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Top-Priority Project @ KEK-PIP2022
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 KEK-PIP2022おいてKEK
の中期計画(FY2022-26)
で予算化されるべき
“top-priority project” と
して選出

 “大規模学術フロンティ
ア促進事業”の事前評価
に本計画は織り込み済

https://www.kek.jp/wp-content/uploads/2022/07/KEK-PIP2022.pdf

https://www.kek.jp/wp-content/uploads/2022/07/KEK-PIP2022.pdf


プロジェクトの年次計画
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FY2022 FY2023 FY2024 FY2025 FY2026 FY2027 FY2028 FY2029 FY2030 FY2031

ハドロン
ホール

COMET Phase-2Phase-2 建設

拡張施設での研究

Phase-α Phase-1

現施設での研究

MR加速器
アップグレード

ホール拡張 (ビーム停止)

建設

建設開始3年はビーム運転と並行、ビーム停止は2.5年程度に止める

ハドロン実験施設拡張計画 (6年間)

HK開始

大規模学術フロンティア促進事業 (FY2023-FY2032)
「大強度陽子ビームで究める宇宙と物質の起源と進化」

現フロンティア事業
(FY2013-FY2022)
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ハドロン実験施設での研究



物質の起源と進化を探る

物質創成の起源

物質・反物質の対称性
物質優勢宇宙の誕生

クォークからハドロンの生成

中性子星深部における
高密度物質の性質

極限物質へ

5

ハドロン相互作用がおりなす
ハドロン多体系

ハドロンの質量獲得機構
クォーク相互作用

CP対称性の破れ
弱い相互作用
 新物理探索
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T1 target

KL

high-p

COMET

K1.8BR

K1.8

現在のハドロン実験施設

 30 GeV陽子一次ビーム
 65kW (7x1013 ppp, 5.2s)

[2021年6月現在]

 < 1.1 GeV/c
 ~ 5x105 K-/spill
 核内K中間子

 < 2.0 GeV/c
 ~ 106 K-/spill
 S=−1 及び S=−2 ハイパー核

 16 deg extraction
 ~ 2.1 GeV/c ~ 107 K0

L/spill
 𝑲𝑲𝑳𝑳

𝟎𝟎 → 𝝅𝝅𝟎𝟎𝝂𝝂�𝝂𝝂稀崩壊

 金標的
 < 95 kW

 30 GeV proton ~ 1010

 < 31 GeV/c unsepa. π ~ 107

 核内φ中間子

 µ- beam
 µ-e転換

2020年始動
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2023年始動予定



ハドロン実験施設における“成果”
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KOTO実験における
𝐾𝐾𝐿𝐿0 → 𝜋𝜋0𝜈𝜈�̅�𝜈稀崩壊測定

標準理論予想に迫る感度で
CP対称性の破れの検証

Single Event 
Sensitivity =
3 × 10-9

KOTO 2015 KOTO 2016-18

K−中間子を含むエキゾチックな
原子核の発見

 K中間子原子核の系統的研究から
中間子の相互作用の解明へ

K中間子原子核
“K−pp”の発見

K中間子原子の
超精密測定

Ξハイパー核
(S=−2) の発見

初の精密
ハイペロン-核子散乱

Λ粒子-核子相互作用
荷電対称性破れの発見

ハイパー核研究の進展
 ΞN相互作用の引力を確定

ΛN, ΣN相互作用の新たな情報
(S=−1, −2のハイペロンの相互作用)



ハドロン実験施設における“今後”
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COMET実験における
µe転換測定 (2023～)

荷電レプトンフレーバー
の破れを高感度で検証へ

核内での中間子の
質量変化測定 (2020～)

ハドロン質量獲得機構解明へ

Ξハイパー核(S=−2)の
高分解能分光 (2023～)

 ΞN, ΛΛ相互作用の精密かつ系統的な
研究 (S=−2のハイペロンの相互作用)

さらなる𝐾𝐾𝐿𝐿0 → 𝜋𝜋0𝜈𝜈�̅�𝜈稀崩壊測定
標準理論予想を超えた感度での

新物理の探索

重いクォークを含むハドロン分光
ハドロン中での
ダイクォークの確立

S=−1ハイパー核の超高分解能分光
 ΛN相互作用の核密度依存性の解明

(S=−1のハイペロンの相互作用)

新たな研究展開新たな研究展開新たな研究展開

2022/6/17 under installation2021/3/3 Run0



ハドロン実験施設における“今後”
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COMET実験における
µe転換測定 (2023～)
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の破れを高感度で検証へ

核内での中間子の
質量変化測定 (2020～)

ハドロン質量獲得機構解明へ

Ξハイパー核(S=−2)の
高分解能分光 (2023～)

