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(dark matter wimp 
search with liquid xenon)

概要： 
•XENONnT実験の後継機に位置し、50-100トン級-液体キセノン検出器 
•暗黒物質直接探索実験を中心とした二重ベータ崩壊、ニュートリノ、アクシオン観測を含めた多目的実験である。 
•日本グループとしてはXMASS実験時代より多目的実験を標榜してきた。 
•現在世界をリードするグループからなるコンソーシアム(XENON-LZ-DARWIN)が立ち上がり、世界で唯一の観測
を目指す。

東京大学カブリIPMU 山下雅樹

(XLZD)

暗黒物質直接探索実験
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• 分野の現状 CYGNUS 
• 方向感度の国際共同フレームワーク：CYGNUS 
• 5人のsteering committeeの1員として議論をリード
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最近までにCRCで議論の行われた暗黒物質直接探索実験

多地点での観測へ向けた 
議論・R&D

ガスTPC 身内さん＠神戸大よりDARWIN(XLZD) ～50トン液体キセノンTPC

2.6 m

2.
6 
m
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DARWIN 計画の概要
• 宇宙は何でできているのか? 
•宇宙の物質・エネルギー　95% unknown 
•暗黒エネルギー(68%), 暗黒物質(27%) 
•我々の身の回りにもあるはず。(0.3GeV/cm3) 

•暗黒物質の候補 
• WIMP, アクシオン, 原始ブラックホール など 
•WIMP: 有力候補の一つ。 
•超対称性粒子 
•宇宙の初期に熱的に生成。WIMPミラクル 
•宇宙物理学⇔素粒子物理学　連携による解決 

•その他 
•pp太陽ニュートリノ観測 (~1% 精度) 
•8B ニュートリノとのコヒーレント散乱  

•超新星ニュートリノ 
•二重ベータ崩壊 ( T1/2 0ν　1027 years)
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DARWIN 計画の概要
• 宇宙は何でできているのか? 
•宇宙の物質・エネルギー　95% unknown 
•暗黒エネルギー(68%), 暗黒物質(27%) 
•我々の身の回りにもあるはず。(0.3GeV/cm3) 

•暗黒物質の候補 
• WIMP, アクシオン, 原始ブラックホール など 
•WIMP: 有力候補の一つ。 
•超対称性粒子 
•宇宙の初期に熱的に生成。WIMPミラクル 
•宇宙物理学⇔素粒子物理学　連携による解決 

•その他 
•pp太陽ニュートリノ観測 (~1% 精度) 
•8B ニュートリノとのコヒーレント散乱  

•超新星ニュートリノ 
•二重ベータ崩壊 ( T1/2 0ν　1027 years)

WIMP

質量＋断面積
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DARWIN 計画の概要
• 宇宙は何でできているのか? 
•宇宙の物質・エネルギー　95% unknown 
•暗黒エネルギー(68%), 暗黒物質(27%) 
•我々の身の回りにもあるはず。(0.3GeV/cm3) 

•暗黒物質の候補 
• WIMP, アクシオン, 原始ブラックホール など 
•WIMP: 有力候補の一つ。 
•超対称性粒子 
•宇宙の初期に熱的に生成。WIMPミラクル 
•宇宙物理学⇔素粒子物理学　連携による解決 

•その他 
•pp太陽ニュートリノ観測 (~1% 精度) 
•8B ニュートリノとのコヒーレント散乱  

•超新星ニュートリノ 
•二重ベータ崩壊 ( T1/2 0ν　1027 years)

WIMP
太陽ニュートリノ

~1%
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DARWIN 計画の概要
• 宇宙は何でできているのか? 
•宇宙の物質・エネルギー　95% unknown 
•暗黒エネルギー(68%), 暗黒物質(27%) 
•我々の身の回りにもあるはず。(0.3GeV/cm3) 

•暗黒物質の候補 
• WIMP, アクシオン, 原始ブラックホール など 
•WIMP: 有力候補の一つ。新粒子? 
•超対称性粒子 
•宇宙の初期に熱的に生成。WIMPミラクル 
•宇宙物理学⇔素粒子物理学　連携による解決 

•その他 
•pp太陽ニュートリノ観測 (~1% 精度) 
•8B ニュートリノとのコヒーレント散乱  

•超新星ニュートリノ 
•二重ベータ崩壊 ( T1/2 0ν　1027 years)

WIMP

二重ベータ崩壊

太陽ニュートリノ
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DARWIN Collaboration

DARWIN全体： 
アジア、米国, ヨーロッパから>200人、約40研究機関が参加 
国内 
神戸大学, 東京大学IPMU, 名古屋大学
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液体キセノンTPC検出器Evolution

