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短報

ペンタクォークの発見 - ハドロン分光学
のルネッサンス 昨年のはじめ、 ハドロン物理学の世界を一つの大きなニュースが駆け巡った。 日本の研究
チームによる 「ペンタクォーク」 発見の報告である。 クォーク模型の誕生以来約 40 年もの
あいだ未発見のままであったこの新粒子について、 発見の経緯やその後の研究の展開を、
前述の研究グループのメンバーでもある原子核・ハドロン研究室の今井憲―教授に伺った。

図１：今回ペンタクォークの探
査に使われた大型放射光施設
（SPring-8）
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今あなたが目にしているこの紙（ディ が、クォーク模型では、それぞれのクォー
スプレイかもしれないが）をはじめ、こ クはある色（３種の色とそ れ ぞ れ の 反
の世界にある物質がどのようなものから 色のいずれか）を持ち、色が消えるよう
成っているか、という問いは、我々人間 な組み合わせ（異なる３色の混合やある
にとって古くからの謎であり、常に自然 色とその反色の混合）でしかハドロンを
作ることが許されない、とされている。
科学の対象であり続けてきた。
現在までの素粒子物理学によると、物 1960 年代に提唱された、「色」の自由度
質の最小の構成要素は、クォークとレプ を考えたこの理論を QCD（量子色力学）
トンと呼ばれる素粒子であると考えられ という。実際にこれまで見つかっている
ている。例えば我々になじみの深い種々 ハドロンは、それぞれ異なる色を持つ３
の原子は、原子核と電子からできてい つのクォークから成る粒子（バリオン：
るが、原子核は陽子と中性子が中間子に 陽子や中性子など）か、ある色とその反
よって結びついていること、陽子や中性 色を持った２つのクォークから成る粒子
子と中間子（まとめてハドロンと呼ぶ） （メソン：中間子など）である。
「 た だ QCD で は ハ ド ロ ン を 構 成 す る
はクォークによってできていることがわ
クォークの数についての制限はなくて、
かっている。
前述のようにハドロンをクォークの集 （色が消えるような組み合わせであれば）
合体とする考え方をクォーク模型と言う
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クォークの数が５つであってもいいし
６つであってもいい、そういうことは
当初から言われていました。当時この研
究室にいた政池先生も、一生懸命５体ク
オーク系（ペンタクォーク）の探査など
を行っていましたし、私も６体クオーク
系探しをしていたこともあります。他に
も４体系についての予想などもありまし
た。」今井さんは当時を振り返ってこう
語る。「しかしどれもこれも決め手がな
かった。例えばΛ（1405）という粒子
は、質量の関係から通常のクォーク模型
では説明できないペンタクォーク候補な
んですが、３つのクォークから成ってい
るのか、それともペンタクォークなのか、
クォークの組み合わせだけでは判別でき
ず、他の状況証拠をいくつも積み上げな
ければ確証は得られません。これに対し
て今回発見されたΘ＋粒子は、クォーク

図３：Spring-8 によって得られたΘ＋粒子の存
在を示す実験結果。横軸は検出した粒子のエネ
ルギーで、実線で 1.55MeV 付近にあるエネル
ギーピークがΘ＋粒子に相当する。点線はバッ
クグラウンドのエネルギー分布。Nakano et al.
(2003) より。

図２：Diakonov らの提唱した、5 個のクォークを
考えたときのクォーク配位。括弧の中が予想され
る質量（単位は MeV）。三角形の頂点に 5 クオー
ク系を考えないと説明できない粒子が位置してい
る。図の Z ＋粒子が、今回発見されたΘ＋粒子に
対応する。Diakonov et al. (1997) より。

の組み合わせからペンタクォークとして
判別できるのが特徴です。実はΘ＋粒子
も昔から探されていた粒子の一つだった
んですが、ずっとみつからないままでし
た。」転機が訪れたのは 1997 年、ロシア
の Diakonov らによるカイラルソリトン
模型を用いた新しいクォーク配位の提唱
（図２）であった。「こうしたクォーク模
型は他にもたくさんあって、この理論自
体は特に注目されていたわけではありま
せんでした。ところが国際研究会でたま
たま Diakonov の話を聞く機会があって、
ここで私達は初めてこのモデルを知った
2

