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これまで何世紀もの間、世界の科学者は、宇宙の基本となる構成要素を探し出し、それ

を理解するために、小さく、さらにより小さく、ミクロの自然世界を探求してきました。

原子よりも小さな自然の姿。その小さな世界に関する多くの知見を私たちに与えてくれ

たのが、「粒子加速器」と呼ばれる実験装置です。粒子加速器を駆使して、原子の10億

分の1のサイズよりも小さな世界で何が起こっているかを解明しようと、科学者たちの

飽くなき挑戦が続けられています。この小さな世界にこそ、私たちがまだ知らない自然

の新しい秘密が隠されているのです。そして、その小さな世界の秘密こそが、途方もな

く大きな世界──宇宙の大きな構造を理解するカギともなるのです。

この壮大なゴールを目指して、世界中の科学者が考えた次世代の実験装置が「国際リ

ニアコライダー（ILC）」です。ILCは、全長30kmの粒子加速器。実現すれば、これまで

に建設された科学計器の中でも、最大の装置の一つとなります。

なぜILCが必要なのか？どんな科学的成果が期待されているのか？そして、私たちの暮

らしにどう関わってくるのか？ILCをとりまく様々な疑問に答えていきましょう。

   い  ま
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素粒子物理学の現在
 Particle physics today

私たちの知っていること

い　ま
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Theory
and Experiment理論と実験

物理学という学問の目的は、「宇宙を支配する最も基本的な原理」を発見することです。こうした

原理は、自然の階層の奥深くに埋め込まれています。この隠された原理を見つけるために、科学

者たちは「理論」と呼ばれる数学的モデルを作ります。そしてその数学的モデルは、実験や観測か

ら得られたデータと比較され、徹底的に検証されます。理論と実験、この両方の力で、隠された自

然の原理をあぶり出し、自然への理解が一歩一歩、進んで行くのですね。

物理学における最初の法則を発見したのは、ガリレオ・ガリレイでした。16世紀のことです。彼は

物体の運動の時間経過を測定し、それが単純な数学的法則に従っていることを見出しました。そ

の後何世紀もかけて、人は自然を詳細に観測し、よりミクロな物に関する、より深い原理を発見し

てきました。この探求の過程で、ガスや物質、原子などの性質が次々と明らかになってきたので

す。そして、こうした性質を理解したことで、現代の日常生活に欠かすことのできない様々な発明

も生み出されてきました。

今日の科学者たちが探求している世界は、原子の10億分の１以下という、ガリレオが調べた頃よ

りも、はるかに小さなスケールの世界です。この極小世界の自然法則を探求するために科学者が

使う装置が、粒子加速器です。粒子加速器で粒子同士を衝突させ、衝突の結果飛び出してくる粒

子群を観測します。しかし、この衝突は、一般的な意味で「見る」ことはできません。その代わりに

科学者たちは、粒子の性質に関する数学的な法則、つまり「理論」を考案します。

その理論を、実際の実験で起こった反応と付き合わせて、繰り返し検証するのです。そうして、よ

り正しく自然を理解するための理論が磨き上げられていきます。
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宇宙の中で
  一番大きいもの、
 一番小さいもの

            the Largest and
the Smallest Objects in 
                      the Universe 

宇宙を見渡すと、そこには星があり、銀河があり、銀河団があります。そして銀河団が、お互いに加速し

ながら遠ざかっていることも見えます。私たちは、実験室で新しい星や銀河を作ることはできません。し

かし理論の助けを借りれば、宇宙誕生の直後、つまりビッグバンから、どのように現在の構造を持つこと

になったのか、その仕組みを理解することが可能です。

ビッグバンの瞬間、宇宙は超高温でした。ばらばらの素粒子が超高速で無秩序に飛び交う世界。まさに、

煮えたぎる素粒子スープといった様相でした。そこでは、物質はいかなる意味においても「形」を保つこ

とはできませんでした。素粒子スープの中には、今の宇宙に存在する原子を形作る構成要素の粒子も

含まれていました。やがて宇宙が冷えるにつれ、こうした構成要素がなんらかの理由でまとまり、今、私

たちが夜空に見る、星や銀河というパターンを形成するに至りました。しかし、その素粒子スープには、

原子の構成要素以外にも、現代の実験装置の性能が及ばないために観測できていない、未知の粒子も

含まれていた可能性が高いのです。

私たちは、ようやく、宇宙の中でどう銀河が形成されてきたのかを理解し始めています。しかしその、銀

河の形成をうまく説明できている「理論」に従えば、宇宙には全く別のタイプの粒子が、それも大量に存

在していることになります。実際、宇宙に存在する物質のうち、私たちが認識できているのはほんのわず

かで、なんと残りの85%は、神秘的で不可視な、私たちが「暗黒物質（ダークマター）」と呼ぶもので構

成されているようなのです。

宇宙の最も大きな構造は、最もミクロな世界の法則にしたがって作られています。宇宙の形を理解する

には、天体観測と、素粒子を支配する新しい法則の発見を組み合わせていく必要がある、というわけで

す。
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The Standard Model
of Elementary Particles

