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� 研究領域の概要

素粒子物理学は，物質の究極の構成要素である素粒子の探究とその反応メカニズムの解明を目指す学問である。

二十世紀後半の素粒子物理学は，「標準理論 ��� �������� ������」と呼ばれる素粒子反応の基本理論が加速器実

験によって実証されることによって発展してきた。標準理論は，（１）ゲージ普遍性の原理，（２）電弱相互作用

の自発的対称性の破れによる質量の生成，（３）素粒子（クォークとレプトン）の三世代の階層構造という三つの柱

からなっている。このうち，第一のゲージ原理は，物質の構成要素であるクォークとレプトンというフェルミオン

間の相互作用がゲージボゾンと呼ばれるスピン１のボゾンの交換によって起こることを明らかにした。その正し

さは，弱い相互作用のゲージボゾン ������� ��� と強い相互作用のゲージボゾン（グルーオン）の加速器実験

による発見に代表される数々の実験事実によって実証されている。一方，上記第三，フェルミオンの階層構造（世

代）が，自然界の粒子と反粒子のアンバランスに重要な関わりがあるとする「小林・益川理論」については，文部

省高エネルギー加速器研究機構 ����� の �ファクトリーでその検証が着々と進んでいる。標準理論について未

だ確証が得られていないのは，フェルミオンやボゾンがなぜ質量を持っているのかを説明する自発的対称性の破

れの（ヒッグズ機構とも呼ばれる）メカニズムである。「ヒッグス粒子の真空凝縮によってゲージボゾン，クォー

ク，レプトンに質量が与えられる」という標準理論の質量起源に対する予言は未だ実験室で確認されていない。

質量の起源が，標準理論の言う自発的対称性の破れのメカニズムにあるのか，それともこの理論の枠組みにお

さまらない新理論にあるのか，これは今後の素粒子物理学の方向を決める最も重要な課題である。この領域の研究

目標はヒッグス粒子の探査などによる質量起源の解明とファクトリー加速器を用いた徹底した精密実験によって

「標準理論からのずれ」を発見し，新しい物理の手がかりを得ることである。さらに本領域では，次世代加速器で

の物理の理論的研究および測定器の開発研究をそれぞれ理論計画研究と公募研究で勢力的に進める。

本領域の研究は，素粒子物理学と密接な関係にある宇宙物理学にも大きな影響を与える。���億年前に，ビッグ

バンから始まった宇宙の進化の過程を理解するのに，粒子の質量起源の解明は必須である。宇宙が，なぜ今の宇

宙でありえたのか。フェルミオンの質量パラメータがなぜ現在の数値になっているのか。この問題の答えは，素

粒子物理学のさらなる進展なしにはあり得ない。本領域では，この答えを出すべく，素粒子物理学の進展を促進

することを目指す。

本特定領域は，現在稼働中の粒子ファクトリーの産み出す物理成果のさらなる飛躍をめざすものであるととも

に，大型プロジェクトを支える大学研究機関の技量の一層の発展をはかることを目標としている。わが国の素粒

子物理学分野の健全な発展は� 国内外の共同利用研究所のみならず教育・研究機関である大学グループの充実とそ

こでの将来を担う有能なる若手研究者の育成を抜きにしては語れない。



�� 研究領域の研究組織と各研究項目の連携状況 �

� 研究領域の研究組織と各研究項目の連携状況

��� 特定領域を推進するに当たっての方針

本特定領域研究は� 以下の５つの実験研究項目と１つの理論研究項目を主要な柱とする。

� 計画研究 ���「高エネルギー陽子反陽子衝突によるヒッグス粒子の探索」

� 計画研究 ���「�ファクトリーを用いた質量起源の探究」

� 計画研究 ���「タウレプトンの物理」

� 計画研究 ���「�ファクトリーを用いた �� � ���� 崩壊の研究」

� 計画研究 ���「荷電及び中性 �中間子の稀崩壊の精密測定」

� 計画研究 ���「ヒッグスセクターと超対称理論ダイナミクスの現象論的研究」

実験の５つの計画研究（��������は，現存する国内外の粒子ファクトリー加速器（トップファクトリー，�ファ

クトリー，�ファクトリー）を使って「質量の起源と超対称性物理」に迫ろうとするものである。現存するトップ

ファクトリー， !�"のテバトロンは，本領域研究期間中，ヒッグス粒子を直接生成できる可能性がある唯一の

加速器である。���の �ファクトリーは，�中間子の #$非保存の研究やタウレプトン稀崩壊の測定について米

国スタンフォード大学の �ファクトリーと熾烈な競争をしている。���，�!"， !�"の陽子シンクロトロン

は，それぞれ異なったエネルギーの �中間子を発生させる�ファクトリーである。これら現在稼動しているすべ

ての粒子ファクトリーを用いて，包括的徹底的な研究を行う。そのために，それぞれのファクトリーの長所をいか

すと同時に，計画研究間の連絡を密にして，データ中に隠れている「標準理論からのずれ」を特定できるよう総

合的な解析を行う。理論研究（���）は実験データをもとに，どのような事象に注目すべきか，現在の測定値から

どのような理論的考察ができるかなどについて，実験グループに対して適切かつ迅速なフィードバックができる

よう留意して独創的研究を推進する。