のですが、彼らの予想ではΘ＋粒子の
エネルギー幅（寿命の逆数）が非常に
小さく、安定して存在することを示唆
していました。また、推定されたΘ＋
粒子の質量がこれまでより低かったの
も特徴でした。このくらい安定な粒子
ならそのエネルギー帯をきちんと探せ
ば見つかるだろうと、そういう話になっ
たわけです。
」こうして大阪大の中野貴
志教授（原子核・ハドロン研究室の OB
で、大学院時代は今井さんたちとクォー
ク 6 体系のバリオンを探していたこと
もあったという）をリーダーとして、
今井さんらが加わった日本のチームに
よって、Θ＋粒子の探査が行われるこ
とになった。
「Θ＋粒子は、γ＋ n → K＋Θ + → K- ＋（K ＋＋ n）反応で作り、
K- と K ＋のエネルギーを測定すること
によってミッシング質量法で検出する
のですが、実は今まで見つからなかっ
たのは、検出する K ＋粒子のエネルギー
が、泡箱でも検出できるような予想外
に低いエネルギー帯にあったというの
が理由の一つです。今回の実験は、兵
庫県にある大型放射光施設 (SPring-8、
図１) とそのレーザー電子光施設
（LEPS）
を用いて行ったのですが、K 粒子検出
のために種々のバックグラウンドを減
らしたところに特徴があります。
」こう
して得られた結果は Diakonov らが予想
したΘ＋粒子の質量とエネルギー幅に
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よく合っており、ペンタクォークの存在
を示す最初の成果となった（図３）。「結
果を見てもらうとわかるんですが、非常
にイベント数が少ないこともあって、最
初に見たときは嘘だろうと思いました
（笑）。3 人くらいで独立に解析を行って、
ようやく本当だろうということになった
んですが、それでも最初は半信半疑でし
たね。」この報告が為されると、直ちに
ロシア・アメリカ・ドイツといった国々
の研究グループによって確認が行われ、
Θ＋粒子の存在は誰もが認めるものと
なった。
「1960 年代までの素粒子物理学の中心
は、ハドロン分光学によってどのような
バリオンやメソンがあるかを調べること
にありましたが、クォーク模型などの標
準理論の登場によって、ハドロンが「素」
粒子でなくなると、クォークそのものや
ヒッグス粒子などに興味の対象が移っ
ていき、実験の中心も高エネルギーの方
へ移行していきました。QCD が確立し、
クォーク模型でバリオンとメソンが説明
できた段階で、ある意味でこの分野は終
わってしまった感があったわけです。ペ
ンタクォークの発見は、そういう考え方
に大きなインパクトを与えるものでし
た。言ってみれば、自然はそんなに単
純ではなかったというわけです。そして
この発見は、クォーク多体系としてのハ
ドロンの理解を進めるといった、ハドロ
ン物理学の残された問題を解く新しい契
機になるかもしれないわけですし、再び
ハドロン分光学が注目されるようになっ
てきています。私はこれを指して、ハド
ロン分光学のルネッサンスと言っていま
す。」
では今回の発見に続いて、どのような
研究が進められているのだろうか。「こ
れまでの研究では、Θ＋粒子のスピンパ
リティは求められていませんでしたが、
この量を決めることはペンタクォークの
理解において本質的に重要です。そのた
めにはこれまで前方だけに置いていた検
出器を全立体角に拡張し、崩壊の角分布
を知る必要があります。そのために現在
我々のグループではターゲットを内蔵し
た新しいタイプの TPC という 3 次元の
検出器を開発し、SPring-8 で既に実験を
始めています（図５）。またエネルギー
幅については、これまでは観測の分解能
以下であるという結論しか得られてい
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ません。実際このΘ＋粒子がどのくらい安
定に存在するかは諸説ありますが、あまり
狭いと Diakonov らの予想より 10 倍も小
さく、理論的には考えにくい。そこでこれ
までよりエネルギー分解能の高い実験を行
うことで、エネルギー幅を正確に決めよう
としています。既に高エネルギー加速器研
究機構（KEK）で私たちのプロポーザルが
採択されて、来年４月頃の実験に向けて準
備を進めているところです。」こうした実
験を通じて、まずはΘ＋粒子の基本的な性
質を理解することが当面の目標であるとい

