


　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。

専攻長　橋本 省二

「物質と宇宙の謎にせまる」
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［素粒子原子核理論講座］

素粒子原子核専攻の主な教員のリスト

素粒子基礎理論
教　授　　磯　　　暁
教　授　　北澤　良久
准教授　　筒井　　泉
准教授　　西村　　淳
講　師　　夏梅　　誠
講　師　　濱田　賢二
講　師　　溝口　俊弥

素粒子現象論
教　授　　岡田　安弘
教　授　　野尻美保子
教　授　　萩原　　薫
教　授　　北野龍一郎
准教授　　後藤　　亨
助　教　　阪村　　豊

ハドロン原子核理論
教　授　　熊野　俊三
准教授　　森松　　治
講　師　　板倉　数記
講　師　　土手　昭伸

格子ゲージ理論
教　授　　橋本　省二
准教授　　太田　滋生
講　師　　金児　隆志
講　師　　山田　憲和

宇宙物理理論
教　授　　小玉　英雄
准教授　　井岡　邦仁
准教授　　郡　　和範

［素粒子原子核実験講座］ http://kek.soken.ac.jp//pn/experiment/ex_faculty/

Bファクトリー研究
教　授　　伊藤　領介
教　授　　後田　　裕
教　授　　宇野　彰二
教　授　　堺井　義秀
教　授　　幅　　淳二
教　授　　山内　正則
准教授　　足立　一郎
准教授　　田中　秀治
准教授　　トラベルシ　カリム
准教授　　中尾　幹彦
准教授　　西田　昌平
准教授　　原　　隆宣

ハドロンコライダーエネルギーフロンティア研究
教　授　　岩崎　博行
教　授　　佐々木　修
教　授　　徳宿　克夫
准教授　　長野　邦浩

レプトンコライダーエネルギーフロンティア研究
准教授　　田内　利明
准教授　　藤井　恵介
准教授　　宮本　彰也

ニュートリノ物理学研究
教　授　　小林　　隆
教　授　　長谷川琢哉
教　授　　藤井　芳昭
教　授　　山田　善一
准教授　　小関　国夫
准教授　　多田　　將
准教授　　塚本　敏文
准教授　　中平　　武
准教授　　丸山　和純

ニュートリノ先進測定技術開発研究
教　授　　小林　　隆
教　授　　長谷川琢哉

Ｋ中間子稀崩壊の研究
教　授　　小松原　健
准教授　　野村　　正
准教授　　林　ケヨブ
准教授　　渡邉　丈晃

ミューオン稀過程研究
教　授　　三原　　智

ミューオン精密測定研究
教　授　　齋藤　直人
准教授　　三部　　勉

原子核研究
准教授　　高橋　俊行

不安定核研究
教　授　　鄭　　淳讃
教　授　　宮武　宇也

実験的宇宙論研究
教　授　　羽澄　昌史
准教授　　田島　　治

ビームダイナミクス研究
教　授　　家入　正治
教　授　　田中　万博
准教授　　小沢恭一郎
准教授　　里　　嘉典
准教授　　澤田　真也
准教授　　高橋　　仁

超伝導低温工学研究
教　授　　槇田　康博
准教授　　岡村　崇弘

計測システム技術研究
教　授　　新井　康夫
教　授　　田中　真伸
准教授　　内田　智久

（2014年11月１日現在）

＊�全教員のリストはウェブページ�
http://kek.soken.ac.jp//sokendai/intro/professor/�
で見ることができます。
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本グループは、全国から多くの学生やポスドク研究員が集まり、他にあまり例を見ない大規模な研究グループとな
っています。また、分野間の垣根を越えた研究会や、実験家との合同スクールなど、多彩な活動を行っています。

時空と物理の統一理論 “Einstein’s Dream”
時空と物質を統一的に理解したいというのがアインシュタインの夢でし
た。アインシュタイン以来、時空の理論（一般相対性理論）と物質の理論（素
粒子の標準模型）はそれぞれ大きな成功を収めてきましたが、まだ多くの
謎が残されています。

（1）なぜ時空は4次元なのか？
（2）なぜ宇宙定数は小さいのか？
（3） プランク・スケール（10-33 cm）での時空やブラックホールの構造は？
（4）なぜフェルミオンには3世代あるのか？

