小林・益川理論の検証からニュートリノ振動の探索まで

日本の加速器は世界最高輝度と世界最高強度を誇る。最高輝度の KEKB は小林・益川理論を検証し、

CP 対称性の破れを明らかにした。最高強度の J-PARC は、スーパーカミオカンデとともに、
ニュートリノ振動を探索し、素粒子がなぜ 3 世代あるのか、フレーバーの謎に挑戦している。
両プロジェクトを進めてきた横山将志准教授が、フレーバー物理の世界を読み解く。

Bファクトリーの巨大な目にあたるBelle測定器のカロリーメーターの内壁。

Masashi
Yokoyama

横 山 将 志

●

日本の加速器が拓く
素粒子の新たな世界

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻准教授︒

限

●

2

プロフィール 横山将志

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了︒京都大学助手︑
助教を経て︑
2009 年より現職︒博士
︵理学︶
︒

第

2
バリオン

Masashi Yokoyama

第1世代

レプトン

中間子

クォーク

横 山将志

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻准教授

第2世代

第3世代

u

アップ

c

チャーム

t

トップ

d

ダウン

s

ストレンジ

b

ボトム

e

電子

µ

ミュー粒子

τ

タウ粒子

ミュー・
ニュートリノ

ντ

タウ・
ニュートリノ

粒子と反粒子の性質の違い「CP 対称性の破れ」があることを説明した

CP 対称性の解明は、素粒子がなぜ 3 世代あるのかという
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小林・益川理論は、KEKB 加速器の実験によって検証されました。
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その解明に向けて、長基線人工ニュートリノ振動 T2K 実験が進行中です。
図3
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ジェイパーク

標準理論を構成する素粒子とバリオン・中間子。バリオンはクォーク3個からなるが、
中間子はクォークと反クォークからなる。

海村）へと引き継がれていきました。こうして日本は加速

ではなく、加速した陽子を取り出してきて、止まっている

器実験のメッカとなり、私の世代の研究者は、国内の恵ま

別の標的にぶつけて、そこで生まれた素粒子を調べる方

れた環境で研究することができるようになったのです。

式です。加速して1 回に取り出せる陽子の数は世界一で
す。J-PARC では加速した陽子ビームを使ってごくまれに
しか起こらない粒子の崩壊や反応を見るいろいろな研究
を行っているので、より多くの粒子をつくるためにより多く

