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研究目的 

本研究は、CERN 研究所に建設された低速反陽子源(反陽子減速器：AD、当初予定では平成 10 年末完成：実際

は 11 年末に完成し、12 年夏より実験開始)で得られる低速・高輝度反陽子を用いて種々の学際的研究を行ない、

反物質科学を開拓することを目的として行われた。 

AD は、CERN の陽子シンクロトロンの高エネルギー陽子を用いて生成したエネルギー3 GeV（30 億電子ボルト）

の反陽子を、5 MeV（500 万電子ボルト）まで減速して取り出す装置で、世界唯一の低速反陽子源である。低速

反陽子は、反物質の基本単位である反水素原子（マイナスの電荷を持つ反陽子のまわりをプラスの電荷を持つ

陽電子が回っている反原子）をはじめとし、反陽子を含む種々の奇妙な原子の生成や、反陽子を含む原子衝突

現象の研究に用いられる。 

特に反水素を大量に生成し、精密に分光することができるようになれば、CPT 対称性（C:荷電、P:空間、T:

時間の同時反転で物理法則が不変かどうか）の高精度検証が可能になると期待される。従来、CPT 対称性は厳密

に成り立ち、その帰結として粒子と反粒子の質量は等しいと考えられてきたが、最近では仮想ブラックホール

対と素粒子の相互作用などで CPT 対称性が破れ、陽子・反陽子の質量や、水素・反水素のスペクトルが微少に

異なる可能性が論じられ、高精度実験の重要性が高まっている。 

 我々は、建設段階から AD に深くコミットし、本研究の準備研究の段階で、CERN 研究所に対して Atomic 

Spectroscopy and Collisions using Slow Antiprotons(低速反陽子を用いた原子分光と衝突実験)-通称 ASACUSA

（アサクサ）実験を提案して採択された。その目的は、 

1．AD で得られる反陽子を更に低速に減速・蓄積し取り出す装置の開発及び建設、 

2．反陽子ヘリウム原子(反陽子・電子・ヘリウム原子核からなるユニークな準安定原子)や、反陽子水素

原子(反陽子と陽子が結合した原子)の精密分光による反陽子質量や磁気能率の高精度測定、 

3．反陽子の原子衝突過程の研究、及び上記のように反陽子を含んだ特異な原子の物理・化学的反応の研究、 

である。 

 また、反水素については、国際共同実験 ATHENA に実験企画段階から参画し、低速反水素原子の大量生成と、

その分光による CPT 対称性の検証をめざした。 

研究計画、目的の達成度 

平成 10 年度研究実施計画書記載の研究目的と、平成 15 年 3 月時点での達成度の比較を記す。 

研究目的： 



 本研究は、CERN に建設される低速反陽子源(反陽子減速器：AD、平成 10 年末完成予定)で得られる低速・高輝

度反陽子を用いて種々の学際的研究を行ない、反物質科学を開拓することを目的とする。中でも、 

1. AD で得られる反陽子を更に低速に減速・蓄積し取り出す装置の開発及び建設、 

2. 反陽子ヘリウム原子(反陽子・電子・ヘリウム原子核からなるユニークな準安定原子)や、反陽子水素原子(反

陽子と陽子が結合した原子)の精密分光による反陽子研究、 

3. 反陽子の原子衝突過程の研究、及び上記のように反陽子を含んだ特異な原子の物理・化学的反応の研究、 

4. 低速反水素原子(反陽子と陽電子が結合した、最も基本的な反物質)の生成と、その高分解能レーザー分光に

よる素粒子の基本対称性(CPT 対称性：物質--反物質対称性)の超精密検証、及び反物質に対する重力相互作

用の解明、 

の 4 つは特に重要な研究テーマとして推進する。 

 

