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究極の世界とは 
 大きさ：<0.000000000000000001m 
 宇宙誕生後：0.00000000001秒 
 
の世界 

 
 重量５万トンの超巨大素粒子検出器 
 周囲２７kmの超大型加速器 
等を使って探る！ 
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スーパーカミオカンデ 
[ ニュートリノ（幽霊粒子）測定装置] 
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LHC/ATLAS実験装置 
[ヒッグス粒子（神の素粒子）を探して] 



講演題目 
1. 素粒子の見方 －小さなものを見る－ 
2. 身近な素粒子 
3. 最初の素粒子 
4. 幽霊粒子 
5. 未知の素粒子を探して！ 
6. 最後に 
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1. 素粒子の見方 －小さなものを見る－ 

 小さなものを見るには？ 
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素粒子を見るも基本は同じ！ 
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加速器 



ただし、素粒子を取りだすた
めには、バラバラにする必要
があることも多い。 
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この中から、みたい
素粒子を探す！ 



金原子核同士の衝突（STAR実験：） 
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多数の粒子の飛跡 
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LHC/ATLAS実験装置 

多数の素粒子の飛跡 
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スーパーカミオカンデ 

ニュートリノが反応した様子 



素粒子はどれくらい小さいか？ 
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 < 0.000000000000000001 m 
 
 
 
 
 

ついでに、 
宇宙はどれくらい大きいか 

• 1000000000000000000000000m 



2. 身近な素粒子 
 もっとも身近な素粒子は何か？ 

身の回りにいっぱいある。 
宇宙中にいっぱいある。 
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宇宙を満たす光 
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今日の豆知識： 色々な光＝「電磁波」 

                絶対温度~3度 

冷たい 熱い 

太陽の放射は何度に対応する？ 



光電効果 
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素粒子を見るために必須の実験装置 
－ 光子検出器 － 
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1.3mm 

光子の証拠 



3. 最初の素粒子 
1897年にJ.J.トムソンによって電子が発見される。 
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水分子 

酸素、水素 

原子核、電子 

陽子、中性子 

クォーク 

素粒子とは？ 

ニュートン１９９８年７月号 



ニュートリノ起源 －電子事象－ 
スーパーカミオカンデ電子事象 
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最先端の素粒子物理
の世界へ 

ニュートリノ 
ヒッグス粒子、等々 
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素粒子 
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力
を
伝
え
る
素
粒
子

 

物質の元となる素粒子 ヒッグス粒子 
質量を作る素粒子 



4. 幽霊粒子 －ニュートリノ －  
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ほとんど見えない素粒子がある。 
人間 

体 
魂 → 
 

電子 
電気 
粒子 →  



ニュートリノ 
電気をもたない電子。 

何でも通り抜ける。 
身の回りにたくさんある。 

– 太陽はニュートリノでも輝いている。 
– 雨のように空からニュートリノが降ってくる。 
– 地球の中心からもニュートリノ 
– 原子炉からもニュートリノ 
– 素粒子実験装置（加速器）からもニュートリノ 
– 超新星爆発からもニュートリノ 

 



超新星爆発 
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カミオカンデ       

超新星ニュートリノ観測 
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なぜ 幽霊 素粒子？ 

太陽 

ニュートリノ（地球に600億個／cm2秒） 

地球 

地球を700億個（約100光年）突き抜ける 



光 
X線 

(エネルギーの高い光) ニュートリノ 

レントゲン写真 
星のレントゲン

写真 

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml�


30 

ニュートリノ 
 電荷を持たない電子[の仲間]。 
 電荷がないのでめったに捕まらない。 
 ものすごく軽い（陽子の1億分の1以下、電子の10
万分の1以下）。 

電子 

ニュートリノ 

物質（金網） 
電気の衣 



どうやってニュートリノを捕ま
えるか？ 





スーパーカミオカンデ 
どうやってニュートリノを見るの？ 

ニュートリノが水と衝突して放出する光
を検出。 



スーパーカミオカンデの目 
50cm径光検出器 

10,000個 
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295km 

T2Kニュートリノ実験 



ニュートリノ（T2K加速器実験） 
νµ + n ➝ µ− +  … 



ニュートリノ（T2K加速器実験） 

(νµ➝νe )+ n ➝e− +  … 





世界のニュートリノ測定器 
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Where are we ? 

