
ニュートリノ地球物理学
地球科学の大問題解明へ 

「マントルはどのように対流しているのか？」 
「地球を形成した隕石はどれなのか？」

観測の邪魔になる原子炉ニュートリノが少ない今がチャンス 
今後も大陸プレートの端で地球ニュートリノ観測網の中核

重要課題３

ニュートリノレス二重ベータ崩壊の探索

逆階層構造　95% 
順階層構造　50％大発見確率 {

<latexit sha1_base64="ARaIdGOyud1ubRGqcGdCsuAk3Lw=">AAACZXichVHLSsNAFD2Nr1qtrQ9EcGGxKK7KtAqKq6Ibl33YB7SlJHFaQ9MkJGmhFn9A3KoLVwoi4me48Qdc9AtEXFZw48LbNCBa1DvMzJkz99w5MyMZqmLZjHU8wtDwyOiYd9w3MemfCgSnZ7KW3jBlnpF1VTfzkmhxVdF4xlZslecNk4t1SeU5qbbb2881uWkpurZvtwxeqotVTakosmgTlSq2y8EwizAnQoMg6oIw3EjowVsUcQAdMhqog0ODTViFCItaAVEwGMSV0CbOJKQ4+xzH8JG2QVmcMkRiazRWaVVwWY3WvZqWo5bpFJW6ScoQVtgTu2Nd9sju2Qv7+LVW26nR89KiWepruVEOnCyk3/9V1Wm2cfil+tOzjQq2HK8KeTccpncLua9vHl1009uplfYqu2av5P+KddgD3UBrvsk3SZ66hI8+IPrzuQdBNhaJrkdiyY1wfMf9Ci8WsYw1eu9NxLGHBDJ0bgWnOMO551nwC3PCfD9V8LiaWXwLYekT22WKZQ==</latexit>

宇宙素粒子の大問題解明へ 
「なぜ無から生じた宇宙に物質があり反物質がない？」 

「なぜニュートリノは極端に軽い？」

重要課題１

低エネルギーニュートリノ天文学
マルチメッセンジャー天文学の一角 

「近傍超新星アラーム」 
「太陽ニュートリノ」 

「その他、天体起源、暗黒物質起源ニュートリノ」
KamLAND, SK/HK, IceCUBEで幅広いエネルギー帯をカバー

重要課題２

光量5倍 
極低放射能強化

世界を大きくリードし5年 
以内に複数の理論モデル検証

現行 改修

高性能化で今後20年以上 
地下宇宙素粒子研究の最前線へ

実績あるカムランドの大幅な高性能化

極低放射能に必須の設備群で、地下宇宙素粒子研究を相乗的に発展

極低放射能共同利用実験施設の充実

重要課題４

KamLAND2 極低放射能環境でのニュートリノ研究

カムランドの大幅な高性能化

極低放射能宇宙素粒子研究施設 
（共同利用）の充実

1



ニュートリノ振動によって有質量が判明したニュートリノは
ディラック方程式によって４つの状態が必要

⌫L ⌫R ⌫̄L ⌫̄R}

観測できないだけ

� �= �̄

ディラックニュートリノ

MAJORANA

GOAL: < mν> ~ 0.02 -0.07 eVPNNL 
South Carolina University 
TUNL 
ITEP
Dubna 
NMSU 
Washington University

• Deep underground location 
WIPP/ Homestake

• ~$20M enriched 85% 76Ge
• 210 2kg crystals, 12 segments 
• Advanced signal processing
• ~$20M Instrumentation
• Special materials (low bkg)
• 10 year operation

Main concern:Main concern:
•• cost and time for i.e. cost and time for i.e. 7676GeGe
•• cosmogeniccosmogenic background background 
•• material selectionmaterial selection

PerkinPerkin --Elmer designElmer design

TT00νν > (0.4> (0.4 --2) x 102) x 10 2828 yy
in 10 years measurementin 10 years measurement

Aalseth CE et al. hep -ex/0201021

Lead or copper shield

Contacts

Conventional super - low bkg cryostat
(21 crystals)

