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図１：T2K 実験の模式図 (1) （J-PARC からスーパーカミオカンデまで）

さて、太陽からニュートリノが初めて観測されたのは 1968 年のこ
とである。しかし驚くことに、その観測でとらえることのできたニュー
トリノの数は太陽モデルで予想される数よりずっと少ないことがわ
かった。このことは検出器の精度不足なのか、ニュートリノに未知の
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NO.
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変化が起きているためなのか、そもそも太陽モデルが間違っているの
ではないのか、といった大論争を捲き起こした。このことは「太陽
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ニュートリノ問題」として知られ、最終的には「ニュー

トリノになる。今年４月のランでは、直接ニュートリ

トリノに何かが起こっているからではないか」という

ノ自身を見たのではないが、ミューオンの増加を観測

説に絞られた。具体的には太陽から放たれたニュート

することに成功した。このことは一緒にミューニュー

リノが途中で観測機器でとらえることのできない別

トリノも生成されたことを意味しており、初ビーム発

の種類のニュートリノに変わってしまうからではな

生の成功として新聞やニュースで報じられた。

いのかと考えられ、それはのちに「ニュートリノ振
動」と呼ばれるようになった。また、大気中で生成さ

Ｔ２Ｋ実験の最終目的は、まだ世界で誰も観測して

れたニュートリノの観測でも、電子型ニュートリノと

いないミューニュートリノから電子ニュートリノへの

ミュー型ニュートリノの比率が合わないという「大気

変換の証拠をつかむことと、そして変換の様子を詳細

ニュートリノ異常」問題もニュートリノ振動が原因で

に測定することである。この実験の重要な点は、ミュー

はないかと疑われていた。

ニュートリノから電子ニュートリノへの変換が見つか
れば、次に粒子と反粒子によってミュー型からタウ

こ の「 大 気 ニ ュ ー ト リ ノ 異 常 問 題 」 に 終 止符を

型・電子型への変換比が変わるかもしれないという、

うったのが 98 年のスーパーカミオカンデの観測で、

ニュートリノにおける CP 非対称性の研究が可能にな

ニュートリノ振動の決定的証拠を示した。ニュート

る点である。小林・益川理論がクォークでの CP の破

リノには３世代（３種類）あり、ミュー型、タウ型、

れを説明したように、ニュートリノでも CP の破れが

電子型ニュートリノと呼ばれている。質量があるこ

見つかる可能性がある。

とによってこれら 3 世代の混合 ( 振動 ) が起こり、
ミューニュートリノはタウ型や電子型に変換される。

ただこれまでに観測されてきたミュー型からタウ型

Ｔ２Ｋ実験では東海村から加速器により発射された

への変換確率に比べ、ミュー型から電子型への確率は

直後のニュートリノと、約 300km 離れたスーパー

20%以下であろうと考えられている。Ｔ２Ｋ実験では

カミオカンデに到達したニュートリノとを比較する

その微小な変化を 2,3%の精度で観測することを目標

ことによって、途中でどういった現象が起きている

としている。今やっと一通りの加速器の調整や装置開

のかを明らかにする。

発が終わり、ようやくスタート地点に立ったところ
だ。京大は収束システム（電磁ホーン）、ミューオン

ニュートリノビームの生成の仕方は、図２(a) に示

モニター、ニュートリノ前置検出器の作成を担当し

すように、まず陽子を加速器で加速し、その後、炭素

た。Ｔ２Ｋ実験は総勢 400 名以上で内 300 名以上が

の標的にぶつけパイ中間子をつくる。これに電磁ホー

外国人、日本人は約 80 名の巨大プロジェクト。ここで、

ンと呼ばれる収束システムを使って磁場をかけること

日本人でビームラインに携わるのは約半分の 40 名ほ

によりビーム状にする。パイ中間子は非常に短い寿命

どである。

で崩壊し、ミュー粒子 ( ミューオン ) とミューニュー

図２(a)：T2K 実験の模式図 (2)（J-PARC 加速器とビームライン）
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電磁ホーンシステムとは、先ほどでてきたパイ中間

図２(b)：T2K 実験の実験装置（番号は上図模式図 (2) と一致）とミューオンモニターにより観測されたミュー粒子の信号
① J-PARC 加速器
② 1 次ビームライン
③ターゲットステーション
④電磁ホーン
⑤ディケイボリューム
⑥ミューオンモニター
⑦前置検出器

