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最近の研究から
ポジトロニウムによる CP 対称性の破れの検証
Test of CP symmetry with positronium
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Abstract: The origin of the matter-antimatter asymmetry in the universe is one of the most urgent goals of
elementary particle physics. CP-violation (charge conjugation and parity) is needed to explain this asymmetry.
The CP-violating processes in the quark sector have been precisely measured, but the resulting asymmetry
may be too small to result in the amount of matter in the universe. We search for undiscovered CP-violating
processes in the charged lepton sector using positronium. The angular correlation of S · k1 S · k1 × k2 is
used for this search, where S is the positronium spin and k1 , k2 are the directions of the positronium decay
photons. The measurement was performed for about 6 months, and no signatures of CP-violating decay
processes have been found. A new constraint of −0.0023 < C CP < 0.0049 is obtained for the CP-violation
parameter (C CP ). This constraint is a factor 7 stricter than that of a similar previous experiment, and the
sensitivity is at the same level as the CP-violation amplitude in the neutral K meson system.
Keywords: Positronium, CP symmetry, elementary particle experiment

1. は じ め に

宇宙は物質で満ちているのに，反物質はほとんど見当
たらない．従って，少なくとも物質と反物質の対称性（C
対称性）がどこかで破れていることは自明である．ただ
し，C 対称性の破れだけでは物質優勢の宇宙を作り出す
ことはできない．現在の非対称な宇宙を作り出すために
必要な条件は「サハロフの条件」1) と呼ばれ，次の 3 項目
にまとめられている．

• C 対称性と，CP 対称性（C と空間反転の対称性で
ある P を組み合わせたもの）の破れ
• バリオン数の破れ
• 熱平衡からの離脱
つまり，
「宇宙の進化のどこかで，バリオンを生成する反
応が起き，CP 対称性が破れているためにバリオン生成と
反バリオン生成がアンバランスし，さらに非熱平衡にあ
るために逆過程で打ち消されることもない」という条件
があって初めて現在のわれわれが存在できるのである．
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3 条件のうち，バリオン数を破る過程は大統一理論 2) や
ニュートリノのシーソー機構などを起源とする理論 3) が
出され各種の検証実験が行われている．また，熱平衡か
らの離脱については，宇宙の進化においてクーリングや
相転移の過程で作り出されたのではないかと考えられて
いる．いずれも興味深い話題ではあるが，本稿では，残る
1 つの条件，CP 対称性の破れをテーマとする．

2. C，P，T，CP 対 称 性

さて，先程から何度も出て来た C 対称性や P 対称性で
あるが，これらは素粒子物理学における基本的な対称性
である．これに時間反転の対称性である T 対称性を加え
た 3 つの対称性は，古くは厳密に成り立つと考えられてい
た．つまり，世の中は，粒子と反粒子を入れ換えても（C
変換），空間の左と右をひっくり返しても（P 変換），時間
を反転させても（T 変換），区別はつかないと考えられた
のである．ところが，弱い相互作用では P 対称性も C 対
称性も 100% 破れていることが発見された 4) ．つまり，弱
い相互作用のからんだ物理現象（例えばベータ崩壊）を観
察すると，それが物質の世界で起きている現象なのか，反
物質の世界で起きている現象なのかの区別がつく．Na-22
や Ga-68 の崩壊の際に放出される陽電子のスピンが進行
方向に偏極していることは皆さんご存じかと思うが，こ
れはまさに弱い相互作用において C 対称性と P 対称性が
破れていることの証拠である．仮に反 Na-22 原子核が生
成でき，その崩壊を観察したとすると，その時放出され
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る電子は進行方向の逆向きに偏極しているため，偏極の
向きの違いから粒子と反粒子の世界が明確に区別できる．

