
素粒子物理学の魅力素粒子物理学の魅力

ーー ニュートリノ物理学を中心としてニュートリノ物理学を中心として ーー



その前にひとことその前にひとこと

自然科学では，分かっている
ことより，分かっていないこと
の方が多い

だからこそ，研究していて楽しい



１．謎の地下研究所「スーパーカミオカンデ」

２．「ニュートリノ」とは？

３．主な発生源とニュートリノ実験

４．今，何が謎か？



１．謎の地下研究所１．謎の地下研究所
「スーパーカミオカンデ」「スーパーカミオカンデ」

東京大学宇宙線研究所神岡宇宙粒子研究施設

場所：岐阜県吉城郡神岡町 地下1,000m





• KAMIOKANDE： 1983年完成 水4,500トン

• Super-KAMIOKANDE： 1995年完成 水50,00トン



スーパーカミオカンデ・ツアースーパーカミオカンデ・ツアー

20012001年年99月月77日日



























































観測原理観測原理

のときに出る微弱光を水タンクの壁にとりつけ
た光電子増倍管にて検出





特徴特徴

リアルタイムでのデータが得られる

入射ニュートリノの方向が測定できる



1111月月1212日の悲劇日の悲劇

2001年11月12日午前11時

タンクの水を抜いて補修点検後，

再度水を注入中に，突然，11,146本の
光電子増倍管の内，約60％が破壊さ

れる





現在，水面上にあったため生き残った管
5,182本を再配置して，急場をしのいで観測

を続行中

完全な復旧は2006年の予定



２．ニュートリノとは？２．ニュートリノとは？



2.12.1 素粒子とは素粒子とは



原子

原子核

電子

陽子

中性子
クォーク

レプトン⇒

⇒



２２..２２ 歴史歴史

1930年 パウリ（W.Pauli，スイス）
ニュートリノ仮説

実験事実： β崩壊

（中性子n）→（陽子p）+（電子e-）

において、反応の前後でエネルギー
の合計が一致しない

⇒パウリは、未知の観測にかからない
粒子がエネルギーを運ぶと仮定

[1945年度ノーベル物理学賞受賞：

パウリ原理の発見]



1947年 ポウエル（C.F.Powell，イギリス）

宇宙線による素粒子反応

を観測

[1950年度ノーベル物理学賞受賞]



1956年 ライネス（F.Reines，アメリカ）

原子炉からの反ニュートリノを用いて

の反応を確認

[1995年度ノーベル物理学賞受賞]



2.32.3 現在，分かっている性質現在，分かっている性質

(a) 電気的中性

(b) 質量がとびきり小さい

（電子の質量の100万分の１以下）

(c) 物質中をほとんど自由に通過する

(d) 現在３種類の仲間が知られている



３．主な発生源と３．主な発生源と
ニュートリノ実験ニュートリノ実験



発生源 反応 ニュートリノ実験

太陽 核融合反応 太陽ニュートリノ実験

（例）スーパーカミオカンデ実
験

大気 宇宙線の大気との衝突

πの生成と崩壊

大気ニュートリノ実験

（例）スーパーカミオカンデ実
験

超新星

（スーパーノバ）

重力エネルギー放出 超新星ニュートリノ観測

（例）カミオカンデ実験

原子炉 核分裂 原子炉ニュートリノ実験

（例）カムランド（Kamland）

実験

加速器 素粒子反応 加速器実験

（例）K2K実験



3.13.1 太陽ニュートリノ太陽ニュートリノ

核融合反応によるニュートリノの放出



どれくらいの数のニュートリノどれくらいの数のニュートリノ
が地球にやってくるか？が地球にやってくるか？

太陽に主直な面に対し 6.8 × 10-10 cm-2 s-1

身長160cm，体幅25cm，水平に対し60°の角度で

太陽が入射

⇒太陽から見た有効面積 2 ×10-3 cm-3

人を貫きニュートリノの数：

6.8 × 1010 cm-2 s-1× 2 × 103 cm2 = 1.36×1014 s-1

すなわち，１秒あたり約100兆個



III 太陽ニュートリノ νe 問題

νe

期待したほど
来ないね！？



ニュートリノ振動の観測ニュートリノ振動の観測

観測された の数が，標準太陽モデルから
理論的予想値に比べて，かなり少ない

⇒ニュートリノ振動

が起こっていると解釈される



νμ νeの数は の数の2倍

3.23.2 大気ニュートリノ大気ニュートリノ



宇宙線が大気と衝突

⇒ メソン（あるいは メソン）を生成

理論的予想：

しかるに観測値は理論値の約0.64倍

⇒ニュートリノ振動 と解釈される



1998年6月にSKグループはニュートリノ振動

の発見を公表

ニュートリノが質量を持つということの世界初の実験
的検証を行う



3.33.3 超新星ニュートリノ超新星ニュートリノ

1987年２月23日

午前4時35分

大マゼラン星雲の中の
１つの星が超新星と
なったときに放出された
ニュートリノをカミオカン
デが捕らえる（ニュート
リノは15万年の旅をし

て地球に到着した！）







20022002年ノーベル物理学賞年ノーベル物理学賞

小柴昌俊小柴昌俊



3.43.4 原子炉ニュートリノ原子炉ニュートリノ

カムランドカムランド((kamlandkamland))実験実験 (2001(2001年スタート）年スタート）





3.53.5 加速器ニュートリノ加速器ニュートリノ

K2K実験 （1999年スタート）





４．今，何が謎か？４．今，何が謎か？



4.14.1 クォークとレプトンクォークとレプトン

ニュートリノの研究は物質究極の素粒子
「クォークとレプトン」の統一的理解への手が
かりとなると思われる



荷電 第１世代 第２世代 第３世代

u(2.33)
d(4.69)

c(677)
s(93.4)

t(181,000)
b(3,000)

（ ）内の数値は MeV単位の質量値
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4.2 4.2 なぜニュートリノの質量はなぜニュートリノの質量は

そんなに小さいのか？そんなに小さいのか？

シーソーメカニズム説 輻射質量起源説

柳田 （1979年），他 Zee （1980年）

もともと は

であった

↓

大きなマヨラナ質量

の存在により

で与えられる小さな質量と
して振る舞う

もともと は

ゼロであった

↓

輻射プロセス

により、ごく小さな質量が
２次的に生まれた



4.34.3 「世代」の起源は何か？「世代」の起源は何か？

クォークと荷電レプトンでは世代が異なるごとに加
速的な質量増加

では，ニュートリノはどうか？

世代間の混合

クォーク：

レプトン：

まだ分からないことが多すぎる！



（余談）静岡県ゆかりの（余談）静岡県ゆかりの
ノーベル物理学賞候補者ノーベル物理学賞候補者

• 戸塚洋二 （高エネルギー加速器研究機構 機構長）

ニュートリノの質量の発見（実験）

（昭和35年 3月 静岡県立富士高等学校卒業）

• 柳田勉 （東京大学教授）

ニュートリノの質量生成機構

シーソーメカニズムの発見（理論)
（静岡大学理学部卒業）
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