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TokaiKamioka

Intense ~600 MeV νµ beam for 
neutrino oscillation studies

• High sensitivity search for θ13

• Precision measurement of θ23, Δm223

J-PARC

Super Kamiokande
“far” detector (FD)

295 km

~500 collaborators from
 58 institutions, 12 nations

The XXVth International Symposium on Lepton Photon Interactions at High Energies

see “T2K Experiment”
arXiv:1106.1238 submitted to NIM A

2Thursday, August 25, 2011

295km

T2K実験 
[Tokai to(2) Kamioka]
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素粒子物理
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物理
•じつに、おもしろい 
•さっぱりわからない

物：もの
理：りゆう

フジテレビ「ガリレオ」より
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科学・学問
•科学技術により、見えないものを見る（予測する、測る）ことができ
る。そして、好奇心をもって調べて行く。 

• 学問とは、見えないことを調べること。 

• （歴史）昔のことを知る。 

• （経済）世の中のお金（活動）の流れを見る 

• （医学）病気の素を見つけて、直す。 

• 見えなかったものが見えることで、世界が（人間の価値観と共に）変
わっていく。 

面白い！
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素粒子を観察する
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素粒子を観察する
•答えは・・・・
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見えるということは？

光
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素粒子のビームが有効
• ビームとは 

• 並進する光の束や粒子の束 → 光線または粒子線 

• どんなビームがあるのか？ 

• 電子ビーム 
• 陽子ビーム（注：陽子は素粒子ではない。。） 
• 光子ビーム 
• ニュートリノビーム 
• ミューオンビーム

ニュートリノビームの作り方を教えます！
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（再び）ニュートリノとは？
• 電荷を持たない電子[の仲間]。 
• 宇宙にたくさんある（～100個／cm3）。 
• 電荷がないのでめったに捕まらない。 
• すごく軽い（陽子の1億分の1以下、電子の10万分の1以下）

電子

ニュートリノ

物質（金網） 電気の衣
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ニュートリノの不思議
• ニュートリノの役目は? 何故存在するのか？ 
•電子の相方として、弱い相互作用になくてはならない粒子。例えば、
ベータ崩壊、核融合、核分裂、 

• ニュートリノの性質は 
•質量は？ 
•ニュートリノが混じり合う？ 
•寿命は、なぜ軽いの？磁石としての性質は？ 
•反ニュートリノ（反粒子）はニュートリノ（正粒子）と異なるの？ 

人は不思議な物に魅かれる。
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ニュートリノは変わっていく（振動）。

νe νµ ντ

e µ τ

ν1 ν2 ν3

•生まれた時 
•観測される時

•ほっておくと、 
　同じ質量のもので集まる。

K2K 16

ν

電子（e）型ミューオン（µ）型 タウ（τ）型
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ミューオン（µ）型



ニュートリノ振動実験
• ニュートリノの質量とその混じり合いを研究するために、 
　ニュートリノ振動実験を行う。 

• 粒子と反粒子の間の性質の違いを調べたい。 

• ニュートリノの性質を知ることは、 
•素粒子物理学として重要。 
•宇宙や原子核を理解する上でも大事。 

• 身の回りに沢山ある粒子。 
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T2K Tokai to(2) Kamioka

280m

前置測定器
Pure νµ beam

νµ

ντ ν3

ν2

ν1νe

ニュートリノ振動ビーム実験
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• J-PARCちゃん：茨城県那須郡東海村在住。陽子をいろいろなものに
ぶつけるのが得意 

• スーパーカミオカンデちゃん：岐阜県飛騨市神岡町在住。ニュートリ
ノで有名だけど、ホントは陽子崩壊も見つけたい!16



T2K共同実験グループ

Third International Meeting for Large Neutrino Infrastructures, 2016 05 30 Morgan O. Wascko

~500 members, 60 Institutes, 11 countries

The T2K Collaboration

3

Italy
INFN, U. Bari
INFN, U. Napoli
INFN, U. Padova
INFN, U. Roma

Japan
ICRR Kamioka
ICRR RCCN
Kavli IPMU
KEK
Kobe U.
Kyoto U.
Miyagi U. Edu.
Okayama U

.
Osaka City U.
Tokyo Metropolitan U.
U. Tokyo

Poland
IFJ PAN, Cracow
NCBJ, Warsaw
U. Silesia, Katowice
U. Warsaw
Warsaw U. T.
Wroclaw U.

Russia
INR

Spain
IFAE, Barcelona
IFIC, Valencia

USA
Boston U.
Colorado S. U.
Duke U.
Louisiana State U.
Michigan S.U.
Stony Brook U.
U. C. Irvine
U. Colorado
U. Pittsburgh
U. Rochester
U. Washington

Switzerland
ETH Zurich
U. Bern
U. Geneva

United Kingdom
Imperial C. London
Lancaster U.
Oxford U.
Queen Mary U. L.
Royal Holloway U.L.
STFC/Daresbury
STFC/RAL
U. Liverpool
U. Sheffield
U. Warwick
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ニュートリノビームを作る
• エネルギーの決まった、大量のニュートリノが研究に
必要。 