子を磁場により収束させる装置である。一方で、ミュー

ム発生を観測したのは別の小さな一室で、ミューオン

オンモニターはミューオンがどの方向に放出されたの

モニターを前に装置開発者である松岡さん ( 京大理・

か、ビームの軌道を測定する役割を果たし、前置検出

高エネ研 D3) と久保さん ( 同研究室 D2) がビーム生成

器は発射直後のニュートリノの状態を観測するための

の信号がくるのをじっと見守っていた。また同じ頃、

装置である。加速器から順に、電磁ホーンシステム、

前置検出器では大谷さん ( 同研究室 D1) が生成された

ミューオンモニター、前置検出器と並んでいる。4 月

ニュートリノが受かりはしないかと張り詰めた空気の

に行われたＴ２Ｋ実験のテストランでは、報道陣は

中待機していた（写真：図３）。

J-PARC 加速器のある大きな建物に詰めかけ、初ビー
ムの発生成功を報道した。しかしながら実際に初ビー

予想に反してビーム生成の実験は一回目から成功し

図３：
（左）京都大学理学研究科高エネルギー研究室メンバーの一部
（右）左から松岡さん、大谷さん、久保さん
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た。ニュートリノビーム生成の信号を第一に発見した

いたんですけど、最初、加速器からでてくるノイズを

松岡さんは、その時のことについて、

信号と勘違いしていることがありました。そこら中か

「ビームをオンにすると、ミューオンモニターに信号

らノイズが発生していて。そんなところから始まった

がでたのですごく驚きました。しかも最初から。信号

のですが、一つ一つ問題を解決して、ちゃんとしたも

が見えるか見えないか遊び半分に賭けをしていたので

のを作って。( 苦労はしたけど ) どこがノイズ源かを

すが、正直僕は見えないと思っていました。でもいろ

探していくのは楽しかったです。最終的にビームを

んなテストを繰り返し、2,3 パーセントで測れるモニ

見るときには、どこからノイズがくるのかだいたいわ

ターをちゃんとつくって、その集大成が見られた。一

かっていたつもりなので。」

発目から見られた。そのことが感動的でした。」

と松岡さん。

と語る。一方で一緒に目撃した久保さんは、
「一発目からでると思っていました。僕がやっている
のに出ないわけがないでしょ。」と笑いを誘う。（見え
る方に賭けていたのでしょうか？）

一方、共同開発者の久保さんに実験時のやりとりに
ついて尋ねると、
「無言の意思疎通ですね（笑）。小さい検出器ですけど、
少数でやっているの

ただ実際はここまで苦難の道のりだったらしい。
「テストの中で一番苦労したのはノイズですね。」

でいろんなことがで
き ま す ね。 検 出 器 そ

ミューオンモニター開発者の松岡さんは振り返る。こ

のものの設計とか半

のモニターはビームの軌道を測定する装置であり、

田 ご て 握 っ た り、 工

2,3％の精度で動かせるように設計された。そのため

具をにぎって組み立

設計から空調・圧力調整まで全部自分でする必要があ

て た り。 ビ ー ム の 解

り、宇治の電子線形加速器を用いて何度も細かな測定
が繰り返された。
「テストは京大宇治の電子ビームを使わせてもらって

図４(a)：
ミューオンモニター ( ガス
チェンバー ) と久保さん

図４(b)： ミューオンモニターのインストール完了の様子
［右側上から順に］松岡さん (D3)、横山助教 ( 京大 )、丸山准教授（KEK 素核研）、
［左側上から順に］久保さん (D2)、村上さん (M2)
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析用ソフトも作りました。全部できるのが楽しかった

