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TOTEM 

一周27 km LHC 地下トンネル, 
8.3T超伝導磁石
15mの1232 本　しきつめる。

光の速度 の99.999999%まで
陽子を加速
　　　陽子のエネルギー　
　　　7TeV(7兆電子ボルト）

2つの General purpose Detectorｓ
ATLAS and CMS

4カ所で正面衝突する
ようにしてある
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目的は：
150億年

50億年

10億年

30万年

3分

10     秒-10

10     秒

10     秒-43

-34

原子核の形成

量子重力の世界

現在

星や銀河の
形成

原子、分子の形成

宇宙の背景輻射

ビックバン
　（宇宙の始まり）

弱い相互作用が分離

３つの力が分離する

衝突により超高エネルギー状態 
宇宙の昔（ビックバン直後）を再現 
現在の宇宙の年齢　１３７億歳

38万歳の時のスナップ写真(WMAP)

ＬＨＣが再現する状態は、ビックバン直後
10-12　秒後の非常に熱い状態

（１）ヒッグス粒子を見つけ
　　　物質の重さ（質量）の起源を解明
（２）超対称性粒子を見つけ
　　　力の大統一（様々な力の起源は同じ）
　　　暗黒物質の解明

(3) 余剰次元 4 



自然界の４つの力　　　力を伝える素粒子　　

（中性子は陽子に変わる）湯川先生が予言 5 

重力子（グラビトン：未発見） 光子（電磁波）

グルオン Ｗ、Ｚ粒子　



素粒子の標準モデルと３つの謎 

標準モデルに登場する素粒子

スピン1/2、物質を構成する基本粒子

力の媒介粒子　（スピン１）

スピン0、質量の起源 
唯一未発見

何故、質量（重さ）が 
あるのか？ 

スピン：粒子のもつ 
固有性質：自転の様な性格 

何故、いろいろな力が 
あるのか？ 

何故、重力が４０桁も弱いのか? 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光

[1]  ヒッグス粒子　　（質量の起源）

ビックバン直後はすべての素粒子は、光の速度で走っていた
質量＝0   が自然な姿　（光と区別なく運動） 

素粒子の多くは“質量”を持っていて、その大きさは千差万別 
今は質量がある。ー＞　いつ、どういう機構で？　
（不思議なことにこんな基本的なことが分かっていない！！！！）

軽い

重い

質量とは？：
　　光速からどのくらい遅くなるか？を表す量
　 等価原理（一般相対論）により、重さに等しいので
　まずは、「重さ」だと思って思ってかまいません。
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水中だと水の抵抗受けと遅くなる 

このアイデア　使えないか？ 

何もないはずの「真空」を 
水の様な働きをするもので 
埋められないか？ 

宇
宙
厮
冷
厪
召

ヒッグス ポテンシャル  　U (φ) 
U宇

宙
初
期

真空

南部先生

ビックバンから宇宙が冷えて、「水が氷になる様に」状態が変わる 
（「相転移」と言う） 
真空がよい状態から、よくない状態（対称性が破れた状態）に落ち着く 
真空がカラでなく、ヒッグス場が満ちた状態になる。 



真空に満ちたヒッグスがプールの水の役割を果たす 
素粒子とヒッグス粒子がぶつかり（反応し）　 
速度が遅くなる（質量が生じる）。
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部屋にごった返している群衆（青色＿：�ヒッグス粒子�
部屋に人（素粒子）が入ってきます。 �
この人が人気ものだと、「わーーー」とサインを求める人が廻りに�
あつまり歩けなくー＞遅くなる：質量が生じる�

質量の違い：  
上の絵では「人気度」 
　　　　（人気者ほど歩けなくなる：重くなる）
ヒッグス粒子との結合の強さが重さに比例　 

ヒッグスさん



2010年頃　発見可能

真空にエネルギーを 
つぎ込むと

真空からヒッグスを 
つまみだすことが出来る。 
実世界に出てくると 
不安定ですぐに壊れる。 
重い粒子に壊れやすい 
特徴がある（重い粒子に 
よく結合する）。 

(予想図）
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[2]  超対称性　　（力の統一、暗黒物質の解明）

素粒子は、２種類に大別される。

物質を作る：�（クォーク・レプトン）�
フェルミ粒子と呼ばれ�スピン ½�
「秩序」を重んじ、同じ状態には1個�
������������������������������しか入れない��

フェルミ粒子 ボーズ粒子

力を伝える：�（光、W，Z、グルーオンなど）�
ボーズ粒子とよばれ�スピン�1,0�

同じ状態にいくつでも入れる �
（レーザー、超伝導は同じ状態に�
いっぱい入っている）�

一個ぐらい消えてもいい �
自由に生成あたり、消滅したり出来る�
力を伝える性質�

化学の時間で電子の 
軌道を勉強したと 
思いますが、同じ状態に 
入れないから、下の状態 
から詰まっていく 



（標準理論の素粒子）

（超対称性粒子）

（半整数スピン ⇔ 整数スピン）　区別をなくす　ー＞超対称性

スピン1/2 スピン1/2 スピン0 

スピン0 スピン1 
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フェルミ粒子ーボーズ粒子の区別が様々な問題を引き起こす



