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神岡の地下から探る宇宙と素粒子
－ニュートリノと重力波－
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ニュートリノ

ニュートリノって何？
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細かく見ていくと…
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http://www.ecosci.jp/s/
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ニュートリノって何？ (1)
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ニュートリノは:
 素粒子の一種。（大きさがないくらい小さい。）
 電子から電荷と質量を除いたような粒子。
 地球くらい簡単に突き抜けていきますが、ごくまれに物質とぶつかります。

ニュートリノ

イメージ：NASA



ニュートリノって何？ (2)
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他の素粒子と同じように、ニュートリノには
３種類あります。電子ニュートリノ、ミュー
オン・ニュートリノ、タウ・ニュートリノ。

ニュートリノは今までは質量がないとされ
てきました。

（しかし、本当に質量がないのかについ
ては、ずっと調べられてきました。）

図：KEK HPより



光検出
器

光

壁

ニュートリノ
（見えません） 原子核 別な素粒子

（電子ニュートリノの場合は電子
ミューニュートリノの場合はミューオン）

小さな世界をどのように調べる？
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ニュートリノ

カミオカンデ
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そもそもの始まり
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 1970年代の新しい素粒子理論
によって、原子核内にある陽子

が約 1030 年の寿命で崩壊する

と予言されました。

これを受けて、世界中で陽子の
崩壊を検出する実験が開始さ
れました。その一つが日本で行

われたカミオカンデ（神岡陽子
崩壊実験）でした。

カミオカンデ
（3000トン測定器）
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カミオカンデ建設メンバー (1983年春)

戸塚洋二先生
小柴昌俊先生
(2002年ノーベル物理学賞) 木舟正先生

瀧田君

中畑君

梶田（D1)

有坂さん
鈴木先生 須田先生
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地底へ
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カミオカンデ建設 (1983年春)
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山頂から1000m

地下で観測する理由

宇宙線ミューオン：約３秒に１回
（もし地表にあればおおよそ毎秒30,000回）

 ニュートリノは有効体積（約1000トン）内で３日に１回（陽子崩壊のバックグランド）

（一般的に、地下は稀な現象を研究するのに最適。）

宇宙線ミューオン 宇宙線ミューオン



ニュートリノ

大気ニュートリノの異常
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大気ニュートリノ
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© David Fierstein, originally published in Scientific American, August 1999
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• 陽子崩壊は見つかっていませんでした
が、ノイズ（ニュートリノ）に埋もれて、陽子
崩壊の信号がある可能性もあるので、ノイ
ズ（ニュートリノ）を理解して、信号（陽子崩
壊）をしっかり見分ける必要がありました。

• そのため新しい解析プログラムを開発。

• ところが、それをデータに適用したところ、
ミュー・ニュートリノ事象の数が予想値より
ずっと少ない。

• どこかで間違えているはず。

• ということで、1986年暮れころから、間違
い探しを開始。

1986年頃
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カミオカンデで観測されたニュートリノ
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大気ニュートリノ（ミューニュートリノ）がたりない (1988年)
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一年間調べましたが、特に間違いは発見できませんでした。ということで、何か我々が
知らない現象が起こっている可能性もあり、論文としてまとめることにしました。

この頃思ったこと:
全く予想外のデータ。世界的にはこのデータは評判が悪かったのですが、このデータをす
ごく重要に感じて、この謎を解明することに専念することにしました。
研究者としてはこのころが一番楽しかったです。謎を解き明かすワクワク感がありました。

足りない！

K. S. Hirata et al., 
Phys. Lett. B 205 (1988) 416 

17



ニュートリノ振動

ニュートリノの質量の発見 18

もしニュートリノが質量を持つと, ニュートリノは飛んでいる間にタイプが変わりま
す。例えば、ミュー・ニュートリノ(νµ ) とタウ・ニュートリノ(ντ) の間でニュートリノ
振動がおこります。

νµ が νµにとどまる確率

νµ がντに転移する確率

Wikipedia

L ；ニュートリノの飛行距離 (km),
E ；ニュートリノのエネルギー (GeV). 

S. Sakata,  Z. Maki,  M. Nakagawa

Sakata Memorial Archival Library

B. Pontecorvo

ニュートリノ振動の予言

arXiv:0910.1657



もしニュートリノの不足がニュートリノ振動であったなら
宇宙線

飛行距離が長く
振動するかも

飛行距離が短く振
動しないかも

19

下向きニュートリノがそ
のままで、上向きニュー
トリノが減っていれば、
ニュートリノ振動と言える
はず。宇宙線
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ニュートリノ

スーパーカミオカンデ

20



50,000 トン水チェレンコフ測定器
(有効体積22,500 トン)

地下１０００ｍ３９ｍ

４
２
ｍ

スーパーカミオカンデ測定器

21

約20倍の大きさ

~160人の共同研究
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スーパーカミオカンデ建設チーム (1995年夏前)
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戸塚洋二先生
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スーパーカミオカンデへの純水の注水 1996年1月
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ニュートリノ