重量は 100 トン以上、シンチレーターの総数は１万

です。
」
（実験の様子：図４(a), (b)）でも実際は初めて

個である。各モジュールはビームに垂直な面に十字に

経験することが多く、失敗と修正の繰り返し。また手

配置されていて、各モジュールでのニュートリノの個

作りのため壊れやすく、宇治に搬送中にねじが外れて

数を数えることでビーム方向を決定する（実験装置の

断線し、信号がでないなんてハプニングも。東海村に

インストールの様子：図５）。

運ぶ際には、とても注意したそうだ。

「全部で１万チャンネルあって、それを全部宇宙線

「Ｔ２Ｋ実験という、総勢 400 名以上、世界 12 カ国

で確認するのが大変でした。全チャンネルをつねに監

の共同プロジェクトとはいえ、一つ一つの技術という

視しておかなきゃいけない。そういうシステムを作る

のはそういうものなのですね。」

のが大変ですね。でも実際作っているのが自分なので。

と中家さんは言う。そんな失敗を乗り越え、２人の地

全部任せてもらえるのもよかったかな。」

道な努力が実を結んだ成功だった。

と大谷さんは語る。たとえば誰かがシステムを作って
アルバイトでやらされるとするとこうは面白くない。

初 ビ ー ム 発 生 成 功 と 同 じ 頃、 前 置 検 出 器 の一つ

けれど自分で作っている検出器だから愛着がわいてく

INGRID でニュートリノイベントが起きていないか待

る。話によると装置は全て電子回路を含めたゼロから

ち構えていたのは INGRID 開発者の大谷さん。今回の

の製作で、初期トラブルや予想外のトラブルも沢山

テストランでは結局見ることができなかったが、もし

あったそうだ。実験室が海に近く湿気や塩分を含んで

ニュートリノイベントが起きていれば最初に見つけて

いて、錆びたりして検出器がうまく動かなかった時期

いた人になる。
（ちなみに予想は 0.1 イベントくらい

もあったが、その異常にいち早く気づいたのも大谷さ

だった。
）INGRID はニュートリノビームの方向を精密

んだ。毎日モニターし、機器の状態を誰よりも把握し

測定する装置で、鉄とセグメント化されたシンチレー

ている。

ターからなるモジュール 16 個で構成されており、総

「今回はずっと臨戦状態で臨んでいたけれど、ニュー
トリノは見つからなかったです。でも秋はもっと強度
の強いビームなので、その時には見られるかな。」
と大谷さんは期待をよせる。
今秋にはより本格的にビーム強度を上げたＴ２Ｋ
実験が始まる。その時にはまず前置検出器による
ニュートリノ測定のテストが行われ、その後テストラ
ンを繰り返しながらスーパーカミオカンデの方のテス
トへと続いていく。今ようやく 5 年の歳月を経て世
界 12 カ国の 400 名以上からなる大プロジェクトが
始動したところであるが、実は実験の要となる装置は
数名の若い研究者らに任され、彼らの日々の悪戦苦闘
の成果が今回の初ビーム発生成功へとつながった。そ
してそこには、装置開発への愛情とゆるぎない信念を
感じさせられた。何より苦労を苦労と感じさせず、逆
に楽しんでいるように見えたのが印象的で、装置への
愛情のなせるものなのか、と敬服させられた。今後得

図５： 前置検出器 (INGRID)の 1st モジュールをイン
ストール中の大谷さん

（注）実際に大谷さんが立っているのは検出器の真下ではありません。

られる実験結果が待ち遠しい。取材にご協力戴いた中
家先生、松岡さん、久保さん、大谷さん、そして研究
室の皆様、有難うございました。
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ニュース

江口徹教授に恩賜賞・日本学士院賞
基礎物理学研究所の江口徹教授（写真）
が「数理物理学的な手法による素粒子
論の研究」で平成 21 年度恩賜賞ならび
に日本学士院賞を受賞されました。江口
徹教授は昭和 45 年に東京大学理学部を
卒業、同 50 年同大学理学系研究科博士
課程修了、理学博士の学位を取得、同
53 年 11 月米国シカゴ大学助教授を経
て、同 55 年 11 月東京大学理学部助教
授、平成 3 年 11 月同教授に昇任され、
同 19 年 4 月より京都大学基礎物理学研
究所所長に就任され、現在 2 期目の所
長を努めておれらます。
写真 : 江口徹教授

江口教授は過去 40 年余りにわたって、素粒子

で基本的なものとなっており、素 粒 子 の 統 一 理

理論の中でも重力理論、ゲージ場理論および超弦

論 と し て 最 も 有 望 な 超 弦 理 論 に お い て も、 非

理論と呼ばれる分野において、その数学的問題を

可換ゲージ群を生成する機構を与える上で重要

深く追求し、いくつかの大きな成果を上げてこら

な役割を果たしています。また P. B. Gilkey 氏を

れました。これらの分野は理論物理学と数学との

含めた３人によりまとめられたゲージ理 論 と微

間に新しい関係を産み出し、双方の発展に大きな

分幾何に関する総合報告は多くの研究者に使われ

寄与をしています。また、江口教授は、現在世界

る Physics Report 誌のベストセラーとなってい

的な規模で活躍している多くの研究者を養成して

ます。

おり、後進の育成という点においても高い評価を
受けています。

もう一つ重要な業績は、ゲージ理論の力学に関
して、本 GCOE 拠点リーダーである川合光教授と



江口教授の業績の中でも最も有名なものは、A.

共同で提唱した、いわゆる江口・川合模型があり

Hanson 氏と共同で行ったユークリッド領域での

ます。これは QCD のようなゲージ理論が、ラー

アインシュタイン方程式の厳密解の発見でしょ

ジ N 極限と呼ばれるゲージ対称性の大きい極限

う。この解が記述する空間は、現在では江口・

を考えることで著しく単純化され、4 次元の場の

ハンソン空間と呼ばれており、その後にこれを

理論全体が簡単な行列模型で置き換えられること

拡張して求められた ALE (Asymptotically Locally

を示したものです。
このように場の量子論全体が、

Euclidean) 空間と呼ばれる一連の空間の最も簡単

ある極限で行列模型に帰着させられる現象は、そ
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の後超対称性ゲージ理論などで繰り返し再発見さ

