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J-PARC での長基線ニュートリノ振動実験の新たな展開
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Recent Progress of Neutrino Oscillation Experiments at J-PARC
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Abstract
High intensity proton synchrotrons enable long-baseline neutrino experiments precisely to measure the oscillation probability
of the neutrino oscillation phenomenon discovered in 1998. Furthermore, it become possible to search for the particle–antiparticle
diﬀerence (CP violation) in leptons experimentally by comparing the magnitude of neutrino oscillations between neutrinos and
antineutrinos. The recent results from the T2K experiment using J-PARC and Super-Kamiokande show the hints of large CP violation in neutrino oscillations, and provide the ﬁrst strong limit on the CP violating complex phase. The construction of the HyperKamiokande experiment that aims to detect and measure CP violation in neutrino oscillations in next decade has also started.

1．は じ め に
1998 年にスーパーカミオカンデ実験により宇
宙線と大気との反応によって生成されたニュー
トリノの観測によってニュートリノ振動現象が
1）
発見された ．さらに KEK 12 GeV-PS により人工
的に生成したニュートリノをスーパーカミオカ
2）
ンデで観測した K2K 実験 は，世界初の長基線
ニュートリノ振動実験であり，加速器実験によっ
てニュートリノ振動を測定する手法を確立した．
2009 年からは J-PARC 主リングを用いて格段に高
い強度のニュートリノビームが生成されるように
3, 4）
なり，それを用いた T2K 実験 は発生頻度が小
さいミュー型ニュートリノが電子型ニュートリノ
に変化するニュートリノ振動を世界で初めて直接
5, 6）
検出した ．
加速器による長基線ニュートリノ実験の最大
の特徴は，ニュートリノビームと反ニュートリノ
ビームの両方を生成可能なことである．そのため
ニュートリノと反ニュートリノのニュートリノ振
動を比較する実験が可能である．素粒子のうち
ニュートリノが属するレプトンに関しては，粒
子と反粒子との差（CP 対称性の破れ）は実験的に
は未発見であり，CP 対称性が大きく破れている

可能性がある．レプトンにおける CP 対称性の破
れを実験で定量的に測定することにより，「宇宙
が誕生した時に同数生成されたと考えられる 粒
子 と 反粒子 が，なぜ現在の自然界では 粒
子 のみが残り 反粒子 が消滅してしまったの
か？」という謎を解くためのヒントが得られると
期待されている．
T2K 実験は 2014 年から反ニュートリノビーム
による測定も開始し，2020 年までに CP 対称性の
7–10）
破れを示唆する兆候を捉えている
．2020 年に
は，スーパーカミオカンデのおおよそ 10 倍の有
効体積をもつ新しい大型検出器と，約 2 倍に増強
した J-PARC のニュートリノビームを用いるハイ
11, 12）
パーカミオカンデ実験
の建設が開始した．ハ
イパーカミオカンデ実験では，CP 対称性の破れ
の発見とその大きさの定量的な測定が，期待され
る目玉となる成果の一つで，2027 年度の実験開
始にむけて日本での長基線ニュートリノ振動実験
は新しいフェーズに入った．