• ニュートリノを集める？ 
•宇宙創成ニュートリノ：　~300ν/cm3 
•太陽ニュートリノ　　：　600億個ニュートリノ/秒/cm2 
     ： 
　　　　 
集めるのは難しい。 
•電荷がない。 
•非常に軽い。 
•滅多に反応しない。
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• 陽子グローブパンチ：J-PARCちゃんの必殺技。光速の
99.95%の速度（さらにパワーアップ予定）で繰り出される。 

• 陽子パンチの的：炭素製の他にも水銀製やニッケル製などが
あり、中間子とか中性子とか、いろいろなものが作れる。!19



T2K実験 
http://t2k-experiment.org/ja/videos/
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ニュートリノビームを作る
• π中間子（湯川粒子）を使う。   

• π中間子（湯川粒子）は0.0000003秒でミューオ
ンとミューオンニュートリノに壊れる。 

• 　 π➝μ＋νμ　 

• π中間子は作るのが簡単。しかも集めやすい。 
• 陽子ビーム➝物質➝　大量のπ中間子を生成 

• 陽子ビームは加速器で作れる。 

• J-PARC
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T2Kの物理

陽子ビーム 
4億電子ボルト

30億電子ボルト

300億電子ボルト
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J-PARC	(大強度陽子加速器)	
−	Japan	Proton	Accelerator	Research	Complex	−



T2Kの物理

ニュートリノビーム/J-PARC
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J-PARC	(大強度陽子加速器)	
−	Japan	Proton	Accelerator	Research	

Complex	−
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ニュートリノビーム生成装置
世界最強のニュートリノビーム生成器

300億電子ボルト
陽子ビーム 
（300兆個）

物質

磁石
ππ
π
π
ππ

物質

µ
µ

µ
µ
µ

µ

ν
ν

νν
ν
ν

~1000兆個のニュート
リノビーム

!25



ニュートリノはどうやって見つける？
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T2K

T2K ニュートリノ到着時間
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電子ニュートリノへの振動発見

2011 2013　

• ミュー型ニュートリノから電子型ニュートリノへの振動を発
見（第3のニュートリノ振動） 

• 大気ニュートリノ振動（第1の振動） 

• 太陽ニュートリノ振動（第2の振動）
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なぜ物質は存在するのか？ 
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（物質優勢）宇宙の誕生
1.ビッグバン 
•エネルギーの固まり 

2.粒子と反粒子の生成 
•光→電子＋陽電子、クォーク＋反クォーク 
•γ→e+ + e-, q + q 

3.粒子が生き残るには？ 
• (10000000000-1) e+ + (10000000000+1) e-                                         
→ (10000000000-1)γ+ 2e- 

•CP（粒子反粒子対称性）の破れ 
•クォークで見つかった（小林・益川理論）が小さすぎる 
•電子の方（ニュートリノ）ではどうなっているか？ 

4.原子核→原子→分子→物質へ 
• 星の誕生 
• 生命の誕生
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反粒子（反ニュートリノ）ビームで 
ニュートリノ振動実験を

• ニュートリノビーム 

• π+を集める 

• ミュー型ニュートリノ → 電子型ニュートリノ 

• 反ニュートリノビーム 

• π-を集める 

• 反ミュー型ニュートリノ → 反電子型ニュートリノ
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２０１６年
• ニュートリノとその反粒子　　
（反ニュートリノ）は同じ振る
舞いをするか？（CPの破れ）

反電子ニュー
トリノ
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T2K実験最新結果（2018）と今後

• 電子ニュートリノが増え、反電子ニュートリノが減っているの
は粒子と反粒子の対称性が破れているのか（CPの破れ）？現
在、95%の信頼度。 

• 確実にするために、将来より多くのデータが必要 
• T2K-II（~2025）            ：　　　　10倍のデータ 
• ハイパーカミオカンデ（2026~）：　100倍のデータ

観測数 予想数 増減
電子ニュートリノ 90 80.7 増えている
反電子ニュートリノ 9 11.8 減っている
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ハイパーカミオカンデ装置
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● 岐阜県飛騨市神岡町の地下
650m（SKの南8km）	

● 世界最大の陽子崩壊・ニュー
トリノ検出器（SKの約8倍）	

● 世界最高強度ニュートリノビー
ム（1.3MW	J-PARC）、様々な
研究対象（ニュートリノ源）	

● 従来の2倍の高感度光センサー
を4万本：ニュートリノが水と
稀に衝突した瞬間の発光を光
センサーで捉える



陽子は壊れるか？
•物質の最小構成単位はクォークとレプトンである。 

•しかし万物は陽子と電子からなる。
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昔 今



陽子の崩壊を探す

•陽子の寿命は1033年以上　（3年観測） 

•宇宙は安泰　（宇宙の年齢は1010年） 

•素粒子の究極理論は陽子は壊れると予言！
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最後に
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地球上に存在するわずか～1m、
寿命約100年の人間が

•1000000000000000000000000m 
•0.0000000000000000001m 
の世界を知り、 

•宇宙・物質誕生の瞬間（過去） 
•宇宙と物質の未来 
•物質（陽子）は1034年まで安定 

を知ることができる。 

➾　ほとんど奇跡みたいなことですね。
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科学の花
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不思議だと思うこと 
（科学の種）をいっぱい
見つけていきましょう。
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