８

CDUP NEWS LETTER
京都大学 21COE

物理学の多様性と普遍性の探求拠点 ニュース
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Universality in Physics
平成 17 年（2005 年）8 月 1 日発行

21COE シンポジウム / 公開講演会報告
2005 年 2 月 14 日に 21COE シンポジウム 「物理学の
多様性と普遍性 - 相転移の物理 -」、 15 日に公開講
演会 「相転移とはなんだろう ? - 宇宙 ・ 物質のなりた
ち -」 が京都大学時計台記念館にて催された。 この講
演会の目玉は何といっても、 シカゴ大名誉教授の南部
陽一郎先生を講師にお呼びしたことである。 南部先生
といえば 「量子色力学 (QCD) 理論」 を提唱したクォー
ク理論の世界的権威として有名だが、 「自発的対称性
の破れ」 を発見し、 素粒子に相転移を導入したことで
も知られる。 以下、 それぞれの会の内容について報告
する。

・W. Zajc さん ( コロンビア大 )「クォーク = グルオ

＜シンポジウム＞
今年は、アインシュタインが 3 つの論文 ( 光電

第 10 号の内容
１．21C O E シ ン ポ ジ

ウム／公開講演会報
告
２．研究室紹介

高エネルギー物理学
研究室

効果・ブラウン運動・特殊相対性理論 ) を発表し
てからちょうど 100 年に当たり、「世界物理年」
と称されている。宇宙・素粒子原子核・物質生命
の世界には多様な現象があるが、その背景には物
理学として普遍的な法則がある。この多様性・普
遍性を、相転移という切り口で具体論化しようと
いうのが今回の目的である。
初日のシンポジウムは学部学生以上を対象とし、
約 150 名の参加者が集まった。6 人の研究者が各
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人 40 分「講義」を行い、
相転移に関わる物理を様々
な視点から紹介した。

ン = プラズマ - 初期宇宙を再現する」
――宇宙初期の流体の話。
・国広悌二さん ( 京大・基研 「ハドロンおよびクォー
)
ク物質の相転移 ; 相と準粒子」
――真空の物性物理学・カイラル相転移の話。
・太田隆夫さん ( 京大・基研 )「やわらかい物質の
相転移」
――生命を構成している物質ソフトマターの非平
衡チューニングを実際の魚の写真などを用い
て解説
・Yu Bunkov さん ( グルノーブル大 )「実験室の中
の宇宙物理実験」
・田中耕一郎さん ( 京大・理・物一 )「光で相転移

・田中貴浩さん ( 京大・理・物二 )「宇宙の歴史
と相転移」
――相転移の基礎概念からゲージ場の導入、
相転移による宇宙形成などを語った。
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を操る - 光誘起相転移の魅力」
――最先端の光技術への応用例を具体的に紹介
した。

第 10 号
平成 17 年 8 月 1 日発行

「外国人の講演で、話す英語はあまり理解できな
いが、パワーポイントにキーワードが明確に表示
されているときは何となく意味はつかめた。そう
でないときは全くわからず眠くなった」と、英語
による講演に問題はなく、講演者のプレゼンテー
ションを問題に挙げた者もいた。主催者側の意思
は「学部生には難しいかもしれないが、物理を目
指すなら背伸びして聞きに来い。その中で 1 つで
も何かを身につけて帰れ」というものであったの
で、学生はそれを達成したようであり、今後の励
みになったであろう。しかし、その分野を将来的
固体・液体・気体の 3 相を表す図 ( 田中貴さんの講演スライドより )

にも専門としない私のような他分野の大学院生に
とっては、もう少し理解しやすい方がよいという

21COE シンポジウム／公開講演会報告

のが本音である。
講演後、パネルディスカッションが行われた。
パネリストは南部先生と、水崎隆雄さん ( 物一 )、
中村卓史さん ( 物二 )、齋藤直人さん ( 物二 )、早
川尚男さん ( 物一 )、北畑裕之さん ( 物一 )、阿武
木啓朗さん ( 基研 ) の 7 名で、物理現象の多様性・
普遍性に関する内容が議論された。物理の魅力は
基本的な式さえわかれば大抵のことはわかること
最先端の光技術の応用分野 ( 田中耕さんの講演スライドより )

( 南部先生 ) や、レーザー物理を例に取り、無理だ
と考えられていたことを無関係な分野 ( 重力波天
文学 ) の協力により解決に導いた ( 中村さん )、人
の DNA は解読されたものの遺伝の本質はなおも
謎に包まれているが、この問題に迫るには物理と
は一見関係ないように見えるものを物理として考
えることが重要である ( 北畑さん ) という生命物