2．長基線ニュートリノ振動実験
2.1 ニュートリノ振動
ニュートリノは弱い相互作用により生成さ
れ，弱い相互作用による反応により検出される．
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ニュートリノは，弱い相互作用で反応において対
応する荷電レプトン（電子（e），ミュー粒子（μ），
タウ粒子（τ））に応じて，電子（型）ニュートリノ
（ν e），ミュー型ニュートリノ（ν μ），タウ型ニュー
トリノ（ν τ）の三種類が存在する．また，電気的に
中性なニュートリノの 粒子 と 反粒子 は，生
成・検出のときの反応において対となる荷電レプ
−
−
トンにより区別され，電子，μ , τ と対生成され
+
+
るものが反ニュートリノ（ν̅）で，陽電子，μ , τ
†
と対生成されるものがニュートリノ（ν）である ．
ニュートリノの質量は実験的に直接測定が未だ
にできていないほど小さいが，質量が縮退してい
なければニュートリノ振動が起きる．ニュートリ
ノ振動とは，ニュートリノを生成したのち一定時
間経過した後に（すなわち，一定距離伝播した後
に）観測するとき，生成時とは別の種類のニュー
トリノとして観測される現象である．
たとえば T2K 実験は，加速器を用いてミュー
型ニュートリノを生成し，一定距離 L 離れた位
置で電子型ニュートリノとして観測される現象
を発見した（図1 に配置図を示す）．このニュー
ト リ ノ 振 動 で， ニ ュ ー ト リ ノ の 種 類 の 変 化 が
お き る 確 率 は， 伝 播 距 離 L［km］， エ ネ ル ギ ー
E［GeV］，関係するニュートリノの質量の自乗
2
2
差Δm［eV ］に依っている．電子型ニュートリ
ノに変化して観測される確率 P（ν μ → ν e）の主要
2
2
項 は，sin（1.27 Δm L/E）に 比 例 す る 形 で 表 さ
れる．そのためニュートリノ振動をはっきり観
測するためには，振動確率が大きくなるように
2
（1.27 Δm L/E）≈（π/2 の整数倍）という条件を満た
す必要がある．
この条件式のうち，大気ニュートリノの測定結
果からミュー型ニュートリノのニュートリノ振
2
−3
2
動ではΔm 〜2.5×10 eV であることがわかって
いる．また，エネルギー E が小さいとミュー型
ニュートリノと核子との反応断面積が小さいの
で，E〜200 MeV くらいより上でないと検出が難
しい．よってニュートリノ振動を検出するには，
ニュートリノを約 100 km 以上伝播させてから観
†

ニュートリノが，粒子と反粒子の区別があるディラッ
ク粒子なのか，区別がないマヨラナ粒子なのか，とい
うのは未解決な重要な問題であり，その解明のために
ニュートリノレス二重β 崩壊の探索実験が多く行われ
ている．