South Pole 

Run way 

南極に超巨大ニュートリノ望遠鏡 
（1km3の大きさ） 

New Station 

IceCube 



IceCube Lab 
South Pole and Christmas tree 

2009 August 20 41 
Lepton Photon 2009                                      

Per Olof Hulth 
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欧州 オペラ（OPERA）実験 
スイスジュネーブからイタリアロー
マ郊外までニュートリノを発射 

νµ    ………..…. ντ 



測定精度 
距離： 

730.085km 
到着時間： 

tc=2,433,616 nsec 
(tc-tν)=60.7±10.1 nsec 

（注）T2K実験の時間精度：
~100nsec 
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ニュートリノが光速より速いというとんでも
ない結果が。。。。 



5. 未知の素粒子を探して 
 加速器： LHC (Large Hadron Collider) 
 測定器： ATLAS、CMS 
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ヒッグス粒子を探せ 
自発的対称性の破れ（南部陽一
郎：2008年ノーベル物理学賞）の結
果、全ての素粒子に質量を与える
粒子。 
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ヒッグス事象の予想 



ATLAS 
LHCｂ 

ALICE 

ヒッグスを生成し、観測するには？ 
世界最高エネルギーの加速器： LHC 
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周長27km 
ビームエネルギー：7+7TeV 
(TeV: 兆電子ボルト) 

地下100m 
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LHC加速器 

1232台の超伝導双極磁石 
  超流動ヘリウムで冷却 1.9K 
      長さ 14.2 ｍ 
  磁場の強さ  8.33 T 
 
  （ピップエレキバン： 0.08T） 



ATLAS測定器 
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高さ：２５ｍ、全長：４４ｍ、重量：７０００トン 



- LHC/ATLAS実験- 
宇宙誕生後0.01ナノ秒の世界を実現 
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Pippa Wells, ATLAS 17 Nov 2010 50 

実際の事象 
 mµµ 94 GeV, ET

miss = 161 GeV 



ヒッグス粒子 
探しているが、まだ見つからない。 

軽そうである。（スズの原子くらい？） 
ここ１～２年が勝負。 
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宇宙暗黒物質 
宇宙は正体の分からない物体で満ちている 

52 重力で見た暗黒物質 

X線で見た熱いガス 銀河団衝突後 



素粒子 
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力
を
伝
え
る
素
粒
子

 

物質の元となる素粒子 ヒッグス粒子 
質量を作る素粒子 



暗黒物質の候補粒子 
ー超対称性粒子ー 
探しているが、まだ見つからない。 

非常に重そう。金の原子５倍以上思い？ 
 

それ以外にも、 
反物質 
ミニブラックホール 
他次元 
色々 
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最後に 
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素粒子の関心 (Out Reach)： 
 みんな素粒子が好き？ 

 



がんばる研究者  ーある京大博士の軌跡ー 
 学部： ニュートリノ実験＠地下1000m 
 大学院： 長基線加速器ニュートリノ実験＠つくば←250km→神岡（地下

1000m） 
 研究員： 宇宙反物質探索＠南極 
 助教： インフレーションの証拠を探せ w/ CMB偏極＠チリ・アタカマ 
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地下1000m 
地上5000m 

南極 

次は？ 





   朝永博士は科学についてこう語っています。
「公害や原爆をもたらす科学は、悪いものだとい
う人もいますし、一方で科学は私たちの生活を
便利に豊かにしてくれるとても素晴らしいものだ
という人もいます。しかし、科学には、人間を不
幸にも、幸福にもしない第３の見方があると思う
のです」。  
  秘密シアターに映し出される風景や、顕微鏡
から垣間見る小さな生き物の不思議な行動、子
供のころ心惹かれたあの瞬間の驚きを追求する
ことは、だれを不幸にするものでも、また幸福に
するものでもありません。「心惹かれる不思議を
少しずつ掘り下げていく、そういうところに科学の
大切な意味の一つがあります。――不思議だと
思うこと、これが科学の芽です」。  

科学は我々を幸せな（ワクワクする）気持ちにしてくれる。 



私見 

60 

 素粒子物理学のような 
  基礎科学は本能のようなもので、すぐには役だないが 

芸術を楽しむように、人生の一時に花を添える。 
子供たち（たぶん大人も含めて）に夢を与える。 
世界平和（科学は世界の共通言語） 
今までと違った世界を見れ、異なった価値観を開く。 
基礎科学の技術は、時として世の中の産業に大きな影
響を与えることもある。 

– World-Wide-Web (www) は高エネルギーの研究所（ＣＥＲＮ）で
生まれた。 
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地球上に存在するわずか～1m、寿命約
100年の人間が 
 1000000000000000000000000m 
 0.0000000000000000001m 
の世界を知り、 
 
宇宙・物質誕生の瞬間（過去） 
宇宙と物質の未来 

物質は1034年まで安定 
を知ることができる。 
 

➾ ほとんど奇跡みたいなことです。 



ご清聴ありがとうございました。 
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