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2009 年 5 月 14 日 
スマイル会資料 
 

素粒子の世界―対称性の破れ 
堀尾哲一郎 

1. はじめに 
 2008 年のノーベル物理学賞は「対称性の自発的破れをサブアトミック物理で発見」した

南部陽一郎氏に、また「クォークの最少 3 世代の実在を予言して対称性破れの起源を発見」 

した小林誠、益川敏英両氏に授与された。共に、素粒子物理学における業績で、湯川秀樹

氏、朝永振一郎氏、小柴昌俊氏に続く快挙として心からお慶び申し上げる。私が物理学を

学んだのは半世紀も前のことであり、卒業後、この分野にかかわったことのない門外漢で

あるが「対称性破れ」と言う言葉に興味を持ち、少し調べてみたので報告する。 
 
2. 物質をつくる最も基本的な要素は何か 

 人類は古代ギリシャ時代からこの疑問の解明に挑戦してきた。この挑戦を振り返ると、

次のとおりである。 
◆ 紀元前 5 世紀、古代ギリシャのエンペドクレス(Empedocles)は物質の根源を「水・

火・土・空気」であると考えた。 
◆ 同じく紀元前 5 世紀ころ、古代ギリシャのデモクリトス(Dēmokritos)は物質の根源

を有限で分別不可能なアトムと考えた。 
◆ 18 世紀後半、イギリスのドルトン(J.Dalton)は原子が球のまわりに熱を伝える“い

が”をもつと考えた。 
◆ 1903～1904 年、電子を発見したイギリスのトムソン(J.J.Thomson)は、原子には

電子が詰まっていると考えた。 
◆ 1911 年、イギリスのラザフォード(E.Rutherford)は原子核を発見し、そのまわり

を電子がまわって原子ができていると考えた。 
◆ 1913 年、デンマークのボーア(N.H.D.Bohr)は、電子が原子核のまわりの特定の軌

道上に存在することを明らかにした。 
◆ 1932 年、イギリスのチャドウィック(J.Chadwick)が中性子を発見したことにより、

原子核は陽子と中性子からできていることが判った。この結果、物質は陽子、中性子と

電子から構成されることが判り、これらの粒子は物質の「素」になる粒子という意味で

素粒子と呼ばれることとなった。 
◆ 1935 年、湯川秀樹は陽子と中性子を結びつける新しい素粒子（π中間子）の存在

を予言した。 
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3. 周期表 
周期表（periodic table）は、元素を周期律に従って配列した表であり、1869 年、メンデ

レーエフ(D. I. Mendelejev)によって提案された。メンデレーエフは原子量と酸化数を手が

かりに周期表を作成し、未発見の元素とその性質を予測することに成功した。周期表上で

元素はその原子の電子配置に従って並べられ、似た性質の元素が規則的に出現する（図－1）。 
 

図－1 周期表 
 
20 世紀になり、反物質を含めた周期表が作成された（図－2）。 
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図－2 反物質を加えた周期表の一部 
 
4. 新しい理論の開発と研究手段の進歩 

ガレリオ(Galileo Galilei)の相対性原理やニュートン(I.Newton)の力学（質点の運動

法則と万有引力の法則だけで成り立っている理論）により、太陽のまわりの惑星の運動、

連星の運動、波動現象、さらに流体の現象など、あらゆる現象がニュートン力学で説明

できるのではないかと考える時期があった。しかし、19 世紀末、光の現象へニュート

ン力学を適用しようとして問題を生じた。その結果、新しい理論が必要になり 1905～
1918 年、アインシュタイン(A.Einstein)の特殊、一般相対性理論や 1925 年頃、ボーア

(N.H.D.Bohr)、ハイゼンベルグ(W.K.Heisenberg)、シュレンディンガー(E.Schrodinger)
の量子理論（プランク(M.K.E.L.Planck)が量子論について講演した 1900.12.14.が量子

論の誕生と言われている）の登場となった。相対性理論は（1）物体の速度は光の速度

を超えない、（2）光の速度はどの座標系から見ても同じである、（3）質量とエネルギー

は等価である、と結論している。量子論は電子の軌道は不連続で、電子が軌道間を移動

するときエネルギーの吸収・放出があることを数式化した。 
 一方、加速器などの研究手段の性能が急速に進歩した結果、続々と新しい素粒子が発

見された。 
 量子という概念を理解する助けとしてステイーヴンソン(R.L.B.Stevenson)の『魔法

の壜』という物語を紹介しよう。 妻の生命を救うために、ある男が一本の壜を買う。

彼は、この壜で奇蹟を行うことができる。しかし、もしも彼がこの壜を自分が死ぬとき

まで持っていると、彼のたましいは悪魔のものになってしまうという。そこで彼は、早

いとこ奇蹟をおこなって妻の生命を救ったら、すぐに壜を売り払ってしまわなければな

らない。しかし彼はこの壜を、買ったときの値段よりも安く売らなければならない。こ

れが、この壜にまつわる規約である。もしもこの規約に違反すれば、壜は彼のあとを、

どこまでもつきまとうのである。この物語全体は、金（カネ）には基本的な量子が必ず

ある、という事実のうえに立っている。もしも、金（カネ）というものが連続した量で
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あるとすれば、この物語は意味がないだろう。病気の妻の生命を救うために、その貧乏

