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「物質と宇宙の謎にせまる」

　宇宙はなぜ存在するのか、私たちは宇宙の片隅でなぜこうして生きているのか。素粒子、原子核、
宇宙の研究は、このような人類のもっとも根源的な問いに答えを見いだすべく、世界中の研究者が
協力あるいは競争して進められています。数多くの先人たちの努力によってこの分野は大きく発展
し、現在ではこのような問いが荒唐無稽ではなく科学的な手法で答の得られる問題として、さらな
る研究が続けられています。

　総合研究大学院大学・高エネルギー加速器科学研究科・素粒子原子核専攻では、残されたさまざ
まな謎を解明すべく最先端の実験的および理論的研究を行うと同時に、実験と理論双方のバランス
の取れた教育により、専門領域に留まらず総合的な基礎知識を身につけた研究者を養成することを
目指しています。また、素粒子原子核実験の基礎となる測定器技術の開発は、将来の研究の芽とな
る基礎研究であるだけでなく、最先端技術としても様々な応用が期待されています。

　本専攻では、それぞれの専門領域で第一線の研究を進めている多彩な教員による充実した教育と
研究指導を行います。基盤となっている高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所は、教
員以外にも多くの研究者が国内外から来訪して研究を進める国際的な環境を提供しています。

　素粒子原子核物理学のような自然科学の研究は、研究者の独創的な発想とたゆまぬ努力により発
展してきました。若者が打ち込むに足る挑戦的な研究テーマも数多くあります。最先端の研究現場
に飛び込んで共に研鑽する意欲的な学生が多く集うよう期待しています。

	 総合研究大学院大学
	 高エネルギー加速器科学研究科
	 素粒子原子核専攻
	 専攻長　橋本 省二
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標準模型から超弦理論へ向けて
LHC/PLANCK後の超弦理論は何を目指すのか
2012年LHC実験で、素粒子の標準模型に欠けていた最後のピースであるヒッグス粒子が発見され素粒子の標準模
型が確立しました。2013年に運用を終えたPLANCK衛星は、初期宇宙についての数多くの知見をもたらし、宇
宙物理学の標準模型が確立しました。しかしながら、これらの“標準模型”では、暗黒エネルギー、暗黒物質、宇
宙バリオン数の起源などの未解決問題に加えて、重力や時空の量子的起源、自然界に存在する様々な階層性の問題
など、より根源的な疑問が一切解明されていません。また多くの研究者が想定していたTeVスケール超対称模型も、
実験観測により大幅な修正が迫られており、素粒子物理学は、標準模型の枠組みを超えたブレークスルーが求めら
れています。

超弦理論は、これまで知られている唯一の（完全に整合的な）重力の量子論であるだけでなく、最も自然な形で物質
と時空を統一的に記述するとても美しい理論です。しかしながら、人類がこれまでに手にした数学的手法や物理的
発想だけでは、まだ理解しつくすことのできない無限の可能性と謎を秘めた理論でもあります。これまでの超弦理
論研究は、LHC/PLANCK以前の実験的状況に合わせてその理論的研究が進められてきましたが、LHC実験は、素
粒子の標準模型が、超弦によって記述される非常に高いエネルギースケールの物理と直接関係している可能性を示
唆しています。これからの超弦理論研究は、これまでに蓄積された非摂動的な弦の双対性や時空に対する革新的な
捉え方などの知見を最大限に活用・進展させて、自然の謎を解明する理論、すなわち“標準模型”との関係をこれ
まで以上に真剣に探求する時代に入ったと言えるでしょう。

総研大／理論センターで学べること、研究できること
理論センターでは、“標準模型”から超弦理論の手がかりを探す研究、超弦理論から“標準模型”の導出を目指す
研究、超弦理論の非摂動的定式化である行列模型を使った量子的時空構造の起源の研究、超弦理論から導かれるホ
ログラフィック原理とその物性系への応用、など超弦理論に深く関わる研究に加えて、超弦理論とは異なる発想に
基づく量子重力理論や、量子情報理論など幅広い理論的研究が行われています。また素粒子現象論や宇宙物理学な
ど理論センターの様々な分野の研究者とも連携を取りながら、自然界の謎の解明へ向けた研究が進められています。