図1

現在行われている長基線ニュートリノ振動実験（T2K
実験）に関わる施設．

測する必要がある．ニュートリノの質量（差）があ
まりに小さいために，ミクロな世界を記述する量
子力学の効果であるニュートリノ振動を観測する
ために，都道府県をまたぐような極端にマクロな
空間スケールを必要とする，という状況になって
いる．
2.2 加速器ニュートリノによるニュートリノ振
動の測定
加速器ニュートリノ実験では，陽子ビームと標
+
的との反応により生成したπ 中間子の崩壊（π →
+
μ +ν μ ）により生成される三次粒子のミュー型
ニュートリノを実験に用いる．
ニュートリノ振動は，ニュートリノの種類が伝
搬距離にしたがって周期的に変化する現象である
が，長基線ニュートリノ実験で用いる加速器施設
や大型ニュートリノ検出器を動かすことは非現実
的で，基線長 L は固定となる．そのためニュー
トリノの 振動 を，ニュートリノの変化確率が
エネルギーによって変化する依存性として測定す
る．つまり長基線ニュートリノ振動実験では，反
応したニュートリノの種類の同定とエネルギース
ペクトラムの測定が必要となる．
T2K 実験の場合，J-PARC のニュートリノ生成
標的からスーパーカミオカンデまでの距離 L は
295 km で，0.6 GeV くらいのエネルギーでニュー
トリノ振動が最大となる．このあたり（sub-GeV
領 域 ）の エ ネ ル ギ ー の ニ ュ ー ト リ ノ が 起 こ す
反 応 は， 核 子 と の 荷 電 カ レ ン ト 準 弾 性 散 乱：
ν l +n→l+p（l=e, μ, τ）が支配的なので，この反応
を仮定して伝播後のニュートリノの種類とエネル
ギーを決定する．反応の終状態のレプトンを粒
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子識別することで，始状態のニュートリノの種
類が同定できる．また終状態のレプトンの運動
量と散乱角から，二体反応の運動学によって始
状態のニュートリノのエネルギーを再構成でき
る．また sub-GeV のエネルギー領域では，質量の
大きなτ を生成するにはエネルギーが足らないた
め，タウ型ニュートリノが荷電カレント反応を起
こすことはない．したがって，電子型ニュートリ
ノとミュー型ニュートリノのみが検出器内で反
応する．スーパーカミオカンデは電子とμを判別
する能力があり，T2K 実験では生成したミュー
型ニュートリノが変化せずにそのままミュー型
ニュートリノとして観測される確率：P（ν μ → ν μ ）
と，変化して電子型ニュートリノとして観測され
る確率：P（ν μ → ν e）をそれぞれ測定できる．前者
をν μ disappearance 測 定， 後 者 をν e appearance 測
‡
定と呼ぶ ．さらに，反ニュートリノに対しても
̅ν μ disappearance 測定とν̅e Appearance の測定が可
能なので，計 4 つのニュートリノ振動確率の測定
が可能である．
三世代のニュートリノを仮定した標準的な
ニュートリノ振動のモデルでは，ニュートリノの
ν e appearance と反ニュートリノのν̅e appearance の
ちがいとして CP 対称性の破れ があらわれうる
と考えられており，それらの確率の差は最大で約
28% 程度と考えられている．もし未発見のステ
ライルニュートリノなど標準模型を超える新しい
物理があれば，もっと大きな差があらわれうる．
2.3 長 基 線 ニ ュ ー ト リ ノ 振 動 実 験 の た め の
ニュートリノビーム生成
電磁場を感じないニュートリノのビームを生成
するためには，あらかじめ狙った方向に向けて親
となる荷電π中間子のビームを生成し，親粒子を
飛行させながら崩壊させる必要がある．図2 は，
J-PARC のニュートリノビームラインの全体図と
二次ビームラインの断面図である．J-PARC では，
主リングから取り出した 30 GeV の陽子をまず神
岡方向に向けてから黒鉛製の標的に衝突させる．
この際，空間的な制約から陽子ビームを主リング
の内側に取り出し，主リングよりも小さな曲率半
径の陽子ビーム輸送路をとることになった．その
‡
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観測はできないがν μ → ν τ 振動は起こりうるので，2 つの
確率の和が 1 となるとは限らない．
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図2

J-PARC ニュートリノビームラインの全体図
（上）と二
16）
次ビームライン（下） ．上図の（1）〜（3）が陽子ビーム
輸送路で，このうち（2）Arc section 部は超伝導コンバイ
ンドファンクション磁石によって構成されている．