講演する太田さん ( 基研 ) と Bunkov さん ( グレノーブル大 )

理・非平衡開放系の事例などが挙げられた。

講演内容の評価に関しては、不慣れな人から専
門家まで同じような意見が得られた。ムービーを
駆使し、視覚的にわかりやすいものは専門家でな
くともとっつきやすく、非常に興味がそそられた
のだが、専門家以外にはわかりにくい式やグラフ
が続いたものや、延々文字による説明で語句の意
味がつかめないものもあった。今回の講演に関し、
専門家の多くからは「内容が学生には難しすぎる」
「外国人ゲストによる講演では、あらすじを日本語
で軽く紹介しておくべきだった」などの厳しい評
価が多かった。しかし、聴講した学部生らの中に
は、
「話のレベルは高かった。しかし、わからない
ところも多かったが、学部生である自分たちが今
これを理解できないのは当然である」という今後
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の研究におけるモチベーションを上げている者や、


パネルディスカッション

また、現在の物理学で謎とされているダークエ
ネルギーを解明するために何が必要かというテー
マに対して、南部先生は「新しい理論は必要では
なく、既存の量子場理論を使えば説明できるので

はないかと考えている」と述べた。例えば、中間

ンシュタインの登場から現在までの 100 年間、極

子場もそのような例の 1 つで、現在の理論を延長

微世界の基本粒子の存在の予言と発見、実験技術の

すれば自ずと答えは見えてくるのかもしれない。

進歩、極大世界の宇宙の観測的発展など、いかなる

あるいは、量子力学に代わるような今も気付かず

人物がどのようなことを考え物理の発展をもたら

に見過ごしてしまっている力学を発見し、構築し

してきたかを写真も交えつつ、時系列でわかりやす

ないといけないのかもしれないが、おそらく必要

く紹介してくださった。このような過去の進化の歴

ないとのことだった。

史を踏まえ、これらを包括的に把握した上でこれ
からの研究者が進むべき道のヒントを与えてくだ

普遍性・多様性は必ずしも解明されているわけ

さった。実に、偉大な物理学者の物事の認識力には

ではないが、物理現象の多様性が重要な役割を担っ

感服する限りである。ただ、この講演会中、南部先

ている。研究は時には行き詰まり、どうにもなら

生ご自身の話が少なかったのがやや残念ではある。

なくなることもある。そんなときは無理に深入り
しなくてもよい。
「物理の多様性」ということを
念頭に置いていると、他分野にこそヒントが隠れ
ているかもしれない。テーマが違うからといって
敬遠せずに、分野外の話を聞くことも大切である。

21COE シンポジウム／公開講演会報告

それが「多様性」なのである。

＜公開講演会＞
2 日目の公開講演会は一般市民を対象にしたも
ので、物理のおもしろさをわかりやすく紹介する
ものであった。講師は南部先生と理化学研究所の
戎崎俊一さんが務めた。会場の時計台ホールは大
入りで、年齢層は高かったものの、南部先生を一
目見ようと中学生なども来場、500 人のホールは
立ち見が出るほどの盛況ぶりだった。( 参加者約
550 名 )

聴衆の質問に答える南部先生

続いて戎崎さんが、科学技術館で行われている
「科学ライブショー・ユニバース」の実演をして
くださった。ユニバースとは、コンピュータグラ
フィックを用い、恒星間飛行や重力レンズ効果を体
験したりと様々なコンテンツで最新の話題を紹介
するショーである。今回は「太陽系惑星の紹介」
「分
子世界の動力学シミュレーション」をしてくださっ
た。塩化ナトリウムを例にとり、結晶を構成するイ
オンが温度変化に伴ってもたらす現象に見入って
いた人も多かったようだ。講演終了後、高校などの
教育関係者らがユニバースのソフトに関心を示し
ていたようである。

講演会場の様子

南部先生は 20 世紀の物理を総括し、21 世紀物
理への期待を述べられた。17 世紀の「天体と林檎
に関する理論」に始まる古典物理の発展が、19 世
紀に完成し、これで物理は終わったかに見えた。
しかし、物質の究極構造は量子物理がなければ説
明できず、電磁気学の観点からもニュートン力学
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の不完全性が証明されてしまった。その後、アイ
塩化ナトリウムの分子シミュレーション ( 中央 ) など