クトを与えました。

れ、今日でも場の理論を取り扱う最も強力な手法
の一つとなっています。

以上のように、江口教授が広く国際的に理論物
理学や数学の分野における発展に寄与した功績は

その他にも、弦理論における共形場の理論や位

非常に大きく、かつ顕著なものです。基礎物理学

相的場の理論に関連して多くの重要な仕事をされ

研究所に移られてからも、所長業務の忙しい合間

ています。特に、堀健太朗・C. -S. Xiong 両氏と

を縫って、ご自身の研究のみならず大学院生の指

共同で提出した、インスタントン効果によって量

導にもあたっておられます。今回の受賞は、我々

子論的補正を受けた弦理論の振幅が満たすべき無

後進の研究者にとっても大きな刺激となる大変誇

限個の条件に関する予想は、量子コホモロジーに

らしいことだと思います。
国友

関するビラソロ予想と呼ばれ、理論物理学のみな

浩

京都大学基礎物理学研究所

らず、弦理論に関連する現代数学に大きなインパ

ニュース

岩下芳久准教授に西川賞
平成 21 年 3 月 23 日、岩下芳久准教授（粒子ビーム科学研
究領域）（写真）は高エネルギー加速器科学研究奨励会 西川
賞を受賞しました。これは早野仁司氏（高エネルギー加速器
研究機構）、田島裕二郎氏（化学研究所、現 株式会社東芝）
と共同受賞となります。受賞テーマは「超伝導高周波加速
空洞表面・光学検査システムの開発および観察」です。こ
の賞は高エネルギー加速器ならびに加速器利用に関る実験
装置の研究において、独創性に優れ、かつ論文発表され国
際的にも評価の高い業績をあげた研究者・技術者に贈られ
る賞です。私は岩下氏の研究室を訪問し取材を行ってきま
した。
写真 : 岩下芳久准教授

現在、国際リニアコライダーという次世代加速

せ、宇宙の始まりから 1 兆分の 1 秒後の状態を

器の計画が国際協力のもと進められつつありま

地上に再現し、宇宙誕生の謎と物質の極限の姿を

す 1 。これは全長 40km にもおよぶ直線コース上

知ろうとする計画です。リニアコライダーの大部

で光速近くまで加速させた電子と陽電子を衝突さ

分は直線状に並べられたおよそ一万六千台の超伝
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図 1：超電導加速管（全体）

導加速管 ( 図 1) で作られる予定であり、その一

ダーの研究を行っていませんでしたが、この分野

つ一つには高い加速能力が必要とされています。

に足を踏み入れるに当たって「どうしてこんな重
大な問題を十数年も放置していたのだろう？」と

1

http://www.linearcollider.org/cms/
http://ilchighlights.typepad.com/japan/
http://www.linear-collider.org/index.html

感じ、
「欠陥品ができる原因を明らかにしなけれ
ばならない」と思いました。
超伝導加速管はニオブでできた房のある中空の管
(図２)から出来ており、
内部は滑らかな鏡面となっ

岩下氏のグループが研究を始めたとき、超伝導

ています（図３）
。

加速管の加速能力はチャンピオンクラスだけをみ

もし鏡面に微小な欠陥があるとそこで発熱が

ると年々確かに上がっていましたが、歩留まりの

起こり超伝導状態を破壊し、加速性能の著しい

低さ（欠陥品の多さ）が大きな問題となっていま

低下を招きます。岩下氏のグループは発熱を引

した。「どうして欠陥品が多く出来るのか？」こ

き起こしうる欠陥の中で、比較的観測が容易な

の問題について原因が特定されていませんでし

100 μ m 程度以上の表面の凹凸の撮影を試みる

た。岩下氏はもともと超伝導や国際リニアコライ

ことにしました。撮影対象となる管の構造が複雑
なため、当時は分解能の低いファイバーカメラ程
度しか内部の撮影方法はなく、実際に凹凸を確認
したものはいませんでした。そこで岩下氏のグ
ループは内部撮影専用のカメラシステムの製作に
とりかかりこれを作ることに成功しました。
図 4 が、岩下氏らの作ったカメラシステムの
概要です。内面はほぼ鏡面なため光源とカメラ
の光軸を合わせなければ観測することはできませ
ん。それを解決するために装置自体が小さい無機
ＥＬシートを面発光光源として使うことにしまし

左 図 2: 超電導加速管（部分）
右 図 3: その内部
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た。固定のシリンダー内に固定焦点のカメラとミ
ラーを設置し、カメラを前後に動かしピントを合