ため，主に常伝導の偏向電磁石（5 台）と四重極
電磁石（9 台）に加えて，28 台の超伝導コンバイ
ンドファンクション磁石が用いられている．さら
にビーム方向の微調整のための常伝導ステアリン
グ電磁石が配置されている．
陽子–炭素衝突で生成されたπ 中間子を収束す
るため，3 台の電磁ホーンと呼ばれるパルス電磁
13）
石が使われている ．陽子ビームと標的との衝突
のタイミングに合わせて印加される 250 kA のパ
ルス電流により，標的の周囲にトロイダル磁場が
生成される．標的で散乱角を持って生成される荷
電π 中間子のうち，ホーン電流の向きによって，
一方の符号の電荷をもつπ中間子がビーム軸方向
へ収束され，逆の符号のπ中間子は発散させられ
る．つまり電磁ホーンの電流極性を切り替えるこ
+
とで，π を収束してニュートリノビームを生成
−
するか，π を収束して反ニュートリノビームを
生成するかを選択的に変えることができる．
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標的から約 110 m 下流までの間はトンネル（空
洞）となっており，その空間（ディケイボリュー
ム）をπ 中間子が飛行しながら崩壊してニュート
リノビームが生成される．ニュートリノ以外の荷
電粒子のほとんどは標的から 110 m 下流に設置さ
れたビームダンプで止められるが，ニュートリノ
はそこから先の地中を伝播する．標的，電磁ホー
ン，ビームダンプ，コリメータ，および放射線遮
蔽体などは，ディケイボリュームと一体となった
3
約 1500 m の大きな容器の中に収納され，この容
器の内部はほぼ大気圧のヘリウムガスで満たされ
る．これはπ中間子の損失を極力抑えるのと同時
に，放射線により生成される NOx 等により機器
が損傷するのを防ぐためである．
ビームダンプの下流では，ニュートリノの副産
物として生成される高エネルギーのμ粒子のプロ
ファイルをアレイ状に配置したシリコン検出器
や電離箱で測定し，ビームパルスごとに生成さ
れたビームの方向を測定している．また標的か
ら 280 m の位置には，前置検出器と呼ぶニュート
リノ検出器群があり，実際にニュートリノ反応
を測定してニュートリノビームの方向や強度を
測定している．280 m の地点で実測されたニュー
トリノビームの幅はだいたい 4.5 m（ガウス分布
の 1σ）である．これをスーパーカミオカンデの位
置（295 km）に単に外挿すると約 5 km 弱となるの
で， ビーム という言葉の意味を広く捉える必
要がある．
長基線ニュートリノ実験のためには，主リング
で加速された 8 バンチの陽子を「速い取り出し」
によって 1 ターン（約 5 μ秒）の間に一度に取り出
してニュートリノを生成するが，これには二つ理
由がある．一つはスーパーカミオカンデでの事象
選別のためである．J-PARC の陽子ビームの取り
出しタイミングと同期したニュートリノ反応事象
を選別することで，時間的に一様に発生する大気
ニュートリノから区別する．スーパーカミオカン
デで選別されたニュートリノ反応の時間分布は，
J-PARC 主リングの陽子ビームがもつ 8 バンチの時
間構造をよく再現しており，加速器由来のニュー
トリノであることと，大気ニュートリノ等の混入
が十分小さいことを実証している．約 300 km 離
れた J-PARC とスーパーカミオカンデの時刻合わ
せは GPS を用いて実現されているが，J-PARC で