な男は、1 ファーシング（イギリスの通貨の、最小の単位〔＝1 ペンスの 12 分の 1）で

この壜を買う。そして、同時に彼のたましいを悪魔に売りわたしてしまったのである。

彼は、妻に彼の不安を打ちあける。妻は学問があるので、一つの解決策を見つける。す

なわち彼と妻は、あるフランス領の島に移住するのだが、この島では、ファーシングは

フランスの金（カネ）で 5 サンティームなのである。こうして、彼と妻とはこの壜を売

り払うことができた。ステイーヴンソンが生きていた時代の世界は、安定した世界だっ

たから、この物語もこれでおわっている。 
 

5. 素粒子の分類 
物理学とは自然現象を数式化して理解す学問である。素粒子の研究は（1）素粒子を分

類整理して、（2）背後に潜む関係を数式化し、（3）その関係をその他の素粒子に適用して

検証する、という過程を繰り返す。 
研究手段（特に加速器）の進歩の結果、数百種類の素粒子が出現した。これらの素粒子

のほとんどはごく短い時間で崩壊してしまう。質量が軽くてこれ以上崩壊する行き先のな

いものだけが安定な素粒子としてこの世の中を構成している。たとえば、荷電 K 中間子（K
－、K+）の質量は約 494 MeV/c2、寿命が 1.2 × 10－8 秒である。 中性 K 中間子（K0、 ）

の質量は約 498 MeV/c2、寿命が 5.2 × 10－8 秒の長寿命のものと、 9.0 × 10－11 秒の短寿命

のものがある。光の速度は 3ｘ109ｃｍ/秒（3ｃｍ/10－9秒）であるから、寿命の短さが想像

できよう。 

 
                          

   図－3 素粒子の分類           図－4 標準理論における基本粒子 
 
 これらの素粒子を分類すると陽子、中性子やπ中間子の仲間が多く、これらは原子核を
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つくる力の元となる強い相互作用をする点が共通しており、このグループをハドロンと総

称する（図―3）。数多くの種類の元素が、陽子・中性子・電子という三つの粒子の組み合

わせで説明できたように、発見された多くの粒子を、少数のより基本的な粒子の組み合わ

せで説明できないか、さらに研究が進められ、ハドロンはクォークと呼ばれる粒子で構成

されていることが 1964 年アメリカの物理学者ゲルマン(Murray Gell-Mann)とツバイク

(George Zweig)によって、それぞれ独自に提唱された。当時はクォークの種類は「アップ

(u)」、「ダウン(d)」、「ストレンジ(s)」の 3 種類と考えられていた。その後、小林誠と益川

敏英はクォークにさらに 3 種類あることを理論的に予言した。そして、図－4 に示すよう

にクォーク（と反粒子）は 6 種あり、ハドロンはそれらの組み合わせで構成されることが

判った。たとえば、バリオン（重粒子）族と呼ばれる一群のハドロンはクォーク 3 個から

作られ、陽子は uud、中性子は udd からできている。これによって CP 対称性の破れも

うまく説明できる。また、メソン（中間子族）のハドロンは一対のクォークと反クォーク

からできている。一方、電子の仲間の粒子も図－4 に示す 6 種があることが判ってきた。 
ここで、電子のようにそれ以上細かく分けられない粒子を素粒子と呼ぶ。 

   素粒子は、「質量」「スピン」「寿命」などによって分類される。具体的には、「ゲージ粒

子」「レプトン」「クォーク」の三種類に分類される。ゲージ粒子には、光子、ウィークボソン

（W粒子と Z粒子）、グルーオンがある。これらは、レプトンやクォークの間に働く力を媒介す

る。レプトン(Lepton:ギリシャ語で「軽い」の意の leptos に由来)は、電子、ミュー粒子、タウ

粒子、電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノの 6種、それぞれに反粒子が

存在する。ハドロン（Hadron:ギリシャ語の「強い」の意の hadros に由来）は、強い相互作用を

する粒子の総称。クォーク（アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、ボトム、トップ）によっ

て構成される複合粒子。メゾン（中間子、ボソン粒子）とバリオン（重粒子、フェルミ粒子）に

大別される。クォークは、１個単独では自然界に存在できないため、２個ないし３個が結合した

複合粒子であるハドロンとして存在する。クォーク 3つからなる粒子を総称してバリオン（重

粒子）と言い、その仲間にはラムダ（Λ）粒子、シグマ（Σ）粒子、グサイ（Ξ）粒子、

オメガ（Ω）粒子、デルタ（Δ）粒子などがある。 

 ラムダ（Λ）粒子 uds 
 シグマ（Σ）粒子 suu 
  グサイ（Ξ）粒子 uss 
  オメガ（Ω）粒子 sss 
  デルタ（Δ）粒子 uuu 
 陽子の寿命は 1032年以上と非常に安定（宇宙の年齢は１４０億年 1.4Ｘ1010年） 
 中性子の寿命は原子核から解き放たれると１５分で陽子、電子、反電子ニュートリノに

