、相対軌道角運動量L= 1，mL =士1が揃っ

て対の全角運動J量.l=2，'mJ=士2をつくるので、 alignedpairing schemeと呼ぶ。導くべ
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き対相互作用はη表示のψBBの行列要素をこのschemeで求めることである。

ここで核子 (N)のみでなく Aを含む場合のパリオン問相互作用VBBを如何に与えるかが問

題になる。これについては、核物理の分野で確立した方法があるわけではないo nLl， LlLl聞

の力についてはパイ中間子交換が支配的な遠距離はよく分かつているが、現状では近距離の

相互作用に現象論の導入は避けられない。そこで、VBBを得るのに我々が採用する方法は、近

距離までよく知られたNN聞の核力をquark模型で(N十Ll)空間で働くように拡張するこ

とである。核子からAへの励起は ('/1"d) qllarkの日pin、IS倒 pinの変化で起こるから、 quark

模型のSlT(4)の枠組みで、 NN核力のspin、isospin依存の各項の演算子を (N十Ll)空間に

拡張するり 4) しかし、各項のパリオン聞の距離依存性はN N核力のものを用いる。これは、

作業仮説と言うべきものである。

こうして得た7r('I:疑縮相で、の準ノくリオン (71)の九対中日関相互作用のr表示は、次のように整

理される口

vJ門川ε)= v;町内'r)十AVJ51P~

これの球ベッセル関数)1を用いた相対P波の波動関数についてのraoialintegTalが準ノ〈リオ

ンη粒子聞の対相互作用行列要素ゆfpaペイ，q;ム)である。式(5)の右辺第1項はが凝縮がな

い場合の中性子系の;{P2対相関ポテン、ンヤ/レで、ある o この場合引力効果が斥力芯効果を少し

上回り、 (:3数)ρoまで3P2超流体は存在する O 第2項は核子系に入るf凝縮(CPC)による付

加効果で、対相関力には斥力的に働く。斥力的であるのは、 CPCによる陽子成分の混在の

ため3乃対相関引力が減少すること及び運動量依存の核力が kc依存性を通じて斥力効果を付

加するからであるの第3項はCPむの下でのA混在による効果で、対相関力に引力的に働く O

3ω)工ネルギ一ギヤツプ方程式と臨界温度 こうして求めた準パリオンの対相関相互作用の行

列要素Vふ一-p凹仰a削町l

では、超流動状態の準粒子のエネルギーは、 E(q)= (今十 Dλ(q)2)1/2である。ここで、句

はフェルミエネノレギ-~F より測った一粒子のエネルギ一、 Dλ(q)2 = ILlλ2(q)YU(qW， YI1(q) 

は球面調和関数である。実数のギャップ関数Aλ2(q)はギャップ方程式

Ll>'2州M泊以山(ωqド)ドト=←一:汀f州 V防Jr仰附i甘吋川r町(

の解として得られる tけ3 角運動量が零でない場場A合のエネルギ一キギ、ヤツプはフエルミ球の角度に

よるのでで、、臨界J温晶度度~Tr.，を得るには、フェルミ面上で角度平均した値ρλ(qF)と関係づける:

{h.(qF) = Llλ2(I]F )/什正 kBTr.ど Dλ(I]F)。即ち、 Tcin 109Kど 7.1x [ρλ(I]F) in MeV]。

33物理のinputと臨界温度についての結果

1) input 

笠fJ 準ノくリオン間相互作用のもとになる NN核力については、近距離での(特にcore領域

の)記述の幅を考慮、して、二つのタイプを採用する:OPEC;-A:日teepooo-state repulsive core 

のもの及びOPEG-B:gentl引 )oo-st.at.erepulsive coreのもの。

(~PC mooel parameter日 1llAi-《については、巽が与えた:つの場合(Lanoau-Migoalpa-

rameter g'が異なる)をとる:(i)日trOl培 CPC(g'=O.5)と(ii)w同 kCPC(g'=O.6)。ηこのモ

デルのk(は大きく、密度と共に増加する傾向が強いηι依存性を見るため、 (iii)九，V2につ

旬

-
A'・A
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いては簡単なノ《イ磁縮モデルの値4)に変えた場合(1.:('は小さく、密度変化も緩Jヤか)も採111