このユニバース、一般人への天文学などの普及が目

「大統一理論完成」と「重力波検出」はどちらが先

的かと思いきや、
「オレが話したいことを話す」( 戎崎

に成し遂げられるか、という質問に対して、
「大統一

さん ) のだそうだ。始めてから既に 8 年が経過してい

理論は今世紀中に、十年程度でできるほど容易ではな

る。長続きの秘訣はそういうところにあるのかもしれ

いと思うが、完成する」が、「重力波検出はあれはど

ない。( ユニバースは毎週土曜午後に開催されている :

うなんでしょう」と同席した基研所長の九後太一さん

http://universe.chimons.org/)

に意見を求めていた。
今も研究されているということだが、現在は何を研

＜南部先生にインタビュー＞

究されているのか、また今一番知りたいと思うことは

講演会終了後、朝日新聞社・京都新聞社・共同通信

何か ?「質量の起源などに興味がある。ダークエネル

社・フリーライターの 4 名のマスコミ関係者が南部先

ギー・ダークマターの観測的な証拠が欲しい」
。内に

生に取材しているところへ、COE 記者である私も参加

何か思うところがあるようだが、そこはヒミツという

させていただくことができた。一学生にとって非常に

ことだった。今後の先生の研究報告が期待される。

21COE シンポジウム／公開講演会報告

光栄なことである。マスコミの記者がいることもあり、

量子色力学の発想に関して尋ねた。なぜクォークに

本物の (?) 記者会見がどのようなものかを実体験する

は 3 種類あるとわかったのか。これは理論的に 2 種で

ことができたのは、私にとってこれまた非常にラッキー

は説明できず、3 種考えれば解決することを導いたの

であった。

だが、最初それを発表することは不安であったそうだ。
なお、クォークの「色」という巧妙な表現は南部先生
がつけたものではなく、他の研究者の仕業であるとい
うことだ。
とても 84 歳とは思えないくらいしっかりしている。
講演会でも 1 時間以上立ちっぱなしで話されていた。
健康面で何か気をつかっていることはあるのか、との
問いに「歩くのは好きで、車などはほとんど使わない。
昔は釣りやキャンプを趣味としていたが、今はこれと
いって特に何かしているわけではない」とのこと。何
より、背筋がまっすぐなのが驚きである。60 歳年下
の私の方が猫背である。

インタビューに答えてくださる南部先生

どういう時に研究するのか、という質問では驚きの
今回の講演会の目的は「学生に刺激を与えたい」と

返事が返ってきた。「研究はいつでもやる、夢の中で

いうものであった。南部先生は現在も研究活動をして

さえも」行うのだそうだ。夢の中で数式が動くらしい。

おられるが、学生の世話はしていないため、学生との

しかも、普段から計算も頭の中で行う。というのも、

接触はほとんどないそうである。自分がいかなること

紙に計算すると気が散るというのが理由だとか。世の

から刺激を受け、感動したかを伝えたい、その中で、

中にこういう人はどれくらいいるのだろうか。調べて

小さい頃からサイエンスに惹かれたという話をしてく

みたい。

ださった。幼少の頃、叔父さんが無線を扱っていた関
係で、身の回りにラジオ部品が転がっていた。これに

この講演会中、南部先生にサインを求める学生や教

興味を持ち、自分で解読し、独力で鉱石ラジオを組み

官が幾人もいたようだが、南部先生自身も若かりし頃、

立てたそうだ。そして、現在でも知る人の多い 1933

アインシュタインと接触するチャンスが訪れた時にサ

年の高校野球夏の甲子園準決勝「明石中 - 中京商」の

インをもらい、今も大事に持っているという話をして

延長 25 回の熱闘を自作のラジオで観戦し、そのこと

くださった。歴史は繰り返されるだろうか。サインを

に感動した、と語る。現代において、このような感動

もらった若手研究者の中から偉大な学者が出ることを

は少ない。ラジオですらブラックボックスになってし

期待したい。

まったと嘆く。
（ 宇宙物理学教室 岡本丈典 ）
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研究室紹介

