スーパーカミオカンデ実験
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ニュートリノ研究のさらなる飛躍を目指して

世界最大の地下ニュートリノ観測装置
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東京大学宇宙線研究所附属神岡宇宙素粒子研究施設は、岐阜県北端の
飛騨市神岡町にあり、富山駅から南へ30km、神岡町市街地から北へ
15km の場所に位置します。
本施設は、スーパーカミオカンデ実験を推進するため、1995年に設
立されました。現在では、地下を利用して宇宙・素粒子研究を行う共
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地下実験室は、研究棟から車で15分ほどの池ノ山（標高1369m）山頂
直下1000m にあります。ここでは、測定の邪魔になる宇宙線が地表
に比べて10万分の1であることや、地面振動が小さいことなどを利用
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部の活動を直接知ることができ、太陽など星の進化を調べ
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ることができます。

陽子崩壊を発見し、大統一理論の実証へ
物質に働く３つの力（弱い力、電磁気力、強い力）をまとめて
ミューニュートリノをとらえた時の
観測画面。色のついた点一つが各光
センサーからの情報を表し、リング
状の光をとらえたことが分かります。

説明する大統一理論では、陽子が崩壊してもっと軽い粒子
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になることを予言しています。スーパーカミオカンデでは、
この未発見の陽子崩壊現象を探索しています。
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謎の粒子ニュートリノ
物質をくだいていって、これ以上こまかくできない最小単位の粒子を
素粒子といいます。ニュートリノはその素粒子の一種です。観測が難
しく、質量の有無すら近年まで分かっていなかった謎の粒子です。宇
宙の成り立ちの解明への重要な鍵を握ると考えられています。

T2K 実験

XMASS 実験

ニュートリノ振動の全容解明へ

ダークマターの探索

T2K 実験（東海ー神岡長基線ニュートリノ振動実験）は、茨城県
東海村の大強度陽子加速器（J-PARC）で生成された世界最大強
度のニュートリノビームを295km 離れたスーパーカミオカン

ニュートリノは幽霊粒子

デに打ち込み、これを検出することによって、世界最高感度で

ニュートリノは非常に軽く、電荷を持ってい

ニュートリノ振動の測定をしようとする実験で、2009年から
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で生まれたニュートリノは、私たちの体を１

ダークマターの正体を明らかにすることを目的とし、岐阜県飛騨市
神岡鉱山内の地下1000m に検出器が設置設置されました。201０
年から実験を始め、検出器の改良を経て2013年から順調にデータ
の取得を継続し、2019年２月にデータ収集を完了しました。現在
５年間以上のデータを用いて、ダークマターやその他未知の現象の
探索を行っています。
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ニュートリノはさまざまなところで作られる
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太陽や地球の内部、星の寿命がつきて起こる超新星爆発、宇宙から高
速で飛んできた粒子（宇宙線）と地球の大気との衝突でニュートリノ
が生まれます。人間が作った原子炉、加速器でもニュートリノは生ま
れています。138億年前の宇宙の始まりでもたくさん作られました。
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ニュートリノは３種類のニュートリノが混ざりあった状態にあり、長い距離
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トリノ振動という現象を世界で初めて発見しました。
地球の裏側で作られて長い距離を飛んできたニュートリノの数が、検
出器のすぐ真上から降ってくるニュートリノの数に比べて約半分し

太陽ニュートリノでは、電子ニュートリノから他の２つのニュートリノへの
変化を観測しました。T2K 実験では、ミューニュートリノから電子ニュート
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検出器を長期に運転するのは世界初のことでした。ダーク
マターの衝突頻度は季節によって変化することが期待され
ており、大型の装置を長期間安定に運転することは重要です。

T2K 実験では、現在反ニュートリノビームをスーパーカミオカ

宇宙の構造を形作った源と考えら
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が、確認することはできず、これまでより強い制限を与える
ことができました。他にも様々な種類の粒子を世界に先駆
けて探索し、新しい分野を切り開いてきました。現在、蓄積

