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素粒子物理学とは？

身の回りの世界の最も基本的な構造を理
解しようとする学問分野

最小の基本構成物質（素粒子）はどのよう
な物があるか？ 素粒子の性質は？

どのような力（相互作用）でそれらの粒子
は結びついているのか？
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問１：どのようなものが
素粒子か？？

原子 分子
陽子 中性子
電子



4配布：科学技術広報財団 http://www.pcost.or.jp/

現在、112元素が正式な名称を持つ
113番元素は日本で発見された
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原子番号（＝元素記号）

原子量（～質量数ｘ存在比の平均）

元素＝同じ原子番号の原子の集まり
（化学的性質がほぼ同じだが質量数が異なる）

例： 12C 13C 14N 16N



1930~60年頃、宇宙線の中や粒子加速器によ
り数百種類の新粒子・反粒子が発見された。

113種類程度の原子(atom)が最も基本か？
19世紀中頃までに確立
アトム= 不可分な物が語源

原子は電子と原子核（=陽子と中性子）で構
成されている。（陽子の数＝原子番号）

1897年 電子の発見（トムソン）
1911年 原子核の発見（ラザフォード）
1919年 陽子の発見（ラザフォード）
1932年 中性子の発見（チャドウィック）



宇宙線とは？ (cosmic ray)

 地球外から飛来する粒子（一次宇宙線）

 90%が水素原子核(陽子)

大気で反応して二次宇宙線を生成する

 1秒間に1平方メートルあたり約1000個の割合で地
球の大気に降り注ぐ

 高いエネルギーを持つ

粒子加速器で到達できるエネルギーの約1億倍まで

加速のメカニズムは完全には解明されていない

7http://apod.nasa.gov/apod/ap060814.html
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新しい素粒子を探す装置：粒子加速器

スイスのジュネーブにあったLEP。光速度
の0.99999999999倍まで加速した電子と陽
電子（電子の反粒子）を正面衝突。

円周：
27km

http://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/history/lep-e.html

LHCのアトラス測定器：高さ25m,全長44m,重量7000トンで世界最大

LEPのトンネルを利用
してLHCが作られた。
陽子を光速度の
0.99999993倍まで加
速して正面衝突。
（現在、稼働中）
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クォーク仮説と標準模型

 1964年 クォーク仮説(ゲルマン)

陽子・中性子はそれぞれ３つのより基本的な粒子
(クォーク)で構成される。

 1968-69年スタンフォード線形加速器センターで
クォークの存在を確認
 (フリードマン・ケンドール・テイラー)

 1970年代 素粒子の標準模型の確立
電弱相互作用理論(グラショー・ワインバーグ・サラム)

量子色力学（QCD）

（全てノーベル賞受賞者）
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素粒子物理学の標準模型

標準模型では、数百種類の新粒子・反粒子
を12個の素粒子で説明できる！

標準模型は、約30年間全ての素粒子物理
実験結果を説明した。

初めて標準模型を超える実験結果を出した
のがスーパーカミオカンデ実験 (ニュートリノ
質量の発見、1998年)

現在、世界中で非常に活発に研究活動が行われている。
日本は、ニュートリノ実験で世界のトップクラス。
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現在の素粒子描像
水分子

原子(酸素,水素)

原子核、電子

陽子、中性子

クォーク
（アップ、ダウン、他）

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/lib/pamph/

水を拡大していくと…

素粒子
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現在見つかっている素粒子の種類

ニュートリノも素粒子である。

ニュートン1998年7月号

（物質を構成する素粒子）
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問２：何種類の力がある
か？？

２種類 ４種類
６種類 ８種類
１０種類以上
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素粒子と力

強い力 弱い力 電磁気力 重力

４種類の力（相互作用）が存在する

グルーオン ウィークボゾン 光子 （重力子） 未確認

力を伝える粒子が存在する

<10-15m <10-18m ∞ ∞
到達距離

クォークを陽子・
中性子内部に
閉じこめる

粒子の変化を
引き起こす
(中性子陽子)