 ΞN, ΛΛ相互作用の精密かつ系統的な
研究 (S=−2のハイペロンの相互作用)

さらなる𝐾𝐾𝐿𝐿0 → 𝜋𝜋0𝜈𝜈�̅�𝜈稀崩壊測定
標準理論予想を超えた感度での

新物理の探索

重いクォークを含むハドロン分光
ハドロン中での
ダイクォークの確立

S=−1ハイパー核の超高分解能分光
 ΛN相互作用の核密度依存性の解明

(S=−1のハイペロンの相互作用)

新たな研究展開新たな研究展開新たな研究展開

2022/6/17 under installation2021/3/3 Run0

ハドロンの成り立ち
解明へ

新物理のさらなる
探索へ

極限高密度物質の性質
解明へ



ハドロン実験施設拡張計画
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現在の施設
(2009～)

新二次粒子生成標的 (T2)
新ビームライン (HIHR, K1.1/K1.1BR, KL2, K10)

機能を向上させたビームライン (High-p (π20), Test-BL)

二次粒子生成標的 (T1)
荷電粒子ビームライン (K1.8/K1.8BR)
高運動量ビームライン (High-p)
中性粒子ビームライン (KL)

ミューオンビームライン (COMET)

COMET

K1.8BR

T1

T2

Test-BL

＋
＋

＋

KL

High-p

COMET

K1.8BR

K1.8

K1.8

HIHR

K1.1/K1.1BR

K10

KL2

High-p (π20)

拡張後の施設

T1



拡張したハドロン実験施設での
新たな研究展開
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原子核ハドロン物理
= 量子色力学(QCD)によって支配される量子多体系の物理

11

中性子星 =
“巨大な原子核”原子核陽子などの

ハドロン

究極のゴール:
クォークから中性子星に至る”物質の起源と進化”を

QCDを基に解き明かす

10-15 m 104 m

クォーク



原子核ハドロン物理
= 量子色力学(QCD)によって支配される量子多体系の物理

10-15 m 104 m

?

中性子星 =
“巨大な原子核”原子核陽子などの

ハドロン

クォーク

“質量-半径”の関係

巨視的な情報

中性子物質?

ハイペロン物質?

クォーク物質?

n

n

p Ξ
Λ

微
視
的
に
解
明

クォークから中性子星スケールへの橋渡し

c

du

クォーク x3陽子

ダイクォーク
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ストレンジネス核物理：高密度下でのハイペロンの役割解明へ12

何故重い中性子星は存在できるか?
 中性子星深部の高密度下でハイペロン(Λ, Ξなど)は出現するか?

Λ束縛エネルギー (BΛ) 
 ΛN相互作用の密度依存性
精密測定が必用

208
ΛPb ∆E ~ 2.2 MeV

Past measurement @ KEK-PS

proton
neutron

Λ

Low densityHigh density

ハイペロンを用いてのみ
アクセス可能

重いΛハイパー核 : 

ハイペロン：
原子核深部を探るユニークなプローブ
 パウリ・ブロッキングを受けない
 通常核子(p/n)と分けて識別可能



sΛ

pΛ
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dΛ

hΛ

gΛ

ストレンジネス核物理：高密度下でのハイペロンの役割解明へ12

何故重い中性子星は存在できるか?
 中性子星深部の高密度下でハイペロン(Λ, Ξなど)は出現するか?

proton
neutron

Λ

Low densityHigh density

各々のΛ軌道状態の明確な分離が必須

208
ΛPb ∆E ~ 2.2 MeV

Past measurement @ KEK-PS

proton
neutron

Λ

Low densityHigh density

ハイペロンを用いてのみ
アクセス可能
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ストレンジネス核物理：高密度下でのハイペロンの役割解明へ12

何故重い中性子星は存在できるか?
 中性子星深部の高密度下でハイペロン(Λ, Ξなど)は出現するか?
超高分解能Λハイパー核分光

proton
neutron

Λ

Low densityHigh density

HIHR beam line

∆p/p = 10^{-4}

• ビームトラッキングの必要なし
• 108 /pulse以上の大強度πビーム
 分解能の限界を突破：

～2.2 MeV ～0.4 MeV以下 (FWHM)

(High-Intensity High-Resolution)
GeV領域における初の分散整合性ビームライン

Achromatic Focus point 

up to 2 GeV/c

(π+,K+)
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ストレンジネス核物理：高密度下でのハイペロンの役割解明へ12

何故重い中性子星は存在できるか?
 中性子星深部の高密度下でハイペロン(Λ, Ξなど)は出現するか?
超高分解能Λハイパー核分光

proton
neutron

Λ

Low densityHigh density

HIHR beam line

∆p/p = 10^{-4}

• ビームトラッキングの必要なし
• 108 /pulse以上の大強度πビーム
 分解能の限界を突破：

～2.2 MeV ～0.4 MeV以下 (FWHM)