これらの謎を解くには、素粒子の標準模型では無視されている重力の量子
効果を理解することが必要不可欠と考えられています。このような認識に
基づき、本グループでは重力を量子論的に記述する理論の研究が、様々な
角度から行われています。超ひも理論はそうした理論の候補の一つですが、
時空と物質の統一的記述も可能にする事から、特に注目されています。この理論の摂動的な性質は、80年代にほ
ぼ解明されましたが、摂動論に依らない研究が、重要な課題として長年考えられてきました。近年この分野の発展
は目覚ましく、超ひも理論の非摂動的な性質に関係した多くの発見がなされています。例えば超ひも理論における
双対性およびソリトン解の発見、又その応用として、ブラックホールの量子論的性質の解明などが挙げられます。

超ひも理論に代表される統一理論を特徴づけるエネルギースケールを研究するためには、最先端の加速器実験結果
を繰り込み群で外挿する必要があります。このため、理論の検証にはそれに基づく宇宙進化や高エネルギー宇宙現
象の理論的および観測的研究が不可欠となります。例えば，宇宙背景輻射などの宇宙に関する観測情報と矛盾しな
いインフレーション宇宙モデルを統一理論に基づいて構成することには、まだ誰も成功していません。この困難を
克服することもこのグループの重要な研究課題です。また、超ひも理論はプランク・スケールで時空が10次元な
いし11次元であることを予言していますが、この４次元からのずれが起きるスケールは実際には時空構造が古典
的に扱えるスケールである可能性があります。この場合、ブラックホールなどの時空構造が意味を持ちますが、高
次元における時空構造は４次元とは比較にならないほど多種多様で、理論の検証、新たな予言、問題（1）の解明な
どの視点から、その研究も本グループの重要な課題です。

本グループでは、超ひも理論を非摂動的に記述する具体的な枠組として行列模型を提唱するなど、この分野の発展
に大きく寄与する研究が行われてきました。我々は、アインシュタインが夢見た「時空と物質の統一理論の完成」
と上記の「残された謎の解明」を目指して、精力的に研究を進めています。

素粒子理論
http://theory-center.kek.jp/
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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実験観測
データから検証されています。その
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、われわれの宇宙が
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）などは、代表的な問題です。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、また、標準模型の小林•益川理論にあるCP対称性の破れは、宇宙のバリ
オン数の非対称性を作り出すには小さすぎることが知られています。

また、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、素粒子の質量を与えたと考えられているヒッグス粒子の質量には「階層性の問題」があり、対称性の
破れの大きさにもっともらしい説明を与えることができません。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、他の素粒子とは別の質量生成の機構が必要だと考えられています。

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。この他にも、余剰次元模型や
Little�Higgs�模型といった理論は超対称模型の対抗馬として精力的に研究されています。

素粒子現象論グループではこれらの理論に基づいた模型の提案や、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。

60

40

20

0

実験データ エネルギー（GeV）

U(1)電弱力(1/α1)

SU(2)電弱力(1/α2)

SU(3)強い力(1/α3)

標準理論

超対称性理論

力の大統一(1/αGUT)力
の
強
さ
（
結
合
定
数
）
の
逆
数

1 105 1010 1015 1020

超対称標準模型におけるゲージ結合定数の統一



4 School 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

密度

クォーク

グルーオン

↑我々の世界（原子核）

量子色力学の相図
高エネルギーでの
陽子の変化

温
度

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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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。本グループでは、国内はもちろん、世界でも有数の性能をもつスーパ

ーコンピュータを使って格子量子色力学の研究を進めています。

格子ゲージ理論

格子QCDシミュレーションのイメージ図。１個の陽子の中

を格子状に区切って、クォーク場やグルーオン場を格子点上

に定義する。隣の格子点との相互作用を繰り返しながら全体

としてはクォークとグルーオンの運動をあらわすことにな

る。実際の計算では、真空中でのクォーク・反クォーク対の

効果もとり入れられる。

IBM�Blue�Gene/Q日立�SR16000�モデル�M1
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KEK理論宇宙物理グループでは、原子核・素粒子・重力・時空に関する基礎理論に基づいて新たな天体現象や宇宙
進化の謎を解明する研究を行っています。宇宙現象を通して最先端の基礎理論を検証し、さらに未発見の宇宙現象
を予言することが目標です。

宇宙論
近年、宇宙観測の進展は目覚ましく、中でも、CMB（宇宙マイクロ波背景放射）の観測は、一様等方な熱いビッグバ
ン宇宙モデルが正しいことを証明し、さらにその創成がインフレーションと呼ばれる宇宙加速膨張により始まった
とする予言も立証しつつあります。しかし、超弦理論・Ｍ理論など重力を含む統一理論に基づいてインフレーショ
ンモデルを構築し、その予言を今後のCMB偏光観測や重力波観測で検証することは、これからの宇宙論の最大の課
題です。また、現在の宇宙膨張が加速を始めているという衝撃的な観測結果はダークエネルギー問題と呼ばれ、基
礎理論研究への大きな課題となっています。