知の相互作用が混入している場合，対称性が破れていて
もおかしくはない．ポジトロニウム崩壊時の CP 対称性の

ただし，この Na-22 のケースからも想像できるが，単に
C 対称性が破れているだけでは粒子と反粒子の数の差は

破れの探索はミシガン大学のグループによって行われた
ことはあるが，感度は悪く，CP 対称性の破れは 1.5% 以

生まれない．この例では C 対称性と P 対称性を組み合わ
せた CP 対称性は保たれている．この時には反粒子が単

下という上限値が得られているだけである 12) ．例えば先
述した中性 K 中間子での CP 対称性の破れは 10−3 のレベ

に粒子の鏡像として振る舞うだけで，粒子数のアンバラ
ンスは生じない．両者を組み合わせた CP 対称性の破れ

ルであり，ポジトロニウムを用いて高感度の探索実験を
行うことで新たな CP 対称性の破れが見つかる可能性は

も重要となる．

十分にあると思われる．

弱い相互作用における P 対称性の破れが見つかって以
降，CP を破る素粒子現象の探索も行われてきた．このよ
うな現象が最初に見つかったのは，K 中間子の崩壊であ
る 5) ．中性 K 中間子が弱い相互作用を通じて崩壊する際，

CP 変換に対する振る舞いの異なる 2 種類の粒子系に崩壊
することが発見された．小林，益川の両氏はクォークの
混合行列を 3 行 3 列に定式化し，この行列の複素位相が
CP の破れを引き起こすことを示した 6) ．この小林-益川理
論は後に KEKB と PEP-II によって中性 B 中間子系にお
いて精密に検証され 7) ，両氏にはこの業績から 2008 年に
ノーベル賞が授与された．ただ，残念ながら小林-益川理
論によって解明されたクォークセクターの CP 対称性の
破れだけでは，現在の物質優勢の宇宙の説明は難しい 8)．
このため，CP 対称性を破る別の現象やメカニズムを探索
する必要があり，いろいろな方法で探索が行われている．
例えば，ニュートリノセクターにおいてもクォークセク
ターと同様の CP 対称性の破れが予言されており，それを
検証するための大規模な実験も計画されている 9)．
なお，本論からは少し外れるが，CP 対称性と T 対称性
を組み合わせた CPT 対称性についても多くの検証実験が
行われている．ただし，CPT 対称性については，CP 対称
性の場合とは少し事情が異なる．
「CPT 定理」と呼ばれる
定理が存在しており，現代物理学の基礎であるローレン
ツ不変性や場の量子論から CPT 対称性が保たれることが
要請されている．このため，多くの人は CPT 対称性が成
り立つと考えており，また，検証実験についても CP 対称
性と比べてはるかに高い精度で行われているが，今のと
ころ破れは見つかっていない 10) ．
われわれのグループでは，オルソポジトロニウムの崩
壊を通して，荷電レプトンセクターにおいて CP 対称性が
破れていないか検証実験を行った 11) ．その実験について
述べる．

3. ポジトロニウムを用いた CP 対称性の破れの探索

ポジトロニウムは電子と陽電子が互いに束縛された中
性の系で，電磁相互作用によって複数のガンマ線に崩壊
する．電磁相互作用では C 対称性も P 対称性も保存する
と考えられているが，仮にポジトロニウムの崩壊時に未
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3.1 CP の破れのパラメータ

オルソポジトロニウムの崩壊において，次のような角
度相関を考える．

S · k1 S · k1 × k2

(1)

ここで， S はオルソポジトロニウムのスピンの方向の単
位ベクトル，ki は崩壊ガンマ線の飛ぶ方向の単位ベクト
ルで，添え字はエネルギーの大きい順を表す．この式に
出てくる各ベクトルは，C 変換のもとでは符号を変えな
いが，P 変換のもとでは S が符号を変えず，ki のみが符号
を変える．また，T 変換のもとでは全てのベクトルの符号
が変わる．このことから，式 (1) は P 変換と T 変換にお
いて符号が変わる．CPT 定理が正しいとすると，T 変換
で符号が変わることは CP 変換で符号が変わることと等
価であるため，式 (1) は CP 変換においても符号が変わる
角度相関であることがわかる．なお，オルソポジトロニ
ウム崩壊時の角度相関については，より一般化された議
論がなされており，この角度相関が CPT 対称性を保った
上で CP 変換に感度を持つ最も単純な角度相関であるこ
とがわかっている 13) ．もしポジトロニウム崩壊の分布が
式 (1) の角度相関に依存しているならば， CP 対称性を破
る物理現象が介在していることになる．つまり，オルソ
ポジトロニウムの崩壊イベント数 N が，
 t