原子をまとめて
身の回りの物
質を作る

万有引力。物
質をまとめて天
体・銀河を作る

ニュートン1998年7月号



15

素粒子と力

強い力 弱い力 電磁気力 重力

クォークを陽子・
中性子内部に
閉じこめる

粒子の変化を
引き起こす
(中性子陽子)

原子をまとめて
身の回りの物
質を作る

万有引力。物
質をまとめて天
体・銀河を作る

ニュートン1998年7月号

電弱相互作用理論量子色力学

究極の理論(TOE: Theory of Everything) 未確立

大統一理論(GUT: Grand Unified Theory) 未確立



ここまでのまとめ
素粒子物理の標準模型はまだ完全ではない。
クォーク、レプトン等の存在は確立した。

より完全で包括的な理論(GUT, TOE等)の完成を目指す。

標準模型を超えた初めての実験結果はスーパーカミ
オカンデによるニュートリノ質量の発見。
現在ニュートリノ研究は活発に行われている。

日本は、ニュートリノ実験で世界のトップクラス。

素粒子物理学のさらなる進展にはより多くの標準模型
を超える実験データが必要。
宇宙暗黒物質(ダークマター)が第2の手掛かりになるか？
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宇宙と素粒子

超新星1987A

17http://en.wikipedia.org/wiki/SN_1987A

1987年2月23日に観測され
た超新星爆発。爆発時の
ニュートリノを初めてカミオ
カンデ検出器でとらえた。
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宇宙の歴史
http://map.gsfc.nasa.gov/m_mm.html

（70億年後～）

（宇宙の晴れ上がり、40万年後）

（インフレーション
10-36~10-34秒後）

10-33秒後 現在(137億年後)

（量子揺らぎ） 太陽系誕生
（90億年後）

ビッグバンによる宇宙の膨張



初期宇宙の密度揺らぎ(38万年)

ひとつひとつの小さなゆらぎが成長して、銀河が作られた。
（密な所重力が強い重力でより多くの物質が集まる。）

2.725 K +0.0002K (ケルビン)-0.0002K

http://map.gsfc.nasa.gov/m_or.html

原子の生成が始まり、電磁波
に対して透明になった瞬間

WMAPの観測結果
宇宙マイクロ波背景放射(CMB)

水深10mのプールの水面が1mm揺ら
ぐ程度。揺らぎが小さすぎる？
インフレーション理論で説明できる



スローン・デジタルス
カイサーベイ(SDSS) に
よる全天銀河観測

2.5m広視野望遠鏡

http://www.sdss.org/

現在の宇宙の大規模構造 (137億年)

Super cluster
(超銀河団)

Void (ボイド)
~20億光年

Slices through the SDSS 3-dimensional map of the distribution 
of galaxies. Earth is at the center, and each point represents a 
galaxy, typically containing about 100 billion stars. Galaxies are 
colored according to the ages of their stars, with the redder, 
more strongly clustered points showing galaxies that are made 
of older stars. The outer circle is at a distance of two billion 
light years. The region between the wedges was not mapped 
by the SDSS because dust in our own Galaxy obscures the view 
of the distant universe in these directions. Both slices contain 
all galaxies within -1.25 and 1.25 degrees declination. 
Credit: M. Blanton and the Sloan Digital Sky Survey.

各点が銀河(1000億個の星を含む)
天の赤道面のスライス
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宇宙の大規模構造を作るためには
 観測されたCMBの揺らぎのみでは(137億年の間
に)銀河形成が進まない

