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宇宙線研究所（ICRR）
• Institute for Cosmic Ray Research

– 宇宙にとびまわっているいろいろな粒子・放射線

– 地球にも降り注ぐ

– 普通の粒子は地球の大気と反応



神岡宇宙素粒子研究施設
• Astroparticle

– 宇宙線の中には大気も地球も関係なく突き抜け
てくるものがある → 研究対象

– 地球の中も宇宙空間も、そのような粒子にとって
は一緒



地下にこもるわけ
• 宇宙からはいろいろな素粒子がやってくる

– 邪魔なもの

• 宇宙線：ミューオンなどの放射線

– 研究したいもの

• ニュートリノやダークマター（暗黒物質）

池の山が岩盤１０００ｍの宇宙線にたい
するシールドとなってくれる
ニュートリノとダークマターはシールドを
突き抜けてくるので、地下では研究した
いものだけを研究できる。



宿泊棟

池の山
実験施設

研究棟

神岡宇宙素粒子研究施設



秘密基地：池の山

Super-Kamiokande XMASS



秘密基地の地図
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地下空間で
宇宙からやってくる素粒子を探って

宇宙のしくみ研究する施設

XMASS実験用ホール



数物連携宇宙研究機構（IPMU）
• physics and mathematics of the Universe

• 宇宙を解明するにはどうしても数学という道具が必要です。
せっかくなのであえて、説明します。

2008年10月2日
IPMU記者会見
資料より



何の方程式でしょうか？



アインシュタイン方程式（一般相対論）

• 宇宙の方程式を発見

宇宙の入れ物
時空間

中身
物質、エネルギー

どんどん膨張するか収縮する宇宙しか出てこない

当時、アインシュタインは、宇宙は不変であるべきだと思った。

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Einstein1921_by_F_Schmutzer_2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Einstein1921_by_F_Schmutzer_2.jpg


アインシュタイン方程式（一般相対論）

• 方程式に“つっかえ棒”導入

宇宙の入れ物につっかえ棒：宇宙定数

1917年 無理矢理宇宙を安定にした！



膨張する宇宙（観測、実験）

• 1929年 エドウィン ハッブル
われわれの銀河以外にも銀河を発見した人

遠くの銀河ほど早く遠ざかっている！

ウィルソン天文台
＠カリフォルニア

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:100inchHooker.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:100inchHooker.jpg


アインシュタイン人生最大の過ち？

• 『宇宙定数は生涯最大の過ち』

宇宙は膨張しているが今後どうなるのか？

ビッグバン



膨張し続けている
しかも最近加速している

最近の宇宙観測から

宇宙誕生から137億年



物があるのに膨張し続ける？

宇宙の入れ物
時空間

中身
物質、エネルギー

万有引力定数 すべての物質

E=mc2



アインシュタインは正しいのでは？

宇宙定数

万有斥力？真空のエネルギー？

時空の世界
物質の世界

暗黒エネルギーが宇宙膨張を加速させている！



研究しているものを
数学で表すと

• 宇宙はなにからできているのか？



宇宙は何でできているのか

• 数×重さ

73% 暗黒エネルギー

22%
暗黒物質

5％
普通の物質

T



宇宙は何でできているのか

• 数×重さ

73% 暗黒エネルギー

22%
暗黒物質

ココの部分は見えない！
ほとんどが暗黒エネルギー(？)
しかも、分かっていると思っていた
物質もほとんどが暗黒物質

5％
普通の物質



どのくらいあるのかで
宇宙の今後は予測できる

50億年後
太陽が一生を終え、地球を飲み込む

10兆年後
ほとんどの星が燃料を使い果たして死ぬ

1030年後
銀河がすべて中心ブラックホールに飲み込まれる

1037年後
物質を構成している陽子が崩壊

1098年後
銀河サイズのブラックホールが蒸発

10131年後
現在観測されている宇宙全体を含むブラックホールが蒸発



137億年

宇宙の始まりは？

ビッグバン 現在



宇宙が生まれて３８万年後
• これより昔は、光が出てこれないので観測できない。
暗黒物質、ニュートリノが主役の時代

• 当面、これらの性質を明らかにする研究が宇宙がな
ぜ生まれたかを解き明かすために重要



地下にこもって
ニュートリノと暗黒物質の研究

暗黒エネルギーはやらない

Super-Kamiokande XMASS

今回はニュートリノのお話



その前に、”普通の”物質の復習



現在わかっている物質

３世代ある

隣の世代の粒子の
性質は質量以外は
全く同じ



宇宙にある素粒子(標準理論)