う。さらに現在はまだ技術的に難しいもの
の、将来的には Diakonov らの予想にある

Θ＋粒子以外の 2 種のペンタクォークを探
すこともやりたいという今井さん。
「知ら
れていないものを見つけるということは、
やはり実験屋として一番面白いことじゃな
いかと思います。こういう分野では基本的
な物理量を決めることがそのまま新しい物
理を切り拓くことにつながりますし。
」こ
う語って、インタビューを締めくくった。
（宇宙物理学教室 安東正隆 ）

研究室紹介

素粒子論研究室
スタッフ
教授
松田 哲、植松 恒夫、青山 秀明、川合 光、畑 浩之
助教授 福間 将文

はじめに
万物を構成する最小の単位なるものを考え、自然が示す多様性を単純な規則だけか
ら全て説明しようという試みは、ギリシャ時代に始まり現在まで人類を魅了し続けて
いる、知的な挑戦です。しかしながら、その最小単位を何とするかは時代とともに変

素粒子論研究室

遷してきました。我々が属する素粒子論研究室では、『究極の最小単位』とそれを支
配する『究極の法則』を解明することを最大の目的として研究を行っています。
一般にエネルギーを上げるほど物質を細かく見ることができますが、現在の加速器
で到達可能なエネルギーまでで素粒子とみなせるものは、(1) 物質を構成する『クォー
ク』と『レプトン』、(2) 力を媒介する『ゲージ粒子』、そして (3) これらの粒子に質
量を与える『ヒッグズ粒子』、の 3 種類です。力には、強い力、弱い力、電磁気力、
重力の 4 種類がありますが、重力を考えなければ (1)-(3) の全てを点粒子とみなして

研究室紹介：

も矛盾がないことが知られています。これは、重力以外の力 ( 相互作用とも言います )
がくりこみ可能な場の量子論で記述できるからです。現在までの実験においては、強
い相互作用は ゲージ群に基づく量子色力学 (QCD) で記述され、また電磁および弱い
相互作用は ゲージ群に基づく Weinberg-Salam 理論で記述されるとして矛盾がなく、
これを合わせたものを『標準模型』と呼んでいます。

一方、重力については、重力子を点粒子とみなす場の量子論が構成できないことが
ほぼ確認されています。一般に、点粒子の相互作用は時空の 1 点で起こり、その周り
でいくらでも短い波長の量子ゆらぎが生じますが、重力子の場合にはそれが制御不能
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なほどの量になってしまうからです ( 紫外
発散の問題 )。短波長のゆらぎを落とすには、
時空の中で拡がった状態で相互作用を起こ
せばよいわけですが、因果性やユニタリ性
を保ちながら行うのは至難の技で、いわゆ
る『超弦理論』以外にうまくいく例は知ら
れていません。
こうして、世界中で超弦理論が精力的に
研究されていますが、とくに当研究室では、
・ 摂動論によらない超弦理論の定式化
・ 超弦理論の現象論・宇宙論への応用
などに焦点を当てて、研究が進められています。
一方、超弦理論の立場では、標準模型などの場の量子論的記述は、低エネルギー
での有効理論とみなすことができます。しかしながら、標準模型あるいはそれを拡

研究室紹介：

素粒子論研究室

張した模型が実際に自然を正しく記述しているかどうかの検証は、詳細で正確な計
算なしには行えません。こうした計算手法の開発と実験結果との比較も、素粒子論
が担うべき重要な役割の一つです。とくに、当研究室では
・

超対称模型

・ 大きな余剰次元を持つ模型
・ 摂動論的 QCD
について、活発な研究が行われています。
以下では、上に述べたことについて、もう少し詳しい解説を行います。

超弦理論概説
超弦理論の歴史は、1967 年の猪木・松田による有限エネルギー和則の発見から始
まります。彼らは実験結果の解析から、ハドロンの散乱振幅が、s- チャンネルの
共鳴状態の和としても、t- チャンネルの Regge 極の交換の和としても表しうるとい
う、『s-t 双対性』を提唱しました。この双対性を満たす具体的な散乱振幅として、
Veneziano、鈴木によりいわゆる Veneziano 振幅が構成され、さらに Veneziano 振
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幅を実現する力学的な模型として、南部、Susskind、後藤により、ハドロンの弦模
型が提案されました。これは、クォークや反クォークがカラーフラックス ( 色の電束 )
という開いた弦でつながれているという、現在の量子色力学による描像のさきがけ
となりました。
このように、1960 年代
の終りから 1970 年代の初
めにかけての弦理論の発
展の動機はハドロン物理
であり、ハドロンを記述
しうるより現実的な弦理
論を作ろうという多くの
努力がなされました。歴
史上は、これらの努力が
実 る 前 に、 ハ ド ロ ン は、
ゲージ理論、すなわち量