 より大きな揺らぎを持つ暗黒物質（ダークマター）が大
量に存在し、重力による銀河形成を加速した。

 暗黒物質は、宇宙初期に速い速度で飛び回ってい
た粒子（熱い暗黒物質）ではない

 ニュートリノではない。つまり、既知の物質を構成する
素粒子(クォーク、レプトン、12種類)では説明できない。

 光速度に比べてゆっくりと運動していたような粒子
（冷たい暗黒物質）でなくてはいけない
未発見の素粒子の可能性が高い

 ダークマターの間接的証拠は複数確認されている。



宇宙暗黒物質(ダークマター)とは？

暗黒物質：
23%

既知の物質：4%

宇宙の組成

 銀河や銀河団の周辺に、光学的に観測
されない物質が大量に存在する

 重力相互作用によってのみ存在が確認
されている。

 間接的証拠
 太陽系の近傍の恒星の動き
 渦巻銀河の回転速度
 銀河団内の高温ガスからのX線
 重力レンズ
 バレット・クラスター

 Weakly Interacting Massive Particles 
(WIMPs)型の未知の素粒子か? 
 電子・陽電子観測での兆候

 素粒子起源？ 宇宙起源？

 ビッグバン、インフレーションモデルで必要

(WMAP)

他の相互作用で直接検出し、特性を明らかにしたい！
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銀河系（棒渦巻銀河）

http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0320/study/html/F07002.html

ダークハロー
~30万光年

ハロー

~220km/s
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光で見える物質の寄与

回
転
速
度

(k
m

/s
) 観測結果

ダークマターの寄与

銀河中心からの距離(kpc)

暗黒物質の間接的証拠1：
渦巻き銀河の回転曲線

 光で見える物質
から、計算すると、
渦巻き銀河の外
側の回転速度は
遅くなるはず。

 観測結果による
と、離れた所でも
速度は低下しな
い。

 光で見えない物
質(ダークマター)

の寄与がある

10万光年
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暗黒物質の間接的証拠2
 バレット・クラスター

 銀河団同士の衝突
の際に、ダークマ
ターはすり抜け、通
常物質はより強い相
互作用のために引き
ずられてテールを
作ったと考えられる。

 質量の中心は通常
物質ではない。

 通常物質とダークマ
ターを分離した。

 重力相互作用は問
題ない。

http://chandra.harvard.edu/photo/2006/1e0657/index.html

赤：X線による通常物質(Chandra衛星)
青：ダークマター(重力レンズによる質量分布)
白/オレンジ: 光学観測(Magellan & Hubble )



宇宙と素粒子物理学
宇宙の始まりはビッグバンで、現在も膨張している。

宇宙の初期は非常に高いエネルギー密度(高温)だった。
(素粒子の大統一理論 GUTで支配される。粒子加速器で
は到達できていない)

初期宇宙での物理法則の痕跡は現在の大規模構造など
に残っているはず。
ダークマターの存在を示唆する？

暗黒物質は、未発見の素粒子か？

 CP対称性の破れ(物質・反物質の対称性の破れ)、ダーク
エネルギー(宇宙の加速膨張)の起源なども未解決
ビッグバンでは物質と反物質は同量作られたはずだが、なぜ現
在の宇宙には反物質がほとんど無いのか？

宇宙観測を通して、素粒子物理学の研究が可能。
26



地下で行う
宇宙・素粒子実験

スーパーカミオカンデ検出器内部(2006年4月)

地下で行う素粒子実験
神岡地下での主な研究プロジェクト
スーパーカミオカンデ(SK)
XMASS

まとめ



地下で行う素粒子実験
 ニュートリノや暗黒物質直接探索実験では、事象の発生
頻度が非常に尐ないので、バックグラウンドをできるだけ
低減する必要がある。

 地下では宇宙線起源の放射線強度が非常に低い

 電荷を持つ一次・二次宇宙線(ミュー粒子など)は地中で停止。

 電荷を持たないニュートリノや暗黒物質は通過する。

 発生頻度が非常に尐ない事象を観測するための最先端
の実験は地下で行う必要がある。

 東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設は地下
1000m に実験サイトを有する (宇宙線強度10万分の1)

 日本最大、世界でも有数

 多数の国外からの研究者も神岡で研究を行っている。

28



Location of 
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Tokyo

Toyama

Gifu

OsakaKobe

Nagoya
Kyoto



跡津坑口
(~2km)