これまでに観測された全ての素粒子を説明できる理論が「標準理論」です。今までのところ、全て

の検証試験に合格しているかなり優秀な理論です。この理論は、素粒子間に働く四つの力のうちの

三つ（「電磁気力」、原子核をつなぎとめる「強い力」、原子核や粒子の放射性崩壊を引き起こす

「弱い力」）を正しく説明することができています（残念ながら、「重力」は説明できていないので

すが……）。標準理論には全部で１７種類の粒子が登場します。まず、物質を構成する基本的な粒

子、「クォーク」と「電子」。私たちの身の周りの物質は全てこの二種類の粒子が形作っています。力

を伝える粒子は、「ボソン」と呼ばれます。ボソンには、電磁気力を伝える「光子」、強い力を伝える

「グルーオン」、そして、弱い力を伝える「Wボソン」と「Zボソン」があります。もう一つ、つい最近

発見されたボソンが、粒子に質量を与えると言われている「ヒッグスボソン」です。

標準理論は優秀な理論です。しかし、自然を完璧に記述していると言う訳ではありません。重力を

説明できていませんし、天体観測でその存在が確認されているダークマターも説明できません。物

質の他に反物質（反対の電荷をもつ物質）を説明することはできますが、星や銀河が物質でできて

いて、なぜ反物質ではないのか、その理由は説明できていません。

歴史を振り返ると、物理学者は、過去に何度もその時代に知られていた自然現象の全てを説明でき

そうな理論を提案してきました。しかし毎回、自然は私たちが考えるよりも、もっと豊かで、もっと

複雑であることが証明されてきたにすぎませんでした。もし標準理論が予言していない新しい現象

が発見されたとしたら、また、新しい扉が開くことになるのです。それがどこにつながる扉なのか？ 

今の私たちの知識レベルでは知るすべもありません。

標準理論とは
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私たち（人を含む身の周りの全ての物質）は、いくつか異なった種類の素粒子でできています。こ

れらの「物質粒子」は、大きく二つに分類できます。「レプトン」と「クォーク」です。

レプトンの仲間は３種類あります。一つは、最も馴染み深い素粒子、電子です。電子は全ての原子

の基本構成要素。電線や半導体の中を流れる電流は電子の運動、電子の流れです。電子に関す

る知識は、全てのエレクトロニクスや情報技術の基盤となる、とても重要な知識です。

レプトンには、電子と同じ電荷を持ち、とてもよく似た相互作用をする粒子があと二つあります。

二つとも、電子より大きい質量を持っています。一つは電子の200倍の質量をもつ「ミュー粒

子」、もう一つは電子の3500倍の質量をもつ「タウ粒子」です。電荷を持たないニュートリノと

呼ばれるレプトンも３種類あります。ニュートリノは宇宙に大量に存在するのですが、４つの力の

うち「弱い力」しか働かない粒子なので、検出するのが非常に難しいのです。そのため「幽霊粒

子」なんてあだ名も付いているくらいです。

t

d

s
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c クォークは「強い力」を感じる粒子で、全部で６種類。「アップ」と「ダウン」、「ストレンジ」と「チャ

ーム」、「トップ」と「ボトム」と、似た性質を持つもの同士で三つのペアになっています。それぞれ

質量は大きく異なっていて、最も重いのは「トップクォーク」。なんと「アップクォーク」の10万倍

の重さです。重いクォークは不安定で、すぐにより軽いクォークへと姿を変えてしまいます。この

現象は物理用語で「崩壊」と呼ばれています。

クォークは６種類もあるのに、私たちの身の周りの全ての物質を作っているのはアップとダウン

の二つのクォークだけです。物質を形作る原子の中の原子核は、陽子と中性子でできていて、陽

子はアップ二つとダウン一つ、中性子はアップ一つとダウン二つでできています。他のクォークは

一体何をしているのでしょう？そもそも、どうしてこんなにたくさんのレプトンやクォークがある

のでしょうか？どうして質量がこんなに違うのでしょうか？ 粒子は偶然の産物なのか、それともき

ちんと存在理由があるのでしょうか？私たちは物質に囲まれて暮らしていますが、その元となる

「物質粒子」について、肝心なことは何も知らないのです。

       Elementary Particles
Matter物質をつくる素粒子
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     Elementary Particles
Forces