超弦理論？

万有引力

一般相対性理論

究極の素粒子理論 
宇宙の始まり

約１ＴｅＶくらいの質量の 
超対称性粒子が存在すると、 
この３つの力が、もともと 
一つの力であることが 
分かった。 
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物理学とは「統一」の歴史そのもの 
違う様に見えるものを 
同じ原理（方程式）で理解 
してきた。 
今、　　　　　で示した４つの 
別々の力が存在 



150億年

50億年

10億年

30万年

3分

10     秒-10

10     秒

10     秒-43

-34

原子核の形成

量子重力の世界

現在

星や銀河の
形成

原子、分子の形成

宇宙の背景輻射

ビックバン
　（宇宙の始まり）

弱い相互作用が分離

３つの力が分離する

ここまで理解が進む 
宇宙誕生直後10-34秒

どういう種類の粒子が存在してるかさえ分かれば 
より高いエネルギーで、反応の起こりやすさは計算出来る

超対称性粒子が 　 
３つの力の強さは一つにならない

超対称性粒子があると　 
３つの力の強さは一つ



暗黒物質の解明 
銀河の回転速度や、銀河団の衝突などいろいろな観測データーで 
暗黒物質の存在を示唆 

銀河団の衝突

一番軽い超対称性粒子は、安定でよい暗黒物質となる
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(予想図）

ＬＨＣで生成された超対称性粒子は壊れながら、最後に暗黒物質が出てくる。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LHCでこんな感じの現象が観測される。

特徴は、見えない粒子（暗黒物質）によるアンバランスさ 
　　　　　　　LHCはDark Matter 工場(factory)　　　　　2009-2010年頃発見



素粒子とDブレイン�

. . . . 
３次元空間（ブレイン） 
通常の空間

Extra Dimension 
（余次元）

Graviton（重力子） 
通常の粒子

膜に張り付いた人生　　（宇宙は９次元？　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　我々はその中の３次元の膜に 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張り付いている）

重力だけ、広い空間に広がっている　ー＞　薄まって弱く見える

[3]  余剰次元　　（重力の解明）
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見えない次元は小さく 
コンパクトに縮まっている 
（だから我々が感知できない）

これのコンパクトに 
なっている　大きさが不明  
10-35m くらいかもしれないし
10-17m と大きいかもしれない。 
？？？？？ 

Newtonより

見えない次元が６の時 
６次元の複雑な形

見えない次元が１の時：輪になっている



ミニブラックホール生成？�

軽いBHはすぐに 
ホーキング輻射で蒸発し 
多数の高いエネルギーの粒子 
を放出 

もし、大きさが10-17-10-18m　だとLHCで効果 
が見える。小さくなっていた次元が見えると、 
重力が強い力となる　ー＞　BHが出来る 
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ちなみに、そういう 
罪な研究をＬＨＣで初めてした 
論文
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安全な理由（１）：　 

（１）　もの（地球）を飲み込めない　　ブラックホールと言っても　 
大きさは 10-17m以下（原子核の1/100)で、その重さも水素原子の1万倍(せいぜい 
蛋白質分子）です。このブラックホールのもつ重力は非常に小さい。 
なぜブラックホールになったかと言うと、10-17fm以下に近づいた時、 
隠れていた次元が見えて、重力が急に大きくなったからです。 
しかし、それ以上離れると、余剰次元は見えなくなり 
皆さんがよく知っている重力になり、非常に弱いです。 
(分子の大きさ のなるのに　1013~1028年 ： 宇宙の寿命 137億より圧倒的に長い） 
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ブラックホールの大きさ 

余剰次元の大きさ程度 
これより近い距離になると 
余剰次元の効果で 
重力が1040 倍ほど強くなる 

Ｒ
1/R2でよわくなる（普通の重力：非常に弱い）

近くにいる分子さえも、
捕まえられない 

原子核の1/100以下の距離に 
近づいた時だけ



安全な理由（２）：　 

（２）　ブラックホールの蒸発(ホーキング輻射） 

光さえも出てこられないと言うのは古典的に考えた時です。 
量子力学で考えると、どんなに重力が強くても、 
そこから粒子は出てくることが出来ます。（トンネル効果といいます） 
ブラックホールの中の粒子のエネルギーが高いほどしみ出しやすくなります。 

ブラックホールの中の粒子のエネルギーは、 
ブラックホールの温度で決まります。 
実はブラックホールにも温度があり、軽い程、 
温度が高くなります。今考えているミニブラックホール程度は、 
大変温度が高く（１０１５度、100兆度)です。 

温度が高いのですぐに、たくさん粒子を放出します 
放出された粒子が、P.19の様に観測されます。 
あっという間（１０－２７秒ぐらい）に蒸発します。 

万一（２）蒸発しなくても、（１）なので心配ありません。 22 



日本の研究者・大学院院生はＣＥＲＮに滞在して、これらの重要な物理研究で 
主要な役割を果たしてきている。　（ＡＴＬＡＳ全体の研究責任者なども）

ヒッグス：　田中、増淵、山村、鈴木（東大）　　　神前、津野（ＫＥＫ） 
超対称性：金谷、片岡、大川、東   （東大）　　 　陣内（ＫＥＫ） 
余剰次元：寺師、磯部、兼田、田中（東大） 23 