⌫L ⌫̄R N̄L NR}

とても重く未発見

� = �̄

マヨラナニュートリノ

マヨラナニュートリノはレプトン数を破る

左巻きνL 右巻きνR(NR)未発見
左巻きνL(NL) 右巻きνR未発見ν

マヨラナ粒子であれば自然に重い右巻きニュートリノが導入される

1. ニュートリノレス二重ベータ崩壊の探索
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関連する宇宙・素粒子の大問題

「無から生じた宇宙になぜ物質は
　存在するのか？」

重い右巻きニュートリノ（NR）があれば
レプトジェネシスが可能

(�3) < �1 < �2 < (�3)

Neutrinos are 
extraordinary light

Limits from 
Cosmology

「なぜニュートリノだけ桁外れに
　軽い質量を持つのか？」

NR があればシーソー機構が可能

「暗黒物質の起源は？」
NR があれば・・・

NR は作れないとしても、傍証はないのか？

「SU(3)C×SU(2)L×U(1)Y⇨SU(5)⇨SO(10)？」
NR があれば・・・
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マヨラナニュートリノ（NR導入の前提）なら
ニュートリノが出ない二重β崩壊（0ν2β）が起こる。

2ν2β

n

e-

n
e-

⌫̄ ⌫̄

0ν2β

H 0
H 0

�̄R

�L

M

N̄
L N

R

マヨラナ質量機構

n
n

e-

e-

M.Goeppert-Mayer

1930  軽い中性粒子 (W.Pauli) 
1933  β崩壊の理論 (E.Fermi) 
1935  2ν2β (M.Goeppert-Mayer) 
1937  マヨラナニュートリノ (E.Majorana) 
1939  0ν2β (W.H.Furry)

理論の歴史

W.H.FurryE.MajoranaE.FermiW.Pauli

0ν2βは、マヨラナ有効質量が 
大きいほど発見しやすい。

<mββ> = |Σ mi |Uei|2 εi| 2νββ
（normalized to１）

0νββ (5%FWHM)
（normalized to 10-2）

0νββ (5%FWHM)
（normalized to 10-6）

ニュートリノがエネルギーを
持ち出す

全エネルギーが観測される。

1

T1/2
= G0⌫ |M0⌫ |2hm��i2

マヨラナCP

これを探す
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IH

NH

1025 y

1026 y

1027 y

1028 y

1029 y

概算 
半減期

必要 
物質量

100 kg

1 ton

10 ton

100 ton

10 kg

実験の規模

逆階層

順階層

１番軽いν質量 (eV) 

ニュートリノ振動研究
で許される領域

縮　退: 3種のニュートリノが重い 
逆階層:２種のニュートリノが重い 
順階層:１種のニュートリノが重い

重い

軽い

積算確率 PRD96,053001(2017)

逆階層

順階層

40meV  
逆階層の50％

20meV  
逆階層の95％ 
順階層の50％

100% 0%0ν2βで測る 
ニュートリノ
の重さ

縮退
濱口

柳田

淺賀

柳田：PRD86,013002(2012) 
濱口：Eur.Phys.J.C77 (2017) 763 
淺賀：Phys.Lett. B811(2020)135956
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2022年9月現在 
・ライバルを引き離しカムランド禅が世界最高感度を更新 
・唯一逆階層領域（IO)に探索がかかり、理論モデルの検証を開始 
・いつ大発見があってもおかしくない！最高感度の堅持が重要！ 
・感度を20meVに向上できれば、大発見確率が大幅に向上

{
<latexit sha1_base64="ARaIdGOyud1ubRGqcGdCsuAk3Lw=">AAACZXichVHLSsNAFD2Nr1qtrQ9EcGGxKK7KtAqKq6Ibl33YB7SlJHFaQ9MkJGmhFn9A3KoLVwoi4me48Qdc9AtEXFZw48LbNCBa1DvMzJkz99w5MyMZqmLZjHU8wtDwyOiYd9w3MemfCgSnZ7KW3jBlnpF1VTfzkmhxVdF4xlZslecNk4t1SeU5qbbb2881uWkpurZvtwxeqotVTakosmgTlSq2y8EwizAnQoMg6oIw3EjowVsUcQAdMhqog0ODTViFCItaAVEwGMSV0CbOJKQ4+xzH8JG2QVmcMkRiazRWaVVwWY3WvZqWo5bpFJW6ScoQVtgTu2Nd9sju2Qv7+LVW26nR89KiWepruVEOnCyk3/9V1Wm2cfil+tOzjQq2HK8KeTccpncLua9vHl1009uplfYqu2av5P+KddgD3UBrvsk3SZ66hI8+IPrzuQdBNhaJrkdiyY1wfMf9Ci8WsYw1eu9NxLGHBDJ0bgWnOMO551nwC3PCfD9V8LiaWXwLYekT22WKZQ==</latexit>

