
高エネルギー加速器研究機構 (KEK)

Super KEKB Project
8×10³⁵cm-²s-¹で探る「新しい物理」

　高エネルギー加速器研究機構(KEK)が推進する新しいプロジェクト、

SuperKEKB(スーパーKEKB)。2008年の小林誠･益川敏英両博士の

ノーベル物理学賞受賞に貢献したKEKBプロジェクトをアップグレードす

るものです。

　1999年に本格稼働を始めたKEKBプロジェクトは、電子と陽電子をほ

ぼ光の速さまで加速して正面衝突させ、膨大なＢ中間子を生成。その

崩壊の様子を詳細に調べ、「CP対称性の破れ」の実証をはじめ数々の

成果をあげてきました。

　しかし、私たちの宇宙にはまだ解くべき謎が数多く残されています。こ

れらの謎を解明するのがスーパーKEKBプロジェクト。40倍の性能で宇

宙創成の謎に挑戦します。

ルミノシティの増加と成果
　縦軸はルミノシティを積算したもので、データ量にあたります。KEKB
加速器の実験では、データ量が増えるにつれ、素粒子についての数々の
新しい発見があったことがわかります。この発見の中にも、「標準モデル」
の枠組みを超える物理法則の存在を示す手掛かりが含まれています。
スーパーKEKBでは、稼働後数年をかけて積分ルミノシティ50倍を実現。
さらにもっと多くのデータ量を得ることができるのです。私たちの前には、ど
のような新たな発見が待ち受けているのでしょうか？

〒305-0801  茨城県つくば市大穂 1-1
URL：http : //www.kek.jp/ja/   TEL：029-879-6047( 広報室 )　　　
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B中間子における
CP対称性の破れ

の発見

D中間子混合の発見
4-クォーク粒子候補
Ｚ(4430)+の発見

Ｂ→τν崩壊の発見
B→Kπにおける

CP対称性の直接的破れ

ｂ→s過程でのCP対称性の破れの異常

新しい共鳴状態
X(3872)の発見

Ｂ→ργ崩壊の発見

s過程でのCP対称性の破s過 対 ので過程でのC程でのCP対称性P対称性のの破対対 のので

B→Kll崩壊の発見

SuperKEKBの積分ルミノシティの伸びの予測図
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れだけズレるのかは、「新しい物理法則のモデル」によって異なってきま
す。こうしたモデルは十数種類以上もあります。
　そこで、「スーパーKEKB」の実験では、B中間子の崩壊で生じる
粒子の寿命や角分布といった物理量を究極の精度で測定します。
そして、宇宙創成の謎を解くカギとなる新しいCP対称性の破れの
起源を探索します。また、標準モデルからのズレのパターンを捉えるこ
とで、ダークマターや余剰次元といった新しい物理法則のモデルを選
別します。
　こうした選別作業の要は二つ。B中間子を大量につくりだす加速器
「スーパー KEKB」と、高性能に粒子を検出する「Belle II測定器」の存
在です。

物理法則のモデルを選別する
　現在、この宇宙に反物質の世界が存在するような観測結果は出てい
ません。宇宙がビッグバンから始まったとすると、宇宙誕生直後には物
質と反物質が同量存在していたはずです。しかし、反物質はどこかで
消えてしまったのです。これは、物質と反物質の性質に何か違いが
あったために起きたと考えられています。
　こうしたことから、宇宙初期のような非常に高いエネルギー状態では、
私たちの知らない「新しい物理法則」が存在するのではないかと期待さ
れています。
　今のところ、素粒子の振る舞いを最もよく表している理論は「標準モ
デル」です。「新しい物理法則」の効果は、“測定値”と標準モデルから導
かれる“予想値”の“小さなズレ”という形で現れます。どんな測定値がど

スーパーKEKBが拓く「新しい物理法則」

Belleから「Belle II」測定器へ
　Belle測定器は、精緻、高効率、高速度な「Belle II」測定器へと変身します。
　スーパーKEKB加速器の40倍の能力向上に対応して、Belle II測定
器は、1秒間に3万回以上の電子･陽電子の衝突事象を測定しなければ
なりません。そのため、データ収集のシステムを新しくし、並列化とパイプ
ライン化によってデータ処理の効率化を図ります。　
　また、B中間子の崩壊から生じる多くの粒子の情報を、より正確に捉え
ることが必要です。崩壊によって生じる粒子の測定には、最先端の技術
を用いた新しい検出器群を導入します。その一つであるピクセル検出
器は、素粒子の飛跡を従来と比べ飛躍的に精度よく捉えることができま
す。さらに、チェレンコフ光を用いて粒子の種類をより正確に識別できる
新型検出器も設置します。

ベル　ツー

反物質

　私たちの世界を形づくる「物質」を形成するさまざまな「粒子」に対して、質量などの性質は
同じで、電荷の符号がまったく反対の粒子のことを「反粒子」といいます。例えば、電子の反
粒子は陽電子で、電子と反対のプラスの電荷をもっています。こうした、反粒子が集まってで
きたのが「反物質」です。反物質は、宇宙誕生直後には物質と同じ量だけ存在していたと考
えられています。