図 4 : カメラシステム

わせ、撮影対象の加速管を前後回転させることに

た。加速管の内表面を開発したカメラシステムで

より管内を走査するシステムを彼らは作り上げま

見てみると、たしかに発熱源の位置に１００μｍ

した。

程度の欠陥が見えました。このような欠陥が全て

ここまで来て問題点が生じました。装置ができ
たので実証を行いたいのですが、当時はこのよう

のケースの原因ではないにせよ、欠陥と発熱源の
相関が高いことが明らかになりました。

な手法が確立していなかったため、現役の加速管

さらに岩下氏らは照明の位置を変えて光の反射

を借りることができませんでした。しかし、たま

角を測ることにより、欠陥の立体構造を明らかに

たま別目的で借用していた性能の出ていないドイ

したり、固定された管でも撮影できるようなシス

ツの DESY 研究所の加速管を検査してみました。

テムを作ったりと改良を続けています。

するとたしかに 100 μ m サイズの多数の欠陥が

これまでは管の加速能力を調べるには実際に装

見えました。欠陥の位置を教えて DESY に返却し

置を動かす必要があり、検査をするために数日間

ましたが、彼らの検査装置の能力では見えないと

の時間を必要としたのですが、岩下氏らの研究に

の報告を受け、自分たちの観測装置の優位性を確

より短時間で加速管の欠陥が分かるようになり、

認することができました。

作業時間を大幅に短縮すること可能になりまし

次にやはり別目的で借用したアメリカのフェル
ミ国立加速器研究所とＪＬＡＢ共同使用の加速管

た。また将来的には歩留まりの向上と性能の改善
に寄与することが期待されています。

を観測してみました。これは超伝導状態でパワー

現在岩下氏らのカメラシステムは世界中の高エ

を入れながら加速管の外表面温度を測ることによ

ネルギー研究室に貸し出しされており、国際リニ

り、異常な温度上昇が起こる場所が判っていまし

アコライダー計画に大きな貢献をしています。ま
た超伝導加速管は自由電子レーザーの発生にも使
われるため、このカメラシステムの実学分野にお
ける活躍も期待されています。
取材の最後に岩下氏はこう言いました。
「ちゃんとやったら、ちゃんと見えるということ
を世界に示したことに意義がある。失敗には原因
があり、原因を顧みず、やみくもに進むのは効率
が悪いだけでなく、科学的な態度ではない。」
平田朋義

図 5：温度測定で特定されていた場所の内表面に見つかった欠陥

京都大学大学院理学研究科物理学第二教室
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研究室紹介

原子核ハドロン物理学研究室
スタッフ
教授
永江知文、今井憲一
准教授 川畑貴裕
助教
藤岡宏之、村上哲也

永江知文

我々の研究グループでは、原子核理論研究室と協力

の粒子から成ることがわかりました。また、陽子や中

して、GCOE プログラムの最先端フロンティア推進事

性子を原子核に結びつけている核力については、1934

業の一つとして、
「クォーク多体系の新しい存在形態の

年に提案された湯川の中間子論が説明をつけました。

探求」
を推進しています。ここでは、
私たちの研究グルー

この核力を媒介する中間子は、後にπ中間子として発

プが行っている多くの実験研究のなかの主要課題の一

見されます。このように、陽子・中性子やπ中間子の

つとなっているこのテーマについて紹介します。

ように、核力という強い相互作用に関わる粒子を、ハ
ドロンと称します。ハドロン粒子の大きさは 10-15m の
スケールです。

原子核・ハドロンの世界

ハドロンには、20 世紀後半の加速器の発達により、
約 200 個の粒子が見つかってきます。そうなると、こ

20 世紀の物理学では、私たちがよく目にする物質の

のハドロンも内部構造を持つことが予想されます。ハ

階層構造を明らかにしました。19 世紀において、化学

ドロン粒子の分類をする中から、ハドロンはクォーク

や気体分子運動論の進展により、物質は「原子」から

と呼ばれる更に基本的な粒子から成り立っているとい

成り立っているという概念が確立していきました。こ

う説が提案されます。しばらくは、その実在性につい

-10

の原子の大きさは、１オングストローム、10 m、の

て疑う向きもあったのですが、1970 年代になって、陽

スケールです。ところが、19 世紀の終わり頃になって、
負の電荷をもつ電子が存在することやＸ線と呼ばれる
電磁波が放出されること、アルファ線・ベータ線（電子）
やガンマ線などの放射線が放出されること、などが発
見され、物質の最小単位としての「原子」の概念が変
更を余儀なくされます。
原子の構造は、ラザフォードによる「原子核」の発
見により、中心に正電荷をもつ原子核が存在し、その
周りを負電荷をもつ複数の電子が回っていることが判
明します。その安定性は、量子力学が保証してくれま
した。原子核の大きさは、10-14m のスケールです。安
定な原子核が 300 個程度存在し、不安定な原子核が
3000 個以上発見されています。
このような多様性をみせる原子核が何からできてい
るのかは、1932 年にチャドウィックにより中性子（水
素原子核である陽子とほぼ同じ質量を持つ電気的に中
性の粒子）が発見されて、陽子と中性子という二種類