ニュートリノの質量と宇宙
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スーパーカミオカンデで観測されるニュートリノ

丸の大きさは光の強さ、
色が光りの到達した時
間を表します

25

このようなニュートリ
ノ反応が毎日１０回く
らい観測されます。こ
のようなデータを皆で
手分けして解析。

ミュー・ニュートリノ
事象によるチェレ
ンコフ・リング



ニュートリノ振動の証拠 (高山でのニュートリノ ’98国際会議)
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ニュートリノ振動＝質量の発見 (1998年)
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上
向
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データ
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Y. Fukuda et al., PRL 81 (1998) 1562



クリントン大統領（当時）のマサチューセッツ工科大学卒業式での演説

・・・・・

ちょうど昨日、日本で、物理学者がニュートリノに小さな
質量があると報告しました。ところで、このことはほとん
どのアメリカ人にはたいした意味もないでしょう。しかし、
このことは、最も小さな素粒子や宇宙がどのように成り
立っているか、そして宇宙がどのように膨張するかとい
うようなことに関する、最も根本的な理論を変えるかもし
れません。
・・・・・
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Wikimedia Commons



なぜニュートリノの質量が大切なの？
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第1世代

第2世代

第3世代

0.01       1       100       104 106 108 1010 1012 1014

質量（電子ボルト）

電子の仲間

クォーク

ニュートリノの質量はほかの電子やクォークの仲間と比べて約10桁か、それ以
上軽い！ この極端に小さいニュートリノの質量が、我々が素粒子の世界や宇
宙をより深く理解する鍵

？
ニュートリノ

（少し仮定をおきますが）



重力波

重力波って何？ / 重力波の発見
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2017年ノーベル賞
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湯製紙
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重力波

https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160211

A. アインシュタイン
（by F. Schmutzer, Wikipedia）

アインシュタインはほぼ
100年前、一般相対性理

論によれば重力の波（空
間が歪み伸び縮みする）
が真空中を伝わるはず
だと、予言しました。



重力波の観測方法

33

https://www.ligo.caltech.edu/video/ligo20160211v6



重力波の初観測 (LIGO, 2015.9.14)

アメリカにある２台の検出器で
同じ信号（7ミリ秒違い）を観測

13億光年先で、太陽の36倍と29倍の

質量を持つブラックホールが合体し
て、太陽の62倍の質量を持つブラッ
クホールができた。

34

赤と青が3000km離れた場所で
それぞれ観測された信号。
青は7ミリ秒時間をずらしてあります。

ところで、36＋29＝65. つまりこのとき太陽の３倍の質量が消えて、重力波のエ
ネルギーとなりました。このエネルギーは太陽がこの間（~0.2秒）放出するエネル
ギーの約100億倍の１兆倍。天の川銀河全体の放出エネルギーの約300億倍。



LIGO
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観測がすごく難しい重力波

1億5000万km

もし、地球と太陽の間を重力波が通過したとすると、このとき、この間の距離
が0.00000001cm (10-8cm) くらい（おおよそ水素原子1個分）変化します。

重力波プロジェクトでは、このような極微の空間の伸び縮みを計測して、重力
波の観測をめざします。

（ちなみに、これから述べるように、重力波の観測装置の大きさは長さが3~4km
しかないので、3~4km間で空間が0.0000000000000001cm (10-16cm) くらい

延び縮みするのを測定しなくてはなりません。）
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重力波で調べる宇宙の謎

中性子星連星の合体
金やプラチナなどはど

のようにつくられた
の？（2017年10月に
かなりわかりました。）

ブラックホール連星の
合体
そもそもブラック

ホールはどのようにつ
くられたの？

超新星爆発
重い星はその一

生をどのように終える
の？
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重力波

KAGRAプロジェクト
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重力波望遠鏡 KAGRA
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真空パイプ設置 (2015年 3月）

40 40



中央実験室

(2015年11月)
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中央実験室（2017年春） 防振装置設置作（2017.5）

本格観測に向けて



本格観測に向けて
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低温鏡の素材（研磨済）
（直径22cm, 厚さ15cm, 重さ23kg） １枚目の低温鏡設置完了（2017.11.30）

できれば 2019年中に、観測運転を始めたいと頑張っています。



まとめ

• ニュートリノの質量は、素粒子の標準理論を超える物理への突破
口の一つです。

• 伝統的な光を用いた宇宙観測に加えて、ニュートリノや重力波など
の新しい観測手段を用いて宇宙を観測する時代が始まっていま
す。宇宙には、重力波やニュートリノなどを使って解明されるべき
謎がたくさんあります。

44

皆さんには科学に興味をもってもらい、科学研究を応援、
あるいは科学研究に参加してもらえればと思います。
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