日本では茨城県大穂（現在のつくば市）にまず陽子シンクロト

●

ニュートリノの性質を研究する実験では、より多くのニュー

●

ロンが、そして1986 年に「トリスタン」が完成しました。トリ

素粒子の研究のための加速器には、トリスタンや今日の

トリノを生成したいので、世界最高強度の加速器が必要

素粒子物理学の研究は、加速器で「素粒子を見る」実験

スタンのターゲットはトップ・クォークの発見でした。電子

LHC のように最高エネルギーをめざすものと、高い「ルミ

だったのです。

により進歩してきました。2012年のビッグニュースになった

と陽電子を衝突させる衝突型加速器で、当時世界一の衝

ノシティ」をめざすものがあります。ルミノシティというの

LHCと

突エネルギー、64ギガ電子ボルトを実現しました。そのた

は、加速器の中でどのくらいの粒子反応を起こせるかとい

いう世界最大の加速器によって発見されましたね。LHCに

めに、超伝導加速空洞の実用化をはじめとして最先端の

う指標で、粒子の生産能力をあらわします。

は日本の技術力が存分に生かされています。この分野で日

技術を開発しました。しかし残念なことに、トップ・クォー

本は最先端を走っているのです。そこまで至るには、先人

クを発見することはできませんでした。

加速器「トリスタン」の開発が
日本の人と技術を育てた

（欧州合同原子核研究機構）の

ヒッグス粒子も、CERN

つけようという機運が世界的に高まっていました。そして、

最高エネルギー型は未知の素粒子の発見を目的として

の陽子を加速するという戦略なのです。あとで紹介する

KEKB は
小林・益川理論の検証を目的に造られた

いて、より大きなエネルギーをつくるために巨大な加速リ

●

トリスタンはトップ・クォークこそ発見できませんでした

ングを建造しなければなりません。それに対して、1998 年

KEKB の名は KEK、高エネルギー加速器研究機構の B

日本の加速器開発の歴史は戦前の仁科芳雄博士のサ

が、標準理論を検証する重要な実験を重ね、そして加速器

から稼働した KEKB 加速器をはじめとする日本の加速器

ファクトリー、つまりB 中間子と反 B 中間子を大量につくる

イクロトロンに始まりますが、1960 年代になるとより大型の

をつくる人と技術、素粒子物理学の研究者を「育てる」と

は、ルミノシティを高くして、たくさんの粒子をつくって反

工場という意味です。「中間子」は、1949 年にノーベル物

加速器の開発が行われるようになりました。そのころ、陽

いう大きな遺産を残しました。この蓄積が、次の世代の加

応させ、その中からごくまれな現象を探す。そこから新しい

理学賞を受けた湯川秀樹博士が予言したパイ中間子が

子や中性子がクォークから構成されているという「クォー

速器 KEKB（茨城県つくば市）、そしてJ-PARC（茨城県東

物理を探るという戦略です。ルミノシティを高くするには、 有名ですが、クォークと反クォークから構成されています。

が築いた蓄積がありました。そのお話からまず始めましょう。

図1

KEKB加速器は、
電子と陽電子を衝突させ、B中間子と反B中間子の
ペアを生成する衝突型加速器。電子・陽電子リングの周長は3km。
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図2

KEKBの六極電磁石。エネルギーの違いによる軌道の誤差を補正する。

加速するビームを細く絞り込んで安定して衝突させるのが

第 3 世代のボトム・クォークを含む B 中間子は、ボトム・

キーテクノロジーになります。KEKB では、電子とその反

クォークと反ボトム・クォークでできているウプシロン粒子

粒子である陽電子の集まりである「ビーム」の太さを縦 2

が崩壊する過程で、もっとも効率よく生成することができま

マイクロメートル、横100マイクロメートルまで細く絞り込ん

す。そこで、このウプシロン粒子ができるエネルギー10.58

で、粒子密度を高くして衝突させます。そのためには、加

ギガ電子ボルトにKEKBのエネルギーを合わせています。

速器の中で生まれる大電流や磁場を制御する技術、ビーム

それは、KEKB には、B 中間子をたくさんつくって、それ

を絞り込む光学系の開発、そして実験を行いながらリアル

を調べ、
「小林・益川理論」を検証するという目的があっ

タイムでフィードバックをかけて制御するといった、日本が

たからです。理論の検証には B 中間子を数千万個はつく

得意とする高精度な操作の技が生かされています。

らないといけません。それまであった加速器では10 秒に1

KEKBがつくったルミノシティの記録は今でも世界最高

個くらいしかつくれなかったのですが、KEKBでは1秒間に

記録です。ルミノシティは日本語では「輝度」といいますか

20 個つくれるようになりました。従来より2 桁くらい性能が

ら、KEKBは世界最高輝度の加速器ということになります。

アップされたのです。このように、KEKBはB中間子をつく

2009 年から稼働しているJ-PARC は衝突型の加速器
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ることに最適化したデザインになっているのです。
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ク・モデル」の理論が出てきて、実験によってクォークを見
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日本の加速器は世界一。
KEKB は最高輝度、J-PARC は最高強度です

日 本 の加 速 器 が 拓 く 素 粒 子 の新 た な 世 界
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クォークが 6 種類あれば、粒子と反粒子の違い

「CP 対称性の破れ」を説明できると予言。

B中間子

予言通りに、チャーム・クォーク、ボトム・クォーク、

時間差
図5

小林・益川理論 がもたらしたものは

トップ・クォークが発見され、標準理論の確立に貢献した。

B中間子の生成と特定モードへの崩壊。B中間子と反B中間子を生成し
て、
飛んだ距離の差から崩壊するまでの時間差を測定する。その違いが
CP対称性の破れに相当する。
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Belle測定器。KEKBの電子と陽電子の衝突点に設置されていて、B中間子と反B中間子のごくわずかな違いを測定。小林・益川理論を検証した。
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Belleが測定したB中間子におけるCP対称性の破れ。ジェイ・プサイ
（J／Ψ）
とケーショート
（Ks）
に崩壊するモードを測定したもので、B中
間子
（青）
と反B中間子の崩壊時間には違いがある。

ノーベル賞を受賞した小林・益川理論を
実証する実験を行いました

に、いろいろな組み合わせで1 兆分の1 秒くらいのうちに壊

図7

大学院生だった横山准教授は新型シリコンバーテックス検出器の開発に
奮闘した。シリコン・バーテックス検出器はB中間子の崩壊点を詳しく測
定するための検出器で、
3層のシリコンの板からなる。