研究室紹介：
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子色力学で完全に記述さ
れ て い る こ と が 分 か り、
弦理論はハドロンを記述
する基本原理としてはも
はや注目されなくなって
し ま い ま し た。( し か し
ながら、弦理論がハドロ
ンの一面をよく表しているのは依然として事実であり、弦理論は少なくともある極
限では量子色力学の非常によい近似であるといえます。)
一方、ハドロンにこだわらずに弦理論を解析してみますと、振動の仕方によって、
一つの弦が、スピン・電荷などの量子数を持った、様々な粒子のように振る舞うこ
とが分かります。とくに時空の次元が 26 や 10 のときには、閉じた弦の振動モード
にスピンが 2 で質量が 0 の状態が現れ、それが重力子のように振る舞うことが、
米谷、
Scherk、Schwarz 等によって 1970 年代の前半に示されました。また、弦が有限の拡
がりを持っているために、重力の相互作用も時空の中でぼんやりと起こり、重力の
紫外発散の問題は起こりません。
こうして、弦の拡がりを、ハドロンのスケール (10-15 m) からプランク・スケー
ル (10-35 m) に置き換えることで、プランク・スケールに自然な紫外カットオフを
持つ、無矛盾な重力の量子論が作れます。なお、この拡がりはとても小さいため、
加速器実験も含めた日常のスケールでは、弦を点と思って全く構いません。さら
に、ローレンツ不変性を持つことやタキオン粒子が現れないことなどを要請するこ
とで、弦同士の相互作用に相当強い条件が付き、『超弦理論』と呼ばれる、超対称
性を持つ一群の弦理論が得られます。とくにいくつかの超弦理論は標準模型に極め
て近い低エネルギー有効理論を持つことが示せます。こうして、超弦理論によって、
ゲージ場、重力場、物質場など全てを含む究極の統一理論が構成できることが期待
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されています。
さて、弦の散乱が、弦がちぎれたりくっついたりするプロセスに分解できるとして、
そのプロセスが起こる回数が少ないほうから量子力学的振幅を足し挙げていくのが、
弦の摂動論です。