N = N0 1 + CCP S · k1 S · k1 × k2 exp −
τ

(2)

と CP の破れの大きさ (CCP ) に依存した項を持つことにな
る 14) (τ はオルソポジトロニウムの寿命)．そこで本実験で
は，オルソポジトロニウム崩壊においてスピンや崩壊ガ
ンマ線の方向をイベントごとに測定し，角度相関の分布
の偏りをみることで，CP 対称性の破れを測定する．
3.2

テンソル偏極と磁場によるスピン選別

式 (1) の角度相関の式から，アナライジングパワー（Q:
CCP と分布の偏りの関係の大きさ）を書き直すと次のよう
な式になる．

P2
sin 2θ sin ψ cos φ
Q = S · k1 S · k1 × k2 =
2
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図 1 スピン，崩壊ガンマ線の方向と，アナラ
イジングパワーに出てくる角度の定義．（本実
験では，θ = 30◦ ，ψ = 150◦ で固定し，φ を変化
させて測定する）

図 2 実験セットアップの模式図．中心の Na22 から放出される陽電子でポジトロニウムを生
成し，周囲の LYSO シンチレータ 4 個で崩壊ガ
ンマ線を検出する．中央部にはネオジム磁石を
用いて磁場を印加しており，検出器はすべて回
転テーブルに載っている．

3.3

実験セットアップ

われわれのグループで製作して実験を行った装置の
セットアップを図 2 に示す．装置の中央には Na-22 線

ここで，θ はスピン量子化軸と崩壊ガンマ線平面の法線と
の成す角，ψ は k1 と k2 の間の角，φ はスピン量子化軸を
崩壊平面へ射影した方向と k1 の成す角である（図 1）．そ

源 (1 MBq) を配置し，厚さ 0.1 mm の薄いプラスチック
シンチレータ (NE102) で挟んである．線源崩壊時に放出
された陽電子がこのプラスチックシンチレータを通過し

ンソル偏極と呼ばれる偏極で，スピンが量子化軸方向を

た時に放出される光はアクリルのライトガイドによって
2 本のファインメッシュ PMT (HAMAMATSU H6614-70)

向いた m s = ±1 成分は同じ符号の，量子化軸に対して寝
ている m s = 0 は反対の符号の寄与を持ち，

へと導かれ，この 2 本の PMT のコインシデンスをポジ
トロニウム生成時間のタグとして使用する．陽電子はプ

して，スピンの効果は P2 に押し込められている．P2 はテ

P2 =

Nms =+1 − 2Nms =0 + Nms =−1
Nms =+1 + Nms =0 + Nms =−1

(4)