タもたまっていました。

れます。その中でCP対称性の破れが見える壊れ方というの

私は大学院生で、データの解析をしていたのですが、す

は、1000 回に1 回とか1 万回に1 回以下しか起こらないよう

ごいプレッシャーでした。ひいひい言いながら、解析の速さ

な特殊な壊れ方で、それを精密に測ることによってCP対称

と質で勝負しようと必死でした。加速器グループと実験グ

よって標準理論が広く受け入れられる大きなきっかけになり

性の破れが見えると、三田先生は予言したのです。ですか

ループが一丸となって、なんとか早く結果を出そうと死に

クォークが 6 種類あれば、
と
粒子 反粒子の違いを説明できると予言

ました。そして75年には重いレプトンのタウ粒子が発見され、

ら、B中間子を1個、2個つくっても、そういう反応は見えない。 物狂いの戦いをしていました。

77 年にボトム・クォークが見つかって、そのころになると、6

1000 万個レベルでつくって、その中から特別な壊れ方だけ

それで互角の勝負をして、2001年の夏にB中間子におけ

●

種類あってもよさそうだということがわかってきたわけです。

を選び出し、さらにそれを精密に測って、はじめてCP 対称

るCP 対称性の破れが小林・益川理論の予言通りに実証で

性の破れが見えてくるのです。

きましたという発表を、SLACと同時に出すことができました。

では、小林・益川理論が出てから、それを検証する結果が
出るまでの歴史を少しお話ししましょう。理論のアイデ
アが出たのが 1972 年、論文が出版されたのは 73 年だと