標準理論では、電磁気力、強い力、弱い力の三つの力はどれも、素粒子によって伝わると説明さ

れています。力を伝える粒子はボソンと総称されます。強い力を伝えるのは、グルーオンと呼ば

れる粒子です。弱い力はWボソンとZボソンによって運ばれます。そして、電磁気力を伝えるのは

「光子」です。

 

マクロの世界では、電磁気力は電場と磁場、つまり電波や光の場と磁石の作る磁力線の場によっ

て伝えられているように見えます。しかし、この力の働きは、ミクロの世界の法則に従っている、と

いうことが素粒子物理研究によって明らかになりました。1905年、アインシュタインは電場や磁

場を作っているのが、光子だということを発見しました。そして、1960年代には、光子の特別な

性質を使うことで、レーザーのような強力な装置を作り出すことに成功したのです。これは、力の

粒子の性質の解明が進んだからできたことなのです。

弱い力も電磁気力と非常に良く似た法則に従っています。違うところは、弱い力のボソンはとて

も重いということなのです。光子の質量はゼロ。ところが、Wボソンは陽子の90倍、Zボソンはそ

の100倍もの重さを持っています。（ちなみに陽子は素粒子ではありません！） これまでのとこ

ろ、WボソンやZボソンについては、一度に一粒子のみが働く場合しか知られていません。しか

し、将来研究が進めば、光子と同様にWやZの場を作り出し、エネルギー変換などに利用すること

が可能になるかもしれません。

力を伝える素粒子

12 13



Higgs
　　　    Boson

標準理論に登場するもう一つの力の場があります。それが「ヒッグス場」です。このヒッグ

ス場は、普段の生活では全く気付くことはありませんが、空間全体にびっしりと行き渡っ

ているようです。空間の中で運動する粒子は、ヒッグス場と相互作用することによって質

量を持つようになります。 プールの中を動こうとすると水の抵抗で動きににくくなる、そ

んな感じですね。標準理論に登場する粒子はそれぞれ異なる質量を持っていて、例えば、

アップクォークは非常に軽く、トップクォークは段違いに重い。これは、アップクォークがヒ

ッグス場とちょっとしか相互作用しないのに対して、トップクォークはヒッグス場と極めて

強く相互作用するからなのです。

ヒッグス場に対応する力を伝達する粒子が、「ヒッグスボソン」。2012年、半世紀以上にわたる探索の

末、スイスのジュネーブ近郊にあるCERN研究所の大型ハドロンコライダー（LHC）の実験でとうとう発

見されました。ヒッグスボソンは、W、Z、ボトムクォーク、タウ粒子等の重い粒子に崩壊することが多いこ

とがわかっています。また、電子やアップクォーク、ダウンクォークへの崩壊は今のところ確認できていま

せん。ここまでの実験結果は標準理論の予測通りです。しかし、なぜヒッグスボソンの相互作用する強さ

が、クォークやレプトンの種類によってこんなにも大きく違うのか、その理由は分かっていません。

電磁場は、電荷あるいは電流に関係するところに生じる場で、ヒッグス場のように空間にびっしりと広が

って存在することはありません。そもそも、ヒッグス場の自然な姿が「空間に一様に広がった状態」であ

ること自体、とても奇妙なことなのです。その理由は謎のベールに包まれています。実は、空間に一様に

広がる奇妙な場がもう一つあることがわかっています。それは「ダークエネルギー」と呼ばれる場で、宇

宙膨張の原動力となっているものです。ヒッグス場とダークエネルギー。二つの謎の場は、果たして何か

関係があるのでしょうか?

ヒッグス粒子は
          なにものなのか
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素粒子物理学の明日
 Particle physics tomorrow

私たちの知らないこと
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ILCand Massive
ElementaryParticles