総研大生には、これらの最新研究に接してもらいながら、講義、セミナー、集中講義、研究会などを通じて、
LHC/PLANCK後の新時代の超弦理論の考え方の基本を学び、幅広い素粒子原子核宇宙物理学の視点を身につけて
柔軟な発想をもてる研究者となるように指導をしています。

素粒子理論
https://www2.kek.jp/theory-center/theory/
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実験・観測データから物質・力・宇宙の起源に迫る素粒子現象論
現在の素粒子模型は様々なデータから検証されています。その性質は大まかには、素粒子標準模型で記述されてい
ます。しかし、このデータの中には、素粒子の標準模型では説明できない事柄がたくさん発見されています。この
ような謎を理論的に解決する模型を提案するとともに、標準模型を超える理論を検証する方法を提案するのが素粒
子現象論です。

では、現在の素粒子模型で説明できないこととは何でしょうか。
宇宙に存在する物質の大半をしめる暗黒物質の性質や起源は全
くわかっていません。われわれの宇宙の歴史を素粒子的に考え
たとき、なぜインフレーションをおこし、その後、どのように
して、我々の宇宙に原子核や電子があらわれたか（バリオン数非
対称性の問題）という問題の答えが見つかっていません。素粒子
標準模型には暗黒物質を説明できる素粒子はありませんし、宇
宙のバリオン数の非対称性を作り出すには、これまでに知られ
ていない素粒子の性質が必要です。一見素粒子の性質を説明す
るのに成功しているかに見える素粒子標準模型も、その内部に
矛盾を抱えています。例えば、最近LHC実験で発見されたヒッ
グス粒子は宇宙に薄く一定の値で充満する（真空期待値を持つ）
ことで、すべての粒子に質量を与える粒子ですが、素粒子標準
理論では、宇宙初期やブラックホールの周りなど、極端な状態
にさらされると、真空期待値が極端に大きくなる不安定化を起
こすので、未知の機構で安定化されているかもしれません。また、
ニュートリノの質量は他の素粒子と比べて大変小さく、他の素
粒子とは異なる質量生成の機構が必要です。これらの問題を解
決するさまざまな素粒子の模型が提案されていますが、まだ、
どれが正しいという確証は得られていません。

フェルミオンとボソンとの間をつなぐ「超対称性」をもとにした超対称模型は、暗黒物質の起源、階層性の問題、
３つの基本的な力の大統一の問題に解答を与える有力な候補です。また、ヒッグス粒子が発見されたことで、ヒッ
グス粒子の性質を調べることでこれらの謎に手がかりが得られるのではないかという研究も行われています。素粒
子現象論グループではLHC実験、暗黒物質探索、B中間子やレプトンの稀少崩壊実験などでどのようにして標準模
型を超える理論に対する手がかりを得るかというテーマで研究を進めています。



5School of High Energy Accelerator Science   Department of Particle and Nuclear Physics

「エキゾチック」な原子核
自然界に存在する原子核は、陽子と中性子によっ
て構成されています。ところが最近、陽子と中性
子の一方が過剰に存在する「不安定核」や、Λや
Σなどのハイペロンを含む「ハイパー核」、更に
はＫ-中間子が束縛された「Ｋ原子核」と呼ばれ
る原子核などの研究により、原子核の世界がこれ
までの何倍にも広がっています。特にＫ原子核
は大変「エキゾチック」な原子核です。上の図
は、昔通の原子核3Heと2種のK原子核ppnＫ-、
pppＫ-の密度分布を理論的に計算した結果を表
わしています。Ｋ-中間子と核子との間に非常
に強い引力が働くため原子核が収縮し、内部に高密度状態が形成されると考えられます。大強度陽子加速器施設
（J-PARC）において、このようなＫ原子核の生成実験が行われます。その構造の面白さ、そして内部に形成される
高密度状態のため、Ｋ原子核は原子核物理と八ドロン物理の両面から注目されています。このようなＫ原子核に代
表されるエキゾチック原子核は、本グループの重要な研究テーマの一つです。