ライバル

カ
ム
ラ
ン
ド
禅

理論モデル

<latexit sha1_base64="iQJ9EaTe8HOSbeENkZT4kZh9slA=">AAACZXichVHLSsNAFD2Nr1ofrQ9EcGGxKK7KTSm1dSW6cdlWq4KKJHFaQ9MkJGlBiz8gbtWFKwUR8TPc+AMu/AIRlwpuXHiTVsSFekNmzpx7z50zM6pt6K5H9BiSOjq7unvCvZG+/oHBaGxoeM216o4mSpplWM6GqrjC0E1R8nTPEBu2I5Saaoh1tbrk59cbwnF1y1z19m2xXVMqpl7WNcVjqrjV3IklKEkcmUzcB3KWZAa5XDaVysXlIEWUQDvyVuwaW9iFBQ111CBgwmNsQIHL3yZkEGzmttFkzmGkB3mBQ0RYW+cqwRUKs1UeK7zabLMmr/2ebqDWeBeDf4eVcUzTA93QK93TLT3Tx6+9mkEP38s+z2pLK+yd6NH4yvu/qhrPHva+VX969lBGNvCqs3c7YPxTaC194+DsdWW+ON2coUt6Yf8X9Eh3fAKz8aZdFUTxHBF+gK9bjv8O1lJJOZNMF9KJhcX2U4QxgSnM8n3PYQHLyKPE+5ZxjBOchp6kAWlUGmuVSqG2ZgQ/Qpr8BFHliqc=</latexit> {

逆階層 95% 
順階層 50％

逆階層(IO) 50% 
順階層(NO) 25％

大発見確率 
（パラメータ被覆率）

2011年以来世界をリードしているのが KamLAND-Zen

<latexit sha1_base64="/p3W1z7HgOTYtAg/b0xd1/R3mcI=">AAACZXichVHLSsNAFD2Nr1pf9YEILiwWxVW5FVFxVXTjsg9bBS2SxKmGpklI0kIt/QFxqy5cKYiIn+HGH3DRLxBxWcGNC2/TgGhR7zAzZ87cc+fMjGLpmuMSNQJSV3dPb1+wPzQwODQ8Eh4dyzlm2VZFVjV1095RZEfomiGyrubqYseyhVxSdLGtFDda+9sVYTuaaWy5VUvkS/KhoRU0VXaZSu/V98NRipEXkU4Q90EUfiTN8C32cAATKsooQcCAy1iHDIfbLuIgWMzlUWPOZqR5+wJ1hFhb5izBGTKzRR4PebXrswavWzUdT63yKTp3m5URzNET3VGTHumeXujj11o1r0bLS5Vnpa0V1v7IyVTm/V9ViWcXR1+qPz27KGDV86qxd8tjWrdQ2/rK8UUzs5aeq83TNb2y/ytq0APfwKi8qTcpkb5EiD8g/vO5O0FuMRZfjlFqKZpY978iiGnMYoHfewUJbCKJLJ9bwCnOcB54loakCWmynSoFfM04voU08wnfvYpo</latexit>

}5倍
光量

KamLAND2-Zen

高分解能化 申請計画

集光ミラー 
HQE-PMT      
新LS　　　　 
蛍光ミニバルーン

KamLAND-Zen 400 KamLAND-Zen 800

380kgを導入(2011-) 745kgを導入(2019-)