• 各フェーズにて着実な成果。常に世界最高感度で探索。(実現性） 
•XENON1T:  124Xe 二重電子捕獲の観測（人類が直接測った最も長い半減期、1022年, 2019 Nature）　 
•XENONnT: イタリアグランサッソにて実験開始 ->10-48cm2 断面積の探索 (e.g. pure Wino) 。その他、低
バックグランドを生かした　Axion, 低エネルギーニュートリノなど

BENCHMARK: THE XENON LEGACY AT LNGS

M. Schumann (AEC Bern) – XENON 8

XENON1T

96cm

● 3.5 t liquid xenon in total
● 2.0t active target
● ~1t after fiducialization
 

● 248+6 PMTs

2005-2007 2008-2016 2012-2018 2020-2025 2027—

15 kg 161 kg 3200 kg 8400 kg 50 tonnes

15 cm 30 cm 96 cm 150 cm 260 cm

~10-43 cm2 ~10-45 cm2 ~10-47 cm2 ~10-48 cm2 ~10-49 cm2

XENON10 XENON100 XENON1T XENONnT DARWIN

6
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ガス・液体　2相型キセノンTime Projection Chamber

• イベント事にシンチレーション光と電離信号を読み出す。 
• 3次元位置構成: x-y (S2) and z (ドリフト時間) 
• Xe:Z(=54), 中心の有効体積を選ぶことにより、外来のγ線 や表面
の放射線を効率よく除去。 コンプトン散乱、中性子による多重散乱
も識別。(1/104 - 1/105) 

• WIMP(原子核反跳）と電子散乱を S2/S1信号比によって粒子弁別可能 
(1/200)

�,�

• S1:シンチレーション光  
• S2:電離信号 (-> 比例蛍光）
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WIMPとXe原子核の弾性散乱 
WIMP + Xe  -> WIMP  + Xe

Xe

Luigi
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PRL 123, 241803 - Migdal effect
PRL 123, 251801 - Light dark matter
PRL 121, 111302 - Main WIMP search

XENON1T

XENON1T

XENON1T
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PRL 123, 241803 - Migdal effect
PRL 123, 251801 - Light dark matter
PRL 121, 111302 - Main WIMP search

XENON1T

XENON1T

XENON1T
人類が直接観測した最も長い半減期(124Xe)

T2νECEC
1/2 = (1.15 ± 0.13stat ± 0.14sys) × 1022 yr

XENONnT
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DARWINの前身となるXENONnT

LXe
purification

• Faster xenon cleaning 
• 5 L/min LXe 
(2500 slpm) 
• 一日で循環 

• XENON1T ~ 100 slpm

• Inner region of 
existing muon veto 

• optically separate 
• 120 additional PMTs 
• Gd in the water tank 
• 0.5 % Gd2(SO4)3

nVeto

日本の貢献

•XENONnT自身が物理探索をしながらDARWINの下準備になって
いる。 
•日本の担当する液体キセノン純化、中性子カウンターが非常にうま
く行っている。(XENON1Tを大きく超える純度）

•Collaboration Board Co-chair　 山下雅樹（東大IPMU) 
•Analysis Coordinator 　　　　　風間慎吾（名古屋大） 
•Low Energy  Group Leader     小林雅俊（名古屋大） 
•Run Coordinator 　　　　　　   小林雅俊（名古屋大） 
•XENON Award 　　　　　　　　加藤伸行(東大宇宙線研）2020 
•   　　　　　　　　　　　　　　  Khai Bui（東大IPMU)    2021



Masaki Yamashita, IPMU, UTokyo 13

2020-30年代おけるWIMP - DM

the other hand, generated via tree-level interactions to the
R-symmetry breaking sector [22] (see [23] for a related
mechanism), which leads to a much heavier Higgsino than
the gauginos. As a result, the pure gravity mediation model
predicts the almost pure neutral wino as the lightest
supersymmetry particle (LSP) which is a good candidate
for WIMP dark matter.
As mentioned earlier, the wino dark matter possesses a

phenomenologically notable feature, a large annihilation
cross section enhanced by the so-called Sommerfeld effects
[16–18]. Due to the enhancement, the annihilation cross
section into a pair of the W-bosons at present universe
is automatically boosted to be 10!24–10!25 cm3=s. In
Fig. 1(a), we show the annihilation cross section of the
wino dark matter into a pair of W bosons as a solid line.
With this large cross section, the antiproton flux from the
wino annihilation can be comparable to the secondary
astrophysical antiproton flux at Tp ! 100 GeV, with Tp

being the kinetic energy of a proton and an antiproton.
There are two favored mass regions for the wino dark

matter. One is the mass region around 3 TeV where the
observed dark matter density is explained solely by its
thermal relic density [24]. The other region is below
1–1.5 TeV where the relic density is provided nonthermally
by the decay of the gravitino [25,26]. There, the appropriate
gravitino abundance for the nonthermal wino production is
achieved when the reheating temperature of the universe is
consistent with the traditional thermal leptogenesis scenario
[27]. As we will see shortly, the wino mass in the both mass
regions can sizably contribute to the antiproton spectrum,
although the thermal wino case fits the observed spectrum
of the antiproton fraction particularly well.