クォーク・グルーオン多体系としてのハドロン物理　
原子核の構成要素である陽子や中性子を、3つの
「クォーク」の束縛状態と考えるのが、いわゆる
クォーク模型ですが、現在のハドロン物理では、
その様なクォーク模型に基づく素朴な描像が、必
ずしも正確ではない事が次第にわかってきまし
た。例えば、陽子の全体のスピンが実は3つのク
ォークだけでは説明できないことが実験から明ら
かになり、もう一つの構成要素である「グルーオ
ン」の寄与を定量的に評価することが重要な課題
になっています。さらに、非常に高いエネルギー
の散乱では、陽子内のグルーオン数が増大し、陽
子はあたかもグルーオンの塊のように振舞うことも分かっています。この状態を「力ラーグラス凝縮」と呼びます。
現在の八ドロン物理では、このようにクォーク模型では記述できない様々な現象を、強い相互作用の基礎理論であ
る「量子色力学」に基づいて研究しています。一方で、これらの束縛状態が壊れてクォークとグルーオンがあらわ
に外に出てくる「クォーク・グルーオン・プラズマ」という状態や、高密度、低温で起こるクォークの超伝導（「力
ラー超伝導」）も魅力的な現象です。実際にクォーク・グルーオン・プラズマはビッグバン直後の宇宙初期や超相対
論的重イオン衝突実験でつくり出され、また力ラー超伝導は中性子星の中心部の高密度領域に存在する可能性があ
ると考えられています。本グループでは、このようにハドロンをクォーク・グルーオンの多体系としてとらえ直す「新
しいハドロン物理」の研究を精力的に進めています。

ハドロン原子核理論

クォーク・グルーオン
プラズマ相

ハドロン相
カラー超伝導相
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3He（左）、ppnK–（中央）、pppK–（右）の密度分布図。青色は通常核密度
（0.14fm–3）、赤色は高密度（〜1.5fm–3）の領域を示す。3HeにK–中間
子が加わったものがppnK–。通常は束縛しない陽子3つの系が、K–中間
子を加えることで束縛したpppK–系は、奇妙な構造を持つと予測されて
いる。
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宇宙論
近年の宇宙観測は目覚しい進展を遂げています。最近では、これまでになく広い範囲の宇宙の姿を網羅的に調べら
れるようになり、宇宙の全体的な性質が詳細に明らかにされつつあります。こうして得られた観測データは、私た
ちの宇宙がどのようにできているのかという宇宙論の基
本的な問題を、実証的に研究する手段を与えてくれます。
なぜビッグバンが起こり、なぜ宇宙がこれほど大きくな
ったのかを説明する有力な可能性としてインフレーショ
ン宇宙モデルがあります。それは現在の宇宙に見られる
大規模な構造を作り出したとも考えられていますが、そ
の詳細はいまだ明らかになっていません。また、宇宙が
加速膨張しているということから、現在の宇宙にあるエ
ネルギーの7割は未知の成分であるダークエネルギーで
占められていると考えられます。こうした宇宙の謎を解
き明かすべく研究を進めています。

宇宙物理理論
http://cosmophysics.kek.jp/

量子色力学の数値シミュレーション
素粒子の相互作用は驚くほど単純な基礎理論（ゲージ場の理論）にまとめる
ことができますが、そこから導き出される素粒子の運動までが単純という
わけではありません。量子色力学は、「強い力」の基礎理論で、クォーク
を結びつけて陽子や中性子、中間子などを形成する役割を担っており、さ
らには陽子や中性子間に働く核力の源でもあります。クォークとグルーオ
ンの世界では、クォークの閉じ込めや力イラル対称性の自発的破れといっ
た特徴的な性質があり、それらもすべて量子色力学にもとづいて理解でき
るはずですが、相互作用が非常に強いために、基礎方程式を手で解いて導
き出すことはできそうもありません。これを4次元格子上の数値シミュレ
ーションによって理解しようとするのが格子量子色力学です。研究の進歩
によって、基礎方程式から出発して実験室で起こることを理解・再現する
という目標に近づきつつあります。実験だけでは得られない情報をシミュ
レーションによって補い、素粒子・原子核の謎にせまります。