壊れる。電子が出るこの現象をベータ（β）崩壊という。これを引き起こす力を「弱い力」

という。核子以外のバリオンの平均寿命は 10-10～10-23秒と非常に短い。 
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6. 宇宙に存在する四つの力 
現在の物理学では、宇宙には「電磁気力」「弱い力」「強い力」「重力」という四つの力が

あると考えられている。湯川秀樹が考えた「中間子（π中間子）」のように、それぞれの力

は、力を伝える粒子を仲立ちとして伝わると考えられている。 
電気と磁気はマックスウェル(J. C. Maxwell)によって 19 世紀に同じ理論で説明できるこ

とが示された。電磁気力は我々に日常生活の至るところで係わりを持っており、「光子（フ

ォトン）」によって伝えられる。 
放射性元素の中には、中性子が陽子にかわり、電子と反ニュートリノが放出される現象

（β崩壊）が起きるものがある。このβ崩壊をおこす力は「弱い力」とよばれる。これは

「ウィークポソン」によって伝えられる。地熱や核融合反応では重要な役割をはたしてい

る。 
 クォークどうしを結びつけるの

が「強い力」である。強い力を伝え

る素粒子を「グルーオン」とよぶ。

ただし原子核内部で陽子と中性子

を結びつける力も「強い力」とよば

れるが、こちらは「π中間子」によ

って伝わる。 
 重力は質量をもつ物質どうしを

引きつけあう力（万有引力）で、「重

力子（グラビトン）」によって伝え

られる。 
ヒッグス機構では、宇宙の初期の

状態においてはすべての素粒子は

自由に動きまわることができ質量

がなかったが、自発的対称性の破れ

が生じて真空に相転移が起こり、真

空にヒッグス場の真空期待値が生

じることによって殆どの素粒子が

それにあたって抵抗を受けること

になったとする。これが素粒子の動

きにくさ、すなわち質量となる。質量の大きさとは宇宙全体に広がったヒッグス場と物質

との相互作用の強さであり、ヒッグス場というプールの中に物質が沈んでいるから質量を

獲得できると見なすのである。光子はヒッグス場からの抵抗を受けないため相転移後の宇

宙でも自由に動きまわることができ質量がゼロであると考える。 
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図－5 KEKB 加速器 

電子は約 51 万 eV、陽子は約 9 億 4000 万 eV である。 
 

 
7. 標準理論 

標準理論は素粒子物理学の三つの基本的な力すなわち強い力、弱い力、電磁力を記述す

る理論である。正確には、強い力の量子色力学と、弱い力、電磁力のワインバーグ・サラ

ム理論と小林・益川理論を合わせたものである。それは場の量子論的方法で記述されてい

るため、量子力学と特殊相対性理論の両方と整合している。今までのところ、三つの力に

関するほとんどすべての実験結果は標準理論による予言と一致する。ただし、ニュートリ

ノは質量ゼロの粒子として定義しているが、実際には質量があるので、その原因を説明し

なければならない。この質量起源の粒子として、あるいは宇宙のダークマターの候補物質

として、ヒッグス粒子があげられている。ヒッグス粒子の質量は「115GeV 以上、248GeV
以下」といわれており、LHC には 1TeV まで調べる能力があり、「ヒッグス粒子が存在する

なら LHC で発見できる」と期待されている。 
 
8. 加速器の進歩 

加速器の規模が小さかった時代の

高エネルギー粒子の研究は、いつど

れくらいのエネルギーの粒子が飛ん

でくるのかわからない「宇宙線」（宇

宙から降り注ぐ素粒子）を分析して

いたが、初期の 1930 年代の加速器に

比べて 1980 年代には、エネルギーレ

ベルは百万倍も大きくなり、そして

1990 年代には粒子同士を正面衝突

させる「衝突型加速器」が登場して、

利用できるエネルギーが格段に大き
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くなった。最近は、大きなエネルギーで新しい粒子を発見するというよりは、衝突頻度を