宇宙物理理論
http://cosmophysics.kek.jp/
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ブラックホール
ブラックホールは、銀河内のＸ線・γ線天体や活動的
銀河中心核など様々なスケールの高エネルギー天体現
象において中心的な役割を果たしています。しかし、
その具体的な物理機構、特に超高速ジェットの生成機
構はいまだ解明されていません。
一方、ブラックホールは物理学の基本的な問題とも深
いつながりがあり、例えば、ブラックホールの面積が
熱力学の第１法則におけるエントロピーに対応するこ
とが知られています。その微視的起源を探す研究は、
重力の量子論についての情報をもたらすことが期待さ
れます。また、近年、５次元においてホライズンが球
面ではなくS2×S1という位相をもつブラックリング解
の発見は驚きを持って迎えられました。高次元時空の
豊かな構造とその安定性を解明することは、余剰次元
コンパクト化の問題など高次元宇宙論の研究にとって
も重要です。

高エネルギー天体物理　
高エネルギー粒子を用いた宇宙観測も急速に発
展し、LHCで実現できる1000万倍以上のエネ
ルギーを持つ粒子やJ-PARCの1038倍もの光度
を持つガンマ線バーストの存在などが明らかに
なってきました。これらの起源や進化を明らか
にすることは天体物理学、素粒子物理学、ダー
クマターなど様々な問題と関連する非常に興味
深いテーマです。また地上では実現不可能な物
理状態を扱うので、物理学に新しい領域を開拓
する役割も担います。宇宙線、ニュートリノ、
重力波など光子以外の粒子も用いた全粒子天文
学の幕開けによって今後さらなる発展が期待さ
れています。

国立天文台提供

Credit:NASA/SkyWorks Digital
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消えた反物質の謎を探るBファクトリー実験
KEKのBファクトリー（B中間子生成工場）は世

界最高の衝突輝度の電子・陽電子コライダーで

す。2001年には小林・益川理論の予言するB

中間子におけるCP対称性の破れを実証し、

2008年の小林、益川先生のノーベル物理学賞

につながりました。B中間子には多岐に渡る崩

壊過程があるので、さらに、特に稀な崩壊の量

子効果を通して小林・益川理論を越える新しい

物理の探索を行っています。現在、データをさ

らに蓄積するとともに、衝突輝度を2桁増強す

る計画が進められています。また、フレーバー

ファクトリーと呼ばれるように、B中間子にと

どまらず、チャーム、タウレプトンの崩壊や、

KEKのBファクトリーで発見された中間子でもバリオンでもない新しいクォーク結合状態など、多岐に渡る研究テ

ーマがあります。

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、スイス郊外にあるCERN研究所でLHC

と呼ばれる衝突型円形加速器が建設され、

2013年には、ヒッグス粒子の発見を成し

遂げました。2015年からは、陽子ビーム

を世界最高エネルギーとなる７兆電子ボル

トで正面衝突させ、その中で生まれる粒子

の観測により超対称性粒子などの新粒子の

発見を目指します。

この計画には全世界の主要国が参加していますが、日本グループは37ヵ国が共同で行なうアトラス実験に参加し

ています。高エネルギー加速器研究機構は、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製作しました。

高エネルギー素粒子実験
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宇宙創成の謎に挑むILC計画
アトラス実験では複合粒子である陽子・陽子衝突を用いて新粒子を探索しますが、新粒子の性質の精密測定には構

造をもたない素粒子同士が衝突する「クリーンな」電子・陽電子反応を用いて新粒子を生成する必要があります。

しかし従来の円形加速器では必要な高エネルギーを得ることが難しいため、超大型線形衝突型加速器の国際共同建

設を目的とするILC（International�Linear�Collider）計画が始まっています。日本はこの計画に積極的に参加し加

速器の設計開発、物理の検討、測定器開発を進めています。精密測定を通し、質量起源とされるヒッグス粒子とそ

の相互作用、力の大統一、宇宙を満たす暗黒物質を探求し、宇宙創成の仕組みの解明に挑みます。

©Shigemi  Numazawa
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T2K
(2009～)

将来へ向
けた準備

ビーム大強度化

νμ→νe振動
の発見

ニュートリノ・
反ニュートリノ測定

検出器開発 技術
選択

超大型高性能
検出器建設

CP非保存探索

陽子崩壊探索

21世紀を拓く大強度陽子加速器施設 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が今まさに完成しようとして