と表される．Nms =i は，それぞれのスピンを持つオルソポ
ジトロニウムの数である． Q の中にスピン S が 2 回出て
くることから，必要なのはスピンのベクトル偏極ではな
く，テンソル偏極となる．本実験では，m s = ±1 のみを選
んで測定する事を考える．そのために利用するのが，磁
場中でのポジトロニウムのオルソ-パラ混合である．よく
知られているとおり，スピン量子化軸方向に静磁場を印
加すると，オルソポジトロニウムの m s = 0 状態とパラポ
ジトロニウムは混合し，あらたな固有状態を作る．この
新たな 2 つの固有状態は磁場に依存して寿命が変化し，
m s = 0 のオルソポジトロニウムだったものは寿命が短く
なる．一方，m s = ±1 の 2 つの状態は磁場中でも寿命が
142 ns のまま変化しない．このため，ポジトロニウム生
成の時間をタグしてやり，崩壊までの時間を測定するこ
とで，テンソル偏極状態を区別することができ， m s = ±1
を選択できる．
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ラスチックシンチレータの先のシリカエアロゲル（直径
10 mm，厚さ 5 mm が 2 個，密度 0.11 g cm−3 ）中で止ま
り，ポジトロニウムを生成する．エアロゲルの周囲は乾
燥窒素ガスでパージしており，酸素によるオルソパラコ
ンバージョン崩壊を防いでいる．ポジトロニウム生成領
域にはネオジム磁石によって 4.9 kG の静磁場を印加して
おり，磁場の方向は，鉛直方向に対して 30◦ の角度をつけ
てある．この実験では，オルソポジトロニウムの崩壊面
として水平面をとる．このため，式 (3) の θ は 30◦ で固定
となる．
ポジトロニウム崩壊面である水平面上には，74 mm 離
れた同心円状にガンマ線検出用のシンチレータを 4 個
配置する．シンチレータは直径 30 mm，長さ 30 mm の
LYSO (Lu1.8 Y0.2 SiO5 :Ce，SAINT-GOBAIN PreLude420) シ
ンチレータで，こちらもファインメッシュ PMT (HAMAMATSU H8409-70) に接続されている．LYSO シンチレー
タは，Lu の大きな原子番号 (Z=71) と，大きな密度 (ρ =
7.1 g cm−3 ) による高いガンマ線阻止能が特徴のシンチ
レータで，511 keV におけるエネルギー分解能は 12%
(FWHM)，時間分解能は 1.2 ns (FWHM) である．本実験
では 511 keV ガンマ線のコンプトン散乱がバックグラウ
ンドイベントとなるため，コンプトン散乱の少ない LYSO
© Japanese Positron Science Society
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結晶は非常に有用である．なお，LYSO シンチレータの欠

響はほとんど無い．4 個の LYSO シンチレータは図 2 の
◦

角度で配置されており，開口角 150 のペアが全部で 3 組
得られる．このペアで k1 と k2 をそれぞれ検出するため，
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本実験ではポジトロニウムの生成と崩壊ガンマ線 2 本で
時間的に相関のあるイベントを選んでいるため，その影

After timing cut
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点として，天然放射性同位体である Lu-176 起源のバック
グラウンド（シンチレータ 1 個あたり 5.6 kBq）があるが，
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式 (3) の ψ = 150 となる．この角度は，シンチレータの
エネルギー分解能を考慮した上で，検出効率を最適化す
るようにして決めた．また，各ペアで k1 と k2 を入れ替え
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図 3 （左）LYSO シンチレータの 150◦ ペアに
おけるエネルギーの 2 次元分布．黒線で囲った
領域を選択した．どちらのシンチレータで k1 を
検出するかに応じて，対称な 2 つの領域がある．
（右）後述のタイミングによるイベント選別を
行った後の分布．511 keV 近辺のバックグラウ
ンドイベントは落とされ，オルソポジトロニウ
ムのイベントがきれいに抽出できる．

た組み合わせもとれるため，実際には 6 通りの Q に対応
した測定ができる．
これらのシンチレータはすべて 360◦ 回転するテーブル
の上に乗っている．テーブルの回転中心はポジトロニウ
ム生成部であり， CAMAC システムにつながったステッ
ピングモータで 0.2◦ の精度で回転角を制御する．テーブ

3.4 測定と解析

測定は，2008 年から 2009 年にかけて，約 6 ヶ月間おこ
なった．トリガーは，プラスチックシンチレータがヒッ
トし，かつ，それから 950 ns 以内に LYSO シンチレー
タが 2 個以上同時にヒットするという条件で設定し，約