するn

パリオンの有効質量 パラメータとして与える。密度依存性として、 ρ=2ρo→ 5内に対し

てmホ三 Ma/MN= O.X→ O.Oを現実-的と考えておくり

2) :i乃超流動の臨界温度九

典型的な場合の結果を図で示す。図 1(a)の実線は核力が OPEG-B、CPCmodelが(i)の

場合のTcの密度依存性を示す二有効質量を刑事 ~ 0.7を目安にZ・(πC)> 1i目立 108Kになる

密度を見ると、このモデルの場合、 CPむの卜ーでの:lP2超流動の存子Eは密度がが~4内迄に限ら

れる"lヌ1/J~ していない他の場f? と比較するn 被)Jへの依存性もかなりあり、広ent.le T<、pulf¥ive

coreをもっ核)J(OPEG-U)の)jが、日t.eeprepulsi ve coreをもっ核)J(OPEC:-A)に比して、

より高需度まで超流体が存在するn じPCの転移f高度の差を別にすれば、日t.rongCPC， weak 

CPCによる差は小さいの凶 1(a)には、対相関)Jを構成する三要素 (Eq・(5)ω右辺の 3項)の

寄与を比較するため、純粋に中性子系のみの場合(点線)と核子系lこCPCの効果が入った

場合(破線)を示したQ 川事=0.7について矢印で示したように、核子系に入る CPCの効果

は斥力的でTcを小さくし，6.混在の引力効果は~.を大きくする。この両者の競合が九の密度
変化の様子を決める。が凝縮が起こり出す転席密度近傍では両者が大体バランスするので、

CPC の無い場合に近い状況になる。密度が上がり約ρ と3ρo~こなると、後者の斥力効果がよ

り強く現れるので、~目は急減し、超流体の共存はなくなる。

lo 10 
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図1.:IP2超流動の臨界温度T"の密度依存性及びそれに対する対相関力の三要素の寄与を示す比較。

OPEG-Hの場合について示す。実線:企混在のある CPC(fllll)場合。点線:CPCのない中性子系の

場合。破線:綾子に入る CPC効果を合む場合O

(a) strong CPC I!lodf'lの場合(i): k"の値が大きく、密度依存性が強い、

(b) ~・e ・) '/1'2を簡単なCPCI!lodclの値にした場合(iii): k"の値は大きくなく、密度依存性が弱い。

高密度側でのT(の急減の原因は次のように理解できる。 CPCが電荷の異なるパリオン成

分の混在をもたらすので運動量シフト1.:(が関係してくる。密度の上昇と共にι大きくなると、

核)Jの中で運動量の 2次を含む部分の寄与が A71に比例して効くので、核子系に入る CPC

-12 -
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の効果はますます斥力的になることによる。他方、 A混在の効果の密度依存性は緩やかであ

る。それで、 kcの値が大きくなく且つその密度に伴う増加も緩やかである CPCmodel (iii) 

を採用した場合も計算した。その結果を図 l(b)に示す。この場合には、 A混在の引力効果は

減少するが、それ以上に核子系に入る CPCの斥力効果が弱くなり、その結果両者は問題に

している密度領域全体 (ρ忘旬。)でほぼバランスし、 ZはCPCの無い場合の'LJ点線)に近

く、 3P2超流体はが・凝縮相で、も高密度まで存在することになる。

34結論と今後の課題

A混在をとりいれた荷電ノtイ中間 f凝縮相におけるパリオンの超流動というハドロン凝

縮体の共存問題を、中性子を主成分とする準ノくリオンの3P2対相関としてはじめて理論的に

定式化しヲそれにより臨界温度を求めた。得られた結果と結論は以下のように要約出来る。

(1) ~混在は臨界温度を増加させる。他方、核子系に入るが凝縮の斥力的効果が臨界温度を

減少させるの

(2)この二つが競合し、臨界温度の密度依存性が決まる。両者はが凝縮の転移密度の近傍で、

はバランスする傾向にあり、高密度側では後者の斥力的効果が勝り臨界温度が減少する傾向

にある。その度合いはモデルによって変わる。

(3)が'凝縮相において、バリオンの3乃超流動は、 ρ足(3-5)内の密度領域で共存可能であ

るu 但し、約3ρo以上ではモデル依存性が大きい。

最後に、今後の課題を述べるの中性子星の表面温度に関する観測と整合する pioncool-

in広シナリオが成立するためには、中性子星の中心部におけるρと3ρoの高密度領域におい

て、内部温度を有意に上回る超流体の臨界温度が得られることが望まれる。既に行ったA自

由度を考慮、した中性パイ中間子凝縮の研究4)では、中性子星のコア領域のすべての密度領域

で内部温度を優に上回る臨界温度が得られる可能性が示されている。この傾向が共存(πポ0πがιC

凝縮相でも保持されれば、所期の目的を達することになるのそのために、共存(π0πC)凝縮

相の下で、のパリオン超流動を検討するのが、次の課題になる。
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