研究目的の達成度： 

 上記の１～４の各項目について、その達成度について記す。 

1．世界初の線形反陽子減速器 RFQD を開発・建設し、効率 25%で反陽子を 5 MeV から数十 keV に減速する事に成

功し、当初目標を達成した。また、超伝導磁石を用いた反陽子トラップ(MUSASHI)を開発・建設し、RFQD と

組み合わせることによりこれまで最高の５百万個の反陽子を安定に蓄積することに成功し、さらに 10 eV の

単色超低速ビームとして取り出す事に成功した。取り出し効率の改善が今後の課題として残っている。 

2. 反陽子ヘリウム原子のレーザー分光を 10-8の精度にまで高め、三体電磁量子力学計算の検証、および反陽子

質量の精密決定を行い、当初目的は十二分に達成した。 

3. 反陽子ヘリウム原子と水素分子の衝突反応において、トンネル効果が顕著である事を発見し、低温環境下の

化学反応研究の新たな展開として注目された。MUSASHI からの超低速反陽子ビームを用いた原子衝突過程の

研究については、取り出し効率の向上を待って今後実施する。 

4. 低速反水素原子の大量生成に世界で初めて成功して世界的な注目を集め、高分解能分光への道を拓き、当初

目的は十分に達成した。 

CERN の反陽子減速器の完成は、当初予定よりも一年遅れたが、我々は十全な実験準備を行って遅れを取り戻

し、以上記したように、当初の目的を達成した。 

これまでの成果 

 本研究は、CERN 研究所に建設された低速反陽子源(反陽子減速器：AD、当初予定では平成 10 年末完成：実際

は 11 年末に完成し、12 年夏より実験開始)で得られる低速・高輝度反陽子を用いて種々の学際的研究を行ない、

反物質科学を開拓することを目的として行われた。 

 研究期間の前半では、CERN 現地におけるインフラストラクチャーの整備および実験装置建設を行った。この

間に建設した主な装置は、1) 反陽子線形減速器 RFQD、2)反陽子トラップ(MUSASHI)及び超低速反陽子取り出し

ビームライン、3) 反陽子原子分光レーザーシステム、4) 反陽子消滅検出器、5) 低温ガス標的装置、6) デー

タ収集・解析システム、7) 反水素生成・検出装置、などである。 

 研究期間の後半では、AD が供給する反陽子ビームを用いて、開拓的実験を数多く行った。特筆すべき成果は、

1) 反水素原子の大量生成の成功、2) 反陽子ヘリウム原子の精密レーザー分光による反陽子質量の高精度決定、

3) RFQD による反陽子の効率的減速、4) レーザー・マイクロ波分光による反陽子ヘリウム原子の超微細構造の

解明と、それによる反陽子磁気能率の測定、5) MUSASHI による大量の反陽子の蓄積と、超低エネルギー反陽子

(�10 eV)の取り出し、6) 反陽子ヘリウム原子を用いた低温化学反応におけるトンネル効果の測定、などである。



 このうち、反水素原子の生成は、この先に続く反水素原子の精密分光（及びそれによる CPT 対称性の検証）

の第一歩である。また、RFQD の成功、大量反陽子蓄積の成功と超低速反陽子ビーム生成の実現は今後の低速反

陽子実験にインパクトを与えるもので、いずれも開拓的な意義が大きい。 

  反陽子原子の理論研究においては、量子 3 体系の精密解法を開発して、反陽子ヘリウム原子の構造の解明と

反陽子質量の高精度決定に貢献し、また、反陽子・反水素の関連する原子衝突過程の解明に貢献した。 

 なお、我々の研究チームは、CERN 研究所においては ASACUSA 実験「低速反陽子を用いた原子分光と衝突実験

(atomic spectroscopy and collisions using slow antiprotons)」と呼ばれ、日本のアイディアによって、日

本人が中心となり、日本の研究費で行われている事は、広く認識されている。 

 研究の最終年には、横浜において LEAP’03 (Low Energy Antiproton Physics 国際会議)を主催した。 

成果の公表の実績 

本研究の成果は、学術雑誌への論文掲載（39 編）、総説掲載（2 編）や、国際会議での講演（46 編）、議事録

論文収録（25 編）、などを通じて公表してきた。 
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3．受賞 

 (1)平成 11 年 9 月、第６回原子核談話会新人賞 鳥居寛之 「反陽子ヘリウム原子の精密分光」 

 (2)平成 13 年 8 月、第２回原子衝突研究協会若手奨励賞 木野康志 「組み替えチャンネル結合法による反陽子

ヘリウム原子準位と反陽子質量の精密計算」 

 (3)平成 13 年 8 月、第２回原子衝突研究協会若手奨励賞 鳥居寛之 「反陽子ヘリウムのレーザー分光」 

(4)平成 15 年 2 月、井上科学振興財団 井上奨励賞 堀正樹 「異常長寿命反陽子ヘリウム原子のカスケード過程」

4．その他特記事項 

(1)反水素原子生成の成功は、H14 年 9 月 19 日の朝刊各紙でも大きく報道された。 

「事後評価」結果 

研究課題の総合的な評価 

期待どおり進展した。 

１ 研究計画、目的の達成度について 

当初の研究計画、目的を達成したかどうか。 

予定どおり達成した。 



反陽子、反物質の生成と科学は、物質の基本問題の解明に不可欠の課題であり、その第一歩として反物質

の代表である反陽子、反陽子ヘリウム、反水素が観測可能な量まで“蓄積された”ことは疑いもなく重要で

ある。超低速反陽子の取出効率の改善が課題として残るが、装置開発を含め、ほぼ予定どおりに研究が進め

られ、当初の目標を達成した。 

２ これまでの成果について 

（１） 革新的又は学際的な学問領域の創造、共通基盤科学技術の開拓、国際協同研究の推進の観点から高く評

価できるか。 

原子核、原子、分子、レーザー分光学等の分野横断的な協力体制により、新しい学問領域である「反物質

科学」を開拓したこと、また、外国の施設を用いた国際協同研究において日本の存在感を高めたことは高く

評価できる。 

（２） 当該学問分野及び関連学問分野への波及効果は、どのような状況であるか。 

当該学問分野においては、ＣＰＴ対称性のテストを非常に良い感度で行える可能性が高まった。また、本

研究推進のために各分野の最先端科学と技術が結集したことで、関連分野への影響も大きく、反物質科学の

裾野の広がりを期待させる。今後、他分野（化学など）の研究者にも広く議論のみならず、装置の開放を推

進すれば、さらに波及効果が得られると思われる。 

（３） 研究成果の積極的な公表に努めているか。 

猛烈な研究競争の中、米国グループに先だって反水素作成の成功報告を公表するなど、積極的に研究成果

を公表しており、専門分野での努力は積極的なものと考える。今後は当該専門分野のみならず、反物質科学

の考え方、効用についての一般への説明に努力されたい。また、日本人による本研究の成果が広く受け入れ

られるためにも、論文の筆頭著者に日本人研究者を置くことについて、今後努力されたい。 

 
 