高エネルギー物理学研究室
研究室スタッフ
教授

笹尾登、

教授

西川公一郎、

助教授

中家剛

助手

野村正、

助手

横山将志、

助手

南條創

はじめに
素粒子物理 ( 高エネルギー物理学 ) は、物質の究極要素 ( 素粒子 ) は何かを追求し、これらの間に働く力 ( 相
互作用 ) の仕組みを調べる自然科学の分野です。物質のよりミクロな領域の探索には、より高いエネルギー
の粒子が必要とされます。ゆえに素粒子現象の解明にはエネルギーの高い加速器が必要となり、素粒子物理
の発展は加速器の歴史と密接な関係があります。こうした理由から素粒子物理は高エネルギー物理学とも呼
ばれるのです。私たちの研究室では物質・時空の基本的対象性とその破れに焦点をあてた研究を行っていま
す。現在修士以上 21 名の研究者がその謎を解明すべく奮闘しています。以下に私たちの研究内容をニュー
トリノ振動実験と K 中間子稀崩壊実験の順に紹介します。ぜひ高エネルギー物理学の魅力を感じて下さい。

ニュートリノ振動実験
ニュートリノは 1930 年代に原子核のベータ崩壊の謎を解くために提唱された中性の質量を持たない素粒
子です。自然界に存在する 4 つの基本的な力のうち「弱い力」しかニュートリノに作用しないため実験的
に検出することが非常に難しいこともあり、実験によって粒子の存在を確認し自然を構成する基本粒子とし
て認知されるに至ったのはほんの 50 年程前です。ニュートリノの発見以後、この謎の粒子をめぐって種々
のモデルが興亡し、特にこの数年は非常にドラマティックな展開を見せています。ここではもう少しニュー

研究室紹介
高エネルギー物理学研究室

トリノについての詳細にふれることにします。
m ニュートリノの種類と歴史的諸問題
ニュートリノは自然界の基本的構成要素たる基本粒子のうち、弱い力によって相互作用するレプトンに属
する粒子です。

基本粒子は強い力によって相互作用すると６種類のクォーク と６種類のレプトンに分類

され、
どの基本粒子にもそれぞれ対応する反粒子があります。６種類のレプトンをさらに詳しく分類すると、
３個の電気的荷電を持つレプトン “電子（e）”、“ミューオン（μ）”、“タウ（τ）” と ３個の電気的中性なレ
プトン “電子ニュートリノ（ν e）”、“ミューオンニュートリノ（νμ）”、“タウニュートリノ（ντ）
” とに分
けられ、素粒子の標準模型では質量ゼロとされています。どのニュートリノにも対応するフレーバーの荷電
レプトンがあり、弱い相互作用を通して生成される荷電レプトンによってニュートリノの種類を同定するこ
とができます。
ニュートリノの発見以後、1960 年代後半から太陽ニュートリノを測定する実験が行われてきました。太
陽ニュートリノとは太陽内部の核融合過程で生成される電子型の（反）ニュートリノのことを言いますが、
この太陽ニュートリノの観測数は太陽の理論計算から期待されるニュートリノの数の半分程度であり、太陽
ニュートリノ欠損問題と呼ばれていました。このニュートリノの欠損は、基本的な物理を大きく逸脱しない
限り説明できないことが示されており、近年まで結論が得られていませんでした。また大気中で高エネル
ギー宇宙線と 大気を形成する原子核とが衝突することによって生成される大気ニュートリノにも異常が見
つかっていました。ニュートリノに崩壊するπ中間子や K 中間子の性質から、大気ニュートリノには ミュー
オンニュートリノと電子ニュートリノとの比が２対１で 含まれていると考えらますが、実際の観測結果は
ミューオンニュートリノと電子ニュートリノとはほぼ同数です。
現在ではこれらの問題はニュートリノ振動現象でよく記述できることがわかっており、近年多くの実験が
ニュートリノ振動を示唆する結果を得ています。
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m ニュートリノに対する近年の理解

―ニュートリノの質量と混合―

では、ニュートリノ振動とはどのような現象でしょう。
ここではまず 2 種類のニュートリノ間の振動について議論します。2 種類のニュートリノが異なる質量を
持ち、質量固有状態ν 1 （質量 m1 ），ν 2 （質量 m2 ）とフレーバー固有状態ν α ，ν β が直交行列で混合角
θを用いて

⎛ν α (t) ⎞ ⎛ cosq
⎜
⎟
⎜ν (t) ⎟ = ⎜⎜ − sin q
β
⎝
⎠ ⎝

sin q ⎞⎛ν 1 (t) ⎞
⎟
⎟⎜
cosq ⎟⎠⎜⎝ν 2 (t) ⎟⎠

…（1）

と関係づけられているとするとします。そうするとこの
フレーバー固有状態の運動方程式により時刻 t=0 にフレー
バー固有状態ν l にあったニュートリノが時刻 t=T にもと
のフレーバーのまま存在する確率は、エネルギー E(GeV/
c2), 飛行距離 L(km)=cT として