上げて非常にまれな現象を起こさせて選びだすことに重点がおかれている。 
素粒子実験に使われる加速器には多くの種類がある。加速する素粒子の種類についてい

えば、電子や陽電子といったレプトンを加速するものと陽子や反陽子などのハドロンを加

速するものがある。また、加速した単一のビームを固定標的に衝突させるタイプのものと、

反対方向に加速した素粒子どうしを衝突させる衝突型加速器に分類される。一方、研究目

的従って、二つのタイプに分けられる。一つは、できるだけ高いエネルギーに到達しよう

とするものと、もう一つはある程度研究対象をしぼって、できるだけ精密な実験をするも

の（ファクトリー）である。 
加速器実験の世界４大拠点は TEVATRON フェルミ国立加速器研究所（米）、PEP-II 

SLAC 国立加速器研究所（米）、KEKB 高エネルギー加速器研究機構（日）、LHC 欧州原子

核研究機構（欧）である。 
現在、世界最大規模の大型ハドロン衝突型加速器 LHC（Large Hadron Collider）は、

CERN（欧州原子核研究機関）が建設し 2008 年 9 月に稼働を開始したものである。 
 
CERN の LHC 

 いま、世界の物理学者の注目を一身に集めているのが、CERN（欧州原子核研究機構）の

LHC（大型ハドロン衝突型加速器）である。14 年の歳月をかけてスイスに建設された世界最

大の加速器が、2008 年 9 月に始動した。 

 LHC は主リング 1周が 27km にもおよぶ世界最大の円形加速器だ。東京の JR 山手線の 1 周

34.5km よりやや小さい円周を、2本の真空パイプが貫く。そこには 1700 個の超伝導磁石が

配置され、陽子を光速の 99.999999％まで加速する。そのとき陽子が持つエネルギーは 7TeV

（7 兆 eV）。それが逆方向を回って正面衝突するのだから、衝突のエネルギーは 14TeV にも

達する。 

 LHC に期待されているのは、何といってもヒッグス粒子の発見である。素粒子に質量をも

たらしているというヒッグス粒子は、素粒子物理学の標準理論で唯一未発見の粒子だ。予

測では、陽子の衝突エネルギーが最大になれば、2.5 秒に 1個のヒッグス粒子が生み出され

るという。世紀の大発見となるか注目されている。日本もオブザーバーとして LHC に参加

している。 

 

9. 日本人のノーベル物理学賞受賞者 
物理学の分野でノーベル賞を受賞した日本人は多い。特に、理論による提案が多いが、

それらの理論が実験によって確認されるまでにかなりの時間がかかっている。 
 
湯川秀樹：1934 年「中間子提案」、1949 年ノーベル賞受賞 
朝永振一郎：1947 年「くりこみ理論提案」1965 年ノーベル賞受賞、 
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小柴昌俊：1931 年パウリがニュートリノを予測、1987 年宇宙ニュートリノ検出、1988
年太陽ニュートリノ観測、2002 年ノーベル賞受賞 
南部陽一郎：1960 年「自発的対象性の破れ提案」、2008 年ノーベル賞受賞 
小林誠・益川敏英：1972 年「ＣＰ対象性の破れの起源の発見」、2008 年ノーベル賞受

賞 
 
 化学の世界では白川秀樹（2000 年ノーベル化学賞受賞）のように、失敗実験（触媒の量

をミリモルをモルに取り違えた）の中に存在する新事実を鋭い洞察力で看破し、導電性高

分子を発見し、理論は後から確立されるというケースが多い。 
 
「ノーベル賞日本に盗まれた」 伊学会が物理学賞に異議  
「ノーベル賞を日本に盗まれた」－。今年のノーベル物理学賞受賞が決まった日本の ３

人のうち、小林誠、益川敏英両氏への授賞にイタリアの物理学会が反発している。 両氏の

理論の基礎をつくったとされるローマ大のニコラ・カビボ教授（７３）が同時に 選ばれな

かったためだ。同国の主要紙が８日、一斉に伝えた。 カビボ氏が受賞を逃したことについ

ては、英科学誌のほか、世界最大の素粒子実験施設 「大型ハドロン衝突型加速器（ＬＨＣ）」

を建設した欧州合同原子核研究所（ＣＥＲＮ）の 研究者らからも疑問の声が上がっている

という。 小林、益川両氏は１９７３年、素粒子のクォークは少なくとも６種類あり、互い

に変身し合う との「小林・益川理論」を発表したが、カビボ氏はこれに先立つ６３年に同

理論の基礎と なる考えを提唱。物理学会では「カビボ・小林・益川理論」と３人の名を冠

して呼ばれることがあるという。 イタリア物理学会のリッチ会長は「カビボ氏が理論の基

本的部分の発見に貢献した。 今回の決定は理解できない」と話した。だが、カビボ氏自身

は何のコメントもしていない。 
 
10. 自発的対称性の破れ（spontaneous symmetry breaking） 
 南部陽一郎は、宇宙をつくる最も基本的な粒子「素粒子」の世界でも、「自発的対称性の

破れが起こっているのでは？」と考えた。それが「質量の起源」の研究に新たな道を開い

た。素粒子理論によると、宇宙は素粒子と力のやりとりをする何種類かの目に見えない「場」

で満ちている。生まれたばかりの宇宙の「場」は完ぺきな対称性を持っていた。しかしそ

の対称性は宇宙が膨張し、冷えるにつれて自然に崩れていった。それに伴い素粒子の受け

る力が変わり、質量ゼロだった素粒子は質量を持つようになった。素粒子の現象を説明す

る「標準理論」では南部陽一郎のアイデアを基に、そんな筋書きが立てられている。 

南部陽一郎が「自発的対称性の破れ」でノーベル賞を受賞してからこの言葉が物理学と

は無縁の一般に人々にも関心がもたれるようになった。 

ボールはどこから見ても丸い形をしている。六角形の雪の結晶は、60 度ずつ回転させて

見ても同じ形に見える。「ものの見方を変えても変わらない」性質が対称性だ。この対称
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性は崩れることもある。物理学ではそれを「対称性の破れ」といい、自然に崩れてしまう