Super-Kamiokade

XMASS
(Mar. 2008~) 

KamLAND
(東北大学)

IPMU
APIMS
GC
Ge det.
Rn det.
…

(Mar.08~)

40m

神岡地下実験サイト

CANDLES
(Mar. 2008~)

CLIO (重力波観
測の研究開発)
レーザー干渉計

ガドリニウムプロジェ
クトの研究開発
(March 2010~)

NEWAGE
超伝導重力計

実験サイトは拡大しつつあ
る。(重力波観測実験LCGT
が2010年に部分的に認め
られ、現在建設中)

2700 meter water 
equivalent
(水深2700m相当)

30

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/



純水を使用した世界最大の
ニュートリノ検出器：

Super-Kamiokande (SK) 

純水給水中のスーパーカミオカンデ検出器
の内部（2006年6月）
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The Super-Kamiokande Collaboration

1 Kamioka Observatory, ICRR, Univ. of Tokyo, Japan
2 RCCN, ICRR, Univ. of Tokyo, Japan
3 IPMU, Univ. of Tokyo, Japan
4 University Autonoma Madrid, Spain
5 Boston University, USA
6 Brookhaven National Laboratory, USA
7 University of California, Irvine, USA
8 California State University, Dominguez Hills, USA
9 Chonnam National University, Korea
10 Duke University, USA
11 Fukuoka Institute of Technology, Japan
12 Gifu University, Japan
13 University of Hawaii, USA
14 Kanagawa University, Japan
15 KEK, Japan
16 Kobe University, Japan
17 Kyoto University, Japan
18 Miyagi University of Education, Japan

19 STE, Nagoya University, Japan
20 SUNY, Stony Brook, USA
21 Niigata University, Japan
22 Okayama University, Japan
23 Osaka University, Japan
24 Seoul National University, Korea
25 Shizuoka University, Japan
26 Shizuoka University of Welfare, Japan
27 Sungkyunkwan University, Korea
28 Tokai University, Japan
29 University of Tokyo, Japan
30 Tsinghua University, China
31 Warsaw University, Poland
32 University of Washington, USA

From PRD83, 
052010(2011)~120 collaborators

32 institutions, 6 countries



スーパーカミオカンデ検出器
エレキハット

コントロール室

純水装置

SK

2km3km

1km
(2700mwe)

39.3m

41.4m

AtotsuMozumi

Ikeno-yama
Kamioka-cho, Gifu

内水槽

外水槽

•ニュートリノの精密観測には大型検出器が必要
•SKは世界最大の水チェレンコフ検出器

荷電粒子

チェレンコフ光

ニュートリノ
神岡の地下
1000mに設置
50000トンの純水
を使用
約11000本の20
インチ光電子増倍
管(PMT)
有効体積
22.5kton
1996年観測開始
1998年、ニュート
リノ振動を世界で
初めて観測した
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SKの主な研究対象
 核子崩壊の探索

 KAMIOKANDE (= KAMIOKA Nucleon Decay Experiment)
 未発見。世界最高感度での探索を継続中。

 太陽ニュートリノ観測
 太陽の核融合で作られる。標準太陽モデルの検証、ニュートリノ
振動の研究。地上で最強のニュートリノ源。

 大気ニュートリノ観測
 宇宙線が地球の大気に突入して作られる。核子崩壊のバックグ
ラウンド、ニュートリノ振動の研究

 超新星爆発時ニュートリノ観測
 超新星爆発時にバースト的に作られる（カミオカンデによる観測：

1987年に 10事象程度(SN1987A)、小柴先生のノーベル賞）
 過去の超新星爆発によって作られたはず

 加速器で人工的に作られたニュートリノ
 KEK-神岡間長基線ニュートリノ振動実験（K2K）
 JPARC-神岡間長基線ニュートリノ振動実験（T2K）

eπ0:1x1034年以上

~660億個/cm2/秒

核子 崩壊 実験
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SKでの大気ニュートリノ観測

一次宇宙線によりミュー
ニュートリノ、電子ニュートリノ
が大気中で等方的に作られ
る
ニュートリノがSKに届くまで
にニュートリノ振動を起こす

ニュートリノが生成された場
所により検出器までの距離が
異なるので、ニュートリノ振動
の起こり方が異なる

事象の方向（～飛んできた
距離）を調べることにより
ニュートリノ振動の研究を行う。
(天頂角分布)