10
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図１ 原子の内部構造

子の中にクォークを捉えることに成功します。そして、

しかし、それを通じて、実は核力というものを必ず

このクォーク間に働く力こそが、強い相互作用の本質

しも我々は良く理解できていないことに気づかされま

であることが判明しました。グルーオンと呼ばれるゲー

した。通常の原子核を結びつけている核力については、

ジ粒子によって媒介されるクォーク間の強い相互作用

湯川の中間子論を拡張して、多種類の中間子の交換に

は、量子色力学（Quantum Chromo Dynamics, QCD）に

基づいて核力を記述する一中間子交換模型が構築され

よって記述されます。クォークの大きさは、最高エネ

てきました。陽子 – 陽子や陽子 – 中性子間の相互作用

ルギーの加速器の分解能によっても測定不能であり、

については、豊富な散乱実験データが存在します。こ

-19

れを再現するように模型が組み立てられています。と

以上のように、物質には、原子→原子核→ハドロン

ころが、ラムダ粒子と陽子・中性子間の相互作用につ

10 m 以下の点粒子と考えられています。
粒子→クォークという階層があり、それぞれの階層に

いては、ラムダ粒子そのものも短寿命であるために、

おいて多様な世界が形成されています。そして原子よ

散乱実験データが僅かしか存在しません。そのため、

り下の世界の存在形態を決めているのが強い相互作用

通常の核力模型を、ラムダ粒子に拡張しようとする

なのです。

と、理論の不定性が大きくなってしまうのです。特に、

クォークのレベルから原子核を捉え直す

２つのバリオン間の距離が、それぞれのバリオンの大
-15
きさ程度となる 1 fm(10 m) 以下の短距離になると、

中間子をバリオン間でやりとりするという描像そのも
通常の原子核の物理については 70 年以上に亘って

のが疑わしくなってきます。この部分は、核力の斥力

多くのことが理解されてきました。しかし、これを

芯として知られてきた部分であり、中間子交換模型で

クォークの多体系として捉え直して考えてみると、実

は、Hard Core 型、Soft Core 型など、現象論的にそ

は、ある限られた側面を研究してきたことになること

のような斥力芯が導入されてきたという経緯がありま

に気づかされます。

す。また、原子核の殻構造を特徴付けている核力のス

クォークには六種類のフレーバーがあり、質量の軽

ピン軌道相互作用などについても、ラムダ粒子の場合

い順に、アップ (u, 〜 3 MeV)、ダウン (d, 〜 5 MeV)、

にどうなっているのかは自明ではありません。これら

ストレンジ (s, 〜 100 MeV)、チャーム (c, 1.27 GeV)、

の理解には、クォーク自由度を直接反映した核力の模

ボトム (b, 4.2 GeV)、トップ (t, 171 GeV) と呼ばれま

型が必要になると思われます。ストレンジ・クォーク

す。陽子と中性子は、uud, udd という３個のクォー

を含む原子核の研究は、このように新しい核力の研究

クによって構成されているので、原子核は二種類の

を可能とし、核力の現代的な描像の確立へと繋がるも

クォーク u と d のみの多体系であることがわかりま

のと期待されています。

す。それでは、３番目に軽いストレンジ・クォーク s

また、通常の原子核を核物質として捉えると、温度

を含むような原子核は存在しないのでしょうか。実は、

零度、密度一定の物質であることが分かります。核物

1953 年以来、そのような原子核の存在は既に知られ

質の温度と密度という広い空間のなかの一点に限られ

ています。陽子や中性子の仲間で、３個のクォークか

た領域の近傍を見ているだけなのです。核物質の温度

ら成るバリオンと呼ばれる粒子群に属し、uds という

を上げたり、密度を上げる（圧縮する）とどうなるの

三種類のクォークからなるラムダ（Λ）という粒子が

でしょうか。実は、いずれの場合も、陽子・中性子と

あります。このラムダ粒子が１個、通常の原子核と強

いうハドロンの相から、クォークがハドロンから解放

い相互作用により結びついた状態がラムダ・ハイパー

されたクォーク・グルーオン相へと相転移 (QCD 相転

核です。弱い相互作用によって、通常の原子核へと崩

移 ) が起きると予想されています。なかでも、温度を

壊していきますが、立派な原子核の一種です。1953

上げる側では、高エネルギー重イオン衝突実験によっ

年以来、ラムダ・ハイパー核については、多くのこと

て、新しい相を直接生成しようという実験が盛んに行

が分かってきました。

われています。また、QCD に基づく理論的研究も進
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図２ 核物質の相図とストレンジネス

