
現在における暗黒物質間接検出
の動機と現状

内容

意義：暗黒物質間接検出に、どのような役割が期待されているのか。

現状：様々な観測（宇宙線＆ガンマ線）から得られる知見について。

課題：今後の更なる発展に向け、どのような課題が残っているのか。

松本 重貴 (Kavli IPMU)
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現在における暗黒物質間接検出の役割
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熱的暗黒物質＝初期宇宙において熱化学平
衡にあり凍結機構によりその残存量が決まる。

（例）WIMP = 今回の主役, SIMP, 等々

凍結機構とは平衡を保つための反応率と宇宙
の膨張率の競争により観測量が決まる機構。

（例）軽元素合成, 再結合, 等々

熱的暗黒物質の性質はその物質粒子が持つ量子数（スピン＆弱荷）により決定。

現在、加速器実験や直接、間接検出により種々の熱的DMの探査が進んでいる。

加速器実験

(Well tempered, etc.) (TeV scale WIMP, etc.)

直接検出 間接検出
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2/8

Weak charged DM＝LHC後に注目を集めた新物理模型にて予言。(e.g. AMSB)

✔ 質量はO(1)TeV以上と予言。[J. Hisano, S. M., M. Nagai, O. Saito, M. Senami, 2007]

✔ SU(2)LパートナーとO(100)MeVで質量が縮退。 [M. Ibe, S.M., R. Sato, 2013]

✔ 核子との散乱断面積は一般的に小さい。[J. Hisano, K. Ishiwata, N. Nagata, 2010]

✔ 対消滅断面積はSommerfeld効果で増大。 [J. Hisano, S. M., M. Nojiri, 2004]

この暗黒物質は加速器実験では生成が難しく、かつシグナルの発見が難しい。

近い将来における直接探査で発見が難しい。（第３世代の探査では可能かも）

他の熱的暗黒物質の場合に比べ、間接探査におけるシグナル強度が強くなる。

間接検出

g

Milky Way

p & e

c c→ VEW VEW
SU(2)L-triplet fermion DM

w/ Sommerfeld

w/ Sommerfeld



間接検出の現状（電子・陽電子）
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TeV scale WIMPに対してはパルサー
の寄与からの不定性もあり感度低い。

CR-e±

Milky Way

e

DM Activity [CALET, PRL120, 2018]PAMELA
Anomaly

PAMELA Anomaly 

拡散γ線観測(Fermi衛星)からの制
限で、暗黒物質による説明は難しい。
高エネルギー(陽)電子に付随するγ線（IC & 
FSR過程)からの寄与。系外銀河の寄与や拡
散γ線源の理解の進展も制限を厳しくする。
[“A no-go theorem …,” M. Laletin, 2016]

近傍のパルサー（GEMINGAパルサー）
からの寄与で説明することが可能。
[S. Profumo, et. al, PRD97, 123008, 2018]

[M. Boudaud, et. al, 2017]

Here



間接検出の現状（反陽子）
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CR-p

Milky Way

反陽子観測のあれこれ

[AMS02, PRL117, 2016]
–p/p ~ Const.

p–

–

反陽子/陽子フラックスは、高エネル
ギー領域で減ると期待されていた。

LHCより、反陽子生成断面積が高エ
ネルギー領域で大きいことが判明。

観測された反陽子フラックスは、２次
生成された宇宙線として説明が可能。
拡散方程式の簡素化により、系統的なずれ？
補正すると高エネルギー領域にずれが現れる
が、TeV scale WIMPの寄与で説明が可能。

拡散方程式の簡素化範囲内での制限
Winoに対するImplicationと捉えると興味深い。

[A. Reinert, et. al, 2017]

DM Activity
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DM Activity
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DM Activity



間接検出の現状（銀河中心からのγ線）
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CR-g

Milky Way

DM Activity

[H.E.S.S., PRL120, 2016]

単色γ線（銀河中心）の観測が有効。
背景γ線との区別可で、Robustな探査が可。

観測の感度は、銀河中心における暗
黒物質密度（プロファイル）に強依存。 [A. Reinert, et. al, 2017]

g

γ線観測のあれこれ

2ケタの不定性

CTAでも好感度の探査が期待される。
・ = Winoのときに予言される対消滅断面積

CTA(2h), Einasto



間接検出の現状（dSphからのγ線）
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CR-g

Milky Way

[Fermi-LAT + MAGIC, 2016]

Robustな探査と受け取られるが…

不確実性はＪ因子の見積もりから！
✔ Log10[J(0.5)] @ Segue 1

19.5 ± 0.3 → 17.95 ± 1.0

✔ Log10[J(0.5)] @ Triangulum II

20.4 ± 1.2 → Much smaller

Ｊ因子見積もりのあれこれ
J因子の過大評価の原因は…

✓ 前景星のContaminationの影響。

✓ dSph銀河内の連星の影響。

✓ dSph銀河の非球対称性の影響。

✓ 星分布の分散の非等方性の影響。

Kinematic dataの不足が主な原因！
特に最初の二つの影響は常に過大評価に繋がる。

↓
近い将来の大きな改善が見込まれる。

g

c c→ VEW VEW

Flux ∝
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ボルツマン (ジーンズ) 方程式
暗黒物質の作るポテンシャル内にお
けるメンバー星の位相分布の方程式

測光： 星の分布, 明度, 色 …

分光: 星の視線速度, 金属量…

理論サイド 観測サイド

Bayesian 解析

今後の課題 （dSph Ｊ因子の見積もり）

J-factor

Draco

[M. Walker, et. al. 2015]

前景星の汚染を抑制（コントロール）する方法

✓ 測光や分光のデータより、適当にメンバー星を選定。
殆どの暗いdSph (UF dSph)に対して使用。危険！

✓ データからよりクレバーに(EM法)メンバー星を選定。
データが豊富なdSph (CL dSph)に対して使用。

✓ CR領域を作り前景星の分布を推定。それをSR領域
に内挿し、メンバー星と前景星の同時フィットを行う。

我々のアルゴリズムを使うためには、dSph 周辺（CR領域）の星の分光データも必要。

Classical dSph（の幾つか）は既に十分なデータが存在する為、本手法を適応すると…

Ultra-Faint dSph はまだ充分なデータがないが、近い将来 PFS@Subaru で可能となる。
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Simulation
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Draco

Real data

Used in Fermi-LAT



LHC実験におけるヒッグス粒子の発見や、地下実験における暗黒物質直接探査
の結果受け、弱荷を持つ”TeV scale 暗黒物質”が注目を集めている。この暗黒
物質を検出するためには、暗黒物質の間接探査がとても重要な役割を果たす。

暗黒物質の間接探査は宇宙線（電子、陽電子、反陽子）やガンマ線観測等を利
用し急速にその感度を上げており、この先も発展していくことが期待される。

間接検出の発展に向けた必須の課題として、天文学由来の不定性の抑制（ある
いは統計的に正しくコントロール）することが挙げられる。具体的には宇宙線観
測に付随する拡散方程式やBG宇宙線フラックスの精密化、銀河中心における
暗黒物質密度の精密な見積もり、ｄSphのＪ因子の精密な決定などである。

急速に発展している天体観測との緊密な連携が素粒子物理学の発展に重要！

まとめ
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