　　　実験，理論それぞれに公募研究が設けられている。実験分野では，将来の高エネルギー加速器実験（超

高エネルギー線形衝突型加速器 %"#� 陽子陽子衝突型加速器 "&#� ミューオンコライダー，ニュートリノファクト

リーなど）に備えるための新しい実験技術の開発，加速器を用いた実験の提案� さらに新しい加速器技術の開発な

どについての公募研究が行われている。理論分野では，これらの加速器実験で期待される新しい素粒子物理につ

いての現象論的研究が公募研究で行なわれた。

　　総括班は５年間におよぶ本特定領域研究の実施期間中に各研究の調整をとり，特に実験研究について指揮

をとると同時に，理論と実験の密接な交流をはかってきた。具体的には総括班連絡会を行い，各研究の調整をとっ

てきた。また，研究会等のミーティングを実施し，報告書を適宜編集し，コミュニケーションと情報の開示を総

括してきた。
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��� 研究組織

それぞれの計画研究の研究課題名および研究代表者・研究分担者の氏名・所属を表 �に示す。

計画研究�
�� 高エネルギー陽子反陽子衝突によるヒッグス粒子の探索

　研究代表者 金 　信弘 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・教授

滝川 紘治 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・教授

受川 史彦 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・教授

　研究分担者 原 和彦 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・講師

清矢 良浩 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・講師

丸山 和純 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・講師

計画研究�
�� Ｂファクトリーを用いた質量起源の探求

　研究代表者 　 相原 　博昭 東京大学・大学院理学系研究科・教授

岩崎 昌子 東京大学・大学院理学系研究科・講師

　研究分担者 　 角野 秀一 東京大学・素粒子物理国際研究センター・助手

羽澄 昌史 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・助教授

幅 　淳二 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授

計画研究�
�� タウ・レプトンの物理

　研究代表者 　 大島 　隆義 名古屋大学・大学院理学研究科・教授

三田 一郎 名古屋大学・大学院理学研究科・教授

　研究分担者 千代 勝実 名古屋大学・大学院理学研究科・助手

林井 久樹 奈良女子大学・理学部物理・教授

山口 晃 東北大学・大学院理学研究科・教授

計画研究�
�� Ｋファクトリーを用いた ��� � �����崩壊の研究

　研究代表者 　 山中 　卓 大阪大学・大学院理学研究科・教授

能町 　正治 大阪大学・大学院理学研究科・教授

原 　隆宣 大阪大学・大学院理学研究科・助手

菅谷 　頼仁 大阪大学・大学院理学研究科・助手

　研究分担者 稲垣 　隆雄 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授

佐藤 　任弘 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・助教授

'�( )�*+ "(, 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・助教授

山鹿 　光裕 大阪大学・大学院理学研究科・特任助手

田島 　靖久 山形大学・学術情報基盤センター・助手

計画研究�
�� 荷電及び中性Ｋ中間子の稀崩壊の精密測定

　研究代表者 　 杉本章二郎 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所・教授

小林 　正明 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授

　研究分担者 小松原 　健 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・助手

野村 　正 京都大学・大学院理学研究科・助手

笹尾 　登 京都大学・大学院理学研究科・教授

計画研究�
�� ヒッグスセクターと超対称理論ダイナミクスの現象論的研究

　研究代表者 　 日笠 　健一 東北大学・大学院理学研究科・教授

山口 昌弘 東北大学・大学院理学研究科・助教授

　研究分担者 棚橋 誠治 東北大学・大学院理学研究科・助教授

諸井 健夫 東北大学・大学院理学研究科・助教授

山田 洋一 東北大学・大学院理学研究科・助手

計画研究

� 総括班 質量起源と超対称性物理の研究計画調整
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　研究代表者 金 　信弘 筑波大学・大学院数理物質科学研究科・教授

