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１．小さい物を見る

陽子
中性子

電子

原子核原子

大きさ
１０－８ｃｍから
１０－７ｃｍ

実は、プラスの電荷を持った原子核は
陽子だけでなく中性子から
成り立っている。

大きさ
１０－１２ｃｍから
１０－１１ｃｍ

どうやって見るの？



αヘリウムの原子核
β電子
γ光（波長の短い）

トムソンの原子モデル

長岡の原子モデル



ぶつけてどのように当たるか見る
ラザフォードの実験

ぶっつける粒子
α粒子



２．さらに小さい物を見る

ラザフォードにならって、粒子をぶっつける

しかし、そう単純ではない
　

　極微の世界では、
光は波であるが、同時に粒子として振る舞う。
物質は粒子であるが、同時に波として振る舞う。

量子論



光は波でもあり、粒子でもある

示唆する現象（化学反応には波長が重要）

光の強度

大量の光

光の量だけに
よらない部分
がある

波長
が
関係



質問 光の粒子性が関係する
現象

１．遠くの星が見えるのはなぜ
なぜなのか

理由を考えてみて
ください

２．フィルムが感光するのはなぜ

３．ラジオやテレビの電波は見えないが　
赤や青の色は見えるのはなぜ



答え

１．光が弱くても、可視光であれば視神経を刺激できる

２．銀を析出させる化学反応を起こすには
　　一定のエネルギーが必要

３．テレビ等の電波は波長数ｍで視神経を刺激できないが
　　可視光の波長はミクロン程度で視神経の刺激できる



光が強いか弱いかの役割

強い光は反応を起こすかどうかには関係ない
反応が起こる場合、反応が多く起こすことができる



　

光の粒子は光量子または光子と呼ばれる。
光子のエネルギーと運動量

Ｅ＝ｈν　　ｐ＝ｈ／λ　　　（λν＝ｃ）

物質（電子や陽子）も同様である。

　
Ｅ＝ｈν　　ｐ＝ｈ／λ　（ド・ブロイの関係式）



もっと小さい物を見るためには

波長が見たい物の大きさと同程度でなければ見れない

波長を小さく　ｐ＝ｈ／λ→　運動量を大きく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　エネルギーを大きく

高エネルギー物理学



４．反粒子

自然界には反粒子は存在しないが・・・

ディラックの理論　（１９３０年）
粒子には反粒子が対となって
存在することを示した 光から粒子と反粒子

ができる

電子には陽電子が対となって存在する
陽電子の質量は同じで電荷は反対符号



１９３２年アンダーソン
宇宙線粒子の観測陽電子の発見

泡箱の中の粒子の軌跡

上の方向からやってきた
高エネルギーのガンマー線
（光子）が、原子の中の電子
と散乱している様子。

散乱により、ガンマー線は
エネルギーの一部を失い、
高いエネルギーの電子と
電子・陽電子対を生成して
いる。
泡箱には磁場がかかっており
電子と陽電子は反対側に
回転している。