素粒子物理学には、まだまだ解決していない大きな問題がたくさんあります ──素粒子はどんな仕組

みで質量を持つようになるのか？素粒子の質量が種類によって大きく異なっているのはなぜか？ヒッグ

ス場はどんな役割を持っているのか？ダークマターとはいったい何ものなのか？そして他の素粒子とど

のような関係を持つのか？なぜ私たちの宇宙は物質だけで満たされていて反物質が見当たらないの

か？

私たちの身の回りの物質を形作っている、電子、アップクォーク、ダウンクォークといった宇宙にたくさん

存在している軽い素粒子に関しての研究をよりいっそう進めることが、これらの問題解決には必要とな

るのでしょう。しかし、問題解決に近づくためには、トップクォーク、Wボソン、ヒッグス粒子やダークマタ

ー粒子のような、通常は存在していない「ふつうではない」重い素粒子が、どのように「ふつうの」軽い素

粒子と異なっているのか。それを知ることが、重要なヒントとなるのです。

重要なヒントを得るためには、重い素粒子を実験室で生成し、一つ一つの性質を丁寧に調査できる環境

下で、徹底的に調べることが必要です。

それを可能にするのが、国際リニアコライダー、ILCです。

ILCでは、電子とその反粒子である陽電子とを衝突させて実験を行います。粒子とその反粒子が出会う

と、物質としての存在は消滅してしまいます。しかし、何もなくなってしまうわけではありません。純粋な

エネルギーの塊へと姿を変えるのです。そして、このエネルギーの塊はすぐにまた物質になります。エ

ネルギーから何かの粒子とその反粒子が同時に生み出されるのです。つまり、より大きなエネルギーを

作ることができれば、より質量の大きな粒子を生み出すことが可能、ということです。

電子と陽電子の衝突はとてもシンプルです。シンプルだからこそ、生まれた粒子とその反粒子の性質

や、それらが引き起こす様々な反応を明確に見極めることができるのです。 ILCの実験では、「ふつうで

はない」重い素粒子、トップクォーク、Wボソン、Zボソン、ヒッグス粒子が膨大な数生み出されます。それ

を精密に測定すれば、素粒子物理の大問題解決のすごい切り札になるかもしれません。 

重い
  素粒子とILC

そして、さらにワクワクすることは、ILCが生み出す素粒子の中

には、世界にまだ知られていない、新しい素粒子が含まれてい

るかもしれないということなのです。
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Higgs Boson
          at the ILC

2012年、半世紀以上にわたる探索の末、CERN研究所の大型ハドロンコライダー（LHC)で発見されたヒ

ッグス粒子。このヒッグス粒子、実は、電子と陽電子の衝突実験で大量に生み出される粒子の一つです。国

際リニアコライダー（ILC）のような高エネルギーの電子・陽電子衝突実験では、１００回の衝突に１個の割

合でヒッグス粒子が出現します。一方、LHCで出現するヒッグス粒子は１００億回に一個。LHCで衝突させ

るのは、複合粒子である陽子と陽子。素粒子ではなく、その内部に多くのより小さな素粒子をもつ粒子であ

るため、衝突の反応がものすごく複雑になってしまうのですね。ILCとLHCの違いを宇宙の観測に例えるな

ら、星や銀河を夜に観測するのがILCで、昼間に観測するのがLHC、という感じです。

衝突で生成されたヒッグス粒子は、1０億分の１秒の、そのまた１兆分の１秒未満というとてつもなく短い時

間で、他の素粒子の粒子・反粒子のペアに姿を変えてしまいます。この時、どの粒子に変化するのか、その確

率は、変わる粒子の質量と深く関係しています。 

ヒッグス粒子は質量を生み出すシステムを担っているとされています。つまり、ヒッグスと強く相互作用す

る粒子は質量が重く、あまり相互作用しない粒子は質量が軽い、ということになります。また、ヒッグスが他

の粒子に変化する確率は、粒子の質量に比例すると考えられています。ILCで様々な粒子に変化する確率

を測定することで、ヒッグス粒子の相互作用に関するなぞを解く豊富な情報を得ることができるのです。

ILCで探る
  ヒッグスの謎
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Higgs Boson
           and Hidden matter