1980 年代半ばの第一期のストリング・ブームで分かったことは、理論として無矛盾

研究室紹介：
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な超弦理論が無数に存在することでした。しかしながら、1990 年代半ばごろからの進
展の中で、弦のソリトン的配位である D ブレーンや弦の強結合 - 弱結合の双対性が発
見され、一群の無矛盾な超弦理論が互いに異なる理論に見えるのは、実は非摂動効果
を無視したときのことであり、トンネル効果のような非摂動効果まで考慮すると、本
当はこれらが互いに遷移しうる事が分かってきました。すなわち、一群の超弦理論が
表しているのは『一つの理論』の摂動論的な数々の真空であり、本当の真空を見つけ
て現実の世界を説明してみせるためには、非摂動効果をきちんと取り入れた理論形式
を作ることが不可欠なのです。このことは、裏をかえせば、非摂動的な定式化がきち
んとできた暁には、少なくとも原理的には、時空の次元をはじめ、ゲージ群の構造、
クォーク・レプトンの世代数、結合定数の大きさ、その他の全ての事柄がひとつの理
論で説明されるということを意味していて、まさに、theory of everything の完成と
いえます。
超弦理論の定式化
前項で説明したように、弦理論から現実世界を説明するためには摂動論によらない
構成的定式化が必要なわけですが、それには現在大きく分けて『弦の場の理論』と『行
列模型』の 2 つの流れがあります。両者は互いに相補的で、超弦理論のどの部分に着
目するかでどちらが有用な記述であるのかが違ってきます。どちらも正しさが完全に
立証されたわけではなく、まだ解決しなければならない問題もありますが、近い将来
に全ての基本法則を統一的に記述する究極の理論を手にするのも夢ではなくなってき
ているようです。
(1)【弦の場の理論】
弦理論の非摂動論的記述のための定式化として『弦の場の理論』(= String Field
Theory、以下では SFT と略す ) と呼ばれるものがあります。そもそも標準模型は
「ゲー
ジ場の理論」という場の量子論で記述されますが、この場の量子論では空間の各点に
調和振動子のような力学変数 ( 場の演算子 ) が与えられ、その点に粒子を生成したり
消滅させたりする役割を演じます。これを弦理論に自然に拡張したものが SFT です。
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弦理論では基本的な自由度は点粒子ではなく『ひも』であるため、SFT における力学
変数 ( 弦場 ) はひもの配位、つまり、ひもの位置と形ごとに与えられ、その配位のひ
もを生成 / 消滅させる演算子となります。ゲージ場の理論の拡張という点で SFT の重
要な特徴が一つあります。良く知られているように、ゲージ場の理論はそれが『局所
ゲージ変換』に対する不変性を持つべし、という要求から構造が決定されます。
局所ゲー
ジ変換というのは、変換のパラメータが時空座標の勝手な関数であることを許した変
換です。SFT はこれを弦的に拡張して、ひもの配位を与えると数を返すような任意の
関数を用いたゲージ変換のもとで理論が不変であるべし、という要請から具体的な構
造が決定されます。しかも、ひもの張力を無限大にする極限、つまり、ひもが点粒子
に見える極限では、この SFT のゲージ変換はゲージ場の理論のそれに帰着します。
さて、この SFT を用いて明らかになった弦理論の非摂動論的現象として『タキオン
凝縮』があります。ある種の開弦 ( 端を持つ弦 ) の理論には、ひもの振動モードの中
に質量の二乗が負の不安定な粒子 ( タキオン ) と同定できるものが存在し、従来この
弦理論自体が意味の無いものと考えられてきました。しかし、SFT を用いた解析により、
この弦理論にはタキオンが存在する不安定な摂動論的真空 ( 基底状態 ) とは別に、よ
り安定な点 ( 非摂動論的真空 ) が存在することがわかりました ( 図 )。この安定な点
ではタキオン場が期待値を持っているため、タキオン凝縮が実現していると言います。
SFT による解析で更に明らかになったことは、非摂動論的真空では開弦の自由度が全

研究室紹介：
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く消滅した、閉弦だけの理論が実現しているらしいということです。
このように、SFT を用いるこ
とにより弦理論の非摂動論的な
構造の一部が明らかになってき
ました。SFT のこれからの課題
としては、もちろん、超弦理論
から標準模型を自然に導出する
ことがありますが、そのために
は、SFT の定式化自体を含む多
くの技術的問題を解決する必要
があります。
(2)【行列模型】
他方、弦を離散化して定義する、『行列模型』のアプローチも追及されています。現
在提唱されている行列模型は対称性の高い非常に単純なもので、ある意味で究極の理
論にふさわしい形をしているといえます。たとえば、IIB 行列模型とよばれている理
論の作用は

で与えられます。ここで、 は 10 次元のベクトル、は 10 次元のマヨラナ・ワイルスピ
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て定義されます。これは、10 次元の超対称 ヤン・ミルズ理論を、形式的に一辺の長
さがゼロの周期的な箱に入れたもので、10 次元 という極大な超対称性を持っていま
す。
この理論が通常の場の理論と大きく異なっている点は、時空は初めから与えられた
ものではなく、 の固有値のひろがりとしてダイナミカルに生成されるものだというこ
とです。そのため、この理論では時空の次元さえもが、論理的帰結として説明されう
るのです。行列模型はこのように美しい形をしていますが、その反面、なぜこのよう
な形の理論を考えるべきなのかという指導原理が欠けていることもあり、残念ながら
現時点では、完全に正しいのかどうか判定するのは困難です。もちろん原理的には、
行列模型を解いてみて、本当に時空の次元が 4 であるか、低エネルギーの有効理論が
標準模型になっているかなどを調べればよいわけですが、今のところ満足できる近似
法は見つかっていません。
一方、非可換幾何学と弦理論との関係が最近話題にのぼるようになってきています
が、行列模型の立場からも、非可換幾何学は興味深いものです。それは、行列模型で
は上の作用にあらわれた変数 のように、時空の座標そのものが行列であり、時空を本