CP 対称性の破れが見える

その後、B 中間子が発見されて、必要な性質を備えて

それまでに生成した B 中間子の数は約 3000 万個、CP 対称

いることがわかり、80 年代後半には三田先生の提案で小

性の破れの大きさは0.99±0.15。私はそれで博士論文を書

林・益川理論が検証できるかもしれないということになっ

いて学位を取りましたので、すごく思い入れがあるのです。

思います。私は 74 年生まれなので当時のことは知らない

B 中間子の崩壊はめったに起こらない

のですが、何がすごかったかというと、まだクォークが3つ

●

しか知られていなくて、現在の標準理論が正しいかどうか

小林・益川理論に対して、1981 年、三田一郎先生は、小

になったのですが、B 中間子の崩壊にはいくつものパター

も疑われていた時代なのです。そんな時代に、お二人は

林・益川理論が CP 対称性の破れの起源であれば、ボト

ンがあるので、さらにそれらが小林・益川理論の予言通り

「CP 対称性の理論」を追究した結果、クォークは 6 種類

ム・クォークの特殊な崩壊を調べることによって、その予言

なければいけないと予言したわけです。

CP 対称性の理論では、簡単に言うと、粒子と反粒子に
性質の違い「CP 対称性の破れ」があり、そのために現実

てきました。

この結果で小林・益川理論はほぼ正しそうだということ

になっているかどうかを調べました。その結果、すべての

が正しいかどうかを確かめることができるだろうと提唱しま

2001 年、
B 中間子におけるCP 対称性の破れを実証

した。これがKEKBの実験につながっていくのですが、実

●

は確かめられて、2008 年の小林誠先生と益川敏英先生の

際に実験が実現するまでには10年以上かかっています。

反応が理論通りであることが、2005年〜2006年ごろまでに

実験のほうでも、加速器や素粒子検出器の進歩などがあり、 ノーベル物理学賞受賞につながりました。

の宇宙には反粒子がほとんど存在しないことを説明してい

なぜかというと、三田先生が提案した当時、ボトム・

1990年ごろまでには世界各地でBファクトリーをつくる計画

ですから私は、小林・益川理論のノーベル賞受賞にはだ

ます。1964 年、K 中間子の崩壊で「CP 対称性の破れ」が

クォークは発見されていたのですが、B 中間子はまだ見つ

が立てられましたが、実現したのはアメリカのスタンフォード

いぶ貢献しているかなと自負しています。もちろん、KEKB

初めて発見されました。その起源を説明したのが小林・

かっていなかったので、B 中間子がCP 対称性の破れの測

にあるスタンフォード線形加速器センター（SLAC）のPEP-

実験は国際プロジェクトで世界中から300人ぐらいが参加し

益川理論です。つまり、クォークの種類が 6 種類あれば、 定に必要ないくつかの性質を備えているかどうかわかりませ

ⅡとKEKB の 2 つでした。KEKB が実験を開始したのは

ていましたから、けっして一人でやったわけではありません。

んでした。しかも、B中間子をただ測ればよいわけではなく

1999年6月。ライバルのPEP-Ⅱは半年早く実験をスタートさ

でも、小林先生に冗談まじりに「僕があの解析を実際にやっ

て、B中間子というのはちょっと重いので、それより軽い粒子

せていて、最初は向こうのほうが加速器の調子も良く、デー

て博士論文を書いたんです」とお話ししたことがあったの

粒子と反粒子の違いを説明できると予言したのです。

74 年に4つ目のチャーム・クォークが発見されて、
これに

ですが、
「ありがとうございました」と言っていただきました。
058

サイエンス・ライブ

059

Masashi Yokoyama

図4

-4

●

●

●

横山将志

0

●

●

●

●

●

100
50

●
● ●

●

●

200

● ●

●

●

250

●

日 本 の加 速 器 が 拓 く 素 粒 子 の新 た な 世 界

反B中間子

2

らかに標準理論からずれていることになるからです。

ますので、これらの研究についても精度の高い実験ができ

に実験開始の予定です。

るはずです。特に、タウ粒子の崩壊ではおもしろい結果が

SuperKEKBの輝度はKEKBのつくった世界記録のさら

出るかもしれないと、私自身は期待しています。タウ粒子の

に40 倍、ビームの太さは縦 0.06マイクロメートル、横 10マ

崩壊にもいろいろなパターンがあり、標準理論ではタウ粒子

イクロメートルです。このような鋭いビームを実現するため、 が崩壊するときには基本的にタウ・ニュートリノが1個以上

さらに詳しい研究によって、
標準理論をこえた理論の探索が可能に

そこまで大きなずれはまだ見つかっていませんが、100

電磁石や真空ビームパイプの改良、ビームの向きをそろえる

出てきます。タウ粒子がミュー粒子とフォトン（光子）だけに

回に1 回の確率と予想していた崩壊が 110 回に1 回起こっ

ためのダンピングリングの設置など、新しい技術が導入され

壊れてニュートリノが出ないような崩壊というのは、標準理

●

たらどうでしょう。これは 10％のずれということになります

ています。それによって、1秒間に1億回以上、電子と陽電

論では絶対といってよいくらい起きないことなのです。でも、

子を交差させ、1秒間に800個のB中間子を生成します。

ひょっとすると、超対称性理論に含まれる超対称性粒子など

小林・益川理論は Bファクトリー実験で実証されましたが、 が、この場合は測定の精度も10% なので確かなことが言
えません。精度を1 桁上げて数％で測定したときにどうな

これで実験が終わったわけではありません。

CP 対称性の破れは現在の粒子優勢の宇宙を説明する
ために必要ですが、その起源は実はまだきちんとわかって

この膨大な量のB中間子を高精度で解析するため、Belle

るかが問題です。やはり標準理論からずれているとしたら、

測定器もBelle Ⅱ測定器へ進化します。Belle Ⅱはより高感

そこから新しい理論への突破口が開きます。

度の新型検出器を備え、データの収集を効率よく高速で処

対称性の破れは、
「消えた反物質」の起源を説明するには

けを生成しているわけではなく、チャーム・クォークを含

小さすぎ、私たちは宇宙の謎のごく一部を理解したにすぎ

む D 中間子やタウ粒子も大量につくられます。これらの粒

ないからです。残りを説明するには新しい理論が必要とな

子が予想もしなかった崩壊をするかもしれませんし、予想

ります。今後、より精密な実験により、その手がかりが得ら

外の性質を示すかもしれないので、Belleではこれらの測定

れると期待されています。

も行っていました。

という予言があるからです。

LHCでは超対称性粒子はこれまでのところ見つかってい
ません。SuperKEKBが先にその徴候を発見できる可能性も

理できる新しいシステムになります。

SuperKEKBでは、D 中間子やタウ粒子も40 倍生成でき

あるのです。

超伝導高周波加速空洞

BelleⅡ測定器

ビームを加速する

B中間子ペアをとらえる

現在の素粒子の標準理論は、これまでの実験データを

電子リング

非常によく説明しています。しかし、さらに詳しい研究に

7ギガ電子ボルト

SuperKEKB は

よって、標準理論をこえた理論の探索が可能になります。
たとえば、B中間子があるモードの壊れ方をして粒子XとY

超対称性粒子の兆候を発見できる?

になる確率は、標準理論で計算できるのですが、実際に測

●

定してみたらその 10 倍の確率でXとY に壊れてしまったと

新たな CP 対称性の破れの起源を探索するには、さら

か、あるいは、100 回に1 回起きるはずなのに、1 万回測定

に輝度の高い加速器が必要になります。そこで性能を

してもそういうことが起きないということになると、これは明

アップして、B 中間子をもっとたくさんつくることができる

SuperKEKBリングの大きさ
周長3km
地下11m

陽電子リング

常伝導高周波加速空洞

4ギガ電子ボルト

B1→J/ψ K*0

ビームを加速する

K−π+
μ+μ−
SuperKEKBは
KEKBの40 倍の
ルミノシティを
達成する予定です。

データ量
︵積分ルミノシティ︶ [fb-1]

1000

陽電子源

電子を金属に当てて
陽電子を生成

800

600

B 中間子における
CP 対称性の

400

破れの発見

ダンピングリング

200

0
1998
図8

生成されたB中間子は、
瞬時に多くの粒子に崩壊していく。
10年前に横山准教授が作成したデータ。
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図9

