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WELCOME
•第2回新学術「地下宇宙」若手研究会 へようこそ

• はじめて/久しぶり の対面研究会の方も多いかと思います。

• 28トーク並んだようです。ひぃー。ご参加ありがとうございます。

• 感染対策に気をつけて 十分に議論して お友達作って ください。

身内賢太朗 12021年11月 「地下宇宙」若手研究会



新学術「地下宇宙」

身内賢太朗 22021年11月 「地下宇宙」若手研究会

2019年8月井上スライド

ホームページ

パンフレット

• ちょうど中間地点

• （その先を見据えた）
残りの過ごし方

中間評価



2021年11月 「地下宇宙」若手研究会

新学術領域・ぐちゃぐちゃ感

身内賢太朗 3•ぐちゃぐちゃして帰ってください。

中間評価資料



計画研究「B02」

身内賢太朗 42021年11月 「地下宇宙」若手研究会

2019年8月身内スライド



身内賢太朗 52021年11月 「地下宇宙」若手研究会

• WIMPダークマター

•方向感度



•「方向性」の重要性
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2019年8月身内スライド
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•期待を超えた進展
• 詳細は、本日の各トーク・2021年領域研究会での東野・中トーク

身内賢太朗 92021年11月 「地下宇宙」若手研究会

中間評価資料（予備スライド）

• 残り2年もこの
調子で行けるで
しょう。
⇒その先を議論



•領域内では「次世代」の位置づけ

身内賢太朗 102021年11月 「地下宇宙」若手研究会

中間評価資料

• どう「旗艦」を目指して行くか。

• 議論しましょう



低圧ガス：飛跡検出

• 30年物のアイディア

•いくつかのブレークスルー
• 2004年 MPGDの利用 (NEWAGE)

• 2007年 飛跡の前後判定 (DM-TPC)

• 2015年 ドリフト方向の位置決定 (DRIFT)

Kentaro Miuchi CRCタウンミーティング2019年１２月 11

1989年
Proceedings of Berkeley workshop on

Particle Astrophysics



• NEWAGE これまで
• 三次元飛跡検出

• μ-PIC （二次元ストリップ読み出し）

• SKYMAP

• CF4 gas 
• ガス拡散小

• Spin-Dependent search

• 実験提案

• 地上による初の方向感度探索

• 地下実験による感度向上

Kentaro Miuchi 12

New general WIMP search with an Advanced Gaseous tracker Experiment

PLB 578 (2004) 241

PLB 654 (2007) 58 1.36×104pb

PLB 686 (2010) 11, PTEP  (2015) 043F01S, PTEP

(2021) ptab053
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•国際コミュニティー：CYGNUS
• 2007年- 隔年での国際会議

• 次回 2022年9月 @オーストラリア

• 月に2回のTV会議

• 3本の共著論文

身内賢太朗 132021年11月 「地下宇宙」若手研究会

2008.12587

CYGNUS steering committee

E. Baracchini (GSSI)

G. Lane (ANU, Canberra)

K. Miuchi (Kobe)

N. Spooner (Sheffield)

S. Vahsen (Hawaii)
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•旗艦プロジェクトの結果は重要

Kentaro Miuchi CRCタウンミーティング2019年１２月 15

XENONnTで重いのが
何か見え始めたら

XENONnTで8Bニュート
リノしか見えなかったら

CYGNUS（O’hare, Vahsen…）
STUDY ongoing

原子核乾板
（中 DM workshop 2019年11月）

原子核乾板（CHO反跳）
異方性結晶（O反跳）

低圧ガス低圧ガス

原子核乾板

2008.12587

2008.12587

大質量

低BG

低閾値



•日本でのガス検出器
• みんなで作ろう C/N チェンバー

• いろいろなチェンバーが同居可能

Kentaro Miuchi 16CRCタウンミーティング

神戸大で準備中の
1m3チェンバー

16

10m3 検出器での目標の一例
（Xeのニュートリノフロア）

arXiv 2008.12587



•日本でのガス検出器
• みんなで作ろう C/N チェンバー

• いろいろなチェンバーが同居可能

Kentaro Miuchi 17CRCタウンミーティング

神戸大で準備中の
1m3チェンバー

17

arXiv 2008.12587

大質量
東野・細川 低閾値

東野・金崎・内山 低BG
小川
石浦・窪田・中山



まとめ

•コンセプト「CYGNUS」

•大型検出器の結果を注視しながらR&D

•低BG・低閾値・大型化

身内賢太朗 182021年11月 「地下宇宙」若手研究会


