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原子核物理学

１．原子核の発見
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今から約100年前

「原子はどのような構造をもつのか?」

Geiger と Marsden の

α粒子を用いた実験

Thomson の原子模型

Thomson の原子模型では

大きな角度の散乱が
説明できない

原子模型に基づいた
散乱公式

Rutherford の原子模型

Rutherford の散乱公式

実験データに基づいて原子構造の仮説をたてる
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２０世紀初頭の原子の理解

原子は電気的に中性である

原子の半径は 10-10 m 程度

原子は電子を含む

原子に含まれる電子の個数は原子量の
約半分

電子は原子全体に比べてはるかに軽い

電子は負電荷をもつ

原子の中には「ある物」が存在するはず

「ある物」は正電荷をもつ

「ある物」が原子の質量の
ほとんどをもつ

1897 電子の存在を確認
J.J. Thomson

原子模型
J.J. Thomson

1908 α粒子 ＝ He2+ を確認
A. Rutherford

1911 原子核の存在
A. Rutherford

1913 原子構造の量子論
N. Bohr

1919 陽子が原子核の構成要素であ
ることを発見

A. Rutherford

1932 中性子の発見
J. Chadwick
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原子によるα粒子の散乱

１９０９年，Geiger と Marsden が Rutherford の指導のもとに散乱実験

ラジウムから放出されるα粒子を金属箔にあてる

α粒子が蛍光物質にあたったときのシンチレーション光を顕微鏡で観測
する

α粒子は，ごくたまに，大きな角度（９０度以上）に散乱される

H. Geiger and E. Marsden, Proc. Roy. Soc (London). A82 (1909) 495
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Thomson の原子模型

正に帯電した球形の連続的な「パン生地」

パン生地の中に「乾ぶどう」のように電子（負電荷）
が散らばっている

全体として電気的に中性

３人の Thomson （イギリスの物理学者）
(1) William Thomson：1824 ～1907 

ケルビン卿 (Lord Kelvin)  とも呼ばれ,  「絶対温度」の単位 K (ケルビン) はケルビン
卿にちなんでつけられた。

(2) Joseph John Thomson: 1856 ～1940
電子の発見，原子模型の提唱など。

(3) George Paget Thomson: 1892 ～1975  
J.J. Thomson の息子。

金属結晶による電子の回折を確かめ，電子の波動性を実証。

「レーズン・パン」模型

J.J. Thomson, Proc. Cambridge Phil. Soc. 15 (1910) 465
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Thomson の原子模型は正しいのか？

Thomson の原子模型に基づいて

１回の散乱の角度は 0.01 度程度

金属箔の厚さの方向に 約10,000 個の原子

が並んでいる

金属箔の厚さは，だいたい 10-6 m 程度

原子の大きさは 10-10 m 程度

α粒子が次々に原子と衝突 (散乱) して行く
とすると，10,000 回重なれば，散乱角は100
度にもなりうる？

しかし，各々の衝突による散乱の方向はラン
ダム

Thomson の原子模型では，

９０度以上の大きな散乱は説明できない
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Rutherford の原子模型

α粒子の散乱実験の結果

入射したα粒子の大多数は直進し，散乱を起
こさない

ごくたまに 90度を越えて180度に近くなるよう

な大角度の散乱が起こる

散乱が起きる確率は，標的の金属箔の原子量
が大きいほど大きい

Rutherford の考察

原子核の正電荷は狭い範囲にかたまっている

その正電荷とα粒子が Coulomb 斥力で反発

しあって，大角度の散乱が起こる

⇒ Rutherford の散乱公式

E. Rutherford, Phil. Mag. 21 (1911) 669
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Coulomb 散乱

Coulomb ポテンシャルによるα粒子の散乱 (1911)
運動方程式

万有引力ポテンシャルによる運動の場合と同じ（ただし，斥力）
従って，α粒子の軌道は

これより，衝突パラメータ と散乱角 との関係は

Rutherford の散乱公式
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Rutherford の散乱公式

構造のない点電荷の Coulomb 散乱
仮想光子（virtual photon）の交換

前方で発散

Coulomb ポテンシャルが 1 / r で
無限遠まで到達する

現実には原子核を取り巻く電子の
負電荷によって原子核の正電荷が
遮蔽される

古典論と量子論が偶然にも同じ結果

Geiger と Marsden の実験結果は，Rutherford の散乱公式と一致
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原子核の大きさは？

原子核とα粒子の最近接距離：

Geiger と Marsden の実験
E = 5.3 MeV，Z = 29（銅） では，

α粒子のエネルギーを大きくすると，
最近接距離は小さくなる

鉛（Pb）によるα粒子の散乱（右図）

E = 27.5 MeV 以上では，
Rutherford Rutherford の散乱断面積からずれるの散乱断面積からずれる

⇒⇒ 核力による相互作用核力による相互作用

原子核の大きさは 10-15 ‐ 10-14 m 程度 R.M. Eisberg and C.E. Porter
Rev. Mod. Phys. 33 (1961) 190

R = (1.5A1/3 + 2.0) x 10-13 m
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加速器

静電加速器

コックロフト・ウォルトン型 ～数 MeV
バンデグラフ型（1930年，Van de Graaff） ～10 MeV
ペレトロン

線形加速器

ライナック（linac）
円形加速器

サイクロトロン（1930年代）

シンクロトロン

コライダー TRISTAN, B-Factory
RHIC, LHC

不安定核ビーム 理研，GANIL, GSI
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