ことを「自発的対称性の破れ」と呼ぶ。例えば、平らな机の上に鉛筆を立てる。するとど

の向きから見ても、鉛筆は同じ縦長の長方形に見える。しかし倒れると見る角度によって、

長方形だったり六角形だったりと見える形が違う。立った鉛筆は不安定なのでいつかは倒

れ、安定した状態になろうとして、対称性は自然に崩れてしまう。これが「自発的対称性

の破れ」だ。 南部陽一郎は、宇宙をつくる最も基本的な粒子「素粒子」の世界でも、「自

発的対称性の破れが起こっているのでは？」と考えた。それが「質量の起源」の研究に新

たな道を開いた。素粒子理論によると、宇宙は素粒子と力のやりとりをする何種類かの目

に見えない「場」で満ちている。生まれたばかりの宇宙の「場」は完ぺきな対称性を持っ

ていた。しかし、その対称性は宇宙が膨張し、冷えるにつれて自然に崩れていった。それ

に伴い素粒子の受ける力が変わり、質量ゼロだった素粒子は質量を持つようになった。素

粒子の現象を説明する「標準理論」では南部陽一郎のアイデアを基に、このような筋書き

が立てられている。  

「自発的対称性の破れ」については専門家がだれにでもわかる言葉で解説を試みている。 

大塚孝治（東大）は、「自発的対称性の破れ」の一例として次のように説明している。真

空にグニャグニャした物体があったとする。真空は四方八方どこも同等であるから，この

物体は球形になるのが基本と考えられる。一方、この物体を構成する要素どうしの間に働

く力によっては，外部から何も力を加えなくても、球形ではなく、自発的にアメリカンフ

ットボールのように楕円形になることがあるかもしれない。楕円は球とは違って、ある特

定の方向を向いている。元々はすべての方向が同等だったのに、特定の方向が意味をもっ

てしまう。これを自発的対称性の破れという。 
柳田勉（東大）は「自発的対称性の破れ」はわれわれの日常生活の中にでも見られる現

象のひとつであるいう。たとえば，ここに丸いテーブルがあると考えてみる。テーブルの

表面にはその面に垂直な方向に一様な重力がかかっているとする。そのテーブルの中心に 1
本の細長い棒を垂直に立てておく。この考えているテーブルの表面での力学系は，テーブ

ルの回転に対する対称性をもち，何も特別な方向はない。しかし，この棒が立っている状

態は安定な状態ではない。時間がたつとその棒は倒れてしまう。棒が倒れた状態では特別

な方向が発生し，もはや上記の回転対称性は破れている。このように，力学の基本方程式

は対称性をもつのに，そこに生じた基底状態の対称性が破れる現象を，自発的対称性の破

れという。 
青木秀夫（東大）によると、対称性の自発的破れという概念それ自身は，昔から知られ

ており，典型的には，強磁性体に対して，ハイゼンベルク（W. K. Heisenberg）がスピン

回転対称性の自発的破れを 1920 年代に論じた。これに対し，超伝導が 20 世紀初頭に発見

されて以来，その機構は約半世紀にわたる謎だったが，1957 年にバーディーン（J. Bardeen）
らによる BCS 理論が出て，電子 2 個のペアのボース凝縮という描像を与えた。ここで自発

的に破れているのは，ボース凝縮体を記述する波動関数の、位相の任意性（ゲージ対称性）
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である。これに伴い，BCS 基底状態からの励起は質量（エネルギー・ギャップ）をもつこ