1.3 kHz のトリガーレートであった．トリガーが鳴ったイ
ベントについては，すべての PMT からの信号のタイミ
ングと電荷量を CAMAC システム経由で取得している．
データ取得中は，1 時間ごとに回転テーブルを 30◦ 刻みで
動かして，Q の異なるデータを取得している．全測定期
間を通じて実験室の温度は 22 ± 1 ◦ C に保っており，安定
した環境であった．
LYSO シンチレータの 150◦ のペアについて，2 次元の
エネルギー分布を取ると図 3（左）のようになる．この図
において，合計エネルギーが 700 keV–900 keV 程度の円
弧状に分布している成分が見て取れるが，これがオルソ
ポジトロニウム起源のシグナルである．ここから k1 と k2
がヒットしたイベントを選択するために，以下のエネル
ギーウィンドウを設ける．
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ルの回転により，磁場に対する検出器の角度（式 (3) にお
ける φ）を制御することができる．
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図 4 エネルギー選別を行った後の，ポジトロ
ニウム生成タグから崩壊ガンマ線検出までの時
間差分布．テンソル偏極したポジトロニウムを
選別するために 50 ns–130 ns の領域を選択し
た．右上はプロンプトピークの拡大図である．
プロンプトピークの分解能はタグ検出器とガン
マ線検出器の複合性能で決まるが，σ = 0.9 ns
であった．

680 keV < E1 + E2 < 920 keV

(5)

280 keV < E2 < E1 < 511 keV

(6)

LYSO シンチレータにガンマ線が当たるまでの時間分布
を図 4 に示す．時間 0 のところに，対消滅や 1275 keV ガ

ここで，Ei はオルソポジトロニウム崩壊から放出された
ガンマ線のエネルギーで，添え字はガンマ線のエネルギー

ンマ線などによって生じたプロンプトピークがあり，そ
こから，磁場によって混合した状態のポジトロニウムや

の大きさ順である．図中の黒線の枠 2 つが実際に適用し
たエネルギーウィンドウである．

オルソポジトロニウムの寿命の成分が続いている．これ

次に，ポジトロニウム生成から崩壊までの時間で選別
を行う．プラスチックシンチレータでタグされてから，
50
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に対し 50 ns–130 ns のタイミングウィンドウでイベント
を選択する．m s = ±1 のポジトロニウム崩壊が多く選択
され，残ったイベントについては，P2 = 0.87 となる．タ
陽電子科学

第 1 号 (2013)

山崎ほか： ポジトロニウムによる CP 対称性の破れの検証

最近の研究から

Asymmetry

慮した結果，
0.01

CCP = 0.0013 ± 0.0021 (stat)

0.008
0.006

(8)

という統計誤差の範囲で 0 と無矛盾の値が得られた．
系統誤差についても見積もる．この実験では，2 種類の

0.004
0.002

キャンセレーションを使って系統誤差を打ち消している．
1 つは，同じペアで k1 と k2 イベントと k2 と k1 イベント

0
−0.002

の両方の組み合わせが得られることである．これにより，

−0.004

例えばサイズや分解能の微妙な差といった検出器の個性
はキャンセルする．もう一つはテーブルの回転を利用し

−0.006
CCP = 0.01

−0.008
−0.01

0

20

40

60

80

100 120

140 160 180

は 180◦ 対称に製作してあるため，物質によるガンマ線の
散乱バックグラウンドなどはうまくキャンセルする．し

φ [° ]

図 5 測定された非対称性を φ ごとにまとめて
プロットしたもの．CP 対称性の破れは，このプ
ロットにおいて cos φ の成分として観測される．
参考のために，C CP = 0.01 の場合の予想される
曲線も示す．

たがって，系統誤差として残るのは，これらでキャンセル
できない効果のみである．以下の効果を系統誤差として
計上した．

イミングウィンドウ選別後のガンマ線エネルギー分布を
図 3（右）に示すが，オルソポジトロニウム起源のイベン
トがきれいに円弧状に分布している．
選択で残ったイベントから CP 対称性の破れを求める．
式 (3) から分かる通り，各シンチレータペアはテーブルの
回転角によって φ が変化し，アナライジングパワー Q が
変化する．そして，ちょうど 180◦ 回転した自分自身は，