ヒッグス粒子は、実にヘンテコな粒子です。標準理論に登場する他のどの粒子とも種類が

違います。ヒッグス粒子は、物質をつくる粒子の仲間にも、基本的な力を運ぶ粒子にも属

しません。 「粒子の質量の元になる」という独特な役割をもつ粒子なのです。

このように不思議な粒子なので、ヒッグス粒子は他にも特別な性質を持っている可能性が

高いと考えられています。なんと、ヒッグス粒子は「未知の粒子」と力のやりとりをしてい

るかもしれないのです。この粒子は、ILCの実験で見つかることが大いに期待されていま

す。未知の粒子はヒッグス粒子が他の粒子に変わるときに出現すると考えられていて、そ

れが正に謎の物質「ダークマター」の正体かもしれない。つまり、ヒッグス粒子は宇宙初期

のダークマター誕生のカギを握る重要な粒子でもある、ということなのですね。

ダークマター粒子はやっかいなことに、衝突実験で使う検出器には何の痕跡も残しませ

ん。ダークマター粒子が生まれたとしても検出器では見えないのです。しかし、ILCではそ

れが見つけられる。電子と陽電子の実験では、衝突エネルギーがハッキリと決まっていま

す。そこからZ粒子一つとヒッグス粒子一つが生まれたときには「衝突エネルギー＝Z粒子

のエネルギー+ヒッグス粒子のエネルギー」というシンプルな関係になるので、見つける

のは簡単なのです。

ヒッグス粒子が他の粒子に姿を変える時にも、このシンプルな足し算が成り立ちます。だ

から、ヒッグス粒子がなんらかの目に見えない粒子に変わったとしても、目に見えない何

かが生まれたことがはっきりとわかるのです。そして、その未知の粒子への変化の仕方を

詳しく調べれば、未知の粒子の輪郭が浮かび上がってくるのです。

謎の物質と
   ヒッグスの
           関係
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2012年に発見されたヒッグス粒子は単一の粒子です。しかしこのヒッグス粒子には「家族」がい

る可能性があります。標準理論では、同じような性質を持つ粒子が一族を形成しています。例え

ば、電子はレプトン族の一員です。同じように、ヒッグス粒子にも家族粒子がいるはずだ、と提唱す

る科学者は多いのです。

もしもヒッグス一族が存在するのであれば、ヒッグス粒子が他のヒッグス一族メンバー粒子とどの

ように影響を及ぼしあっているのか、ということを考える必要も出てきます。ビッグバン直後には

大量のヒッグス粒子が存在していて、ヒッグス粒子間の相互作用が、物質に質量を与えるとされる

「ヒッグス場」の形成に大きな役割を果たしたと考えられています。また、現在の宇宙は、物質に

満ち溢れ、反物質はほとんど見当たりません。この状況もヒッグス粒子間の相互作用でうまく説

明できる、と考える科学者も多いのです。

果たしてヒッグス粒子は独身か、家族がいるのか？家族がいるならそ

の家族関係はどうなっているのか？これは、様々な謎の解明につなが

る重要な研究課題なのです。そして、ヒッグス粒子の正体をつまびら

かすることができる実験装置こそが、国際リニアコライダー(ILC)な

のです。

ヒッグスの一族
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トップ
クォーク
の
中を覗く

Inside the
 Top Quark

1995年にアメリカのシカゴに程近いフェルミ国立加速器研究所のテバトロン加速器の

実験で発見されたトップクォークは、標準理論に登場する粒子の中で1番重い素粒子で

す。一番重い、ということは質量を作り出す「ヒッグス場」と最も強く相互作用するというこ

とになります。しかもこの相互作用は標準理論に登場する力の中では、強い力に次ぐ二番

目という相当な強さなのです。だからトップクォークは桁外れに重くて、「金」の原子とほぼ

同じ質量を持っています。原子と同じなんて素粒子のくせにオカシクはないですか？

そう、トップクォークもまだまだ謎だらけの粒子で、しっかりと調べる必要があるのです。そ

こから宇宙の謎を解く様々な情報が得られるはずです。国際リニアコライダー(ILC)は電

子と陽電子の衝突から膨大な量のトップクォークを作り出せます。だから、トップクォーク

とヒッグス粒子の相互作用を徹底的に調べたり、W粒子やZ粒子との関係を詳細に調べた

りすることができます。ILCは、トップクォークの精密測定を行うのに理想的な実験装置な

のです。

このトップクォークもヒッグス粒子も、実は素粒子ではなくて、内部に構造を持っているのではないか、つまり、より小さな未

知の素粒子が未発見の新しい力で結びつけられてできているのではないかと、多くの科学者が考えています。もしこの考え

が正しいのなら、これまで一世紀に渡りコツコツと積み上げてきた「標準理論」や、これまでの素粒子間の関係性についての

常識を、土台から考え直す必要に迫られることになります。これはスゴイことですよね。

今現在、人類の持つ技術では、宇宙で一番小さな存在であるクォークの内部構造を見ることはほぼ不可能でしょう。しか

し、ILCの測定ではトップクォークの内部がどのようになっているのかを覗くことができるのです。トップクォークとZ粒子の

相互作用を詳しく測定すると、その情報から内部がどのようになっているのか知ることができるのです。そしてトップクォーク

とZ粒子の精密測定は、まさにILCの得意とするところなのです。
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もしかして
    余剰次元がある？

Are there
         other Dimentions?