格子ゲージ理論

Credit:ESA
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初期宇宙・宇宙素粒子物理学
宇宙論や高エネルギー天体物理を用いて新しい物理学を検証するとい
う素粒子的宇宙論もしくは宇宙素粒子物理学とも呼ばれる比較的新し
い分野があります。新しい物理学とは例えば素粒子の標準理論や一般
相対性理論などすでに確立された基礎物理の理論を越えるような理論
のことなどを指します。具体的には超対称性理論、それに重力をも含
んだ超重力理論、さらにそれらを含む究極の理論とも言われる超弦理
論、もしくは全く独立なアイディアに基づく修正重力理論などがター
ゲットとなります。そうした新理論を宇宙における未解決問題などに
適用し、観測と比較することで、新理論を検証することが可能となり
ます。例えば、対象となるキーワードは、インフレーション機構、元
素合成、バリオン数生成、ダークマターモデル、高エネルギー宇宙線
の起源、ダークエネルギーモデル、重力波の源、原始ブラックホール
の生成などです。また、新しい物理学を基にした宇宙のモデル作りに
より、宇宙論と高エネルギー天体物理学自体の理解をさらに深めてい
くというフィードバックが起こり、相補的に発展していくことが期待
されます。そのための人材育成を行なっています。

高エネルギー天体物理　
星や銀河などの性質を探る天体物理は、宇宙論と並んで宇宙物理の二本柱を成す分野です。我々のグループでは特
に、天体物理における魅力的な研究対象の1つである、突発的な高エネルギー天体現象に注目して研究を進めてい
ます。近年、重力波やニュートリノの観測によって多粒子天文学(multi-messengerastronomy:	マルチメッセン
ジャー天文学とも)が本格的に幕を開け、従来の電磁波観測だけでは見えなかった領域が探れるようになってきまし
た。それにより、高エネルギー天体物理は質的に目覚ましい発展を遂げ、我々は宇宙物理の新たな時代に入りつつ
あります。とはいえ、高エネルギー天体現象が引き起こされる物理的な機構は、まだまだ理解の途上にあります。我々
のグループでは、既存の物理を縦横無尽に駆使して、高エネルギー天体現象を解明することを目指しています。

Credit:KEK

Credit: NASA
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消えた反物質の謎を探るBファクトリー研究
宇宙初期のビッグバンにおいて同じ数だけ作られた粒子と
反粒子が、現在の宇宙では粒子しか残っていないというの
は、素粒子物理学における大きな謎の一つです。KEKで
はSuperKEKB加速器という世界最高衝突輝度の電子・陽
電子コライダーを用いて大量のB中間子対を生成し、その
多岐にわたる崩壊を測定器で詳しく調べることで消えた反
物質の謎の解明を目指す、BelleⅡ（ベル・ツー）実験が行
われています。BelleⅡ実験は、小林・益川理論の検証に
よって2008年の両先生のノーベル物理学賞に貢献した
Belle実験を大幅にアップグレードしたもので、Belle実験
の50倍のデータを収集・解析することにより、消えた反
物質の謎のみならず、素粒子物理学の標準模型を超える未
知の粒子や物理法則の解明を目指します。

新粒子の発見を目指すアトラス実験
素粒子物理学の最前線は最も高いエネルギーでの新
粒子の探索です。この目的のために、全世界の主要
国が参加して、スイス・ジュネーブ郊外CERN研究
所に衝突型円形加速器	LHC	が建設されました。日
本グループは38カ国が共同で行うアトラス実験に
参加しています。2013年には、ヒッグス粒子の発
見を成し遂げて真空と質量の概念を根本から変え、
2015年からは、重心系エネルギー13	テラ電子ボ
ルトの世界最高エネルギー陽子・陽子衝突から、超
対称性粒子などの新粒子の発見を目指しています。
KEKは、アトラス実験装置の主要部分であるシリコ
ン半導体検出器やミューオンのトリガー・データ収
集システムなどを制作し、運転してデータ収集を行
っています。また、将来計画であるLHC輝度改良に
向けて最新の検出器技術の研究開発を行い、アトラ
ス検出器改良計画に参加しています。