最新結果  arXiv:2203.02139 
KL-Zen 400, 800 combined

<latexit sha1_base64="utd4wBkdKHQN7hXPeIvL+ubivAY=">AAACl3ichVHNShxBEP4c86ObH1e9GHIZshgMxKV2dp1VCUQMBI+uZlfBkWVm0q6DPT/M9C7o4gv4AgZyiiAh+A65eNAXyMFHCDkqePFgzeyGkINJNd1d/XV9VV91O5H0EkV0MaAN3rv/4OHQcO7R4ydPR/KjY40kbMeuqLuhDON1x06E9AJRV56SYj2Khe07Uqw5O+/S+7WOiBMvDD6o3Uhs+nYr8LY811YMNfOGJe2gJYXuN7uWI5SdLftW3EPf6FNlc7o0Y77SrddW7Ou+aDTzBSrOzZrGjKFTkahqlM3UMaoVo6yXGEmtgL4th/mvsPARIVy04UMggGJfwkbCYwMlECLGNtFlLGbPy+4F9pFjbpujBEfYjO7w2uLTRh8N+JzmTDK2y1Ukz5iZOibpB32jSzqnE/pJN3fm6mY5Ui27vDs9roiaIwcTq9f/Zfm8K2z/Yf1Ts8IWZjOtHmuPMiTtwu3xO3uHl6vzK5Pdl3REv1j/F7qgU+4g6Fy5xzWx8hk5/oDfr6zf7TSMYsksVmqVwsJi/yuG8BwvMMXvXcUClrCMOtf9hO84w7n2THurvdeWeqHaQJ8zjr9Mq90CIVqbiw==</latexit>

hm��i < (36� 156)meV

6目標感度 20meV

現行



米国 
nEXO計画　5ton

Energy plane
60 PMTs (Hamamatsu 

R11410-10) 
30% coverage

Tracking plane
7168 SiPMs 
1 cm pitch

TPC 
106 cm drift 
50 cm radius

Inner shield
12 cm thick copper

ヨーロッパ 
NEXT計画 100kg-1ton

中国 
PandaX-III 1ton

開発中のこれらの計画のさらに
次には、1meVを目指す国際協
調した136Xe 100tonに迫る究極
の計画の実現を目指している。

136Xeを使う他の将来計画

KamLAND2-Zenの先へ

※使用済み燃料から大量に眠るキ
セノンを回収すれば136Xeが44%に
濃縮（天然は8.9%）されている。

日本(東北大・京大など) 
AXEL計画 1ton

高精度トラッキング
に成功

0ν2β発見後は他核種での測定が重要

低温蛍光熱量計  
(高分解能、PID)

国内アクティビティ

同位体濃縮も開発中

CANDLES-LT (48Caなど)

ZICOS (96Zr), PIKACHU(160Gd) など
7

順階層数meVが目標

CaF2蛍光熱量検出器



スーパーカミオカンデと比べて500倍の光量、100分の１の放射能で
特徴的な低エネルギー観測が可能

SN1987A観測の範囲

KamLANDの目指す観測範囲

近傍超新星爆発に対して 
数日前からの超新星爆発アラーム 
（重力波観測へのアラーム：運転中）

超新星背景ニュートリノ探索
ApJ 925:14, 2022

軽いDMへの制限（DM対
消滅反電子ニュートリノ）

DM荷電励起の探索
arXiv:2101.06049

ApJ, 924:103, 2022
太陽フレアとの相関

重力波と     の相関ν̄e
ApJ, 909:116, 2021

7Be太陽ニュートリノ観測
PRC 92,055808, 2015

8B太陽ニュートリノ観測
PRC 84,035804, 2011

γ線バーストとの相関
ApJ, 927:69, 2022 
ApJ, 806:87, 2015

などなど

超新星爆発ニュートリノ観測でも、 
中性カレント反応などで特徴的な貢献 カムランドは広く 

天文・宇宙に貢献する

爆発前 爆発 爆発後

2. 低エネルギーニュートリノ天文学
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炭素質
コンドライト

エンスタタイト
コンドライト

U,Th amount

>

isotope ratio implies  
“enstatite chondrite” 
（geochemical model）

chemical abundance 
implies “C1 chondrite” 
（geochemical model）

Primordial meteorite
始源隕石の
大論争

Mantle convection

geophysical model 
predicts single convection 
geochemical model 
predicts multi-layer 

convection

U/Th rich lower mantle

Homogeneous mantle

地球物理と
地球化学の
大論争

3. ニュートリノ地球物理学
地球科学の大論争(マントル対流・始源隕石)

