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「タキオンと前提論」

山口優

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing i
過去から 学び、今の為 に生き、未来 に希望を。大 切なの
s not to stop questioning.(
は、疑問 を持つのをやめないことだ )
―アルバート・アイ ンシュタイン

突然ですが、次の 式をＸに対するＹのグラフ にしてみてください。
Y=(X^2+M^2)^2
但し、Ｍの二乗 をマイナスとします。

描 かれるであろうグラフの正 解を先に言葉で表現してし まいますと、これは、ワイ ン
ボトル の底のよ うな形にな ります。中 央部分が、 高さ M^4
で盛り上 がっており 、その両
側で一端下がり、そこから 一気に縦向けに上がってい くようなイメージです。

実はこのよう な形のグラフは、二重井戸 型ポテンシャルと呼ばれ 、素粒子物理学では
よく 、
「真空凝 縮」とい うメカニズム を説明す るときに使 われます。簡 単に言って しま
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えば、ボトルの中央部の上 に凸に膨らんだ部分は不安 定なので、ボトルの一番 低い部分

に必ず状態は 落ちていく、ということ です。
すみません。いきなりぶ っとんだ話から始めてしま いました。

九月下旬、 スイス・ジュネーヴ郊外 の欧州原子力研究機構（Ｃ ＥＲＮ）のポジトロン
・ストレージリングか ら照射されたニュートリノ が、イタリアのグラン・サ ッソ国立研

究所 のエマルシ ョン検出器 に検出され た際、その 速度が光速 よりも 0.0025%
だけ速か っ
た、という実験結果 が得られたという発表は、 ここ最近の科学技術関連の ニュースの中

でひと きわ目を引くものでしたの で、何か関連した話ができ ないかと思い、冒頭のグ ラ
フに至ったわけで す。

さ て、グラ フの説明で 、
「Ｍ の二乗をマ イナスとし ます」と但 し書きを付 けました。
実は光速を超える 粒子 、タキオンは 、相対論の枠組みでは 必ず 、質量が虚数になります 。

虚 数というのは、その二乗が マイナスになる数という意 味で、つまり、最初のグラ フも
質量Ｍを虚数と して設定した粒子の、ポテ ンシャル（状態のエネル ギー）のグラフでし
た。尤も、簡単にするため にいろいろと省略していま すが。

虚数質量を持 つタキオンを前提としたグ ラフを書いてしまったわ けですが、このグラ
フ、不都合でしょうか？ 不都合、というのは、こ の場合、その上で粒子が安 定して存
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在できるかどうか、という ことなのですが、実は、不 都合ではありません。

中央は確か に不安定ですが（ワインボ トルの中央に落とした水滴 はそこにとどまりま
せんよね ？ ）
、 その周辺 は凹んでい るので、そ ちらに落ち れば安定で す。この、 安定し

てい る部分で 、改めてそ こを中心と して 、
「場を展開 」し直せば 、ちゃんと 虚数でない
質量のある粒子の場が 出てきます 。この枠組み を 、特に 、
「タキオン凝縮 」と 呼びます 。

初めから 、タキオンなんて存在し ないんだから、そんなやや こしいことを考えずに質
量が虚数でない場合 だけ考えれば良かったので は？

そうし た考えも確かにあるかと思 います 。
考え 方の枠組みを初めから決 めてしまって 、
そこに意識をフォ ーカスした方が、確かに理 論は簡単になるし、すぐに 結論に辿り着き

やす い。
しかし、相対論 においても、別に光速を超 える粒子であるタキオンが 存在しないと言

わ れているわけではなく、単 に、人類が今まで発見して きた、普通の身の回りにあ る粒
子（光を含め） は、いくら加速しても光速 を超えるわけではない、 と言っているだけで
す。その意味では、今回の 結果は確かにおかしいので すが（ニュートリノは、こ こでい

う、
「 普通の 粒子」 です ）
、ま あそれ は、お いおい 開始さ れるで あろう追 試の結 論を待
ちましょう。
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科学、特に、その最も基層 にある物理学という学問 は、こうした安易な前提の 設定、

つまり、タキ オンなんて存在しないか ら考える必要がない、とい うようなことを特に嫌
います。それはこの学問 が、宇宙の根源を解き明か し、宇宙に存在する、或 いは、宇宙

の外に存在 する全てをも含めた統一 的な事物の成り立ちを探ろ うとする学問だからであ
り、全てを解き明かす ことを目論むならば、意識 を、何の思慮もなく何らか の枠組みに

フォーカ スしてしまうことは厳に避 けるべきだからです。現に 、タキオン凝縮の枠組み
は、我々の住む宇宙 そのものの一つの表象とも 言われるＤブレーンの対消 滅において、

無視で きない役割を果たすと言わ れており、更に理論の発展 に貢献していくでしょう 。
さて、物理学とは 異なり、我々の日常生活は 前提だらけであり、一つ一 つ、それを疑

って いたらキリがありません。 ではありますが、いろいろ な前提を疑ってかかること 、
もっと具体的に言 えば、その前提を成り立た せているのはどのような ロジックなのか、

他 に考え方はないのか、そう 思って視野を広げてみるこ とは、それほど悪いことで はな
いのかも知れま せん。
冒頭に引用したアインシュ タインの言葉は、こうした 姿勢を端的に示しているよ うに

思われます。 物理学者らしい、と私など は思いますが、大切なこと は、疑問を持ち続け
るのをやめないことです。 確かに、人は無意識の前 提を設定してしまいがちで す。それ

5

は仕方のないことです。人 は人であって、一部の宗教 が前提とするような、万 能の存在

になれるわけ ではない。しかし、過去 の失敗から学ぶならば、よ りよい選択を、未来に
は行うことができるでし ょう。未来にはよりよい選 択ができるはずだ、とい う希望が、

過去から失 敗を学ぶモチベーション になりもします。
それが、現在を生きる 上でも、何よりの活力にな るでしょう。

今年は大 変な年でした。日本に限 定しても、年の前半に震災 があり、そこから続く原
子力災害は今も我々 の心を不安にかきたててい ます。経済は一向に上向か ず、また、つ

い最近 は国論を二分する貿易協定 の議論がありました。世界 に目を向ければ、日本で 地
震が起こる一月前 にニュージーランドでも地 震が起こっており、トルコ も震災に見舞わ

れま した。欧州では、経済がひ どい落ち込みを見せていま す。そして、まだ今年は終 わ
っていない。

に もかかわらず 、私はきっと 、未来はより 良くなるだろうと信じてい ます 。なぜなら 、
タキオンが発見 されたかも知れない、とい うニュースが、世界中で 多くの関心をもって
受け入れられたからです。 タキオンの存在など、殆ど の人の日常生活には全く関 係ない

にもかかわら ず。このことから私は一つ の事実を見ます。それは、 多くの人が、超光速
粒子など存在しないはずだ 、といった、世の中の多 くの前提を安易に受け入れ ていない
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ということ。寧ろ、そうし た過去の前提からの逸脱を 、未来への変化を、積極 的に望ん

でいるという こと。
それは、過去の失敗を未 来への希望へと変える姿勢 へと繋がるはず――だと すれば、

未来を悲観 する要素はどこにもない 。私はそう思います。
結局のところ、未来と いうのは人々の意志で決ま るものなのですから。