とになる。 
上田正仁（東大）は、物理学には，エネルギーの保存則や運動量の保存則などさまざま

な保存則が存在するが，それらが成り立つ背後には，時間や空間の原点をどこに選んでも

よいという対称性が潜んでいる。このような時空の対称性のほかに，自然現象の時間発展

を記述する基礎法則もさまざまな力学的対称性を有している。しかし，不思議なことに，

対称な時空と対称な物理法則から生み出される自然現象はしばしばもとの対称性を自発的

に破る。たとえば磁石では，それを構成する原子のスピンの方向がそろい，磁化が空間の

あるひとつの方向を向いて空間の等方性を破る。液体が固体になると，原子は空間の並進

対称性を破り，離散的な格子点上に周期的に並ぶ。 

相原博昭（東大）は CP 対称性の破れについて次のように述べている。電子には陽電子，

陽子には反陽子というように，すべての粒子には電気的性質が逆でそれ以外の性質がほと

んど同一な「反粒子」が存在する。電気を帯びていないエネルギーから始まった原始宇宙

には，粒子と反粒子が同数ずつあったはずである。しかし，誕生から約 137 億年たった現

在の宇宙は，粒子だけからできており，反粒子でできた反宇宙は存在しない。宇宙の進化

の過程で、反粒子は消滅したことになる。すべての物理法則が粒子と反粒子の入れ替え（CP

変換）で不変（CP 対称）であるならば，宇宙の進化を説明できない。つまり，CP 対称性は

破れていなければならない。素粒子に働く 4 種の力のうちのひとつ「弱い力」がわずかに

CP 対称性を破ることは 1964 年発見されていた。弱い力は，粒子がより軽い複数の粒子に崩

壊する原因となる力であり，宇宙の進化に不可欠な力である。なぜ，弱い力だけが CP 対称

性を破るのか謎であったが，1973 年に小林誠と益川敏英は，陽子や中性子を構成する素粒

子クォークは 2 種でひとつの世代をつくり，2 種類×3 世代＝6 種類のクォークが存在すれ

ば CP 対称性が破れるとする理論を発表した。素粒子研究者のほとんどが，クォークは，実

在の素粒子ではなく単なる数学的モデルで，しかも 3 種類あれば十分であると思っていた

頃の話である。その後，高エネルギー加速器を使った実験によって，クォークは実在し，

しかも 6 種類あることが明らかになった。6 種類目のクォークが発見されたのは 1995 年で

ある。小林・益川理論のエッセンスは，3世代のクォークがあって初めて CP 対称性が破れ

るという点にあるから，第 3 世代に属するクォークからなる粒子 B 中間子を使って，予言

どおり CP対称性が破れるかどうかを測れば検証できる。高エネルギー加速器研究機構（KEK）

の実験グループは，B 中間子ファクトリー加速器を使って 2001 年夏，小林・益川の予想が

正しいことを示す実験結果を得ることに成功し，クォークの CP 対称性の破れの起源の解明

に終止符を打った。現在，小林・益川理論は，南部の示したゲージ対称性の自発的破れの

メカニズムときわめて整合性がとれた形で，素粒子理論の骨格をなしている。自然のもつ

対称性には深淵な意味がある。が，対称性の破れには，さらに深淵で根源的な意味がある

のである。 

横山 順一（東大）「対称性の自発的破れ」の宇宙論へのインパクトについて次のように
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述べている。このアイディアを一目で理解するため，ワインの瓶の底を覗いてみよう。ワ

インは清酒ほど精製されていないので，注ぐときに澱が舞上がらないように，底の中心が

盛り上がっている。瓶は円い筒型だから 360 度どの方向から見ても同じ形に見える。つま

り，回転対称性をもっている。さて，ワインの空瓶にパチンコ玉を落としてみよう。もし

底の中心にぴたりと命中してそこに止まったとしたら，どの方向から見てもパチンコ玉は

同じ場所に見える。しかし，実際には，底の中心は盛り上がっていて不安定なので端に落

ちるはずである。こうしてパチンコ玉が瓶の隅に落ちた後，瓶の周りを回ってみると，パ

チンコ玉が右に見えたり，奥に見えたりすることになる。これが対称性（ここでは回転対

称性）の破れた状態である。パチンコ玉を真ん中にそっと置こうと思っても勝手に滑り落

ちてしまうので，対称性の自発的破れと言うのである。今日の宇宙論の研究によると，宇

宙の始まりには、パチンコ玉がワインの底の真ん中にあり，高いエネルギーをもっていた

ような状態がしばらく続いていたことが指摘されている。宇宙の膨張率はエネルギー密度

の平方根に比例するので，このようにエネルギーの嵩上げされた状態が続くと，宇宙は急

膨張し，加速的に大きくなる。この急膨張のお陰でわれわれが暮らすような一様で等方な

大きな宇宙ができた。インフレーション宇宙論である。素粒子物理の場の量子論の言葉で

は、ここでいうパチンコ玉とは宇宙の各点で一様な値をもつスカラー場の値であり，ワイ

ンの瓶とはそのポテンシャルである。私たちの宇宙を作ったワインの瓶がどのような形を

していたのか，現在，観測と理論の両面から活発に研究が続けられている。 

渋谷寛（東邦大学）は「対称性の破れ」について次のように解説している。日光東照宮

の陽明門は江戸時代初期の彫刻・金具・彩色技術を集約し，人工美の極致といわれている

が，その柱のうち１本の渦巻き文様がわざと逆向きに彫られていることもよく知られてい

る。完全なものに対する畏れがあったのだろうか。南部陽一郎は「自発的対称性の破れ」

の考え方を素粒子物理に初めて導入した。「自発的対称性の破れ」とは外力の作用による

のではなく，ある特定の非対称な基底状態を任意に選ぶことによってその系が本来もって

いる真の対称性が隠されるものを指す。超伝導現象の考察から生まれたこの概念は，今で

は素粒子物理の標準理論の根幹をなすものとなっている。標準理論では電磁気力と強い力

がゲージ不変性にもとづく理論でうまく説明され，くりこみ可能（計算に使える理論）で

あることも証明された。しかし，ゲージ理論では力を伝える粒子の質量がゼロでなければ

ならないことから弱い力への応用は困難に直面している。電磁気力を伝えるフォトンや強

い力を伝えるグルーオンの質量はゼロですが，弱い力を伝える Wや Zの質量は明らかにゼ

ロではありません。重い W, Z ボゾンをゲージ理論にどう適応させるのか。その答えが「自

発的対称性の破れ」とヒッグス機構である。南部陽一郎はこの他にもストリング理論の定

式化や強い相互作用のもととなるカラーの導入など革新的なアイデアを提唱されたが，「早

すぎて」ノーベル賞には縁がありませんでした。新しい大型ハドロン衝突型加速器 LHC が

CERN で 2008 年 9 月から運転を始め，標準理論の検証とヒッグス粒子の発見が期待されてい

る。その理論的基礎を築いた南部陽一郎の業績に光が当たることになった。小林誠と益川
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敏英が研究した対称性の破れは南部陽一郎の研究対象とは別種のもので，荷電共役(C)変換

