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国際⾼エネルギー量⼦科学フロンティア︓
海外施設で展開するQCD研究
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⽇本の核物理の将来・⾼エネルギー重イオンWG、核⼦構造WG
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• ⾼エネルギー量⼦科学の物理を推進
• 「素粒⼦の世界から物質の世界へ」

• クォーク-グルーオン・ハドロン・原⼦核
の世界の多様性を探る

• ５つの研究テーマの融合
• ⾼温QCDの物理
• ⾼密度QCDの物理
• ⾼エネルギー核⼦・原⼦核の物理
• QCD理論
• 計算QCD

海外の加速器施設にて研究を展開
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計算QCDQCD理論
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海外施設
CERN-LHC

LHC加速器
(稼働中、2007-)

GSI-FAIR

FAIR加速器(建設中、2027-)

BNL-EIC

EIC加速器(CD1承認、2032-)



4国際⾼エネルギー量⼦科学フロンティア

• 海外施設で研究を展開し、⻑期的に国際共同実験を先導
• 国内実験・理論グループの協調。プロジェクトの動向に応じた実験間の協⼒体制の確⽴
• 将来計画に向けた新しい実験技術の共同開発(検出器・データ処理・計算技術)
• ⽇・欧・⽶を繋ぐ⼀⼤国際連携網
• RIBFやJ-PARCに並ぶ⼀⼤核物理コミュニティー(になりたい)
• 国⼒の増強︓

• 最先端の知と分野融合による新しい学術の創⽣
• 最先端の技術と産業応⽤、⼈の国際循環、次世代の⼈材育成



国内の体制 5

国内機関︓
理研、東⼤CNS、筑波⼤、筑波科学技術⼤学、広島⼤、奈良⼥⼦
⼤、⻑崎総合科学⼤、佐賀⼤、岐⾩⼤、埼⽟⼤、 ⼭形⼤、神⼾⼤
、⽴教⼤、⼤阪⼤、京都⼤、東⼤、上智⼤、KEK

国内本部の役割
- 海外の拠点をつなぐ連携網
- 国内機関との連携ネットワーク
- ⼯学や産業分野との連携

国内本部︓理化学研究所開拓本部

“All Japan”の⼀体となって、海外での研究を展開する
• ⽇本の先導性の強化
• 若⼿研究者の教育（測定器R&D~建設~運⽤と実験遂⾏）
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物質とは何か︖真空とは何か︖物質は何から構成されているのか︖重さはどのように⽣まれたのか︖環境
を変えたときに物質はどう変化するのか︖その多様な性質は何に基づくのか︖そこには、クォークやグ
ルーオンという”素粒⼦”の豊かな性質が反映されています。

国際⾼エネルギー量⼦科学フロンティアでは、海外の⼤型加速器施設を⽤いた国際共同⾼エネルギー原⼦
核実験を推進し、クォークやグルーオンが持つ性質を中⼼に、物質にまつわる多くの謎を解明します。
• 初期宇宙のクォーク・グルーオンプラズマの物性とQCD相転移を探る「⾼温QCD物理」
• 中性⼦星内部に存在する超⾼密度ストレンジネス核物質やカラー超伝導相などの「⾼密度QCD物理」
• ⾼エネルギー核⼦内部におけるグルーオン飽和現象や核内のパートン構造の3次元的理解に迫る「⾼エ
ネルギー核⼦・原⼦核の物理」

QCD真空からQCDの極限状態に⾄るまで、QCDの全容を解明するとともに、素粒⼦階層の物性現象や相
転移現象の解明を通じて、素粒⼦物理学・物性物理学をつなぐ普遍的な⾃然法則を探求します。

素粒⼦の世界から
物質の世界へ

クォーク-グルーオン・ハドロン・
原⼦核の世界の多様性を探る

学術振興の「ビジョン」

クォーク・ハドロンの世界

核⼦内部の世界



7⾼温QCDの物理＠CERN-LHC
TeV領域の⾼エネルギー重イオン衝突国際共同実験︓ALICE2実験(-2032)、ALICE3実験(2035-)

TPC, TRD
MFT

PHOS, EMC

• ⽇本グループ︓TPC, MFT, PHOS, EMC
• ITS, O2(GPUによる3 TB/sのオンライン処理)
• ⽇本主導のFoCAL⾼度化 (2026-2028)︓5億円

FoCAL

2022-2032で、これまでの
100倍のデータを収集予定
→ QGPやQCD相転移に関する
精密研究

• LHCでのQGP物理の完了を⽬指す
• シリコンピクセルの
⼤アクセプタンス実験
（合計140億）
⽇本グループの計画
を検討中
(TOF, RICH: 30億)

ALICE2実験 (2022-2032) ALICE3実験(2035-)



8⾼密度QCDの物理@GSI-FAIR
GeV領域の⾼エネルギー重イオン衝突国際共同実験︓CBM実験(2027-)、HypHI実験(2027-)

FAIR加速器(建設中、~2027+α)

CBM実験

HypHI実験

CBM実験 (2027~)

