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浅井祥仁（あさい しょうじ）

理学部１号館 １０階 1003													Shoji.Asai@cern.ch

LHC

ヒッグス粒子

超対称性



日時 :  6月 1日, 15日, 22日 (金) 5 限目 (16:50-18:35)
場所 : 東京大学本郷キャンパス・理学部 1 号館 10 階 1017 号室

内容 : 
1 日 「超対称性粒子と暗黒物質」 浅井祥仁 (理学系研究科物理学専攻・教授)
15 日 「加速器・検出器の最先端技術」 石野雅也 (素粒子物理国際研究センター ・教授)

「LHC で探る余剰次元」 奥村恭幸 (素粒子物理国際研究センター ・准教授)
22 日 「ヒッグス粒子の物理」 田中純一 (素粒子物理国際研究センター ・教授)

学部生向け特別セミナー
最先端「加速器素粒子実験」を知ろう！

CERN における国際協力加速器実験 LHC-ATLAS 実験 の
スペシャリストである教員による連続特別セミナー

学部生・大学院生・学内外問わず大歓迎、事前登録不要
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1)	観測者の常識が成り立つ
慣性系（第１法則）

2) 保存量の常識 なぜ保存

3) 重力っていったい？

4) 力って何？

高校生まで “常識だった”ものを
疑うことを通して、
物理はどういう風に、
現象を考えているのか？
現代物理への興味

第１ 慣性
第２ F=ma
第３ 作用反作用



２０１８年の予定

５／２８ （１） 時間と空間 E=mc2
６／４ （２） 時間反転 反物質って？

Dirac方程式
６／１１ 松尾先生 ７回目
６／１８ （３） 電磁気力を考える

保存量と対称性
エネルギー保存って？

６／２５ （４） 力って何?
７／２ （５） 質量 F=ma	の意味
７／９ （６） レポート出します
７／１? レポート締切

ミニレポート時々だします



光の速度

誰がみた速度？

光って 波？ 粒子？
→ エーテル

ｘ＋u		ガリレオ変換

座標をきめないと
速度が決まらない → 宇宙／光の
絶対座標 （ー＞ ニュートン力学）

ホイエンス 回折



波長
プランク定数

運動量～エネルギー

素粒子＝粒＋波

λ=
ｈ

ｐ

２重性：松尾先生の授業

ハイゼンベルグ
不確定性原理

ΔPΔx>h/2π

短い波長 高いエネルギー

波の広がりの分だけ
ぼやける

波である証拠 →電子でも干渉

7
何が干渉を起こしている？

世界でいちばん美しい実験

測ること？ 情報？ kB



加速器は大きな顕微鏡

分解能

光学顕微鏡 光 光の波長～ 0.1ミクロン （＝10-7 m）

電子顕微鏡 電子 電子の波長～ １オングストローム （＝10-10 m）

LHC加速器 陽子 陽子の波長 〜10-19 m （原子核 10万分１）

100万倍程度 10-10m 水素原子！！

倍率1000倍程度
iPs細胞

8

ℏc=200MeV	fm



1３７億年

50億年

９億年

38万年

3分

10     秒-10

10     秒-34

原子核の形成

現在

星や銀河の
形成

原子、分子の形成

宇宙の背景輻射
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CMB
宇宙”背景”輻射

宇宙の温度？



絶対座標系？

2.7K輻射

銀河の回転 200km/s
乙女座銀河団アトラクター へ
250km/s

~	400km/s		v/c	~	10-3



1３７億年

50億年

９億年

38万年

3分

10     秒-10

10     秒-34

原子核の形成

現在

星や銀河の
形成

原子、分子の形成

宇宙の背景輻射
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（１３７億年ー３８万年）＊C
の球の中心？

宇宙膨張の効果
R〜470-500	億光年の球

見えない部分？



Z=11（１３４億年ぐらい前）
どうやって計ってる？

赤方偏移 宇宙年齢 光度距離
ｚ (Gy) (Gly)