展を見せています。一方、高密度の領域は理論的研

応が起きます。これによりラムダ・ハイパー核が生成

究が非常に困難であることが知られていますが、近年

されます。たくさんのラムダ・ハイパー核を生成する

では、カラー超伝導相、CFL 相などといった興味深い

ためには、大量の K—中間子ビームを原子核にあてる

相の出現などが予想されています。また、高密度状態

必要があります。それでは、どうやって K—中間子ビー

でのストレンジネス自由度の重要性も指摘されていま

ムを作るかといいますと、加速器で加速された高エネ

す。s クォークを含む核物質、s クォークを含む原子核、

ルギー陽子ビームを原子核標的に照射して作り出し

の研究は、このような高密度核物質におけるストレンジネ

ます。もともとなかった s クォークの入った K— 中間

ス自由度の研究に繋がることが期待されています。

子を生成しなければならないので、高エネルギーでか
つ大強度の陽子ビームが必要です。このことを、大き

J-PARC で切り拓くクォーク多体系の物理

な目標の一つとして、我が国に大強度陽子加速器施設
J-PARC が建設されました。
J-PARC の 加 速 器 は、 当 初 181 MeV（ 数 年 後 に

ストレンジネスのない原子核に s クォークを埋め込

400 MeV にアップグレード）まで陽子を加速する線

むには、s クォークからできているＫ中間子と呼ばれ

型加速器と、そのビームを 3 GeV にまで加速する陽

るπ中間子の仲間を使うことが有効です。Ｋ中間子の

子シンクロトロン、及び、更に 50 GeV にまで加速す

—

中でも負電荷を帯びた K 中間子は、s クォークと反 u
—

る（当初は 30 GeV まで）陽子シンクロトロンから構

クォーク１個ずつから成ります。この K 中間子を原

成されます。K— 中間子ビームの生成のために、この

子核にあてて、原子核に s クォークを打ち込む訳です。

30 GeV 陽子ビームがハドロン実験施設に導かれます。

このとき原子核中の中性子をラムダ粒子に変換する反

特に J-PARC での K—中間子ビームは、中間エネルギー

12
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図３ J-PARC 加速器施設の鳥瞰写真。手前の白い建物がハドロン実験施設

領域まで得られるので、s クォークを１個埋め込むだ

我々のグループが深く関わっている２つの実験につい

けでなく、同時に s クォークと反 s クォーク対を生成

て簡単に紹介しましょう。

して、結果として s クォークを２個埋め込むような反
応を起こすことが可能となります。すなわち、s クォー

(1) E05 : グザイ（Ξ）
・ハイパー核探索実験

クを含む K— 中間子を原子核に当てて、反 s クォーク
を含む K+ 中間子が放出される反応では、原子核内の

先ほど述べたように K—中間子を原子核にあてて K+

陽子をグザイ（Ξ）粒子と呼ばれる２個の s クォーク

中間子が放出される反応 ((K-,K+) 反応と記述 ) では、

を含むバリオン (ssd) に変換することが可能となりま

原子核内にグザイ粒子と呼ばれるラムダ粒子、陽子・

す。このような複数個の s クォークを含むマルチスト

中性子の仲間が生成されます。このグザイ粒子が原子

レンジネス多体系の本格的研究が J-PARC によって初

核に束縛されるかどうかは、グザイ粒子と陽子・中性

めて可能となります。

子との相互作用、新しい核力、の性質に依存します。
引力が十分強ければ、束縛状態としてのグザイ・ハイ

J-PARC での研究計画
J-PARC のハドロン実験施設を使う多くの実験が複
数の実験グループにより提案されています。ここでは、

パー核が存在しますし、そうでなければ存在できない
かもしれません。現状では、グザイ粒子と陽子・中性
子との相互作用については実験情報がほとんどなく、
グザイ・ハイパー核の存否についても暗中模索の状態
です。
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図４ 建設中の SKS ＋スペクトロメーターとビームライン