謎の多いヒッグス粒子の性質を説明するために、科学者たちはいろいろな理論を考えています。その中には、

「余剰次元」が空間に存在している、とする興味深い理論もあります。余剰次元とは、アインシュタインが相対

性理論の中で示した縦・横・高さの空間３次元と時間の１次元の他に存在する次元のこと。原子核の1/1000

以下というとてつもなく狭い範囲でのみ存在している、と考えられています。この理論では、標準理論に登場す

る素粒子の中に、この余剰次元と４次元を行き来することができる素粒子があって、その運動に対応する新し

い力が存在している、というのです。

なんだかSFみたいな話ですよね？この余剰次元の存在もILCの実験で確かめることができます。ヒッグス粒子

やトップクォークは他の素粒子と比べてとても奇妙な素粒子で、この奇妙さは余剰次元の存在と密接に関係し

ている、と考えられています。だから、これらの素粒子の性質を精密に測定すると、余剰次元が存在するのか否

か、そして存在する場合にはどんな性質を持つものなのかまで解ってしまうのです。 

もしかしたら、ヒッグス粒子は、スピンが余剰次元の方向に向いているだけで、光子やW粒子、Z粒子と全く同じ

種類の粒子なのかもしれません。国際リニアコライダー（ILC）で余剰次元を調べることで、宇宙の理解の新し

い1ページが開かれるかもしれないのです。
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超対称性は
       存在するか？ Supersymmetry?

「超対称性」とは、標準理論に登場するあらゆる力の粒子には物質粒子の

相棒が存在し、同様に物質粒子には力の粒子の相棒が存在する、とする考え

です。これらの相棒粒子のことを「超対称性粒子」と呼びます。この理論が正

しいとすると、科学者が直面しているいくつかの素粒子物理学の問題を解

決できる可能性があるのです。

まず、力を伝える「ボソン」と物質を作る「レプトン」と「クォーク」は同じ種類

の粒子であると考えることができるようになります。そうなると、奇妙だと思

っていたヒッグス粒子もありふれた粒子の一つ、と考えられるようになるの

です。また、「ダークマター」の概念が変わるかもしれません。この理論で考

えるヒッグス粒子の相棒「ヒッグシーノ」が持っている性質は、宇宙にあるダ

ークマターの性質と、とても似ています。ところが完全に一致するわけでは

ない。なので、ヒッグシーノはダークマターの一部だといえます。これまで１

種類だと思っていたダークマター粒子には、複数の種類がある可能性が出

てきます。

今、まさに、大型ハドロンコライダー（LHC）の実験で、超対称性粒子の探索

が続けられています。しかし、まだそれらしきものの痕跡は見えていませ

ん。LHCは内部にさらに小さな構造を持つ陽子と陽子を衝突させるため、

得られるデータはとても複雑。LHCの性能なら毎年数万個のヒッグシーノ

が生まれているはずなのですが、生まれていたとしても膨大で複雑な実験

結果の中に紛れ込んでしまいLHCでは見つけることができないのです。そ

こで活躍するのが素粒子と素粒子をぶつける国際リニアコライダー（ILC）

です。ILCはヒッグシーノがダークマターに姿を変える時に出す微かなシグ

ナルをもとらえることが可能です。超対称性理論は正しいのか？ILCで答え

が出るかもしれません。
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ビッグ・バン時代の物質

        Matter 
from the
Big Bang

今から138億年前、宇宙は爆発的な自然現象で生まれたと考えられています。いわゆる「ビッグ

バン」ですね。国際リニアコライダー（ILC）では、ビッグバンの１兆分の１秒後の生まれたての宇

宙について調べることができます。

生まれたばかりの宇宙空間では、超高温の素粒子が猛スピードで飛び交っていました。現在の宇

宙にも存在する電子やクォークといった素粒子だけでなく、超高エネルギーの衝突から生まれ得

る、ありとあらゆる種類の素粒子が飛び交っていたのです。しかし、その時の宇宙が実際、どんな

様子だったのか？ 詳しいことはほとんどわかっていません。

宇宙初期にはどんな素粒子が存在していたのか？それらの素粒子は、どのような相互作用をして

いたのか？ダークマターはどんな素粒子からできているのか？どのようにして生まれたのか？これ

らのダークマターは宇宙初期に生まれたのか？現在の宇宙にダークマターがどのくらい存在す

るのか、調べることはできるのか？

無秩序だったヒッグス場が秩序のあるヒッグス場にどのように変化したのか？スムーズに変化し

たのだろうか、それとも急激に変わったのか？今の宇宙が物質だらけで反物質が見当たらないの

は、ヒッグス場の急激な変化のせいなのか？人類がまだ知らない「弱い相互作用をする粒子」が

存在しているのだろうか？そして、それらが惑星の形成に関与していたのだろうか？

ILCで超対称性粒子やダークマター粒子を生成しその性質を調べたり、ヒッグス粒子やトップク

ォークを詳しく調べると、これらの宇宙初期の謎の全てに答えが出る可能性があるのです。
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どうやったら知ることができるのか