2000

2002

2004

KEKBのルミノシティの増加。

2006

2008

2010

2012（年）
図10 SuperKEKBの構成。

いろいろな方向に向いている
ビームの向きをそろえ
ビームの粒子密度を高める。
周長135m

電子銃

電子を生成する

Masashi Yokoyama

Bファクトリーには実は副産物がありました。B中間子だ

が本当にあるとすると、そういう崩壊が起きてもおかしくない

横山将志

いません。小林・益川理論で説明できたクォークの CP

日 本 の加 速 器 が 拓 く 素 粒 子 の新 た な 世 界

CP 対称性の破れを調べる実験はまだまだ続きます

SuperKEKB 加速器の建設が進められています。2015 年

2

宇宙線

大気の原子核

日本は粒子の世代構造を研究する
フレーバー物理学のメッカ

●

●

SuperKEKB では新しい粒子の兆候が見つかる可能性

このような素粒子の世代の構造を研究する分野は「フ

があるというお話をしましたが、これはタウ粒子の崩壊

レーバー物理学」と呼ばれています。クォークにはアッ

だけでなくて、B 中間子をつくるボトム・クォークの崩壊

プ、チャーム、トップなどの仲間がいて、似た性質をもっ

についても言えることです。B 中間子の崩壊から、標準

ています。芳香剤にいろいろな香りがあるように、クォー

理論では起こらないような現象が発見できるかもしれま

クにもいろいろな香りがあるという意味で、
「フレーバー」

せん。

と名づけているのです。
日本はフレーバー物理のメッカだというふうに思ってい

粒子は第 3 世代の粒子です。第 3 世代の粒子が崩壊する

ます。それは、Bファクトリーがあって、ボトム・クォーク

ときには、第 3 世代より軽い第 1 世代や第 2 世代の粒子に

やタウ粒子、またチャーム・クォークでできているD 中間

壊れます。ですから、これを調べると、世代間の関係を解

子などの粒子の反応を精密に調べる実験を行っているか

き明かすことができるはずです。第 3 世代の粒子を精密に

らです。さらに、J-PARC では、ストレンジ・クォークでで

研究する意味はそこにあると思います。

きているK 中間子や、ミュー粒子、ニュートリノを使った実

パイ中間子

ミュー粒子
電子

電子
ニュートリノ

ニュートリノ
大気ニュートリノ

ミュー・
ニュートリノ

電子
ニュートリノ

ニュートリノ検出器

図12 宇宙から来るニュートリノ。

らのニュートリノは地球上でも1cm2あたり1 秒間に660 億

私たちの体を

なと思うのは、なぜ3つの世代があるのかということですね。 明しようとしています。

個にもなりますが、地球や私たちの体もスイスイ通り抜けて

透過するニュートリノは

クォークにも3 世代、レプトンにも3 世代あって、両方とも6

CP 対称性の破れの起源も、小林・益川理論が3 世代だ

しまいます。それは、電荷をもたず、弱い力しか働かない

種類ある。クォークとレプトンの関係というのはあるのか、 と予言したことを考えると、やはりフレーバーの構造につ

からです。そのため、ごく希に物質と反応したときだけし

クォークとレプトンの配列を見ていて、いつも不思議だ

ないのか ?

素粒子の世代構造とはなんなのか? この問

題に非常に強く惹かれます。

験をしています。これらを通して、フレーバーの構造を解

ながっているわけです。

か検出することができません。

素粒子の世代が移ることを、フレーバー物理学では「フ

1987 年、岐阜県の神岡鉱山に設置されたカミオカンデ

なぜ、世代の数が3つなのかを理解するには、世代を統

レーバー混合」と言います。この現象はクォークだけでなく、

は、大マゼラン雲で起きた超新星爆発によって放出された

一する新しい理論が必要です。標準理論には世代の数を

私が研究しているニュートリノで特に大きくあらわれます。

ニュートリノを観測することに成功しました。カミオカンデ

決めるメカニズムが含まれていないからです。これらの世

詳しくは 64 ページで説明しますが、ニュートリノのフレー

を考案したのは小柴昌俊先生です。その功績で2002年に

代が独立していないことも謎です。世代間の混合がなぜ

バー混合は「ニュートリノ振動」という不思議な現象として

ノーベル物理学賞を受賞しました。

このような大きさになっているのか、標準理論では説明で

あらわれます。この研究の最先端を走っているのも日本な

きません。ここでも、新しい物理が求められています。

のです。

カミオカンデの後継機であるスーパーカミオカンデは、太
陽からやってくる電子ニュートリノや大気中で生まれる
ミュー・ニュートリノを観測し、
その数が理論上の予想より少
ないことを明らかにしました。これは、ニュートリノが途中