L⎞
⎛
P (ν l → ν l ) = 1 − sin 2 2q ⋅ sin 2 ⎜1.27Dm2 ⎟ …（2）
E⎠
⎝
2

2

と表せます。ここで D m ( eV ) はニュートリノ質量の二
2

乗差 Dm2

− Dm12 を表し、混合角θと併せて振動パラメー

タと呼ばれています。式（2）からわかるようにニュート

研究室紹介
高エネルギー物理学研究室

2

リノ振動が起こるということは D m がゼロではない、す
なわちニュートリノが有限の質量をもちニュートリノ間
の混合が存在する（θ≠ 0）ことを意味します。実際、
1998 年に後述のスーパーカミオカンデの大気ニュートリ
ノの観測結果によってニュートリノの質量に対する証拠

図１. ニュートリノ実験で得られた振動
パラメーター領域。多くの実験に

が発表されて以来、今では多くの研究者がこの見解を認

よって領域を制限または排除してお

めています。ニュートリノの質量は標準模型の背後に存

り、重なった箇所に解があることを

在するすべての力を統一する大統一理論への手懸りとな

示している。

るかもしれません。これまで太陽ニュートリノ、大気
ニュートリノ原子炉ニュートリノ等の観測により各
ニュートリノ間の振動パラメータが図１に示すようにわ
かってきました。
m 加速器を用いたニュートリノ振動検証実験
当研究室では 1999 年より稼動した世界初となる長基線
ニュートリノ振動実験を遂行してきました。K2K とよばれ
るこの実験は茨城県つくば市にある高エネルギー加速器研
究機構（KEK）の 12GeV 陽子シンクロトロン加速器を用い
て純粋なミューオンニュートリノを生成し、岐阜県神岡に

図２ K2K 実験概略図。K2K とは、
KEK to Kamioka の略称を表している。

ある水チェレンコフ装置スーパーカミオカンデに向けて発
射します（図２，
３）
。もし、振動が起こっていれば、生成されたミューオンニュートリノはつくばー神岡
間の 250km の飛行中（約 0.8 ミリ秒）にフレーバーを変えて他のニュートリノに変わります。振動の有
無を検証するには、スーパーカミオカンデで検出するミューオンニュートリノの数が予想値より少ないこ
とを実証します。また、式（2）に表されるようにエネルギーによって振動する確率が異なりますので、
現れる検出したニュートリノのエネルギー分布の歪みを観測すれば強い裏付けになります。
加速器を使ったニュートリノ振動探索のメリットはニュートリノ生成方法によってエネルギーを選択
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できること、また飛行距離は一定であるためニュートリノ振動の確率は 2 つの振動パラメータとニュー


図３．スーパーカミオカンデ： 50kt の超純水に満
たされたタンクに 20 インチ径の光検出器が 11146 本取
り付けられている。ニュートリノが水と反応して生成さ
れる荷電粒子が高速で走るときに発生する光（チェレン
コフ光）を検出する。

図４．スーパーカミオカンデでとらえたニュー
トリノ事象： ニュートリノが水と反応して生成さ
れたμ中間子の飛行により発生したチェレンコフ光
のパターン。

トリノエネルギーの関数となることです。 D m2 はニュートリノエネルギーの関数として振動確率が最大にな
るエネルギーを見ることで、また sin 2 2q は最大振動確率の大きさにより求まります。
私たちは 1999 年 6 月から 2004 年 2 月までに収集されたデータをもとにスーパーカミオカンデで観測
された事象数およびエネルギー分布の比較を定量的に行った結果、ニュートリノ振動がない場合に予想される
事象数 151 に対して観測事象数 107 という統計的なふらつきよりも有意な事象数の減少を確認、さらに振動
が起こったときに見られる特徴的なエネルギー分布の歪みを観測し（図５）、99.995％の確率でニュートリノ
振動が起きていないという仮説を棄却しました。振動パラメータ
2

2

-3

については sin 2q=1.0，Dm =2.8 × 10

2

eV という値を得まし

たが、これはスーパーカミオカンデの大気ニュートリノの観測結
果と非常に良く一致しています。

研究室紹介
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また私たちは SciBar 検出器という飛跡検出器を作り、K2K
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実験に導入しました。これまでの多くの検出器はニュートリノ反