HypHI実験＠FRS(稼働中), super-FRS(2027~)
中性⼦過剰ハイパー核測定とY-N相互作⽤の解明に
よるストレンジネス核物質研究 HypHI⾼度化(5億円)

ストレンジネス核物質から⾼密度クォー
ク物質の探索へ
QCD臨界点やQCD相転移

mCBM実験 (ongoing)

⽇本グループの拡⼤を検討中



9核⼦構造QCDの物理＠BNL-EIC
世界初の偏極電⼦＋偏極陽⼦及び原⼦核衝突型加速器とEPIC実験
→ アメリカ原⼦核物理の最優先将来計画 (2032-)

• 超精密電⼦顕微鏡により、質量の起源、 スピン
の起源を３次元的に解明する

• 創発的⾼密度グルーオン飽和の発⾒

• 2019年12⽉︓⽶国DOEによる科学的意義の 承認(CD-0) 
• 2020年1⽉︓ブルックヘブン国⽴研究所 (BNL)が建設場所として決定
• 2021年6⽉:⽶国DOEによる計画の⼤筋と予算範囲$1.7B-$2.8Bの承認(CD-1) 
• 初期運転開始(CD-4A)は2032年の予定
• 2022年3⽉:第⼀検出器案の採択とEPIC実験の設⽴

EPIC実験

• EPIC実験︓〜400名
• ⽇本グループの計画を検討中

(TOF, ZDC: 10億円)

EIC-UG:⽶、欧、アジアからの参加者1300名以上
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⾼温QCD

@CERN-LHC

⾼エネルギー
核⼦・原⼦核
@BNL-EIC

⾼密度QCD
＠GSI-FAIR

CERN-LHC(ALICE-FoCAL)︓核⼦構造の研究

EIC︓QGPの初期条件

CERN-LHC(ALICE)︓Femtoscopyを⽤いた
YY/YN相互作⽤やハイパー核測定 EICと相補的

⾼温QCDや⾼密度QCDと相補的

GSI-FAIRでのHypHI実験やCBM実験と相補的

各プロジェクト間の相補性
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• QCDが持つ基本的かつ豊かな性質を「精密に」解明する
• 閉じ込め機構、カイラル対称性の回復や破れ、パートン構造、質量、スピン
• クォーク・ハドロン物質の物性、相構造、相転移現象
クォークとグルーオン(開放)系からのアプローチ

• 素粒⼦階層の物性や相転移機構の解明を通じて、素粒⼦物理学・物性物理学を
つなぐ普遍的な⾃然法則を探求する

堀越(慶応)

1019の温度範囲にわたる強相関系の普遍性

次世代のQCD物理



実験間の共通技術開発 12
ALICE ITS3 & FoCAL upgrade (2026-)
ALICE3新実験(2035-)

EIC-EPIC新実験(2030-)

⾰新的な最先端技術に基づく新しい検出器の開発と建設
次世代の汎⽤技術の創出. 国際的な展開を通じた技術の輸出⼊

• モノリシックなシリコンピクセル検出器
• 20psの時間分解能をもつシリコンピクセル検出器
• ヘテロジニアスコンピューティング、量⼦計算、AI技術を⽤いた⼤規模データ処理

⼯学・産業(医学、宇宙、イメージング、⾃動運転)への応⽤

ヘテロジニアスコンピューティング x エッジAI

20um厚円筒型シリコンピクセル検出器
シリコンピクセルフォイル



2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

実施計画 13

ALICE2 LS3 ALICE2 LS4 ALICE3

FoCAL 建設 (5億)

EIC建設 EPIC実験STAR & sPHENIX

FAIR建設 CBM実験、HypHI実験?
HypHI⾼度化 (5億)

EPIC実験︓TOF, 
ZDC,(10億)

ALICE3: TOF, RICH
建設 (30億)

理論実験共有計算機、ALICE Tier2, 次世代⾼速計算機・データ処理系の開発(量⼦、ヘテロジニアス) (10億)

EPIC & ALICE3共通シリコンピクセル開発(10億)

運営費(⼈件費、実験参加費、渡航費): 10億海外拠点センター基盤作り



まとめ
u 学術の中⻑期研究戦略の名称

u 「国際⾼エネルギー量⼦科学フロンティア︓海外施設で展開するQCD研究」
u 学術の中⻑期研究戦略の概要

u CERN, BNL, GSIにて、⾼エネルギー原⼦核やクォーク・グルーオンに関する国際共同実験
研究を展開し、実験運⽤、データ解析、実験⾼度化を「All Japan」体制で先導する

u 国際⾼エネルギー量⼦科学フロンティアの創設
u 国際共同実験を先導する⻑期的基盤
u 実験・理論コミュニティーの協調、プロジェクトの動向に応じた実験間の協⼒体制の確⽴
u 海外の拠点をつなぐ連携網、⽇・欧・⽶を繋ぐ⼀⼤国際連携網
u 最先端の知、技術、⼈の国際循環、次世代の⼈材育成

u 提案者情報
u 理化学研究所開拓本部

u 所要経費
u 80億円
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