モデルによって地熱(地球ニュートリノ)量が異なる

Low-Q

High-Q

Middle-Q

9



2011 地球が冷えていることを証明

放射性熱 < 地熱
ニュートリノ地球物理学を実践

外核

放射性物質起源の熱生成

地表での熱流量

ウラン・トリウム・他

内核

 47 兆ワット

約 21 兆ワット 地殻
マントル

地球形成時の熱は残存していた

原始の熱

地球ダイナミクスを解明 
地球始原隕石(組成)を解明 

参照地球ダイナミクスモデルの構築

30年後のビジョン

ニュートリノ地球物理学の進展

2022 地球モデルの選別を開始
(a)

High-Qモデル 
（マントル一層対流） 

99.76% CL

カムランドの地球ニュートリノ観測による許容範囲

地熱と放射性熱が平衡状態 
（原始の熱は尽きた）

5.2σ
排除

 Middle-Qモデル 
（マントル複数層対流）

Low-Qモデル 
（マントル複数層対流）

岩石分析などに基づく地殻のみの寄与

マントル対流への知見 
　(マントル組成への課題)

地球科学の大論争の決着へ

 Geophysical Research Letters 49. 16, 28 August 2022, e2022GL099566 
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Stanford University 
Professor Norman Sleep

 This is not an evolution but 
a revolution!

2005 地球ニュートリノの初観測
ニュートリノ地球物理学を開拓



50m

カムランド

スーパークリーン実験室

①

②

クリーン実験室

簡易lowBG実験タンク

1MWキュービクル 
max 2MW 整備予定地

超低BG NaIでの暗黒物質探索 
PICOLON（徳島）

PICOLON開発 
HP-Ge

KamLAND2性能検証
導入予定

導入予定
希釈冷凍機(QUP, LBNL)  (暗黒物質)、汎用低 BG・低温環境
CANDLES開発(RCNP), AXEL開発(東北)  (順階層での0ν2β探索)

整備イメージ

世界屈指の低BG-Ge, LSI, 量子デバイスの放射線影響測定

4. 極低放射能宇宙素粒子研究施設の充実
スーパークリーン実験室

簡易lowBG実験タンク
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科研費で整備中

極低放射能の追求には、 
現地施設が不可欠



二重ベータ崩壊 地球ニュートリノ低エネルギー 
ニュートリノ天文学 極低放射能研究施設

物質の起源と
化学進化

地球組成と 
ダイナミクス

応用 高性能量子センサー 
高純度高機能素材 
低エラー率量子コンピュータ 
高信頼集積回路 
使用済み燃料の再資源化 
などなど

将来展望

目
標 宇宙の始まりから地球活動まで 

宇宙の歴史と物質の進化を解明

KamLAND2-Zen
で世界をリード

・二重ベータ崩壊測定技術 
   他核種での研究（背景物理） 
　CANDLES-LT(蛍光熱量計)など 
   順階層を狙う開発 
 （高感度化/高精度化） 
　CANDLES-LT, AXELなど 
　使用済み燃料からのキセノン回収 
・暗黒物質探索技術 
・量子センサー開発

他核種・高感度
実験へ発展 

CANDLES-LT, AXELなど 
国内エフォートを集結
して国際連携へ

「地下宇宙」領域活動を基盤とした 
東北RCNS, 阪大RCNP,(QUP)連携で始め 
コンソーシアムへと成長

世界に冠たる極低放射能
宇宙素粒子研究施設へ

学際的(素核・天文宇宙・地球科学)かつ世界をリードする取組

ステレオ観測 
海洋底検出器 
へと発展

岩石学・地震学・地物
などと連携した 

参照地球ダイナミ
クスモデル構築

超新星 
太陽 
暗黒物質 
など

取
組

12

10～30年後
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プロジェクトの成熟度

CRC 将来計画検討小委員会 2011-12年度最終報告　最優先の計画　(2018再確認) 
天文学・宇宙物理学中規模計画の展望(2013)に掲載 
CRC 将来計画検討小委員会 2013-14年度報告書 ロードマップに掲載 
高エネルギー物理学将来計画検討委員会答申(2012, 2017)に掲載 
日本学術会議 マスタープラン2014, 2017, 2020に掲載