素粒子物理学のテクノロジー
 Particle physics technology
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X-Rays R Us

The Cloud

NB Tech

Synchro Therapy

X-Rays R Us

The Cloud

NB Tech

Synchro Therapy

加速器と
 そ

のスゴイ技術

Accelerators
and Technology

国際リニアコライダー（ILC）は私たちの知らない宇宙の姿を教えてくれるスゴイ装置で

す。そして、ILCで実験成果を得るために必要となる技術もスゴイのです。

ILCは電子と陽電子を数百億個の粒子の塊にして、大きさわずか６ナノメートルのビーム

を作ります。その極小ビームを、これまたナノメートルの精度でコントロールして衝突させ

るのです。こんな神業みたいな実験を実現するためには、数々の最先端の挑戦的技術が

必要とされます。そして、その開発過程で、多くの技術革新が引き起こされるのです。
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マイクロ波と
      ビームの技術

Microwaves
and Beams

国際リニアコライダー（ILC）で電子と陽電子を加速するのは「マイクロ波」。マイクロ波

は家庭にある電子レンジにも使われている電波の一種で、１秒間に10億回も振動しま

す。この振動に粒子のビームをうまく合わせると、猛烈に加速することができるのです。こ

のような加速を行うためには、最先端の高速スイッチング技術や高電流エレクトロニクス

の技術が必要になります。こうした技術は、電気エネルギー利用の高効率化にも寄与する

のです。

ILCでは、加速した電子と陽電子のビームを、衝突する直前に６ナノメートル、原子50個

分相当の厚さまで小さく絞り込みます。そんな小さな世界での精密なコントロールを行う

ためには、地盤の振動をリアルタイムで感知し、それを正確にフィードバックする技術が必

要になります。この技術は機械の自動制御などに応用することができます。 例えば、 放射

線ガン治療の際に、呼吸で動く患部の臓器への正確なビーム照射が可能になり、これまで

は不可能だった治療も行うことができるようになっています。
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加速器が
  生み出す明るい光

Synchrotron
        Radiation

電子が曲がった軌道を進むと接線方向に光子が出ます。そして電子が進む速度が早くな

ると光子のエネルギーもどんどんと高くなります。この高いエネルギーの光が「X線」で

す。こうやって光が放射されることを「シンクロトロン放射」と呼びます。シンクロトロン放

射から作られるX線は、とても明るい光で、化学や物質科学、分子生物学など様々な分野

で大活躍しています。

物質は分子でできています。だから、分子構造が分かれば、その物質がどのような機能を

持っているのかが分かる。そして、機能が分かることで初めて応用が可能になり、暮らしに

役立てることができるようになるのです。高エネルギーのX線を使えば、つぶさに分子構

造を見ることが可能です。例えば、細胞のタンパク質の構造を詳しく調べると、様々な病

気で見られるタンパク質の欠陥を修復する薬を作り出すことが可能です。実際に、インフ

ルエンザの薬は分子構造の解析からデザインされているのです。また、X線の利用は、効

率の良い半導体や大容量の磁気ディスクの開発につながっているのです。

 

50年前は、ガスを使ってX線を作る方法が主流でした。そのようなX線は波長がまちまち

で、細かい部分は見ることができませんでした。現在使われているX線はほとんどがシン

クロトロンで作られるX線。波長が一定で、従来の数10億倍もはっきりと見えるようにな

っています。最近では「X線レーザー」という新技術が開発され、さらに10億倍明るい光

が達成されています。これは、分子より小さい世界、原子の動きまで見ることができる光

なのです。
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ある種の物質は、極めて低い温度まで冷やされると、電気抵抗がなくなり、超効率的に電気を流すよう

になります。これが「超伝導」です。国際リニアコライダー(ILC)では、この現象を加速技術に使っていま

す。非常に純度の高いニオブ材で作られた加速空洞と呼ばれる装置に電磁波を送り込みます。空洞内

は特定の周期で振動する電磁場で満たされ、粒子は、この電場の力を受けて加速されるのです。空洞は

絶対零度近くまで冷却されると超伝導状態になり、内部の電気抵抗はほぼゼロになります。電気抵抗が

あると、エネルギーの一部は熱に姿を変えて失われてしまいます。しかし、ILCの超伝導加速では、エネ

ルギーを効率よく衝突実験に使うことができるのです。

この超伝導加速技術は、ILCの最も重要な技術の一つです。しかし、それだけではありません。超伝導技

術は、すでに磁気共鳴画像（MRI）などの医療分野で応用され、役立てられています。また、送電に応用

すれば超効率的に電気を送ることが可能になります。超伝導技術の様々な分野で新しい応用も大きな

期待が寄せられているのです。

電気抵抗「ゼロ」の技術
Superconductivity
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ビッグデータ と
グローバル・コンピューティング