高エネルギー素粒子実験

© CERN / ATLAS Experiment

© KEK
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宇宙創成の謎に挑むILC計画
ヒッグス粒子は宇宙創成の100億分の1秒後に宇宙を満たしたとされています。しかし、なぜその時宇宙を満たし
たのか、他にも仲間がいるのか、そもそもそれが素粒子かどうかも分かっていません。ヒッグス粒子の正体は謎に
包まれており、その正体の解明が今後の素粒子物理学の方向性を決めると考えられています。超対称性や余剰次元
など、時空概念の拡張に向かうのか、あるいはヒッグス粒子が素粒子でなければ、さらに深い物質階層が存在する
ことになるのか、それとも全く新しい原理が必要になるのか。これらの謎の鍵を握るヒッグス粒子を徹底的に調べ
るためには、構造をもたない素粒子同士が衝突する「クリーンな」環境を実現できる電子・陽電子衝突実験が最適
です。そこで、衝突エネルギー250GeV、全長20kmの電子陽電子線形衝突型加速器	ILC	(International	Linear	
Collider)の国際共同建設が計画されています。	日本はこの計画に積極的に参加し、総研大の学生も、加速器の設
計開発、物理の検討、測定器開発に取り組んでいます。ヒッグス粒子の精密測定や暗黒物質粒子などの新粒子探索
を通し、物質・力・時空の究極の統一、宇宙創成の仕組みの解明に挑みます。

宇宙創成の謎に挑むILC

© Rey. HORI
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大強度陽子加速器 J-PARC
日本原子力研究開発機構と共同で建設して来た大強度陽子加速器
施設J-PARCが2009年に完成し、実験が始まりました。世界最
強レベルの陽子加速器を使って多様な粒子ビームを作り、最先端
の基礎研究および応用研究を展開する画期的な「学際」センター
であり、アジアや欧米諸国など世界各国から研究者があつまる「国
際」研究センターでもあります。

ニュートリノにおけるCP対称性の破れの発見を目指すニュートリノ振動実験
1998年のスーパーカミオカンデ実験による「ニ
ュートリノ質量の発見」以後、世界各地の様々な
実験によって「ニュートリノ振動」の検証が行わ
れてきました。現在J-PARCでは、世界最大強度
のニュートリノビーム生成装置を使って、ニュー
トリノ振動を精密に測定するT2K実験が行われ
ています。2010年から開始したT2K実験は、
2013年に世界で初めてミューニュートリノ・電
子ニュートリノ転換現象の発見を成し遂げまし
た。現在では、ニュートリノおよび反ニュートリ
ノのビームを使ってニュートリノと反ニュートリ
ノでのニュートリノ振動の違い、すなわちCP対
称性の破れの発見を目指して実験を進めていま
す。2016年にCP対称性の破れの兆候を世界で
初めて捉えることに成功したT2K実験は、より
精度の高い測定を目指して、J-PARC加速器やニ
ュートリノビームライン、ニュートリノ測定器を
増強して、研究を進めていきます。また、現在の
約10倍の有効体積を持つ巨大なニュートリノ検
出器を建設しCP対称性の破れの発見を目指す「ハ
イパーカミオカンデ計画」の準備も進められてお
り、今後も世界のニュートリノ研究を牽引すべく
研究が行われています。

J-PARC素粒子原子核実験

ハドロン実験施設
大強度陽子加速器施設 （J-PARC）

物質・生命科学
実験施設

3GeV
シンクロトロン

リニアック

ニュートリノビーム

3GeV
シンクロトロン

物質・生命科学
実験施設

直径 500m

リニアック

ニュートリノビーム

大強度陽子加速器施設 （J-PARC）

スーパーカミオカンデ検出器
（東京大学宇宙線研究所提供）

前置ニュートリノ検出器

ハイパーカミオカンデ検出器
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ハドロン実験施設での多様な素粒子・原子核研究の展開
J-PARCハドロン実験施設は、2009年1月に初ビームを受け入れ、パイ、K中間子などの二次粒子を用いた素粒子・
原子核実験が開始されました。今後、これら二次粒子を用いて、自然界には存在しない新しい状態や、素粒子・原
子核の隠された性質を解明していく実験を展開します。さらに、今後二次ビームラインを増設したり、一次陽子ビ
ームを直接用いる設備を整えるなど、より新しい研究テーマに対応する施設として、成長してゆきます。