ビームを生成した時刻の情報をネットワーク経由
でほぼリアルタイムで転送して，ビームと同期し
たセミオンラインでのデータ選別が行われてい
る．
速い取り出しを用いるもう一つの理由は，大電
流を印加する電磁ホーンが，膨大なジュール熱の
ため DC 通電するのが困難なためである．一方で
速い取り出しは，標的やビーム窓といった直接
ビーム照射をうける機器に対しては過酷な条件と
なり，約 5 μ 秒の間に発生する陽子ビームによる
瞬間的な発熱に耐える必要がある．高融点で，比
強度と熱衝撃耐性が高い材質を用いる必要があ
り，標的には黒鉛，ビーム窓にはチタン合金が使
用されている．標的に関しては，密度の大きくな
3
い材質（〜1.8 g/cm ）で十分なπ中間子収量を得る
ため約 90 cm の長さ（相互作用長の約 2 倍）にす
る必要がある一方で，電磁ホーンの中にインス
14）
トールされる必要があり空間的な制約もある ．
標的で発生する陽子パルスあたりの発熱は 40〜
50 kJ 程度と想定され，ヘリウムガスにより冷却
される．これは標的を水冷しようとするとパルス
ビーム照射に伴う水の瞬間圧力上昇が大きく肉厚
な容器を要してしまう問題があることと，ヘリウ
ム冷却の場合には黒鉛の温度を放射線損傷の影響
が小さい 600°C 以上に設定可能な点やトリチウム
生成量での優位性などを考慮したためである．
15）
J-PARC では，オフアクシス法 とよばれる方
法をとり，ニュートリノビームの方向をスーパー
カミオカンデに対してあえて 2.5°ずらすことで，
π 中間子の二体崩壊の運動学的条件を利用して
スーパーカミオカンデに対してエネルギーの幅の
狭いニュートリノビームを供給している（図3）．
前述のとおりニュートリノ振動解析では，エネル
ギー再構成可能な荷電カレント準弾性散乱が信号
事象であるが，高エネルギーのニュートリノは，
0
終状態にπ中間子の生成を伴う反応やπ 中間子を
生成する中性カレントによる反応などのバックグ
ラウンド事象を起こす．オフアクシス法では，興
味のある sub-GeV のエネルギー領域に限ってみれ
ばニュートリノのフラックスが向上し，さらに高
エネルギーのニュートリノ反応が抑制されること
で S/N 比も向上する．T2K 実験では，ニュートリ
ノビームのエネルギーを一定に保つためにニュー
トリノビームの方向を±1 mrad 以内に保つこと
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が実験的要求になっているが，これまでの実績で
は±0.2 mrad 以内に収まるように充分よく制御さ
16）
れている ．
J-PARC のニュートリノビームラインは，スー
パーカミオカンデから約 8 km 南に離れた位置に
建設されるハイパーカミオカンデにも同じビーム
を供給することが可能である．ニュートリノビー
ムの方向や前置検出器の位置は，陽子ビーム輸送
路のトンネルや約 100 m のディケイボリュームな
ど巨大土木構造物の方向により建設時にほぼ決
まってしまうが，これらは水平方向（南北方向）
においてはスーパーカミオカンデとハイパーカミ
オカンデのちょうど中間を向いており，ビームの
振り下げ角度を調節することで両者の検出器位置
のオフアクシス角が同じになるように設計されて
いる．このため，T2K 実験からハイパーカミオカ
ンデ実験に移行するにあたって，新たに J-PARC
にニュートリノビームラインを一から建設する必

図3
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標準的な三世代ニュートリノ振動で予想されるニュー
ト リ ノ 振 動 の 確 率（ 上 段：ν μ disappearance, 中 段：ν e
appearance）と，ビーム軸に対するニュートリノの運
動方向（オフアクシス角度：OA）ごとのニュートリノ
5）
のエネルギー分布図（下段） ．振動確率が大きいエネ
ルギー領域に関しては，T2K 実験で採用する OA=2.5°
の場合のフラックスは，ビーム方向をスーパーカミオ
カンデに向けた場合（OA 0.0°）のフラックスより高い．
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要はない．
J-PARC で生成されるビームの前置検出器位置
とスーパーカミオカンデ位置でのニュートリノフ
17）
ラックスは，CERN NA61 実験 による 30 GeV 陽
子と黒鉛の衝突によるハドロン生成の実測データ
等に基づいたモンテカルロシミュレーションに
18）
より推定される ．それにより，前置検出器での
ニュートリノ反応の測定をスーパーカミオカンデ
に外挿することができ，実際の観測数との比較か
らニュートリノ振動の確率を得ることが可能とな
る．

3．T2K からハイパーカミオカンデへ
3.1 T2K 実験により始まった CP 対称性の破れ
の探索
T2K 実験は 2020 年 4 月にニュートリノ振動に
おける CP 対称性の破れの探索結果を Nature 誌で
10）
発表した ．標準的な三世代のニュートリノ振動
を仮定して，ニュートリノの弱い相互作用の固有
状態と質量の固有状態との関係を示す重ね合わせ
行列（PMNS 行列）の複素位相（δ CP）の値を実験
的に求めた．CP 対称性の破れの大きさ（Jarlskog
invariance; JCP）は，この位相に対して JCP ∝sinδ CP の
関係にあるので，「δ CP =0°またはδ CP =180°ならば
CP 対称性は保存」，
「そうでなければ CP 対称性は
破れている」となる．T2K 実験の最新結果（図4）
の解析により，許されるパラメータ領域のうちの
半分の領域（sinδ CP >0）の大部分が有意水準 3σ 以
10, 18）
上で棄却され
，初めてδ CP の値に実験的に強