「最重要課題として速やかな実現を望む新規計画」評価の実績

研究競争力の状況（マルチフロンティアで高い個性と競争力）
宇宙の歴史と物質の進化に幅広く貢献 
           　  =54桁の時間スケール、   　　　　 =22桁の温度スケール、　           　　  　=51桁の距離スケールを紡ぐ。138億年 
10-37秒

1010GeV 
2.7K

3Gpc 
(1010GeV)-1

現在誕生 成長 爆発
物質生成 

ビッグバン元素合成
構造形成 
銀河形成

星形成 
中重元素・重元素生成 
元素の放出・集積

太陽系形成 
地球形成 

地球ダイナミクス
化学進化の謎 
元素はどのように 
作られたのか？

宇宙物質優勢の謎 
物質はどこから 
来たのか？

暗黒物質の謎 
星・銀河はどのように
作られたのか？

宇宙・素粒子の大問題

地球始源隕石の謎 
マントル対流の謎 

どう地球に行き着いたのか？
地球科学の大問題

トップランナー トップランナー特定のモデルに感度 特徴的な貢献
13

0ν2β探索 DM探索 超新星ニュートリノ 地球ニュートリノ

高い実績・競争力



緊急性

・PMTの寿命で継続が困難 
　新しい解析手法でもあと2~3年が高性能測定の限界
　外水槽の岩盤からの水漏れ急増も不安定要素

・ライバルの進展
　nEXO, LEGEND, CUPIDがUSで予算化の選抜が
　進行中、実験開始2025-2027あたり

・0ν2β探索の質的転換期
　逆階層領域を初めてカバーできる。
　理論モデルの検証が始まる。

・原子炉の停止状況
　地球ニュートリノ観測に適した状況
　いつでもいいわけではない

・HKの稼働時期
　多くの地下宇宙素粒子研究が進んでいる茂住地下に
　2027までにSK以外の大型計画が必要

14

地下宇宙素粒子研究コミュニティの将来が
かかっている

神岡茂住坑での 
　  大型アクティビティ継続

約半数が抑制運転

約1/3が使用不可

KL2-Zen 
target

Period 1 Period 2 Period 3
(a) 0.9 – 2.6 MeV

: KamLAND data
: Reactor νe
: Reactor νe + other BG
: All BG + geo νe
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「極低放射能環境でのニュートリノ研究」（略称：カムランド２）
1. ニュートリノのマヨラナ性検証のトップランナーで質的転換へ
2. マルチメッセンジャー天文学の低エネルギーニュートリノ観測で特徴的な貢献　
  （低エネルギー：KamLAND2, 中エネルギー：Hyper-K, 高エネルギー：IceCUBE の棲み分け)
3. ニュートリノ地球物理のトップランナーで地球モデルの選別へ
4. 極低放射能研究コミュニティの中核として極低放射能宇宙素粒子研究施設の充実

濃縮キセノン調達(200kg) 
HQE-PMT調達 
高性能電子回路導入 
クリーンルーム整備 
純空気製造装置導入 
純化装置高度化 
集光ミラー製作 
バルーン製作

４億円 
５億円　　 
３億円 
３億円 
１億円 
５億円 
１億円 
１億円

導入部拡張工事 
PMT交換・集光ミラー設置 
バルーン導入 
HQE-PMT調達 
高光収率液体シンチレータ製造 
注液

↓ 
１億円 

５億円 
1１億円 運転経費（2027-2036） 

　3.８億円/年 
（うち自己資金3億円/年、 
　　　国外０.３億円/年）

経費 準備期間　-2024 建設期間　2025-2026 観測期間　2027-2036
ニュートリノ地球科学の推進 
ニュートリノのマヨラナ性検証 
低エネルギーニュートリノ天文学

設備合計40億円（内国外４億円）

総額78億円（要求額41億円）

まとめ

ご支援よろしくお願いします。
研究・教育のための重要な設備として全学からの力強い継続的支援を得ている。

※円安・物価高騰はまだ反映していない。期間は予算化タイミングでスリップする。マスタープラン2023に向けて準備した計画



ありがとうございました。