います。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、また

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。

ニュートリノの質量と混合の起源を探るニュートリノ振動実験
1998年6月、スーパーカミオカンデ実験が大気ニ

ュートリノ観測結果から「ニュートリノの有限の質

量の証拠」を発表しました。これはKEKつくばに建

設されたニュートリノビームラインと検出器、およ

びスーパーカミオカンデを用いたニュートリノ振動

実験（K2K実験）で検証され確定づけられました。

J-PARC加速器を用いてさらに高精度のニュートリ

ノ振動実験が2009年4月にスタートしました。ニ

ュートリノの質量と混合をより精度よく測定し、質

量の起源を探る研究で、2013年に、主目的である

ミューオンニュートリノ・電子ニュートリノ転換現

象の発見を成し遂げました。

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）

295km295km TokaiKamioka TokaiKamioka

J-PARC Main Ring
(KEK-JAEA, Tokai)

Super-Kamiokande
(ICRR, Univ. Tokyo)

J-PARC Main Ring
(KEK-JAEA, Tokai)

Super-Kamiokande
(ICRR, Univ. Tokyo)
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このT2Kの結果を踏まえ、さらに次世代実験において、レプトンでのCPの破れを探索する計画も考察中です。こ

のためには、J-PARC主リング強度の大幅増強に加え、新たな巨大検出器を遠方に設置する必要があります。KEK

では、この巨大検出器のひとつの候補として、優れた粒子識別能力とエネルギー分解能を持つ、液体アルゴン飛跡

検出器を考えており、研究開発を進めています。

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、平成21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。
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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Ξハイパー核・ダブルΛハイパー核の研究は

J-PARCでのみ可能となります。高性能スペクトロメータ

SKSやγ線検出器ハイパーボールを使っての高分解能分光実

験を通じて、ハイパー核の構造を探り、“核力”をストレン

ジネス自由度まで含めて統一的に理解します。また、核媒質

中のΛ粒子（ハイパー核に束縛された状態）の性質を調べるこ

とにより、“カイラル対称性の自発的破れ”による質量獲得

の謎に迫る実験も計画されています。

鉄より重い元素はどう作られたか？
短い時間で崩壊してしまう原子核は、身の周りの重い元

素がどこで、どうやって、どれだけできたかを解明する

のに重要な鍵を握っています。�TRIACでは、短寿命な原

子核を人工的に生成し、その場で分離した後再加速して

から様々な手法でその原子核の性質を調べています。

建設が進んでいる�J-PARC�K1.8�ビームラインと移設し
たSKSスペクトロメータ
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KEKの実験宇宙物理グループは2008年に誕生した新しいグループです。総研大生と他大学からの大学院生（特別
共同利用研究員）が在籍しており、若々しく活気に満ちたグループです。

CMB観測実験
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（QUIET,�PolarBeaR）で

す。このほか、将来の観測衛星の検討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。

国内の大学院で本格的なCMB国際協力実験に参加できるの

は、現在ここだけです。総研大で宇宙創成の物理をいっし

ょに研究しましょう。人類の宇宙像を変えるような大発見

に立ち会えるかもしれません。

宇宙物理実験
http://cmb.kek.jp/



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

最先端のオンライン計測技術
最先端の素粒子・原子核実験を遂行するために

は、数万チャンネルを超える検出器からの微弱

なアナログ信号を処理し計算機に高速に転送す

る技術が必要不可欠です。このために先端半導

体プロセス技術等を使用した低雑音アナログデ

ジタル混在集積回路/GHz帯集積回路、先端デ

ジタル技術を使用したギガビットを超えるデー

タ転送システム、ロボット技術を取り込み発展

させた計測制御用並列分散ソフトウエアプラッ

トフォーム等に関し自ら、素粒子原子核実験に

即した幅広い技術を開発し発展させる研究を行

っています。

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



15School of High Energy Accelerator Science   Department of Particle and Nuclear Physics

測定器開発
素粒子は原子や分子よりもさらに小さく、目で見たりすることはもちろん、電子顕微鏡などを使っても見ることが

できません。そこで素粒子や原子核の研究には素粒子をとらえるための高性能の検出器は欠かせません。大型加速

器の発達とともに、要求される検出器の性能は高度となり、しばしば研究の成否を決めたりする事があります。そ

のためKEKでは検出器技術の向上（Detector�Technology�Project）にも力を注いでいます。
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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

◆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

◆東京連絡所
 〒105‐0001 東京都港区虎ノ門4‐3‐13
 ヒューリック神谷町ビル2階

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（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 
（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） 
つくばセンター下車後路線バス 
（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）

総合研究大学院大学
高エネルギー加速器科学研究科

問い合わせ先

素粒子原子核専攻