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/physics/atmnu.html
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ミューニュートリノ事象の天頂角分布

質量=0
質量あり

ミューニュートリノの上向きが
半分ぐらいに減っている。

実験結果

世界初のニュートリノ振
動の観測
（= ニュートリノに
質量がある証拠）

１９９８年に発表。標準理論を超
えた初めての確実な実験的証拠

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/lib/pamph/



スーパーカミオカンデ実験のまとめ

 スーパーカミオカンデは純水を用いた世界最大
の検出器

 これまでに、ニュートリノ質量の発見等の報告を
行った。

 現在も観測を継続中。

 将来に向けての研究開発：
 ガドリニウム0.1%を添加して、過去の超新星爆発で
発生したニュートリノ（未発見）の探索感度を高める
事ができるか？（R&D進行中）

 20倍大きい「ハイパーカミオカンデ」(体積1メガトン)の
デザインが進行中。



建設中のXMASS検出器の内側
(2010年2月)

宇宙暗黒物質の直接探索：

XMASS 

実験室でダークマターを直接検出する



XMASS共同研究グループ
 東京大学宇宙線研究所：鈴木洋一郎(実験代表者)、中畑雅行、森山茂
栄、山下雅樹、岸本康宏、小汐由介、竹田敦、安部航、関谷洋之、小川
洋、小林兼好、平出克樹、篠崎晃宏、西家宏典、平野重利、稗田啓介、
高知尾理、楳本大悟、 上島考太

 数物連携宇宙研究機構 ： K. Martens, J. Liu

 神戸大学：竹内康雄、大塚康平、細川佳志、村田亜紀

 東海大学：西嶋恭司、本木大資、草場文雄

 岐阜大学：田坂茂樹

 横浜国立大学：中村正吾、村山育子、藤井景子

 宮城教育大学：福田善之

 名古屋大学太陽地球環境研究所：伊藤好孝、増田公明、内田裕義、西
谷雄輝、瀧谷寛樹

 セジョン大学（韓国）： Y.D. Kim

 韓国標準科学研究院 (KRISS)： Y.H. Kim, M.K. Lee, K.B. Lee, J.S. Lee

（2011年7月現在）
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宇宙暗黒物質探索太陽ニュートリノ

 Xenon MASSive detector for solar neutrino (pp/7Be)
 Xenon neutrino MASS detector (bb decay)
 Xenon detector for Weakly Interacting MASSive Particles (DM search)

地下1000mの実験サイトで行う、極低バックグラウンドの
液体キセノンを用いた多目的な宇宙・素粒子実験

XMASS実験

ニュートリノの2重ベータ崩壊

現在の研究対象

http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/xmass/

http://www.solar.isas.ac.jp/graph/Yohkoh_full.gif
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ダークマターをどのようにして直接
観測するか？

 原子核を跳ね飛ばす現象を捕える

 エネルギーは低い

 頻度もまれ

原子核

WIMP
（ニュートラリーノ等）

~5keV

~230km/s
•低エネルギー反応に十分
感度のある検出器が必要

•バックグラウンドの非常に
尐ない環境が必要

（Weakly Interacting Massive Particles（WIMP)タイプの場合）

（keV：キロ電子ボルト、
エネルギーの単位）
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液体キセノンの特長

 発光量が大きい。(~42光子/keV)

 低エネルギー事象の感想が可能

 放射線遮蔽に適している。(原子番号：54)

 外部からのバックグラウンドを遮蔽できる

 蛍光波長 (175nm, 光電子増倍管による直接読み出し可)