ミュー粒子から素粒子世界を眺望する
1937年のミュー粒子発見から既に70年以上が経っていますが、現在もミュー粒子による素粒子研究は盛んに行
われており、調べるほどに素粒子の未知の振舞いが明らかになってきています。大強度陽子加速器により大量のミ
ュー粒子生成が可能になった最近では、ミュー粒子の磁気・電気双極子能率を高精度で調べたり、レプトン数保存
を破るような稀な現象を探索することによって、素粒子の大統一や超対称性に迫ろうとする試みが行われています。

K0 → π0νν

LLHe6

n
n n

npL

LH6

f
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K中間子の「稀な」崩壊を探す
J-PARC加速器によって大量のK中間子を生成し、こ
れまでの実験では発見できなかった非常に「稀な」
崩壊のパターンを探すことができます。稀な現象か
ら、新しい粒子や相互作用によって起こる対称性の
破れを研究します。中性K中間子が中性パイ中間子と
ニュートリノ二つに崩壊するという数百億回に一度
の現象や、荷電K中間子の崩壊で生じたミューオンの
偏極度を測定する実験の準備を進めています。

物質世界の核心、原子核と核力の起源を探る
世界最高強度のK–中間子・π中間子のビームを使っ
て、ストレンジネスを持つ原子核（ハイパー核）を大
量に作り出し、その性質を様々な観点から調べます。
特に、ストレンジクォークが２つ入った原子核・ハ
ドロン多体系の研究では、Ξハイパー核・ダブルΛ
ハイパー核（ダブルストレンジ核）や6クォーク状態
であるHダイバリオンの探索などを行い、J-PARC
が世界最先端の研究をリードしています。世界最高
クラスの高分解能磁気スペクトロメータやγ線検出
器による分光実験を通じて、ラムダハイパー核やダ
ブルストレンジ核の構造を詳細に系統的に探り、“核
力”をストレンジネス自由度を持ち込むことにより、
統一的に理解します。

ハドロン実験施設では、原子核の研究として、ハイ
パー核研究の他に、バリオンではなくメソンである
K–中間子が強い相互作用で束縛したK中間子原子核
や“カイラル対称性の自発的破れ”によって、ハド
ロンが質量を獲得する機構を解明する実験研究も行
われています。

ダブルストレンジ核の研究が行われているK1.8ビームラインに設置
されたKURAMAスペクトロメータ
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鉄より重い元素はどう作られたか？
和光原子核科学センターのグループでは、「重元素は宇宙のどこで、どのように生まれたのか」を、世界中の大学
院生、研究者とともに原子核実験の手法で探っています。その天体環境を明らかにするため、独自開発した多重反
射型飛行時間測定式質量分析器(MRTOF)と元素選択型質量分離器(KISS)などを使って、不安定核質量と寿命の測
定研究を進めています。	

重元素の生成過程に関連する観測対象は、千種類におよぶ不安定原子
核です。和光原子核科学センターでは、世界最大の不安定原子核生成
能力をもつ日本のRIBF施設で主な研究を行っています。

金・白金は超新星爆発や中性子星の合体で出来たのか？	119番元素よ
りも重く安定な超重元素も生成されえるのか？	20世紀から続く基礎
科学の謎の解明が進んでいます。

CMB観測実験
実験宇宙物理グループの目標は、「宇宙はどうやってはじまったのだろうか？」、「どん
な物理法則が宇宙を創り進化させたのだろうか？」という問いに、実験・観測から迫る
ことです。

現在の主なプロジェクトは、宇宙マイクロ波背景放射（Cosmic	Microwave	Background,	
CMB）の偏光パターンを精密に観測する国際協力実験（POLARBEAR,	Simons	Array）で
す。このほか、CMB観測衛星	LiteBIRD	もおこなっています。CMBの偏光パターンを
観測し、原始重力波の痕跡を見るという新しい手法により、宇宙誕生後10のマイナス
36乗秒の世界を探ります。

学位取得には、国際共同実験に参加する方法と将来の観測衛星のための開発研究を行う
という二つの選択肢があり、適性に応じた選択が可能です。国際共同実験のデータ解析
には宇宙理論の深い理解が必要となるので理論志向の強い人も歓迎します。

宇宙物理実験

不安定核による原子核物理実験

http://cmb.kek.jp/

和光原子核科学センターの不安定核物理実験
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電子・陽子とともに原子を構成する粒子の一つである中性子を用いて基礎物理研究を行っています。