So far, the mass of the wino dark matter has been
constrained by collider experiments. Among them, the
searches for disappearing tracks made by a short lived
charged wino inside the detectors put a lower limit on the
mass of the wino dark matter,

M ~w ! 270 GeV; !1"

with 20 fb!1 data at LHC 8 TeV running [28].3 At the
14 TeV running, the limit can be pushed up to 500 GeV
with 100 fb!1 data [30]. See also Refs. [31–33] for more
details on the future prospects of the wino dark matter
searches at the collider experiments.
The wino dark matter is also constrained by the indirect

detections of dark matter in cosmic rays. To date, the most
robust limit comes from the gamma-ray searches from the
dwarf spheroidal galaxies (dSphs) at the Fermi-LATexperi-
ment. By taking uncertainties of the dark matter profile of
the dSphs, it has excludedM ~w " 320 GeV and 2.25 TeV"
M ~w " 2.43 TeV at the 95% confidence level (C.L.) using
four-year data [34].4 It should be noted that the constraints
on the wino dark matter via monochromatic gamma-ray
searches from the galactic center [37] and from the dSphs
[38] by the H.E.S.S experiments are less stringent due to
large uncertainties of the dark matter profile at the galaxy
center (see e.g. Ref. [39]) and the small cross section into
the monochromatic gamma rays.

FIG. 1 (color online). (a) Constraints on the (MDM-h!vi) plane. The black solid lines show the predicted annihilation cross sections for
the wino and Higgsino. Red solid, blue dashed and green dotted lines show the upper bounds on the annihilation cross section at
95% C.L. for MIN, MED and MAX propagation models, respectively. The shaded regions with the same color show the best-fitted
regions. The constraint from the Fermi is shown with the orange bands. The yellow vertical shaded region indicates the wino mass range
where the wino thermal relic abundance is the observed dark matter density. (b) Predicted antiproton to proton ratio with experimental
data. The solid (dashed) lines show the case with (without) the dark matter contributions.

3See [29] for a two-loop calculation of the wino mass splitting.
4For uncertainties and future prospects of the searches for the

wino dark matter via the gamma rays from the dSphs, see e.g.
[35,36].

IBE et al. PHYSICAL REVIEW D 91, 111701(R) (2015)

111701-2

RAPID COMMUNICATIONS

LHC
CTA(間接探索)

Minimal DM, Wino
-> Hisano, Ishiwata,  Nagata  JHEP06(2015)097

χ

SM

χ

SM

直接

間
接

加
速
器

地下、地上、加速器、観測連携による解決
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2021/4/26,27 XENON/DARWIN, LUX-ZEPLIN meeting 
                         https://indico.cern.ch/event/1028794/ 
2021/7/6 :      16カ国 104名が署名 
                       MOU締結: XENON, DARWIN, LUX-ZEPLIN(米国) 
2022/6/27-29  1st Summer Meeting at KIT in Germarny 
参加日本グループ：神戸大学、東京大学、名古屋大学

世界の動き (XENON-LZ-DARWIN)

•White Paper: 
•A Next-Generation Liquid Xenon Observatory for Dark Matter and Neutrino Physics 
•https://arxiv.org/abs/2203.02309

液体キセノンを用いて20年以上に渡り最も良い感度でDM探索を行った実績 
50-100トンを用いた次世代の実験に向けて世界で唯一の究極大型キセノン検出器を 
XENON-LZ-DARWIN 　->   XLZD コンソーシアム

Xenon Lab
Logo

Xenon Lab
Logo Variants
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2030年代2025 2026

DARWIN/XLZD Time Line 
R&D and construction parallel to XENONnT data taking

XMASS

•総予算: 約200億円 
•日本グループは光センサー開発及び調達、キセノン純化装置、中性子反同時検出器の貢献。5-10% の貢献を目指す。 
•米国LUX-ZEPLINの参加により分担割合は調整の可能性あり。

キセノンガス (全体50トン） 172 億円
光検出器, クライオジェニクス、 
キセノン検出器, 水タンク, 純化設備 52 億円

合計 224 億円

2020年代 2030年代 2040年代2010年代

XENON1T XENONnT DARWIN/XLZD
(暗黒物質探索） （暗黒物質観測）

NEWAGE (方向） CYGNUS (方向）
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•検出感度はneutrino fogに達し、DARWIN実験は
断面積10-49cm2台の感度 
• WIMP暗黒物質探索, 二重ベータ崩壊、ニュートリノ観
測,探索を行う事が可能。 

• XENON実験での長年の実績により、実現性が高い。  

•世界で唯一の大型キセノン検出器をつくろうという動き
が開始した(XLZD)。日本もグループもサイン。 

• 2030年代の観測を計画している。

16

まとめ
Community white paper 
2203.02309

>1 ν >10ν