研究室紹介：
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来非可換なものとして記述していると考えられるからです。通常数学で論じられてい
るいわゆる非可換空間は、座標どうしの交換子が c- 数の場合に相当し、行列模型に現
れる ほどランダムな非可換性ではありませんが、そのような非可換空間上の場の理論
は twisted reduced model と呼ばれるある種の行列模型と等価であることも知られて
います。いずれにしても、行列模型の背後に非可換幾何学のようなものが見え隠れし
ているようです。うまくいくと一般相対論がリーマン幾何学の上で展開されたように、
弦理論を表す行列模型を非可換幾何学を少し拡張したようなものの上で展開できるか
もしれません。

超弦理論の現象論・宇宙論への応用
超弦理論は、重力を含む統一理論の有力な候補です。そのような理論の枠組みの中
から、いかにして素粒子物理学の森羅万象の現象が導かれるのでしょう ? それを研究
する分野が、『超弦理論の現象論 (String Phenomenology)』と呼ばれる分野です。低
エネルギー (100 GeV 近辺 ) の素粒子の物理現象に関しては「標準模型」で説明されこ
とが分かっていますので、超弦理論という高エネルギーの理論から低エネルギーにお
いて「標準模型」を導くようなシナリオの研究がされています。
超弦理論は、この時空が 10 次元であることを予言しますが、もちらん、現在のとこ
ろ観測される我々の時空の次元数は 4 です。したがって、残りの 6 次元空間はコンパ
クトな空間になっていると期待されますが、このコンパクト空間の幾何学等の性質に
より、4 次元におけるゲージ群、フェルミオンの世代数、その他の素粒子の現象論的
な性質が決まってきます。これまで、超弦理論の摂動論と整合する 6 次元コンパクト
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空間を持った様々な弦模型が構成されてきましたが、最近の D ブレーンの発見、M 理
論の発展を受けて、新しいタイプの弦模型も構成されています。こうした模型から、
ゲー
ジ結合や湯川結合といった様々な結合定数が弦理論の枠組みで計算され、実験値との
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比較が試みられています。また、超対称性を含むような場合は、超対称性の破れにつ
いても解析がなされ、様々な弦模型に対する超対称粒子の質量の予言などがされてい
ます。こうした解析は、将来超対称粒子が見つかった際に、どのような弦模型が実現
されているかの示唆を与えてくれることでしょう。
このような結合定数の計算で重要な役割を果たすのが、moduli 場と呼ばれるモー
ドです。moduli は、コンパクト空間の大きさや形などを表す自由度ですが、弦理論
に特徴的なモードとして現れます。弦模型においては、様々な結合定数はこのような
moduli 場の関数として与えられ、moduli 場がどのような真空期待値をとるかによって
「標準模型」のパラメータが決まります。しかし、moduli 場のポテンシャルは摂動論
的には平坦なため、結合定数等の実験値を説明する moduli 場の値の決定の機構やそれ
にともなう超対称性の破れ等を調べる必要があります。なお、このような平坦なポテ
ンシャルをもつ moduli は、インフレーションを引き起こすモード ( インフラトン ) の
重要な候補で、moduli 場のインフレーション等の宇宙論への影響も同時に研究されて
います。また、インフレーション期などの宇宙初期においては弦の影響がより顕著で
あるため、時空の非可換性など、弦特有の効果のなごりが、宇宙背景輻射などで観測
できる可能性があります。
また、超弦理論は数学的に大変豊かな構造を持ちますが、カラビ・ヤウ多様体に代
素粒子論研究室