反粒子は自然界には存在しないが、
高エネルギーの世界ではありふれている。

大きなエネルギーを持つ光は
電子と陽電子の対を作る

対生成

対消滅電子と陽電子は対消滅し光を作る



５．宇宙の初期と物質と反物質の数

ビッグバン（火の玉）宇宙
初期は、高温、高密度

粒子と反粒子の
対生成と対消滅が
常時起きている
　　　熱平衡

ビッグバン
の時期 インフレーション

粒子の数と反粒子の数は同じ
また光も同じだけある 宇宙は泡のように

無から生まれた



ビッグバン宇宙の証拠

結果は
宇宙の場所ごとの輻射の温度が
温度は1/10000の精度で同じ

一様等方

３Ｋ輻射
ペンジアス・
ウイルソンの観測
COBEやWMAP
の実験で精密に調べ
られている

輻射　　炭が真っ赤に焼けた時光を放射する。このような光を輻射という。
輻射はさまざまな色の光から成り立っているが、温度によって見える色が変わる



宇宙の初期には
光、粒子、反粒子は熱平衡にあり
粒子と反粒子は同じ数だけあった

粒子が生き残るためには、ある時期（温度の時）に
粒子と反粒子の数の差ができた

サハロフの３条件
１．粒子数（バリオン数）を破る過程
２．ＣＰの破れ
３．熱平衡からのずれ



温度が高い時期には、現在の宇宙にはない
重たい粒子が存在した

１．重たい粒子の崩壊がバリオン数を破る
　　大統一理論

２．重たい粒子の崩壊して、軽い粒子をつくる速度と
　　その反粒子が崩壊して、軽い反粒子をつくる速度
　　との間に差があった（ＣＰの破れ）

３．熱平衡が終わり、重たい粒子の生成はできず、
　　崩壊のみ起こった（熱平衡からのずれ）



粒子と反粒子の差ができないと

温度が下がってくると

粒子と反粒子が対消滅して光に変わる反応は進むが、
温度が低く、光に十分なエネルギーを与えれなくなり
対生成は起こらなくなる
・・・対消滅のみ起こる・・・

粒子も反粒子も消えて
光になってしまう

光だけの
世界



粒子と反粒子の差ができると

崩壊は有限の時間の間だけ進み（宇宙が膨張しているため）
軽い粒子と軽い反粒子（これらが現在の宇宙、実験室で
現れるもの）の数に差ができる

最期に
残った粒子は
元の数の

1/1000000000

軽い粒子が
1000000001

個

軽い反粒子が
1000000000

個

＝－

対消滅
光の

1/1000000000



６．ＣＰ対称性の破れ

Ｐ対称性

Ｐ（パリティー）対称性：ある世界と
鏡に映した世界の間の対称性
どちらの世界も可能であるならば
対称であるという

弱い力でのみ破れている
重量、電磁気力、強い力では破れていない

弱い力ではパリティー対称性は破れている
左巻きの軽いニュートリノは存在するが
右巻きの軽いニュートリノは存在しない



Ｃ対称性
ある世界の粒子を反粒子に移した世界が

実現可能である

弱い力でのみ破れている
重量、電磁気力、強い力では破れていない

現実の世界は、物質だけしか存在しないので
破れているが、極微の世界でも破れている

ＣもＰも破れている



ＣＰ対称性があれば、
粒子の崩壊と反粒子の崩壊の速度の差

はない

ＣＰ対称性の破れ

小林・益川理論



７．小林・益川理論
陽子

電荷１
中性子
電荷０

u u

d
u d

d
当時、クｵ―クは

３種類のみ知られていた

-1/3d　（ダウン）

-1/3s　(ストレンジ）

　2/3u　（アップ）

電荷 K中間子 K＋

u 反s

sの反粒子
電荷1/3



益川先生
の体験談を

聞こう小林・益川理論の結論

クｵ―クの反応でＣＰ対称性が破れるためには

６種類のクｵ―ク
がひつようである。

ｓ （ストレンジ）

ｃ （チャーム）

第２世代

d （ダウン）

u （アップ）

第１世代

ｂ （ボトム）

ｔ （トップ）

第２世代

-1/3　

2/3　

電荷

全て発見されて
いる



Ｋ中間子やＢ中間子の崩壊での
ＣＰの破れの現象を
全て説明できる

山中先の
お話

を聞こう

小林・益川理論は大成功

大変有力なノーベル賞候補



７．ニュートリノと宇宙物質の起源
柳田の
シーソー
機構

ニュートリノには、実験で測定されている
軽い左巻きのニュートリノの他に
重い右巻きのニュートリノが存在する１９３０年に

パウリにより
予言された

有力な
理論

重いニュートリノの崩壊を起こすところで
ＣＰが破れていたら
崩壊の過程で、粒子と反粒子の数の間に
差ができるだろう。（福来・柳田の理論）



久野先生の
お話

私たちの存在は
重いニュートリノが存在したからだ

大変夢のあるお話です
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