図５．スーパーカミオカンデで検出
されたニュートリノのエネルギー分布：
エラーバー付きの点が観測されたデー
タ、青いヒストグラムが振動がないとき
の予想される分布、赤いヒストグラムが
データをもっとも良く再現する振動パラ
メータを決めたときの分布。

図６．SciBar 検出器で捕らえたニュート
リノ反応事象： ニュートリノ荷電カレント
準弾性散乱反応によって生成された陽子とμ
粒子を捕らえた様子。



図 7 シンチレータに挿入された約 15,000
本の波長変換ファイバー（SciBar 検出器 )

応によって生成される一部の粒子（μ粒子、電子）しか捕らえられませんでした。これはニュートリノが
物質と反応する確率が非常に小さいため、物質量を稼ぐために鉄などの不感な物質を検出器に入れる必要
があったからです。しかし私たちはシンチレータという、荷電粒子が通過したときに内部の電子を励起し
て光を発生させる特殊なプラスチックを用いた検出器を開発することにより、ニュートリノ反応によって
生成されるすべての粒子の軌跡を高い分解能でとらえることに成功しました（図６）。SciBar 検出器は 3 ×
3

3 × 1.8m という大型検出器ながら細長いストリップ状のシンチレータのみを 15,000 本並べて作られて
いるため高細分化されています。各シンチレータからの光はシンチレータに挿入された波長変換ファイバー
で伝播させて光検出器で読み出しています（図 7）。私たちは SciBar 検出器で得られたデータを解析する
ことによってこれまで不定性の大きかったニュートリノと物質の相互作用の詳細を明らかにしてきました。
m 次世代の長基線ニュートリノ振動検証実験
現在、茨城県東海村に建設中の大強度陽子加速器を利用して K2K に続く次世代の長基線ニュートリノ振
動実験 T2K（Tokai to Kamioka）が計画され、私たちは 2009 年からのデータ収集開始にむけて検出器の
開発等の研究を活発に行っています。T2K 実験では K2K の強度のおよそ 50 倍にもなるニュートリノビー
ムを用いて、K2K で行ったニュートリノ振動の検証を精密測定へ、さらにニュートリノ間の振動パラメー
タで唯一未だ上限値しか求められていない混合角θ 13 の測定により 3 種ニュートリノにおけるすべての混
合角を明らかにしていきます。また反ニュートリノビームを用いた測定とニュートリノビームで得られた
結果の比較により、クォークで見つかっている CP 非保存をレプトンで探索するという素粒子物理学また
宇宙物理学の深淵にふれる研究を行っていきます。

K 中間子稀崩壊実験
研究室紹介
高エネルギー物理学研究室

現在、素粒子物理学の分野では標準模型の検証とそれを越える
物理現象の探索が精力的に行われています。フレイバー物理に
関しては、弱い相互作用の固有状態と質量の固有状態を結びつ
ける小林・益川行列 (CKM 行列 ) の各パラメータの測定に関心
が集まっています。CKM 行列のユニタリ条件から得られるユニ
タリ三角形の精密測定は B、K 中間子系を通して盛んにアプロー
チがなされ、この学問分野で重要な役割を占めています。私た
ちは K 中間子稀崩壊実験を通してユニタリ三角形の決定を目指

図８．ユニタリ三角形。

0

しており、中性 K 中間子稀崩壊 KL →π ννの探索による三角
形の高さの測定、荷電 K 中間子稀崩壊 K+ →π + ννによる斜辺の長さの測定を行い K 中間子系のみでユ
ニタリ三角形 ( 図８) を決定する試みを行っています。
m 荷電 K 中間子からのアプローチ

―-

K →π + νν崩壊の探索
+

K+ →π + νν崩壊の探索実験であ
る E949 実 験 は 米 国 の Brookhaven
National Laboratory(BNL) で行われた
実験で、アメリカ、ロシア、カナダ、
日本などが参加しており京都グルー
プからはスタッフと二名の院生が実
図９. π + →μ + → e+ 崩壊連鎖の様子

験に貢献しています。
+

一つの K が検出器内に入り崩壊し、
+

全立体角を覆う検出器において p のみしか観測されなかったことをもって信号イベントを同定します。終
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+

状態で観測できる粒子は p のみで、かつこの事象の分岐比は 10


-10

と非常に小さいためバックグラウンド

+

の除去が重要になります。この実験では、K を測定器中心部で静止させその崩壊を観測することでビー
+

ムによるバックグラウンドを取り除いています。更に K の重心系での運動学的カットが可能となり二体
+

崩壊のバックグラウンドを排除することができるのです。またπ の運動量、運動エネルギー、軌跡に加
+

+

+

+

+

え、π が止まったカウンターでのπ →μ → e 崩壊連鎖を観測することで ( 図９)、確実に p を捕ら
えることができます。
2002 年に物理ランが行われ、2004 年には新たなイベント候補 1 の観測と分岐比 1.47x10