Big Data and 
                                            Global Computing

最近注目が集まっている「ビッグデータ」。実は、素粒子物理学者はこのビッグデータの保

存や共同利用のパイオニアです。素粒子物理学の実験では、生成された膨大な実験デー

タを保存し、データ解析に使用します。ワールド・ワイド・ウェブ（WWW）はまさにこの目的

のためにCERN研究所で発明されたものなのですね。

大型ハドロンコライダー(LHC)実験は分散計算処理を大規模に適用した初の事例で

す。LHC実験で生成され、蓄積されるデータは年間数千万ギガバイトにも及びます。これ

は世界有数のオンラインデータです。このデータは高速データネットワークで世界中の素

粒子物理学者の間で共有されています。データ解析の計算処理はグリッド(GRID)を使っ

て行われ、まさに今日のクラウドコンピューティングの先駆けです。現在もたいていの産

業用クラウドよりもずっと大きな規模での運用が続けられています。そして、どのような粒

子衝突が起きたのか識別し判別するためのデータ処理に使用されているのが、最先端の

AI(人工知能)技術です。

LHC実験と同様に、国際リニアコライダー（ILC）の実験や加速器の運転でも強力なデー

タベースとデータ解析が間違いなく必要となります。ILCはコンピューティングのフロン

ティアを推し進め、未来の課題に取り組むデータアナリストの育成の場となるでしょう。
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10億倍の
     10億倍

X-ray Lasers

明るい光
素粒子物理学研究から生まれた技術を用いて、1970年代にシンクロトロン放射によるX線

生成に特化した加速器が開発されました。この非常に明るいX線が誕生したことで、物質科

学、化学や生物学の分野に革命がもたらされました。そして今、新しい革命が起きようとして

います。国際リニアコライダー(ILC)の加速器を設計するための研究の過程で、非常に高度

な粒子ビームコントロール技術が実現されたのです。この技術で可能になったのが、レーザ

ー駆動によるX線ビームの生成です。今や、シンクロトロン放射が誕生する前の数１０億倍の

さらに10億倍も高強度のX線を生成することができるようになっています。「X線レーザー」

と呼ばれるこの放射光は、SACLA(日本）とLCSC（米国）が現在運転中で、どちらの施設も

ILC加速器研究から直接派生したものです。X線レーザーを使えば、ウイルス一つ一つの詳

細な画像を撮影したり、化学反応を原子レベルの動画として見たりすることができます。

もうすぐ、ILCの超伝導空洞を加速器技術として用いた新しいX線レーザーがドイツと米国で

稼働します。毎秒100万回に達する超高輝度のX線ビームを生成することができるのです。

あらゆる分野にILC研究の成果である「新世代のX線技術」の恩恵がもたらされるのです。こ

の光で、どんな謎が解明され、どう生活に生かされるのでしょうか？ 非常に楽しみですね。
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ILCは何の役に立つのか？ これが、最もよく尋ねられる質問です。

この本では、ILCが挑む自然の最も奥深い秘密について、そして、そんな秘密を探るた

めのILCの加速器と測定器を実現するために必要な新しい技術と、その技術が他の科

学や技術の分野で役立てられている数々の事例も紹介してきました。しかし、こうした

情報は、質問の答えではありません。ILCは、科学研究の道具の一つです。そして科学

研究とは、これまで長く続けられてきた「知らないことを知る」ための人間の挑戦に他

なりません。

なぜ科学研究を進めるのでしょうか？それは、宇宙はまだまだ人間がまだ知らないこ

とだらけだからなのです。100年前に電子が見つかった時、現代社会の姿を想像でき

た人はいなかったはずです。人間は将来を見通せるほどの知識をまだ持っていないの

ですから。だから、ILCが何の役に立つか、残念ながら誰もきちんと答えることはでき

ません。しかし、ILCは人間の知識の量を今より爆発的に増やすことができるでしょ

う。電子が起こした革命が、今また、起きようとしているのです。それだけは確かなこと

なのです。

宇宙の"素材”の物語
素粒子物理の現在と明日： 
私たちは何を知っていて、
何を知らないの？
そして、どうすれば、
知ることができるの？
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