 コンパクトな実験装置 (~3g/cm3という大密度) 

 希ガスなので純化しやすい (蒸留, etc)

 低温だが扱い易い温度 (沸点は、-100℃（170K）)

 アイソトープ分離が可能（136Xe は２重ベータ崩壊) 

 2重ベータ崩壊観測も可能

 暗黒物質観測に感度が大きい。
現在、半数以上の暗黒物質探
索プロジェクトが希ガス(Xe, Ar, 
Ne)を採用している



XMASS-I検出器:1

約1トンの純化した液体キセノ
ンを用いて、 これまでの約10倍

の感度で宇宙暗黒物質の直接
検出を目指す。(DM searchでは
世界最大規模)

原理：(暗黒物質によって反跳し
た)キセノン原子核から発する
シンチレーション光を、642本の
光電子増倍管(PMT)で監視。

検出器は2010年9月に完成し
た。現在、試験運転中。

液体キセノンの直径 約１ｍ

XMASS-I検出器本体

光電子増倍管（PMT）
を球状に配置し、約1ト
ンのキセノンを見込む



XMASS検出器:2

浜松ホトニクスと
共同開発した

2インチPMT
(従来の約1/10の放射能)

外部からの放射線を減
らす純水シールド
（直径、高さ約10m）

5cm

光のパターンを
用いて、検出器
中心付近の極
低バックグラウ
ンド付近のみ観
測を行う。

世界最高レベルの低バッ
クグラウンドを目指す
(10-4事象/kg/day/keV)



暗黒物質直接探索の感度

scp>2x10-45 cm2

for 50-100GeV WIMP, 
90%C.L.

1yr exposure, 100kg FV,

BG: 1x10-4 /keV/d/kg

Scintillation efficiency: 0.2

スピンに依存しない相互作用の場合

これまでの約10倍の

感度で宇宙暗黒物質
の直接検出を目指す。WIMPの質量(GeV)

反
応
断
面
積

(c
m

2
/n

u
cl

e
o

n
)



XMASSの実験サイト

Clean booth at the entrance 
to the water tank

Lq. Xe tank
700L

Gas Xe buffer tank
10m3 x 2

Gas Xe compressor

Distillation
Tower

Electronics hut
(top of the tank)

Calibration system
(top of the tank)

(March 2010)



建設の様子

2010年1月上旬
PMT取り付けほぼ完了

上半球

下半球

クリーンブース内で
PMT取り付け中

2010年1月31日
ケーブル取り付け、上下結合完了



Cabling: 642 pairs of a coax and HV cable, each 13m length



Assembling upper & lower vessels



Filler attachment. Total 2.8ton: end of Feb. 2010



Inner vessel (内側の真空容器)

 無酸素銅を使う。内部は電解
研磨を施す。(OFHC copper. 
Inside: Electropolished)

 Delivered in July 2010



純水タンクの内部

(Oct. 2010)
20-inch PMTs

XMASS-I 
detector

Lq. Xe circulation 
lines

Vertical pipes (for cables, 
inner calibration sources)  



XMASSでの暗黒物質探索のまとめ

 1トンの純化した液体キセノンを用いて、これまで
より約10倍高い感度での暗黒物質直接探索を目
指している。

 検出器の建設は完了。現在調整中。

 エネルギー分解能、位置分解能は期待通り。

 調整後、速やかに観測を開始したい。



まとめ
 宇宙と素粒子物理学には密接な関係がある。

 素粒子物理学の発展には(標準理論を超える)実
験データが不可欠。

 標準模型を初めて超えたのはニュートリノ実験で、
ダークマターの検出もそれに続く可能性がある。

 地下は、ニュートリノ観測やダークマター探索に適
している。

 粒子物理学研究室では、世界最先端の素粒子物
理学実験を推進している。
地下で行う素粒子実験(XMASS, SK)

世界最高エネルギーでの加速器実験(LHC/ATLAS)

 ニュートリノ振動実験(T2K, Double Chooz)