図4

T2K 実験の最新結果 におけるν e appearance 候補事象
数（横軸）とν̅e appearance 候補事象数（縦軸）．図中の
楕円は，振動のパラメータ標準的な三世代ニュートリ
ノ振動のモデルからの予想値のニュートリノの混合角
ごとのδ CP に対する依存性を示す．
18）

J-PARC での長基線ニュートリノ振動実験の新たな展開

い制約が得られた．
T2K 実験は，2021 年度に前置検出器の一部を
19）
アップグレードする ことで実験感度を向上さ
せ，当初計画よりも多くの実験データを取得し
て，「CP 対称性が破れているか？」
（すなわち sin
δ CP はゼロかどうか？）という謎に対して 3σ の感
§
20）
度 で迫ることを提案した ．これまでの累積陽
21
22
子数 3.6×10 POT から 2×10 POT に増やすこと
で，468〜559 のν e appearance 候 補 事 象 と，116〜
134 のν̅e appearance の候補事象が得られると期待
される **．
3.2 ハイパーカミオカンデの幕開け
2020 年から，スーパーカミオカンデの約 10 倍
に相当する有効体積をもつ直径 68 m，深さ 71 m
の巨大水チェレンコフ検出器を新設するハイパー
11）
カミオカンデ実験 の建設が始まった．この計
画での長基線ニュートリノ振動実験では，ハイ
パーカミオカンデと同じ検出原理による前置検
出器（新設）を用いることで実験感度を高めるこ
とを目指している．2027 年度から実験を開始す
る計画で，J-PARC のニュートリノビームを約 10
年間観測することで，それぞれ約 2000 事象のν e
appearance 候補とν̅e appearance の候補を検出し，
δ CP のパラメータ領域の約半分の領域に対して，
有意水準 5σ以上の感度で CP 対称性の破れを探索
できると期待されている．もし T2K 実験の最新
結果が示唆するように CP 対称性の破れの大きさ
が最大に近い場合，実験開始後の数年で CP 対称
性の破れが発見できると期待されている．
3.3 J-PARC ニュートリノビームの増強
20）
T2K 実 験 の 継 続 提 案 と ハ イ パ ー カ ミ オ カ
ンデ実験のいずれにも，J-PARC のニュートリノ
21）
ビ ー ム の 増 強 が 含 ま れ て い る．J-PARC の 主
リングは，ニュートリノビーム生成のための早
い取り出しでの運転で，これまでにビーム強度
約 515 kW での安定的な連続ビーム供給を達成し
ている．2021 年度には主リングの主電磁石電源
が改修され，繰り返し周期を 2.5 秒から 1.3 秒周
期に短縮することでビーム強度が当初の設計値
CP 対称性の破れの大きさが標準的な三世代ニュート
リノ振動で想定される最大値の場合を想定した実験感
度．標準理論を超える新物理があれば，より大きな破
れを検出する可能性もありうる．
** 候補事象数は，δ CP の値に依る．
§