ルミノシティ

　ルミノシティ (単位：cm－²ｓ－¹)とは、加速器の要となるビームの衝突性能に相当するもの
です。ビームとビームの衝突地点において、単位面積あたり毎秒何回ビーム粒子が交差し
たかを表します。この値が高ければ、一定の確率でしか起こらない稀な粒子の衝突反応が、
短い時間の中でたくさん起き、研究にとって有用なデータ量を得ることに繋がります。
　KEKB加速器は、2001年以降ルミノシティ値で世界第1位となり、2002年夏にはデータ量
を示す積分ルミノシティでも世界1位に躍り出ました。スーパーKEKBプロジェクトでは、この
ルミノシティをさらに40倍にすることで、積分ルミノシティ50倍という、より豊富なデータ量
を獲得し、新しい物理法則をはじめ宇宙の多くの謎の解明に近づくことができます。
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40倍アップのしくみ 膨大なB中間子を生成するためには、電子と陽電子を高

い頻度で衝突させなければなりません。ルミノシティを

大幅にあげるために鍵となるのが「いかに多くの粒子をビームに入れるか」「いかにビームを小さく

するか」ということです。 スーパーKEKBは、ビームサイズを小さくすることで20倍、ビーム電流を上

げることによって2倍、合わせて現在の40倍のルミノシティをめざしています。

×40Super KEKB Project

ビームパイプの改造

ビームの通り道となるのは、内部を超高真空にした金属製のビームパイプです。

高いエネルギーの電子のビームは円形加速器の中で強い光を発し、それはビーム

パイプを加熱すると同時にビームパイプの内壁から電子を大量にたたき出します。

この電子群は陽電子ビーム付近に雲のように集まりビームの品質を損なう原因とな

ります。これを避けるため、ビームパイプの両脇に「アンテチェンバー」と呼ばれる部

分を設け、また、内部に窒化チタンをコーティングするなど、様々な工夫が施されます。

　電子ビームも陽電子ビームも、バンチという粒子の

塊となってリングを周回します。このバンチは約数千億

個の電子や陽電子の塊です。電子や陽電子はとても小

さいためバンチの中は実際はほとんど隙間です。粒子

の衝突頻度を上げるためには、バンチを小さく絞り込

み、中の粒子の密度を高くすることが必要です。スー

パーKEKBで目指すバンチのサイズは、幅0.02ミリメー

トル、高さは0.0001ミリメートル、つまり100ナノメート

ル。このような極小のビームサイズを実現するため、

スーパーKEKBは電磁石の配置やビームパイム形状の

改良や、極限までビームサイズを絞り込むため電磁石シ

ステムの採用など、さまざまな工夫を加えます。また、

新たにダンピングリングも導入。こうした工夫で20倍の

ルミノシティを目指します。

加速空洞

　粒子ビームは、リングを周回するとエネルギーを失います。そ

こで、加速空洞で加速して失ったエネルギーを補給します。KEKB
では、大電流を安定に加速する「アレス空洞」と、効率よく加速する

「超伝導空洞」の2種類の空洞を使っておりスーパーKEKBでもこ
れらの空洞を使います。ただし、ビーム電流が2倍になるため、投
入パワーの増加、ビームが誘起する高次モードパワーの増大への

対策などが必要になります。そこで、パワー源であるクライストロ

ンの増設を行い、また高次モード減衰器などの部品の高性能化を

行います。また、超伝導空洞については冷却水の流量を増やし冷

　　　　　　却能力を増強します。

陽電子源

　電子の反粒子である陽電子は、電子ビームをタング

ステンのかたまりに衝突させて人工的につくり出しま

す。生成された陽電子は電子と出会うと対消滅してし

まうので、素早く集めなければなりません。スーパー

KEKBは「フラックスコンセントレーター」という 新しい
装置を使い、効率的に陽電子を捕獲します。

　スーパーKEKBでは、従来の約2倍となるビーム電流の実現をはかります。

電子ビームは2.6アンペア、陽電子ビームは3.6アンペアをめざしています。これ

は、ビームの中の電子や陽電子の数も2倍になるということを意味します。

現在、この高いビーム電流を実現するために、陽電子ビーム強度を

上げるための陽電子源の開発や、高品質の電子ビームを

得るための新型電子銃の開発、電力を送り込む高

周波システムの増強など、さまざまな装置

の研究開発が進められています。

ダンピングリング

　ビームの中の粒子はいろいろな方向に向いています。この向

きをそろえるために新たに設置されるのが、周長135メートルの
ダンピングリングです。磁石を並べたリングをビームがくり返し

周回すると、粒子の広がりが抑えられ、ビームのバンチの粒子密

度はしだいに高くなっていきます。

電磁石への工夫

　SuperKEKBでは、極小のビームをつくるために電磁石
に様々な工夫を加えます。陽電子リングでは、二極電磁

石100台を0.9メートルから4メートルの長い磁石へと交 
換します。また、ビームの衝突点付近に超伝導磁石など

を並べ、さらにビームを絞り込みます。

新しいビーム衝突スキーム（ナノビーム衝突方式）

　スーパーKEKBでは、電子と陽電子の衝突が進行方
向に0.3ミリメートル程度の狭い範囲でおきるように設
計されています。この衝突方式には小さな水平ビーム

サイズと比較的大きな交差角（約4.8度）が必要です。

×20 ×2

4.8゜

大電流で2倍

“ナノビーム”で20倍