(High-Intensity High-Resolution)
GeV領域における初の分散整合性ビームライン

Achromatic Focus point 

up to 2 GeV/c

(π+,K+)Λ束縛エネルギーを超高精度で決定@ HIHR
&

自由空間でのΛN相互作用を確立@ K1.1

ΛN相互作用の密度依存性を導出
中性子星の理解へ 競合相手：



ハドロン物理：ダイクォークの解明
13

クォークはハドロンをどのように作り上げるか？
 ハドロン中でのダイクォークを確立し、クォーク物質の理解へ繋げる

c

du
ud

𝚲𝚲𝒄𝒄∗

 内部運動効果は励起状態の
”生成率”と”崩壊率”に現れる

 精密分光によりダイクォークを確立する

λ

λ
λ

λ
ρ

λ
Charm quark

Diquark

チャームバリオンの質量

チ
ャ
ー
ム
バ
リ
オ
ン
の
生
成
率

質量スペクトラム
p(π-,D*-)X

 チャーム・バリオン分光

ダイクォーク(ud)確立へ
𝚲𝚲𝒄𝒄∗ : ud対の重心運動/ud間の相対運動を分離

with 大強度高運動量πビーム@ High-p (π20)



ハドロン物理：ダイクォークの解明
13

クォークはハドロンをどのように作り上げるか？
 ハドロン中でのダイクォークを確立し、クォーク物質の理解へ繋げる

ss
s 𝛀𝛀∗

u(d)
ss

us/ds 𝚵𝚵∗

 チャーム・バリオン分光

ダイクォーク(ud)確立へ
𝚲𝚲𝒄𝒄∗ : ud対の重心運動/ud間の相対運動を分離

with 大強度高運動量πビーム@ High-p (π20)

さらなるダイクォーク解明へ
𝚵𝚵∗: us/ds ダイクォーク
𝛀𝛀∗:最もシンプルな sssシステム

→ ダイクォークの無いシステム

 マルチストレンジ・バリオン分光
with 大強度高運動量Kビーム@ K10

競合相手：チャーム及びマルチストレンジ・バリオンの系統的測定により、
ハドロンを作り上げるクォークのダイナミクスを解明する

c

du
ud

𝚲𝚲𝒄𝒄∗



超高感度検出器 (~x70)

大強度中性K中間子ビーム@KL2 (~x2.6)

Extraction angle:
16 deg  5 deg

フレーバー物理：KOTO実験における新物理探索 14

𝐾𝐾𝐿𝐿0 → 𝜋𝜋0𝜈𝜈�̅�𝜈稀崩壊
新物理探索に最適なプローブの1つ

• CP対称性を直接破る崩壊
• 標準理論では抑制される分岐比～ 3×10−11

• 少ない標準理論不定性 (～2%)

100倍以上の感度での
新物理探索

 5σで 𝐾𝐾𝐿𝐿0 → 𝜋𝜋0𝜈𝜈�̅�𝜈シグナルを
発見

 30% の不定性で分岐比を測定

新物理により分岐比が
標準理論予想から
大きくずれる可能性

Step-2

標準模型を超える新物理はあるか?

競合相手：

~O(100) TeVの物理に感度を持つ



COMET

K1.8BR
K1.8

T1

HIHR

K1.1/K1.1BR

K10

KL2
T2

Test-BL
High-p (π20)

ハドロン拡張プロジェクトまとめ
15

 大強度2次ビームを用いた唯一無二な素粒子原子核研究

 ストレンジネス核物理/ハドロン物理/フレーバー
物理各々の分野において世界トップの研究

 KEK-PIP2022において、Top-
priority projectに選出 / “大規模
学術フロンティア促進事業”の
事前評価に織り込み済
 2024年度開始予定

Stay tuned!



ご清聴ありがとうございました。
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First-Beam WS at the J-PARC Hadron Experimental Hall
25-26 March 2009, IQBRC, Tokai

International WS on physics
at the extended hadron experimental facility of J-PARC

5-6 March 2016, KEK Tokai Campus

International WS on  the project for
the extended hadron experimental facility of J-PARC

26-28 March 2018, KEK Tokai Campus

International WS on the Extension Project for the J-PARC Hadron 
Experimental Facility (J-PARC HEF-ex WS), 7-9 July 2021, online

2nd International WS on the Extension Project for the J-PARC Hadron 
Experimental Facility (J-PARC HEF-ex WS), Feb.16-18 2022, online

2023年3月14(火)-16(木)に
the 3rd J-PARC HEF-ex WS

を開催予定

https://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/~jparchua/en/hefextension.html

https://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/%7Ejparchua/en/hefextension.html
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