750 kW に到達すると見込まれている．さらに加
速器の RF 増強，コリメータ増強によるビームロ
ス対策などを順次実施することで，ビーム強度は
22）
1.3 MW 程度に増強される計画となっている ．
加速器の高繰り返し化による陽子ビーム強度増
強に対応して，ニュートリノビームラインも機器
の国際協力によるアップグレードが予定されてい
21）
る ．大強度陽子加速器の強度増強においては，
しばしば「そのビームを用いる実験施設の標的が
耐えられるか？」が問題となる．J-PARC 主リング
の出力増強は 高繰り返し化 によるため，パル
スあたりの陽子数は建設時の当初想定とほぼ同じ
であり，ニュートリノ生成標的に対する熱衝撃の
最大想定も変わらない．そのため，標的の基本的
な設計に変更はないが，標的での発熱量は増大す
るので，ヘリウムガスによる冷却系を更新して冷
却能力を強化する．また，電磁ホーンの電源や給
電システムを改修して，増強後の主リング加速
器の繰り返し周期とおなじ約 1 秒周期でのパルス
励磁を可能にし，さらに印加電流を現在の 250 kA
から 320 kA に増強してπ中間子の収率向上をねら
う．また，電磁ホーン本体も冷却系を強化した改
良型で更新する．陽子ビーム輸送系のうち最下流
の部分は，二次ビームラインからの放射線の影響
を受けて残留放射能が高くなると予想されるの
で，改修して機器のメンテナンス性を高める．そ
のほか，二次ビームラインの放射線対策や冷却能
力の強化，陽子ビームモニター，三次ミューオン
のプロファイル測定によるビームモニタおよびそ
れらのデータ収集系，インターロック系の改良を
予定している．
長基線ニュートリノ振動実験は国際的に見ても
関心が高く，米国でも FNAL 120 GeV Main Injector
23）
によるニュートリノビーム（NuMI ）を用いる
24）
NOvA 実験 が 2014 年からデータ収集を行って
いる．また次期計画としては，FNAL Main injec25）
tor の出力ビーム強度を増強し ，新しいニュー
トリノビームラインと大型液体アルゴン TPC 検
26）
出器を用いる DUNE 実験 が建設を開始してお
り，ハイパーカミオカンデとほぼ同時期の実験開
始が見込まれている．
ニュートリノ振動の精密測定や CP 対称性の破
れ の 探 索 に お い て NOvA 実 験 と DUNE 実 験 は，
それぞれ T2K 実験やハイパーカミオカンデ実験
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と国際競争の状況にある．しかしながら，NOvA
実験の基線長 L は 810 km, DUNE 実験の基線長 L
は 1300 km で，J-PARC の実験（295 km）よりも長
く，ニュートリノビームのエネルギーも異なる．
これらの実験条件の差は，ニュートリノと経路上
の物質との反応の効果などの物理の効果を考慮
すると，ニュートリノ振動の振る舞いの違いを生
み，ニュートリノ振動によるエネルギースペクト
ラム変化のパターンも異なる．日米の実験は，検
出原理の異なる実験によるクロスチェックという
意義にとどまらず，条件の異なる実験の組み合わ
せで解明される成果も期待される相補的な関係に
ある．そのため日米科学技術協力事業（高エネル
ギー物理分野）では，日米の実験データの統合解
析への取り組みや加速器開発も含めた技術的な協
力も行われている．

4．ま

と

め

メガワット級の出力ビーム強度をもつ陽子シン
クロトロンは，弱い相互作用しかしないニュート
リノを数百 km 以上離れた位置で観測することが
必要なニュートリノ振動現象を，高精度で測定す
ることを可能にした．これにより，長基線ニュー
トリノ振動実験は，レプトンにおける 粒子 と
反粒子 の違いに迫れるようになった．これま
での T2K 実験の結果は，レプトンでの CP 対称性
の大きな破れのヒントと考えられており，J-PARC
MR の高繰り返し化改修後の大強度ビームによ
る今後のデータ蓄積が期待されている．また JPARC の加速器およびニュートリノビームの大強
度化を含むハイパーカミオカンデ計画が開始さ
れ，2020 年代の後半にレプトンでの CP 対称性の
破れが発見されると期待されている．
これまでに T2K 実験で電子ニュートリノ出現
の発見などの成果が得られ，また今後の T2K 実
験やハイパーカミオカンデで CP 対称性の破れ
の発見に向けた展望が拓けたことは，ビーム出力
強度向上のため日々尽力されている J-PARC 加速
器のたくさんの方々や，J-PARC ニュートリノ実
験施設の建設・運転に協力していただいた多くの
方々のおかげです．この場をお借りして感謝申し
上げます．
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