超冷中性子
運動エネルギー	数100	neV未満、速度にして	7	m/s未満まで冷却された中性子を超冷中性子と呼びます。超冷中
性子は運動エネルギーが小さいため、物質のポテンシャルを超えることができず、物質容器内に閉じ込めておくこ
とが可能です。また、電荷を持たないため、微弱な相互作用を観測するのに適しています。物質内に閉じ込め、長
時間観測できるのが大きな利点で、後述する中性子電気双極子モーメント探索実験だけでなく、中性子寿命測定や
重力の精密観測実験など様々な基礎物理実験に用いられています。核破砕反応によって生じた高速中性子を常温重
水、液体重水素、超流動ヘリウム等の減速材を用いて段階的に冷却することで超冷中性子を生成します。

中性子電気双極子モーメント探索による時間反転対称性の検証
中性子などの粒子が内部電荷の偏りによって生じる電気双極子モーメントを持つ場合、時間反転対称性が破れます。
CPT保存を仮定すると、これはCP対称性の破れと同義です。CP対称性の破れは現在の物質優勢宇宙の成り立ちを
説明するには不可欠です。世界各地で60年以上の間、中性子電気双極子モーメントの探索実験が行われていますが、
いまだに有限の値が観測されたことはありません。しかし、現在の観測限界近傍に中性子電気双極子モーメントの
存在を示唆する理論研究も多く、実験感度の向上が望まれています。

本グループでは時間反転対称性の破れの発見に向けて新たな中性子電気双極子モーメント探索実験を進めていま
す。日本、カナダの国際共同実験であるTUCAN	(TRIUMF	Ultra-Cold	Advance	Neutron)	実験に参加し、バン
クーバーにあるTRIUMFに世界最強強度の超冷中性子源を建設しています。低温グループと連携し、その主要要素
である大型ヘリウム冷凍機を開発しています。大量の超冷中性子を生成することで測定感度を大幅に向上させ、中
性子電気双極子モーメントの精密測定を行います。

超冷中性子で切り開く基礎物理研究
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最先端素粒子原子核計測技術
未知なる素粒子を発見し、その性質から宇宙誕
生の謎にまで迫ろうとする加速器実験では、新
しい粒子を捉えるための測定器や検出器が必要
です。KEKでは、テクノロジーの最先端である
半導体高集積回路プロセスや新材料を駆使し、
電子顕微鏡などを使っても見ることができない
ような、原子や分子よりもさらに小さい素粒子
の飛跡を可視化するオリジナルの検出器を自分
たちの手で開発しています。ここで開発された
計測装置は素粒子原子核実験だけでなく、他の
加速器科学への応用	、宇宙・天文分野を始め
幅広い研究へ応用されています。

超伝導・低温工学の技術
実験の要求を満たす広くて均質な高磁場を、
薄肉の超伝導ソレノイド磁石により実現しま
した。検出器で用いる液体シンチレータを冷
却するための高性能の冷凍機も開発されてい
ます。素粒子原子核の実験に用いる加速器や
測定器には、このような高度な超伝導低温工
学の研究も不可欠です。原子核の二重ベータ
崩壊の探索や中性子の基本相互作用の測定な
ど、小規模ではあるが特色のある素粒子原子
核実験も進められています。

先端計測技術
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高エネルギー加速器研究機構 

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構（KEK）
 〒305‐0801 茨城県つくば市大穂1‐1
 研究協力課　大学院教育係
 TEL 029（864）5128 　FAX 029（864）4602
 e-mail: kyodo2@mail.kek.jp

◆東海キャンパス
 〒 319‐1106 茨城県那珂郡東海村大字白方203番地1

http://kek.soken.ac.jp//pn/

●  つくばエクスプレス 
つくば駅下車後つくばセンターから路線バスまたはつくバス（所要時間約20分）

●  JR常磐線 
土浦駅、荒川沖駅またはひたち野うしく駅より路線バスでつくばセンターへ 
（各駅から所要時間約45分）
●  常磐高速バスつくば号（東京駅八重洲南口発） 
つくばセンターから路線バスまたはつくバス 
（東京駅から所要時間約80分）
●  常磐自動車道　桜土浦IC 
（ICから所要時間約30分）

問い合わせ先