Q の絶対値は変わらず，符号だけが逆転している．この
ことから，
CCP Q(φ) =

N(φ) − N(φ + 180◦ )
N(φ) + N(φ + 180◦ )

て，180◦ ずれた自分自身とのキャンセレーションを行っ
ていることである．これにより，磁石などの周囲の構造物

(7)

と，自分自身のイベント数の差を CCP に結びつけること
ができる．計 6 通りの組み合わせで得られたイベントに
ついて，式 (7) に従って角度 φ についてまとめてプロット
したものが図 5 の分布である．もし仮に CP 対称性が破れ
ていた場合，この分布は cos φ の分布を持つはずであるの
で，この結果から CCP の値を求める．ただし，式 (3) で与
えられるアナライジングパワーは理想的な状況であるた
め，以下の効果についてモンテカルロシミュレーション
を用いて見積もった．まず，LYSO シンチレータと，ポジ
トロニウムの生成領域が有限の大きさを持っているため，
角度が正確に決まらない効果がある．これらは，アナラ
イジングパワーをそれぞれ 15% と 1% 悪くする．LYSO
シンチレータのエネルギー分解能は k1 と k2 を取り違え

• 回転角の精度: 回転角は 0.2◦ の精度で制御してい
る．0.2◦ のずれでキャンセルできない効果を実測
にもとづいて見積もったところ，0.00039 という値
が得られた．
• 回転テーブルの軸のずれ: 実験装置は 0.5 mm 以内
の精度で組み立ててある．この精度のずれが最も
結果に効いてくるのは回転テーブルの中心軸と磁
石の中央がずれることによって，角度によって P2
の値が変わることである．実測した磁場マップと
シミュレーションにもとづいて，0.00025 という値
を見積もった．
• ポジトロニウム生成領域でのエアロゲルと磁場の
非一様性: ポジトロニウムを生成するシリカエアロ
ゲルと磁場分布に偏りがあると，やはり P2 に角度
依存性が生じる．これも同様に見積もって 0.00011
という値が得られた．
• Na-22 線源の減衰: 回転テーブルは 1 時間ごとに
30◦ 動かしているため，180◦ 離れた角度とは 6 時
間の測定時間差がある．使用している Na-22 線源
（半減期 2.6 年）が 6 時間に減衰する効果を考慮す
ると 0.00030 という値が得られた．
以上の効果を 2 乗和として系統誤差に計上した．結果は，

CCP = 0.0013 ± 0.0021 (stat) ± 0.0006 (syst)

(9)

となり，信頼区間 90% では，

−0.0023 < CCP < 0.0049

(10)

る効果を生むが，これによって生じるアナライジングパ
ワーの悪化は 2% であった．なお，モンテカルロシミュ

という結果であった．この結果は，既存の実験的制限よ

レーションには，ポジトロニウムのスピン方向とガンマ

りも約 7 倍強い制限であり，ポジトロニウム CP 対称性
は，K 中間子の CP 対称性の破れとほぼ同程度の感度では

線の崩壊平面との相関 15) も組み込んである．これらを考
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破れていないということがわかった．この結果は今から
11)

3 年ほど前の結果 であるが，荷電レプトン系において，
今のところこれを上回る感度の実験は行われていない．

4. ま と め

最近の研究から

10)
11)
12)
13)
14)
15)

V. A. Kostelecký, N. Russell: Rev. Mod. Phys. 83 (2011) 11.
T. Yamazaki et al.: Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 083401.
M. Skalsey, J. V. House: Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 1993.
W. Bernreuther et al.: Z. Phys. C 41 (1998) 143.
H. Cehg: Phys. Rev. D 28 (1983) 150.
W. Bernreuther, O. Nachtmann: Z. Phys. C 11 (1981) 235.

(2013 年 6 月 4 日受付)

物質優勢の宇宙を説明するためには CP 対称性がどこ
かで破れていることが不可欠である．われわれはポジト
ロニウムを用いて CP 対称性の破れを探索した．探索に
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