表されるような特殊ホロノミー群を持つ空間にコンパクト化したときの弦の非摂動効
果を、共形場理論の観点から代数的に調べることも行われています。

超対称模型と余剰次元模型

研究室紹介：

現在、素粒子の様々な現象は「標準模型」で説明され、それと矛盾するような実験
結果は見つかっていません。しかし、ほとんどの理論物理屋は、「標準模型」を最終的
な素粒子の理論とは思っておらず、「標準模型」を超えたより基本的な素粒子の理論が
存在することを期待しています。そして、その理論は、これまでの様々な疑問点、
つまり、
『なぜゲージ群は なのか』、『なぜフェルミオンは 3 世代なのか』、そして『現在未発見
のヒッグズ粒子の正体は何か』などに対する答えを、「標準模型」のパラメータの値と
ともに、きちんと与えてくれるものと考えています。さらに、それが重力相互作用を
整合的に取り込んだ理論になっていることも期待しています。
このような、「標準模型」を超えたより基本的な理論を探すためのヒントはないので
しょうか ? 実際に様々なヒントが示唆されてきましたが、その中で長年重要視されて
きたものが『階層問題』と呼ばれるものです。「標準模型」を超えた何らかのより基本
的な理論を考えた場合、質量が 100GeV をはるかに超える新粒子を導入することになり
ますが、それらの新粒子からのヒッグズ粒子への量子補正は、その新粒子の質量と同
程度になります。そのような高エネルギースケールから 100GeV 程度のヒッグズ粒子の
質量を導き、どのように安定にさせるかが、階層問題と呼ばれる問題です。
この階層問題の解決策として、様々なシナリオが提案されてきましたが、その中で
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代表的なものが『( 低エネルギー ) 超対称模型』です。超対称性とは、フェルミオン
とボソンを入れ換える対称性で、全ての素粒子に相棒としての超対称粒子 ( スーパー
パートナー ) が存在することを要求します。実際、フェルミオンとボソンが超対称性

研究室紹介：
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のもとで常にペアで存在すると仮定すると、上述のヒッグズ粒子への量子補正が十分
抑制され、階層問題は解決されます。
もちろん、現在のところ超対称粒子は見つかっていませんから、超対称性は、電弱
スケール以上のスケールで破れていないといけません。その際、いかに超対称性を
破るかが重要な問題となります。実際、超対称性の破れの効果として超対称粒子に質
量が生成されますが、その質量スペクトラムは破れる機構に依存します。2007 年に
CERN( ヨーロッパ合同原子核研究所 ) で稼働を開始する予定の陽子・陽子衝突型加速器、
LHC(Large Hadron Collider) は、ヒッグズ粒子の探索と同時にこのような超対称粒子
の探索を大きなターゲットとしています。現在それに向けて、様々な超対称性の破れ
の機構とその結果得られる超対称粒子の質量等について解析が行われています。これ
らは、フェルミオンのフレーバー構造に関しても、その質量や混合角や CP の破れの位
相という形でいろいろな情報を与えてくれます。もし、超対称粒子の存在が将来の実
験で確認され、その質量等の情報が得られるなら、フレーバー構造に関して全く別の
角度からの情報を手にすることになり、フェルミオンのフレーバー構造の起源を理解
する大きな手がかりとなることでしょう。そのような目的で、様々なフレーバー構造
のシナリオと超対称性の破れの関連の研究が行われています。また、最も軽い超対称
粒子は、多くの模型で安定で、宇宙の暗黒物質 ( ダークマター ) の有力な候補です。
本当にダークマターの性質を説明できるかは、超対称性の破れ方にも依存しますので、
様々なシナリオでの解析が必要となります。
超対称性以外にも、階層問題を解くアイデアはいろいろと提案されています。その
アイデアの 1 つとして最近盛んに研究されるようになったのが『大きな余剰次元をも
つ模型』です。たとえば、「標準模型」のゲージ場は 4 次元のみに存在し、重力は 4 次
元以外の大きな余剰次元にも存在するとして、電弱スケールとプランク・スケールの
比を説明しようとするアイデアです。さらには、このような余剰次元模型を利用し、
階層問題よりも深刻な fine-tuning 問題である『宇宙項問題』を、余剰次元空間の真
空エネルギーとの関係から説明しようという研究も行われています。
余剰次元空間が実験ですぐ手が届くくらいに大きいのか、それともかなり小さいの
かは、まだ分かりませんが、弦理論は我々の 4 次元時空以外に余剰次元があることを
予言しています。したがって、様々な 4 次元の理論や模型を高次元理論として定式化
することや、様々な物理量への余剰次元からの効果の研究を行うことは、非常に重要
なことです。実験的にも、LHC において、余剰次元物理で期待される 10TeV スケール
でのカルーツァ・クライン・モードの生成や高次元ミニブラックホールの生成等を通
じて、余剰次元効果の探索は重要な研究テーマのひとつとなっており、成果が期待さ
れています。
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摂動論的 QCD
クォークを結びつけて、核子やπ中間子などのハドロンを作る強い相互作用は、
『量
子色力学 (QCD)』と呼ばれる理論で記述されます。これは 3 つのカラー ( 色 ) と呼ば
れる自由度を持つクォークと、8 つのカラー自由度のグルーオンの間の相互作用に対
するゲージ場の理論です。この力の特徴は、クォークどうしが近づけば近づくほど力
が弱くなり、逆に離れれば離れるほど力が強くなるという『漸近的自由性 (Asymptotic
Freedom)』を有することです。
この性質のおかげで長距離ではクォークの閉じ込めが実現し、また短距離、言い換え
れば大きなエネルギーや大きな運動量の交換を伴う過程では、くりこみという操作を
行った有効結合定数が小さくなって、摂動展開が可能となります。このような理論的
枠組みを『摂動論的 QCD』と呼び、レプトンと核子などのハドロンの大きな運動量の
交換が起きる深非弾性散乱 (Deep Inelastic Scattering) をはじめとして、電子・陽
電子衝突やさらに高エネルギーにおける様々な過程に適用されて大きな成功を収めて
きました。特に、核子などのハドロンの構成要素であるクォークやその力を媒介する