0.000 13.7 0.00
0.010 13.5 0.13
0.100 12.4 1.45
0.200 11.3 3.09
0.300 10.4 4.92
0.400 9.5 6.91
0.500 8.8 9.05
0.700 7.5 13.71
1.000 6.1 21.46
1.500 4.5 35.81
1.700 4.0 41.92
2.000 3.5 51.37
3.000 2.3 84.78
5.000 1.2 156.8
7.000 0.80 232.8
10.00 0.50 351.4
20.00 0.19 766.2
30.00 0.10 1196.
50.00 49×10^-3 2077
100 17×10^-3 4335
1000 0.44×10^-3 46504
1100 0.37×10^-3 51225

宇宙のサイズ 1/(1+Z)
光の波長が (Z+1)λ

ドップラー効果ではなくて、座標が伸びている
救急車のサイレンとは違う

空間の長さ



400km/s	vs 3*10^5	km/s

10^-4	ぐらいの精度

現在は 10^-10	

特殊な方向がない

マイケルソン・モーリーの実験

実験のセンス
どうやって L	の精度だす？

光の波長 ？

エーテルを探す実験



エーテルがない！！！ 困った

ローレンツ収縮 t1/t2=		1/√(1-(v/c)^2)	
C=L/t	だから、 Lが √(1-(v/c)^2)	 される？

アインシュタイン

→ ローレンツ変換 ことなる系で時間や長さが変わる

「どの系からみても、光速は一定」 これを証明抜きで
“公理”としてもってきた。

マイケルソン・モーレーの結果さえしらずに、同時性

見方を変える



光の伝搬

横波 自由度２
偏光（電界）
電界と磁界

波長

電波

波長とアンテナ？

携帯電話の波長
TVの波長
ラジオ （AM FM)

可視光



何を媒介に伝わっている？ エーテルでなく、真空

電場 E
磁場 H があった時
何も反応するものがなかったら
（真空だからないんだけど）
DやBが生まれない。

電流が流れることで
生まれる 磁場H

アンペールの法則

2πrH=I

磁場の変化が
起電力 電界E

ファラデーの
法則レンツ

V=-Ndφ/dt

e+	e-が
存在

D=εE
B=μH

C=1/√εμ=	定数



ローレンツ収縮 L’=L √(1-(v/c)^2)

ローレンツ変換 Maxwell方程式を不変にするような座標変換

C:	光速
β=v/c	(光速で規格化した速度)			
γ=1/√(1-β2)			>=	1			

ｔ‘軸
x’=0

x’軸
t’=0１） 光って？どこ

２） 時間の進み方が人によって
違う。 絶対時間の否定

３）β	=<	1が上限 （入れ替われない：禁止されてる？）

ｘ方向に運動していると
する



運動する座標系の原点にいる人 x’=0

x=β	ct
t’=γ(1-β2)t	=	√1-β2	t		

右図 5秒→４秒になってる

時間が遅れる γ-factor

μ粒子 2μsec			~		600m		

t=0
L=5 だった棒は
L’=L√1-β2				短くなる（ローレンツ収縮）



(		)			=		[				]	(	)
何か変な式

ｃ t’																																							γ -βγ ct
x’																																										-βγ γ x	

回転の行列

θ1	回転して 次に θ２ 回す → はじめから θ1+θ2	回すのと同じ
群を作っている。加算性



ｔ＝iTを T：ユークリッド化した時間

時間 と 空間の違い 複素数

時間の進みが 非対称？ （素粒子のレベルでは 対称 Tの破れもあるけど）
多体 時間の流れ エントロピーで
生命の時間の流れ ？？



ローレンツ変換の回転性

とおくと、

ローレンツ変換は、双曲関数

ω=ict（虚数時間）

速度の回転になっている

1) 時間と空間の回転 → ローレンツ
不変性

２） 空間と空間 → 回転 角運動量

６つの回転自由度

４つの原点の自由度 → E,P保存



β=	tanh η

η(Rapidity	:	速度）に対して
回転になっている

ただし、時間が複素数

η1	＋ η２ は はじめっから η ローレンツ変換したもの



回転の自由度と不変量：

１次元 L
２次元 円の半径
３次元 球の半径
４次元 ここで時間に複素数の性質が入る

不変量の半径に対応している。