-10

を発表し

ています。この結果は標準理論の予測値の 2 倍ほどですが、統計量が少ないため誤差の範囲で標準理論
と矛盾していません。しかし今後統計量を増やすことで標準理論を越える物理の発見も期待できます。
KL →π 0 νν崩壊の探索
私たちのグループでは二つの実験を通して KL →π 0 νν崩壊への探索のアプローチを行っています。

m 中性 K 中間子からのアプローチ

―

一つは 2004 年から 2005 年にかけて高エネルギー加速器研究機構 (KEK) で二度の物理ランを行った
E391a 実験であり、もう一つは BNL において 2009 年から物理ランが予定されている KOPIO 実験です。
E391a 実験
この実験は将来 J-PARC で行
われる KL →π 0 νν実験の
前身となるもので実験手法の
確立や検出器の性能を証明す
ることを狙っています。10

-10

の実験感度を目標としてお
り、現在の KL →π 0 ννの
上限値を更新することが期待

研究室紹介
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できる実験です。イベントの
0

同定は終状態のπ →γγの
みを観測し、それ以外に崩壊

図１０．

veto 検出器

から生じた粒子がないことを
もって行います。始状態の KL も中性粒子であるため、このイベントで観測できるのは二つのγのみです。
更に分岐比が 10

-11

と非常に小さく、イベントが発見されれば世界初となります。

この実験では細く絞ったビームを用いることで
ビーム中に含まれる中性子によるバックグラウン
ドを抑え、さらに崩壊位置を精度良く決められる
ためバックグラウンドに運動学的な制限をかける
こともできます。高精度の CsI カロリメータでπ 0
からの 2 γを確実に捕らえ、崩壊領域全体を覆う
veto 検出器によってバックグラウンドを除去して
いるのです ( 図 10)。これまでに二度の物理ランが
行われ現在解析が進められており、1 日分のデータ

図 11. KOPIO 実験の参加国

-6

を用いた解析で分岐比の上限値 1.96x10 という結果を出しています。フルデータの解析によってこれを
上回る見込みです。京都グループからはスタッフと院生２名が参加し、中心的な役割を果たしています。
KOPIO 実験
KOPIO 実験は BNL で予定されている国際共同実験 ( 図 11) です。この実験は KL →π 0 ννに対して
-11

10

の実験感度を目標としており、世界で初めてのイベント観測を目指しています。京都グループでは

現在５名の院生が検出器の R&D に取り組んでいます。
KOPIO 実験でもちいるビームはマイクロバンチと呼ばれ、非常に鋭い時間構造を持っています。これが
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中性粒子である KL の Time Of Flight を可能にし、KL 静止系での運動学的カットによる効果的なバック


グラウンド除去ができるのです。また、この実験では通常
測定困難なγ線の飛来方向を測定することでγ線の全ての
情報が得られ、さらにバックグラウンド除去能力を高めて
います。
京都グループは Beam Catcher と呼ばれるビームライン上
に設置されるγ線 veto 検出器の開発を行っています。ビー
ム中に含まれる高レートの中性子にさらされるため、これ
らに対しては不感であることが必要であり、一方 β線に
対しては高い検出効率が要求されます。このように一見相
反する性能を達成するための努力を続け、着実に成果を上
げています。その要となるのがエアロジェルです。
エアロジェルとは SiO2 の化合物 ( 図 12) で、今日高エネ
ルギー物理学実験で粒子識別に用いられています。Beam

図 12 エアロジェルの分子構造。

Catcher はエアロジェルを用いたチェレンコフ閾値型検出
器で、エアロジェルの持つ低屈折率、高透過率、低密度という特徴のおかげで Beam Catcher は求められ
る性能を達成することができるのです。Beam Catcher 開発の中で、量産を視野に入れた研究も行っていま
す。その一つにチェレンコフ発光量の評価測定システムが挙げられます。この際に開発されたスペクトロ
メータはテーブルトップサイズでありながら、γ線源から単色エネルギーの電子ビームをアクセプタンスロ
スが少なく取り出すことができる画期的なものなのです ( 図 13)。 また近年着手した研究に崩壊領域と下
流を繋ぐ領域に設置する荷電粒子 veto 検出器 (Eye-pipe Veto) 開発のための基礎研究があります。ビームパ
イプ内部に設置されるためファイバーを用いた外部読み出しを検討しています。現在シンチレータ、ファイ
バー読み出しの基礎的研究と光検出器の基本特性評価などを行っている最中です。ここで用いる光検出器は
GaAsP 光電面を持ち、通常用いられる光電子増倍管（PMT）と比べて非常に量子効率が高く Eye-pipe Veto