W 粒子
ダウン・クォーク

反電子ニュートリノ
電子
アップ・クォーク

図11

ベータ崩壊でニュートリノが生成されるときのダイアグラム。
ニュートリノの存在は、
ベータ崩壊の研究からスイスの物理学者
ボルフガング・パウリによって理論的に予言された。
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太陽ニュートリノ

大気圏

Masashi Yokoyama

また、素粒子の標準理論では、ボトム・クォークやタウ

超新星爆発ニュートリノ

ニュートリノの世代の変化を発見。
質量をもっている証拠だ

でほかの世代に変わったことを示しています。このような世

●

ニュートリノの質量はゼロだと考えられていたので、これは

クォークは陽子や中性子の中に取り込まれていますが、レ

大発見でした。スーパーカミオカンデの発見を主導したの

プトンの仲間のニュートリノはほぼ光速で宇宙を飛び回っ

は、残念ながら2008年に亡くなられた戸塚洋二先生です。

ています。ニュートリノは、超新星爆発や太陽内部の核融

こうしてニュートリノにも質量があり、フレーバー混合が

合反応など、超高温の現象や、放射性元素の崩壊などで

起こることがわかったのですが、ニュートリノの質量は他

つくられます。宇宙からやってくる高エネルギー粒子（宇宙

の粒子と比べると桁違いに小さいのです。これを説明する

線）が地球大気と衝突して生まれることもあります。太陽か

メカニズムが必要とされています。

代の変化は、質量をもっていないと起こりません。それまで、

サイエンス・ライブ

横山将志

粒子の世代を説明する
新しい理論が求められている

日 本 の加 速 器 が 拓 く 素 粒 子 の新 た な 世 界

素粒子にはなぜ「世代」があるのか ?
それを解く鍵はニュートリノにあります

063

1 秒間に100 兆個。
でも、何も影響は
ありません。

10mm
2mm
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す角度「混合角」が非常に大きかったのですが、残る第 3

ニュートリノが検出器内の水と反応すると、
チェレンコフ光が出る

のモードだけは比較的混合角が小さく、存在するのかどう

●

では混合角がどれもとても小さいことが知られていて、レプ

ニュートリノの世代が変わる「フレーバー混合」が大きい



トンとまったく違っていることも大きな謎の1つです。
電荷をもたないニュートリノは検出器に飛跡を残しま

ミュー・ニュートリノは、飛んでいくうちにタウ・ニュートリ

せんが、電子や原子核などと反応し、電荷をもった電子や

ノに変化してしまいます。距離に比例して、ある割合で世

ミュー粒子、タウ粒子がつくられることがあります。これを

代が入れかわるのですが、さらに距離が長くなると、元の

検出して、ニュートリノの存在を確かめるのです。スーパー

ミュー・ニュートリノに戻ってしまいます。これをくりかえ

カミオカンデの検出器では、タンク内の水と反応してできた

すので、ニュートリノのフレーバー混合は「ニュートリノ振

荷電粒子が水中を高速で走るとき、チェレンコフ光という

動」と呼ばれます。

青白い光が出ます。これを光電子増

1998 年に大気ニュートリノで発見されたミュー・ニュートリ

しかし、ニュートリノがこのような反

ノがタウ・ニュートリノに変わる振動に対応するモード。第

応を起こすのはきわめてまれです。1 個

GDXJKWHU



2010年に見つかったミュー・ニュートリノからタウ・ニュートリノへの振動の証拠。飛跡を残さない
タウ・ニュートリノがタウ粒子となった
（4）
。タウ粒子は平均0.3ピコ秒でほかの粒子
（8）
に崩壊する。

図16

T2K実験のニュートリノ・ビーム基線。日本列島をはさんで、
J-PARC加速器とスーパーカミオカンデ検出器が配置されている。

のニュートリノについてみると、水中を約 10 光年走ってよ
ミュー・
ニュートリノ

うやく反応するというほどです。

2012 年夏、T2K 実験で

第 3 のニュートリノ振動モードを発見
●

K2K 実験で確認された

2は、2001年に太陽ニュートリノで確認された電子ニュート

ミュー・ニュートリノの振動

リノから他の種類のニュートリノへの振動に対応するモー

●

ド。この 2 つのモードは、対応する世代間の混合をあらわ

Neutrino Facility
at J-PARC

図13 ニュートリノの3世代間の振動現象

タウ・
ニュートリノ

K2K 実験のニュートリノ振動ではそのほとんどがタウ・
ニュートリノになったと考えられていますが、数％は
ミュー・ニュートリノから電子ニュートリノに変わっ

東海村から神岡町なので、

そこで、人工的に大量のニュートリノをつくって振動を調べ

た可能性がありました。この第 3 の振動モードの発

る世界初の長基線人工ニュートリノ振動実験 K2K(KEK- to-

見をめざして 2009 年から実験を始めたのが T2K 実

Kamioka)が1999 年に始まりました。つくば市のKEKにあっ

験です。この実験では、世界最高強度の加速器 J-PARC

T2K
（Tokai to Kamioka）
実験というわけです。

た KEK-PS 陽子加速器でミュー・ニュートリノを生成して、 でつくりだした陽子を取り出してターゲットに衝突させて
そのビームを250km 離れたスーパーカミオカンデに打ち込