核子のスピンの自由度を構成要素であるクォークやグルーオンがいかに担っているか
を表すスピン分布関数の QCD における高次効果を取り入れた理論的解析があります。
またこれに関係して、クォークやグルーオンの相関を表す、高次ツイストの効果の摂
動計算、運動量移行とエネルギー移行の比を表すビョルケン変数が小さな領域での構
造関数の振る舞いの理論的説明などに関心が集まってきました。
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グルーオンなどが、ハドロンの中でどのような運動量の分布をしているかを表すパー
トン分布関数や構造関数に関心が持たれてきました。特に最近の興味としては、親の

将来のリニア・コライダーでの偏極電子・陽電子衝突で測定される光子のスピン依
存構造関数についても研究を行っており、光子構造関数の QCD 和則などが調べられま
した。さらに、陽子・陽子衝突型加速器の LHC では、標準模型で予想される未発見の
ヒッグズ粒子や超対称性理論の粒子の探索にとって、パートン分布関数の正確な評価
や、ヒッグズ粒子や超対称粒子の生成の素過程の断面積の QCD での高次効果を取り入
れた計算、さらには深非弾性過程での断面積が短距離と長距離の物理の積として表さ
れるという「因子化 (Factorization)」の理論的解析などが極めて重要であり、これ
らを中心に研究が行われています。
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専攻 : 銀河物理学 ( 主として遠方銀河の観測的研究 )

編集後記
早いもので今年もそろそろ終わりです。今年の本 21C O E 関連の（ただし個人的な）ビッグ
イベントのトップ３を公表したいと思います。まず、第三位は、NEWS LETTER 発刊。第一号
は 2 月 20 日でした。編集の実作業をされている田中さんを中心に記者や原稿を投稿された皆
さんのおかげで、かなり立派なものができているのではないかと考えております。読み応え
もありますよね。第二位は、W e b が一応形になったと思える事。初期に比べると大幅に変更
されたのですが、実はこれはほとんど COE リーダーの手になるものです。emacs でソースコー
ドを書いているそうです。w e b エディタに頼る軟弱な私からはちょっとまねができません。
さすがかつてマシン語で Daq. ソフトを書かれていた先生ではあります。この Web. ページで
すが、各方面より見栄え運営のしかたなど色々ご意見をちょうだいしております。ありがと
うございます。皆様のご協力を頂き、こちらの可能な範囲で反映をさせたいと思います。さて、
第一位は市民講座の成功。最初はどうなるかと思いましたが、柴田さんを中心に広範囲な広
報活動が効き、500 名のホールを一杯にすることができました。担当者としてはホッとする
とともにうれしい限りです。逆に茶話会は申し込んだにも関わらず現れない人が多く、こち
らは会費でコーヒーなどを準備していたので、非常に困りました。カンパして頂いた先生に
は感謝を致します。それにしてもイベント屋も大変ですね。今後の良い勉強になりました（結
局、トップ３って、広報委員会のやったことを羅列しただけになりました）。
（編集委員 鶴 剛）
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