と空間反転(P)変換を同時に行ったときの対称性（粒子と反粒子の対称性）に関するもので

ある。通常の素粒子実験ではまったく違いがないように見えるため，この「CP 対称性の破

れ」が 1964 年に中性 K中間子の崩壊で発見されたときには大きな驚きをもって迎えられた。

しかし、これは粒子（物質）だけの宇宙ができるためには必要不可欠な条件である。この

「CP 対称性の破れ」を弱い相互作用のくりこみ可能な理論の枠組みの中で研究すると４種

類のクォークでは足りず，新しい場（６種類のクォーク）が必要になると結論付けたのが

小林誠と益川敏英の論文である。（クォークが３種類しかないと思われていた時代になぜ

４種類から議論を始めたか。それは 1971 年に宇宙線反応中で発見されたチャーム粒子をめ

ぐる議論が活発な環境にいたからと言われている。）この 1973 年出版の小林・益川理論が

検証されたのはごく最近のことでスウェーデン王立科学アカデミーの文書でも 2002 年の日

米の Bファクトリー実験，Belle と BaBar の論文が引用されています。ともに，５番目のク

ォーク(b)を含む B中間子・反 B中間子対を大量に生成して粒子と反粒子のわずかな違いを

精密に測定し，小林・益川理論の正しさを実験的に証明した。  

宇宙の基本的な原理としての対称性の存在は自然な気がする。しかし，その対称性がわ

ずかに破れる原因は何か。宇宙の対称性の破れとその起源について考えてみるのもよいの

ではないでしょうか。  
 
11. パリティの破れ 

パリティ対称性は、電磁相互作用および強い相互作用による反応については正しい。ま

た、1956 年までパリティ保存は、エネルギー保存の法則や運動量保存の法則とともに、幾

何学的な基本法則の一つであると信じられていた。しかし、1956 年にヤン（楊振寧、C. N. 

Yang）とリー（李政道、T.D. Lee）は、当時説明不能だった K 中間子の崩壊に関する現象

を説明するため、弱い相互作用が関与する物理現象ではパリティの対称性が破れると予想

した。この予想は、1957 年にウー（呉健雄、Wu C.S.）は次の実験で確かめた。放射性核種

であるコバルト 60 を極低温に冷却し、磁場をかけて多数の原子のスピンの方向をそろえた

状態で、コバルト 60 がベータ崩壊して発生するベータ粒子の出る方向が調べた。コバルト

60 のスピンと同じ方向にβ粒子がでるβ崩壊と、その反対方向にβ粒子がでるβ崩壊は、

空間反転した関係にあり、パリティが保存されているなら、2つの崩壊が起こる確率は同じ

はずである。実験の結果、β粒子はコバルト 60 のスピンと同じ方向よりも逆の方向に多く

放出されているのが観測され、パリティ対称性の破れが起こっていることが確認された。 
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図－6 CP 変換図 

12. CP 対称性の破れ(CP violation) 
高温高密度の状態では、粒子

と反粒子は対生成と対消滅を繰

り返し、バランスのとれた共存

関係にあったと考えられる。そ

れが温度の低下とともに対消滅

が勝り、粒子か反粒子のどちら

か数の少ない方がなくなるまで

対消滅が進む。このような粒子

と反粒子の対等な存在でない有

力な原因が「CP 対称性の破れ」

と考えられている。 
CP 対称性の破れとは、物理

学の大前提となる CP 対称性に

従わない事象のことである。こ

れは宇宙論において、現在の宇

宙で物質が反物質よりもはるかに多いことを説明する上で非常に重要である。 
C は荷電共役変換（Charge Conjugation:粒子を反粒子へ反転する）、P はパリティ変換

（Parity:物理系の鏡像を作る＝空間反転＝パリティ変換）を意味し、CP はこれら 2 つの演

算子の積である。強い相互作用と電磁相互作用は CP 変換の元で不変であると考えられてい

るが、弱い相互作用による崩壊では、この対称性がわずかに破れていることが 1964 年にク

ローニン(J.W.Cronin)とフィッチ(V.L.Fitch)により、中性 K 中間子の崩壊の観測から発見

された。1973 年小林・益川理論が提唱され、クォークが 3 世代 6 種類存在し、世代間のク

ォークに「弱い力」による混合が起き、CP 対称性が破れることを裏付けた。さらに、2001
年、日本の高ネルギー加速器研究機構とアメリカおスタンフォード大学のチームが B 中間

子でも CP 対称性の破れが観測された。 
簡単に言うと、荷電共役とは粒子と反粒子の間の対称性である。CP 対称性は 1957 年に

レフ・ランダウ(L. D. Landau)により、物質と反物質の間の真の対称性として提唱された。

言い換えれば、一つの過程ですべての粒子がその反粒子で置き換わったものはもとの過程

の鏡像と等価である、と仮定された。 
 
 

 

 

 

 

 
図－7 K 中間子のクォーク組成  

図－8 B 中間子のクォーク組成 
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図－10 W－粒子放出の結合定数 