 4つの力

 この表だけで、我々の世
界に起こることの殆ど説
明できる

これがおととし見つかった！



全てはこれら基本粒子の組み合わせ

身近なものは第１世代でできている。
陽子と中性子は三つのクォークからできている合成粒子
中間子（パイ中間子）はクォークと反クォークの対



それと反物質

各粒子に対して、反粒子が存在
電荷は逆だけで
重さとか他は全く一緒

電子：陽電子 宇宙線観察で1932 発見
 ミューオン： 反ミューオン 1937発見
陽子：反陽子 1955 発見
中性子：反中性子 1956 発見

反粒子は全ての粒子にある！

反 反 反



陽子と反陽子が存在するならば。。。

 反原子を作ることは可能

反水素は1995 年に成功
2011年に再確認とさらなる研究
Alpha 実験
RIKEN ・東大など参加

反ヘリウムは2011年に成功
RHIC – STAR 実験

そして反人間も可能かも！



だけど、自然（宇宙）にはほとんど反物質がない
つまりほとんどが物質

物質と反物質出会うと消滅してしまう！
「対消滅」

そして莫大なエネルギーが生まれる



E = mc2

アインシュタインによると、物質をエネ
ルギーに変えることが出来る。

反対に、エネルギーを物質に変えるこ
とも出来る。

c2 は巨大で これはすごいエネルギー
90,000, 000, 000,000,000  !!!
c=299,792,458 m / s

エネルギー 質量 光速

(1879 – 1955)

ふたたびEinstein 



宇宙誕生は物凄い高温

• 物質と反物質が対消滅、対
生成を繰り返し、普通には
それらは同数あったと考え
られる。

• 大部分は宇宙の冷却に
伴って対消滅してしまった
（消滅のエネルギーが宇宙
の膨張で薄まって、再度対
生成できなくなった）。

しかし現在、物質だけが
残っている！



何かが違う！

• 物質と反物質で反応法則にわずかな違いが
あり、その差の分だけ物質だけが残って、今
の世界(1でできている)が存在している。

• 物質と反物質でそれを支配する法則がわず
かに違う点が決定的に重要。わずかな違い
「ＣＰの破れ」を検証したい

10,000,000,001 10,000,000,000

粒子の数 反粒子の数



クオークにおけるCP破れは
既に発見されている

…. ても程度は足りない。それだけで現
在の宇宙を説明できない
それでも2008 年のノーベル物理学賞

レプトンでしらべなくちゃ！



ニュートリノにおけるCP
破れは存在するか？

スーパーカミオカンデ・
ハイパーカミオカンデの
現在の研究対象

もし存在するとしたら、発見することで
ニュートリノが宇宙の謎を解き明かし
てくれるかもしれない！

ニュートリノを用いてCP破れ探そう！



スーパーカミオカンデ
• 神岡鉱山の地下1000mにある高感度

光センサー付の50000tの水タンク



http://www-sk1.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk-fullrecon/_private/pmt/photo/nakahata-photo-select/PH21-water-near-full.JPG
http://www-sk1.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk-fullrecon/_private/pmt/photo/nakahata-photo-select/PH21-water-near-full.JPG




ニュートリノの検出方法

• ニュートリノ自体は直接検出できない。

• 大量にある水中の酸素水素の原子核や電子とまれ
に衝突すると、電子やμ粒子を放出

• これら荷電粒子が出す光を観測する。

νe 電子

νµ ミューオン
ミュー

ニュートリノ

電子

ニュートリノ

e

µ



チェレンコフ光

• 1934年 チェレンコフさん

• 水中では光速は遅くなる

c/水の屈折率

= c/1.33
• 荷電粒子が光速より速く走ると、

遅れてその回りにリング状に光
が出てくる。



光をとらえる眼：光電子増倍管

• チェレンコフ光は弱く、人間の眼では良く分からない

• 光を電子に変えて、1000000倍にする装置

• 大きなタンク用に特大サイズのものを開発



ニュートリノはこうみえる！

νe
電子
ニュートリノ

νµ
ミュー
ニュートリノ

クリアーなエッジ

ぼやけたエッジ

603MeV

492MeV





標準理論でOKな変身



スーパーカミオカンデによる発見！
ニュートリノ振動



最新の成果
• ミューニュートリノビームを300km離れたところから
スーパーカミオカンデに照射して、ミューニュートリノか
ら電子ニュートリノへの振動の確認した。

大気ニュートリノ
加速器ニュートリノ

太陽ニュートリノ要確認
だった





J-PARC
• 大強度のμニュートリノビーム、反μニュートリ
ノビームを作る装置



電子ニュートリノ検出！



これを使ってＣＰの破れがないか
調べることができる！

• 反ニュートリノビームでも実験して比べる



違いを調べるためにはもっと大きい方がいい！



Hyper-Kamiokande 計画

 2 cylindrical tanks lying side-by-side  (48m x 54m x 250m each)
 5 compartments in each tank w/ photo-sensitive separation walls 
 Each compartment is “twice the size of Super-Kamiokande II”

 ID   20% photo-coverage with 99,000 20” PMTs
 OD 2m layer with 25,000 8” PMTs

Fiducial vol.0.56Mt

Fiducial vol. 
0.0225Mt

53



ニュートリノ振動や
ＣＰの破れは
標準理論では
わからないこと

• すごく軽くて、現在は宇宙に何の影響も与え
ていないかもしれないニュートリノ。

• しかし、宇宙の初めでは、超重要で決定的な
役目を果たしたかも。

• ニュートリノでCPが破れているおかげで物質
が生き残っていまに至ったのでは。



見えないものが大事

• 神岡の地下深くで、１３７億光年先までの宇
宙を探って、宇宙の成り立ちを明らかにする。



おしまい。
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