そこで、この実験では、炭素標的を用いて、グザイ・

ます。これと違って、中間子（クォークと反クォーク

ハイパー核の束縛状態を世界で初めて同定すること

１個ずつ）とバリオンの強い束縛系が存在しないか、

を目標としています。その束縛エネルギーを測定す

ということが問題となっています。一番軽いπ中間

ることにより、グザイ粒子と陽子・中性子との引力

子と原子核の相互作用は斥力的であることが知られ

の強さを求めます。引力が大きい場合には、高密度

ているので、その可能性はありませんが、s クォー

核物質のなかでのマルチストレンジネス物質の様相

クを含むＫ中間子と陽子・中性子との相互作用には、

が大きく変わってくることが予想されます。この測

アイソスピンが０となる状態に強い引力が働くこと

—

定のために、高純度の K 中間子ビームを発生させる

がわかってきました。その強さは、陽子・中性子の

K1.8 ビームラインと、世界最高のエネルギー分解能

間の通常の核力の十倍以上との予想もあります。も

を持つ測定装置、SKS+ スペクトロメーターを建設し

し、Ｋ中間子の強い束縛系が存在したとすると、Ｋ

ています。

中間子はパウリの排他原理を受けないので、原子核
の中心において全体を強い引力で引きつけます。こ

（２）E15 : Ｋ中間子原子核探索実験

れにより、原子核の構造も大きく変化する可能性が
出てきます。密度も上がるかもしれません。このよ

これまで述べてきたストレンジネスを含む原子核

うにＫ中間子原子核の研究は、存否の興味だけでな

（ラムダ・ハイパー核、グザイ・ハイパー核）は、s

く、それによって引き起こされる新しい状態の性質

クォークを含むバリオンの多体系でした。クォークの

にも強い興味がかき立てられます。問題となるのは、

個数でいうと３の倍数となっている多体系に相当し

その寿命です。そのような面白い状態が生成されて
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図５ 建設が進む円筒型検出器システムの実験現場での写真

も、あっという間に消滅してしまっては、観測する

より、間違いなく K -pp 状態を捉えることを目標と

のが困難となります。

しています。
-

J-PARC での E15 実験では、K pp という２個の陽
子と K — 中間子からなる束縛状態の探索を行います。
3

He 原子核に K — 中間子ビームをあてて、核内の中

性子と玉突き衝突をやり、前方に中性子を蹴り飛ば
し、K — 中間子が核内に取り残されるという反応を
-

今後の展望
これらの現在準備中の実験は、後１，２年の内には

使います。前方の中性子を観測するだけでも K pp

実験結果が判明し、このような新しいクォーク多体系

状態を測定することは可能ですが、バックグラウン

が存在するかどうかがはっきりすると期待されます。

-

ドを低減するためにも、K pp 状態が崩壊して生成

存在するとなれば、そのエキゾティックな状態の性質

される過程に特徴的なラムダ粒子と陽子を同時測定

がどうなっているのか、存在の許される範囲や条件は

します。このために標的周りを大きく囲う円筒型検

どうなっているのか、などなど、多くの疑問がわき起

出器システムを理化学研究所と協力して建設してい

こってきます。GCOE プログラムの実施期間内に多く

ます。生成と崩壊の両方のシグナルを捉えることに

の成果をあげるべく努力しているところです。
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記者紹介
１頁

７頁

報告 Ｔ２Ｋ実験初ニュートリノビーム発生に成功

受賞紹介「岩下芳久准教授に西川賞」

西塚 直人 （にしづか

平田 朋義 （ひらた

なおと）

ともよし）

宇宙物理学教室

物理学第二教室

附属天文台

素粒子論研究室 博士後期課程

D3

専攻：太陽プラズマ物理学

専攻：素粒子論

編集後記
１１月に入って本格的に寒くなってきました。グロー

連する科学技術予算についてだけでも、次世代スパコ

バル COE は２年目も後半に入り、ニュースレターも

ン、スプリング８や世界トップレベル研究拠点などの

第５号です。今号は、偶然にも素粒子原子核に関係し

大型プロジェクト予算だけでなく、グローバル COE や

た記事ばかりになってしまいましたが、いよいよ本格

科学研究費補助金なども大幅に縮減とする評価結果が

的に実験が始まろうとしている T2K 実験のレポート、

出され、ひいては国立大学法人の運営費交付金までも

江口教授、岩下准教授の受賞ニュースと原子核ハドロ

が見直しの対象とされました。このような結果につい

ン研究室の紹介をお届けします。

ては、早速ノーベル賞受賞者らにより、将来に大きな

このように我がグローバル COE プログラムは着実な

禍根を残すものとして見直しを求める緊急声明が出さ

成果を上げている一方、巷では発足２ヶ月の鳩山政権

れ、私の周辺でもあちこちで同様の声明を出すべく議

が次々と新しい試みを打ち出し始めています。特に新

論が始まっています。このような動きについては、今

しく設置された行政刷新会議の下で事業仕分けが行わ

後も引き続き注意深く見守って行くと共に、科学者と

れ、仕分け人と官僚との激しい攻防がインターネット

して必要に応じて声を上げていく必要があるでしょう。

を通じて全世界に配信されました。これまで密室で行

それと同時に、やはり広く国民の支持を得ることが非

われてきた議論を公の場で行うこのやり方は多くの国

常に重要であるように思われます。そのためには、折に

民から支持されているようで、政権交代を印象づける

触れて科学技術、我々の場合は特に物理学、の重要性を

一大イベントの感がありました。一方で、このような

アピールしていくことが、これから益々重要になってい

やり方は科学技術予算のように短期的な費用対効果の

くでしょう。アウトリーチ委員会としても皆さんの協力

みでは計れないものに関しては、あまりに性急かつ拙

を得て、更なる情報発信をしていきたいと思いますので、

速であり重大な危惧を抱かざるを得ません。物理に関

これからもどうぞよろしくお願いします。
（国友
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