 
図－9 クォーク結合関係 

 
 “CP 対称性”とは、粒子の世界の物理法

則が反粒子の世界でも同じように成り立

つことです。ここで、反粒子とは粒子と電

荷が反対で質量は同じものです。例えば、

負の電荷を持つ電子の反粒子は正の電荷

を持つ陽電子です。エネルギーを与えると

粒子と反粒子は対で生成され、両者が出会

うと消滅してエネルギーになる。6 種類のクォークそれぞれにも反粒子が存在する。CP 対

称性は全ての現象で成り立つと考えられていた。ところが、1964 年に K 中間子で CP 対称

性がわずかに破れていることが発見された。そして 1972 年、当時はまだ u,d,s クォークし

か発見されていない中で、小林誠と益川敏英は少なくとも 3 世代、6 種類のクォークが存在

すれば、世代を超えてクォークが混じり合うことで CP 対称性の破れが起こりうるという非

常に画期的で野心的な提案をした(小林・益川理論)。クォークが 3 世代 6 種類とするとクォ

ークの世代の混じり合いは 3 行 3 列のユニタリ行列(小林・益川行列)変換で記述できる。そ

して、3 行 3 列以上のユニタリ行列の要素には複素数が入り込むことが可能です。この複素

数こそが CP 対称性の破れを引き起こす原因だったのである。その後、予言どおり、1974
年に c クォーク、1977 年に b クォーク、1994 年には t クォークが発見され 6 つのクォーク

の存在が確かめられた。 
 

日本の実験で小林・益川理論を検証 
小林・益川理論によれば、b クォークを含む B 中間子で大きな CP 対称性の破れがおこ

ることが 1980 年、三田一郎らによって予言された。そこで、予言を検証しようと 1994
年から 1999 年にかけて、茨城県つくば市の高エネルギー加速器研究機構(KEK)と米国

SLAC国立加速器研究所にそれぞれBファクトリー(工場のようにB中間子と反B中間子

の対を大量に生成し、その崩壊を測定する実験施設)が建設された。KEK のものは、周長

3km の KEKB 加速器と縦・横・奥行きともおよそ 8m、重さ約 1400 トンの Belle 測定

器からなる。KEKB 加速器で電子と陽電子を加速し衝突させ、B 中間子対を生み出す。B
中間子の性質は Belle 測定器で詳しく調べる。内部には崩壊後の粒子の位置、運動量、エ



16 
 

 
図－11 KEKB で実証した対称性の破れ 

ネルギー、種類などを精密測定するセン

サーが約 20 万個もぎっしりと詰まって

いる。日米二つの実験で 2001 年までに

それぞれ数千万個もの B 中間子を観測

し、大きな CP 対称性の破れを発見しま

した。図－11 は、(反)B 中間子がある特

定の崩壊を起こした事象を集め、B 中間

子(黒丸)と反 B 中間子(白抜き丸)のその

崩壊の起り易さの違いを解析し、比較し

たものです。CP 対称性が破れていなければ両者は一致するはずですが、実験結果から粒

子と反粒子の振る舞いに違いがあることが明らかになった。 
 

小林・益川理論を越えて 
加速器では容易に反粒子を生み出すことが可能であるが、宇宙は圧倒的に多くの粒子か

ら成り立っている。ビッグバン直後の宇宙では同数の粒子と反粒子が生成したと考えると

これは大きな謎である。これを解く重要な鍵のひとつが「CP 対称性の破れ」である。 
小林・益川理論を含む「標準理論」は、これまでに見つかった現象を説明することがで

きる素粒子物理学の基礎となる理論である。しかし、残念ながら小林・益川理論だけでは、

その宇宙創生の謎を説明できない。 
標準理論の予言能力を越えた物理現象の発見を目指し、スーパーB ファクトリー実験が提

案されている。森羅万象を説明できる理論を構築し、この宇宙を理解したいという人類の

夢の挑戦はこれからも続くことになる。 
 
13. 素粒子理論の応用例 

（1）PET 
電子と陽電子が衝突すると 2 つは消えてなくなる。これを対消滅という。陽電子放射断

層撮影（ＰＥＴ、Position Emission Tomography）はこの原理を利用したものです。すな

わちがん細胞がブドウ糖を大量に取り込む性質を利用して陽電子を放出する同位元素を組

み込んだブドウ糖の仲間を体内に投与し、陽電子が近くの電子と対消滅してガンマ線を出

すため、多量のガンマ線の発生源としてガン細胞が見つかる。 
 （2）原子力エネルギー 

アインシュタインの有名な数式 E=mｃ2、すなわち、質量ｍと光の速度ｃの二乗の積はエ

ネルギ―E に等しく、1/30 グラムは 1000 トンの水を蒸気に変えるエネルギーに相当する。

また、ウラン 235 の原子核が中性子を取り込むと、原子核が分裂し、多くのエネルギーと 2
～3 個の中性子を放出する（例：原子量発電、原爆）。核融合においても多くのエネルギー

を得ることができる（例：太陽） 
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1 J = 107 erg, 1 erg = 10-7 J 
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