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ハドロン・バリオン・中間子
これまでに登場した核子やラムダ粒子、中間子は、みなクォークが強い力で
結びついた粒子です。このようにクォークが強い力で結びついた粒子を総称
して「ハドロン」と呼んでいます。

ハドロンの中で陽子や中性子のようにクォーク３つで構成されている仲間を
バリオンと呼んでいます。また、１つのクォークと１つの反クォークで構成
される仲間を中間子と呼んでいます。

ハドロンとは？

ハドロンを使ってどのような研究をするのでしょうか？ハドロ
ン実験施設は産業応用などのための研究を直接目的とした施設
ではありません。原子核や素粒子、そこに働く力の性質を研究し、
私たちの宇宙の成り立ちを考える、基礎的な科学の場です。ハ
ドロンや原子核は強い力が働いて成り立っていますので、強い
力の性質の研究が１つの大きなテーマです。2008年にノーベル

賞を受賞された南部博士は物質に質量が生まれる仕組みを提唱
されました。強い力でのその仕組みの実験的な検証も大きなテ
ーマです。また、同じく2008年ノーベル賞の対象となった小林・
益川理論を検証する実験も準備されています。ハドロン実験施
設ではいろいろな側面から原子核や素粒子の研究が繰り広げら
れます。次ページから、そのうちの一部を紹介しましょう。

ハドロンを使った研究

ハドロンの作り方
陽子や中性子は原子核の構成要素として私たちの身の周りにたくさ
んあります。その他のハドロンは、地球外から降り注ぐ宇宙線の
中にみつけることができます。しかし、これらは数も少なく、制御
して実験に使うのには不向きなので、大量にかつ思い通りのハド
ロンを手に入れるには加速器で人工的に作り出すしかありません。
J-PARCの加速器で加速された陽子ビームを金属標的にあてると、い
ろいろな種類の粒子（ハドロンやレプトン）が発生します。この中
から、実験の目的に適した粒子を選び出し、実験に使います。
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されました。強い力でのその仕組みの実験的な検証も大きなテ
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ハドロン・バリオン・中間子
これまでに登場した核子やΛ粒子、中間子は、みなクォークが強い力で結び
ついた粒子です。このようにクォークが強い力で結びついた粒子を総称して
「ハドロン」と呼んでいます。

ハドロンの中で陽子や中性子のようにクォーク３つで構成されている仲間を
バリオンと呼んでいます。また、１つのクォークと１つの反クォークで構成
される仲間を中間子と呼んでいます。

ハドロンとは？

ハドロンを使ってどのような研究をするのでしょうか？ハドロ
ン実験施設は産業応用などのための研究を直接目的とした施設
ではありません。原子核や素粒子、そこに働く力の性質を研究し、
私たちの宇宙の成り立ちを考える、基礎的な科学の場です。ハ
ドロンや原子核は強い力が働いて成り立っていますので、強い
力の性質の研究が１つの大きなテーマです。2008年にノーベル

賞を受賞された南部博士は物質に質量が生まれる仕組みを提唱
されました。強い力でのその仕組みの実験的な検証も大きなテ
ーマです。また、同じく2008年ノーベル賞の対象となった小林・
益川理論を検証する実験も準備されています。ハドロン実験施
設ではいろいろな側面から原子核や素粒子の研究が繰り広げら
れます。次ページから、そのうちの一部を紹介しましょう。

ハドロンを使った研究

ハドロンの作り方
陽子や中性子は原子核の構成要素として私たちの身の周りにたくさ
んあります。その他のハドロンは、地球外から降り注ぐ宇宙線の
中にみつけることができます。しかし、これらは数も少なく、制御
して実験に使うのには不向きなので、大量にかつ思い通りのハド
ロンを手に入れるには加速器で人工的に作り出すしかありません。
J-PARCの加速器で加速された陽子ビームを金属標的にあてると、い
ろいろな種類の粒子（ハドロンやレプトン）が発生します。この中
から、実験の目的に適した粒子を選び出し、実験に使います。
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