ミュー・ニュートリノを生成。スーパーカミオカンデに向

み、ニュートリノが飛んでいる間に別の種類に変化したか

けて発射します。K2K 実験に比べてニュートリノ・ビーム

どうかを調べようというのです。

の強度は50 倍に増強され、約 1ミリ秒後には295km 離れた

実験は5 年間続けられ、112 回の反応（事象）をとらえるこ
とができました。ニュートリノ振動がない場合に予測され

スーパーカミオカンデに到達します。

2011 年には東日本大震災の影響で一時ストップし

る事象の数は 158 回。このような観測事象の減少は大気

ましたが、ミュー・ニュートリノが電子ニュートリ

ニュートリノでの観測結果と一致していて、ニュートリノ振

ノになったのではないかとみられる反応を6 事象

動が起こっていることが独立なデータによって確かめられ

観測することができました。予想されるバックグラ

ました。しかし、ミュー・ニュートリノの振動でできたはず

ウンド1.5 事象に対し6 事象見えたので、第 3の振動モー

のタウ・ニュートリノは、すぐには確認することができませ

ドの存在はほぼ間違いないと考えられましたが、この数

んでした。日本をはじめとした国際共同研究チームがス

だと、実験誤差の可能性がないとは言えません。2012

イスとイタリア間でOPERA実験という長基線人工ニュート

年夏、事象数は11に増え、99.9％間違いないということ

リノ振動実験を進め、ようやく探しだすことに成功しました。 になりました。
一方、日本のカムランド実験では、2002 年、原子炉から

図14

つくばから飛んできたミュー・ニュートリノの1個が
スーパーカミオカンデの検出器の水と反応してミュー粒子が生まれた。

064

このニュートリノ振動実験は今、国際競争になってい

出てくる反電子ニュートリノの振動が観測され、太陽で見

ます。原子力発電所から出てくるニュートリノを観測して、

つかった振動モード、電子ニュートリノから他のニュートリ

3 番目の振動モードを探す実験がフランス、中国、韓国で

ノへの振動も追試されたことになります。またカムランド実

それぞれ進められています。それらの実験が2011年から12

験では、地球内部で生成された反電子ニュートリノの観測

年にかけて次々と最初の結果を出してきて、3 番目の振動

に世界ではじめて成功し、注目を浴びました。

モードがあることは確実だということになってきました。

サイエンス・ライブ
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Masashi Yokoyama

ニュートリノ振動には3種類のモードがあります。第1は、 倍菅で検出しています。

電子
ニュートリノ

図15

Super-Kamiokande

横山将志

というお話をしましたが、どういうことかというと、たとえば

295km

a

a



かわからない状況が続いていました。ちなみに、クォーク



日 本 の加 速 器 が 拓 く 素 粒 子 の新 た な 世 界

自然のニュートリノはつかまえにくいので、
人工ニュートリノを使って実験しています

2

2
日 本 の加 速 器 が 拓 く 素 粒 子 の新 た な 世 界

ニュートリノで CP 対称性の破れを探すことが次の目標です
と反ニュートリノに根本的な性質の違いがあるということ

ニュートリノ振動の検出は
CP 対称性の破れの探索につながる

なので、それはCP 対称性の破れになります。

T2K 実験では今、ミュー・ニュートリノから電子ニュー

●

トリノに変化するニュートリノ振動を見ていますが、CP 対

T2K 実験は、最初の結果は出しましたが、まだ予定してい

称性の破れを見るには、このニュートリノ振動のモードを

るデータの 4％くらいしかたまっていないので、これから20

見るのがもっとも確実だと考えられています。そこで、反

倍以上のデータがたまるまで実験を続ける計画です。今

ミュー・ニュートリノから反電子ニュートリノへの振動も

この瞬間もビームを出して実験をやっていて、それを遂行

図19 ハイパーカミオカンデ検出器の予想図。
図18

し、さらにその先の計画へつなげるのが今の私のメインの

T2K実験で観測された
電子ニュートリノ反応で

できたとみられるチェレンコフ光リング。

研究テーマです。

検出器の水と反応して電子が生まれた。

ニュートリノへの振動の検出というのは、実は CP 対称性
測って、両者を比較します。これは技術的には可能なの

リノ・ビームの事象を比較できるようにするという計画です。

まとめてレプトンと言いますが、レプトンでの CP 対称性の