研究室紹介
高エネルギー物理学研究室

にとって必要不可欠なものです。私たちはこの GaAsP 光電面 PMT の基本特性に対する詳細な研究を独自に
行っています。
KOPIO 実験は 2009 年の物理ランを予定しており、そこで世界初の KL →π 0 ννイベント観測を実現し、
標準理論の精密検証を通して新しい物理への足がかりをつかむことを目指しています。

図 13

テーブルトップβ線スペクトロメータ。標準ベータ線源から単一エネルギーの電子を取り出して

収束させる。2 台のギャップ型ソレノイド電磁石を連ねて構成されており、実験室で用意に単色ビームが
得られる。

おわりに
高エネルギー物理学研究室ではこれまで述べてきましたように、レプトン面ではニュートリノ実験から、
クォーク面では K 中間子の稀崩壊実験から、素粒子の性質と相互作用を探求しています。宇宙の誕生から
現在にいたるまでの発展を司る理論を実証していくこの学問では、神秘的でロマンを感じる宇宙そのものの
イメージに比べると泥臭い仕事を多くしていかなければなりませんが、物語だけで終わらせないために一つ
一つを様々な攻め口で実証していくものです。基本粒子の基本相互作用を知る楽しみ、実験の手法を考案し
て作り上げていく楽しみ、自分の作った検出器が動いて物理結果に重要なインパクトを与える楽しみ、様々
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な楽しみを持ちながら研究室メンバー一同、日々新しい発見を求めて研究しています。
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付属天文台 D １

専攻 : 太陽物理学

編集後記
平成１７年度の京都賞の授賞記念レクチャーに行ってきました。とはいっても、先端技術
部門、基礎科学部門ではなく、思想・芸術部門です。今年は音楽の演奏家として初めてニコラ
ス・アーノンクールが選ばれました。これまでこの部門では、メシアン、ケージ、クセナキス、
リゲティなど現代音楽の作曲家が受賞しています。ニコラス・アーノンクールは 1950 年代に
駆け出しのチェリストとしてウィーンで活動をはじめました。妻や数人の友人とともに、当時
はまだそれほど値段が高くなかった“古い”楽器を購入し、そのいくつかを復元させ、それか
ら音楽を生み出すためにアンサンブル「コンツェントゥス・ムジクス」を１９５７年に結成し
ました。バッハの全カンタータ、多数のモンテヴェルディ作品、モーツアルトの宗教音楽、交
響曲そして、それまで知られていなかった音楽を大量に取り上げ、バロック音楽をはじめとす
る古い音楽を、それに相応しい音響空間、小編成で実現してきました。
彼の音楽は一言でいうのは難しいのですが、
「他の人とはちがう」主張がある音楽です。ああ、
こんな演奏の仕方があったのか、と驚きをしばしば感じます。講演で、アーノンクールは楽譜
には、すべてが書かれている訳ではなく、全音符一つでもその長さ、は同じではないと述べま
した。そのほか、バッハの受難曲におけるレチャタティーヴォの記譜法と演奏法、モーツァル
トの楽譜における記号の意味などが実例を示して説明しました。休憩をはさんで、京都フィル
ハーモニー室内合奏団が参加して、モーツァルトの交響曲第３３番の公開演奏指導（リハーサ
ル）が行われました。これは、アーノンクールの音楽創りがもっともよくわかる、またとない
機会でした。アーノンクールはモーツァルトの音楽の持つ性格を、若い男女の初恋、ピエロ、ヨー
デル、演劇的な要素を使って雄弁に説明し、最初、単調だった京都フィルハーモニー室内合奏
団の音を、見違えるように活き活きとした響きかえていきました。そこには、信念があり、音
楽に関する情熱がひしひしと感ぜられました。彼のリハーサルは、我々の大学院における教育
に非常に似ています。若い学生と、研究に関する議論をするとき、授業の一瞬一瞬をこのよう
な情熱でやらなければならないと、改めて認識しました。
( 田中耕一郎 編集委員 物理学第一教室 )
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