ですが、反ニュートリノはニュートリノよりもさらに反応率

技術が1 桁変わると、質の違うことができるのです。カミ

破れが宇宙の「消えた反物質」の起源になっているという

が低く、データがたまりにくい。ニュートリノの 4 倍発射し

オカンデの水の量は 3000トンで、スーパーカミオカンデは

有力な理論があります。そのため、小林・益川理論で説

ないと、反応が出ないのです。

約 17 倍大きくなりました。カミオカンデでもニュートリノ振動

明されたクォークに加えて、レプトンでもCP 対称性が破

現在観測できているミュー・ニュートリノ振動はたかだ

の徴候は見えていたのですが、確認できなかったのは、誤

れているのかを検証する必要があります。その検証には

か11 事象なので、反ニュートリノと比べるといっても、たと

差が大きかったからです。17 倍になったことで、確かに

ニュートリノ振動を使うのが唯一の方法だと考えられてい

えば反ミュー・ニュートリノで実験してみて 8 事象を観測

ニュートリノ振動があるということをはっきり示せたのです。

ますが、3 種類のニュートリノ振動モード全部が存在しな

したとして差があると言えるかというと、その値には必ず

また、ハイパーカミオカンデができれば、陽子崩壊の探索

いとCP 対称性は破れないのです。

統計誤差がついて11 ± 3と8 ± 3 などになるので、有意な

や超新星からのニュートリノの探索など、CP 対称性以外

小林・益川理論でクォークが 2 世代だとCP 対称性は

差が出てきません。もっとたくさんの事象が必要です。標

のテーマもこれまでより桁違いの性能で研究することがで

破れないというのと同じで、必ず3つの世代がすべて関わっ

準的な理論によると、ニュートリノと反ニュートリノでは最

きます。ちなみに、SuperKEKB は 40 倍の性能アップです。

てくるような反応とか崩壊とか、そういうものがないと、CP

大でも20％とか 25％くらいしかニュートリノ振動の確率に

今は、ハイパーカミオカンデの実現に向けて、地質調査

対称性の破れはあらわれないのです。ニュートリノ振動の

差が出ないと言われているので、そういう中で違いをはっ

をすませ、光電子増倍管に代わる新しい光検出器などの

場合も2つではだめで、第 3のニュートリノ振動のモードが

きりさせるには、T2K 実験の何十倍もデータをためないと

開発も進めています。ハイパーカミオカンデがCP 対称性

存在しないと、CP 対称性の破れは起きないのです。なの

いけないと考えています。

の破れをとらえることができれば、素粒子物理学はさらに

で、第 3の振動モードがあるかどうかということがニュー

面白くなることでしょう。

トリノ振動の発見後の大きな関心事だったわけで
すが、それが見つかったので、次は CP 対称性
の破れがあるかどうか探すことが、これからの
大きな目標になりました。

ハイパーカミオカンデの
実現が次の目標です。

反ニュートリノの検出性能をアップする
「ハイパーカミオカンデ計画」
●

ニュートリノ実験のデータ量をためるには、
「数撃ちゃ当
たる」で、加速器のビームをもっと強くすることと、標的を

反ニュートリノの反応は
ニュートリノよりさらに低い

られます。しかし、加速器の強度を今の 10 倍にしたいと

●

思ってもなかなか難しい。そこで、次のステップとしては検

大きくするために大きな検出器をつくる2 つの方法が考え

CP 対称性の破れというのは粒子と反粒子の性質の違い

出器のほうを10倍以上大きくする計画に力を入れています。

なので、ニュートリノのニュートリノ振動と、反ニュート

スーパーカミオカンデは 5 万トンの水タンクを備えた検出

リノのニュートリノ振動が同じように振動するのか、少し
違っているのかを調べます。違いがあれば、ニュートリノ
066

図17 スーパーカミオカンデの検出器の中に立つ横山准教授。背後に光電子増倍管が並ぶ。

器ですが、それを20 倍の100 万トンの「ハイパーカミオカン
デ」という新しい検出器にして、ニュートリノと反ニュート
サイエンス・ライブ

067

point

CP 対称性 の 破 れを

レプトンで 見 つけるわけ
クォークと同じ仕組みが

レプトンにもあるのかどうかを検証する
そのためには、3 種類のニュートリノ振動を、

ニュートリノと反ニュートリノで調べる必要がある。

宇宙の物質・反物質の非対称性の起源を探る。

Masashi Yokoyama

の破れの探索につながるのです。ニュートリノや電子を

横山将志

T2K 実験が行っているミュー・ニュートリノから電子