相原 博昭 東京大学・大学院理学系研究科・教授

大島 隆義 名古屋大学・大学院理学研究科・教授

山口 晃 東北大学・大学院理学研究科・教授

杉本 章二郎 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授

　研究分担者 稲垣 隆雄 高エネルギー加速器研究機構・素粒子原子核研究所・教授

山中 卓 大阪大学・大学院理学研究科・教授

野村 正 京都大学・大学院理学研究科・助手

日笠 健一 東北大学・大学院理学研究科・教授

三田 一郎 名古屋大学・大学院理学研究科・教授

表 �- 計画研究の研究組織。所属等は発足当時のもの。

それぞれの公募研究の研究課題名および研究代表者の氏名・所属を表 ���に示す。

��� 連携状況

� 超高エネルギー線形衝突型加速器リニア子ライダー �"#�については，�# ��."#研究会が ����年 
月 ��

日 / ��日に東大山上会議所にて行われ，����年 �月 ��日 / ��日に韓国済州島にて "#0�����研究会が

行われた。

� 研究項目 ���については，����年 ��月 �� / ��日，����年 ��月 �� / ��日，����年 ��月 �� / �	日，

����年 ��月 �
 / ��日に筑波大学にて #1 実験日本グループ研究会が参加者約 ��名を集めて開催され項

目内の研究連携をはかった。����年 �月 �� / ��日，����年 �月 � / �日，����年 �月 �
 / �	日に広島

大学において 広島ヒッグス研究会を開催し，理論実験の広範囲な研究者の間でヒッグス研究についての議論

が行なわれた。

� 研究項目���については，����年 �月 ��日に名古屋大学にて「����� $%1アップグレードに関する研究会」

を開催し � 項目内の研究連携をはかった。

� 研究項目���については，����年 ��月 ���日，����年 �月 �����日，����年 ��月 ����
日� ����年 �月 �

���日� ����年 �月 ��日の �回���にて� また ����年 
月 �����日に .%!2� 1*+��� 2*33(�にて� ��	��

�45��(,��� 6����+����(�� ,���(�7を開催した。また ����年 	月 �� � ��日� ����年 �月 �� � �	日� ����年


月 �� � ��日の �回 ���にて� ����年 ��月 � � �日に韓国釜山にて� ��	�� ��� .�$��6 �" �45��(,���3

6����+����(�� ,���(�7を開催して，項目内の研究連携をはかった。

� 研究項目 ���については，����年 ��月 �	 / ��日に敦賀にて �� 稀崩壊研究計画検討会を開催，����年

��月 �� / ��日に勝山にて � 稀崩壊実験の解析と計画に関する作業部会を開催，さらに ����年 �月 	 / ��

日と ����年 �月 �� / �	日の �回 �!"にて �	�	8�
�
 ����93(3 ����(�7を行ない，また ����年 ��月 ��



�� 研究領域の研究組織と各研究項目の連携状況 �

�
�の公募研究

高放射線環境下での素粒子実験用電子回路の動作保証技術の研究

　坂本 宏 東京大学素粒子物理国際研究センター

ヒッグス粒子自己結合定数測定のための測定器及びジェットエネルギー測定法の開発

　山下 了 東京大学素粒子物理国際研究センター

シンチレータストリップを用いた高性能電磁カロリメータの開発

　川越清以 神戸大学理学部

�(#半導体による放射線検出器の開発・研究

　田中礼三郎 岡山大学理学部

ヒッグス粒子探索のためのタウ・トリガーの開発

　岩田洋世 広島大学大学院理学研究科

高輝度衝突型加速器による粒子多重度の高い素粒子実験のための中央飛跡検出器の開発

　吉田拓生 大阪市立大学大学院理学研究科

ハドロン加速器ビーム増強のための誘導加速装置の開発

　高山 健 高エネルギー加速器研究機構加速器研究施設

�
�の公募研究

�中間子崩壊での #$非保存パラメータφ �の測定

　渡邊靖志 東京工業大学大学院理工学研究科

純ヨウ化セシウムカウンターの光検出デバイスのマウント方法の開発

　宮林謙吉 奈良女子大学理学部

� メソン事象完全再構成法の研究と新物理探索への適用

　鈴木史郎 四日市大学総合政策学部

高輝度衝突型加速器実験用エレクトロニクスの開発とパイプライン化に向けた研究

　田中真伸 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所

�
�の公募研究

強磁場中での動作が可能な 2%#&用光位置検出器の開発研究

　飯島 徹 名古屋大学大学院理学研究科

高屈折率・高透過率シリカエアロゲルの開発

　住吉孝行 東京都立大学大学院理学研究科

�
�の公募研究

格子 :#1による重いクォークの物理の研究

　青木慎也 筑波大学物理学系

格子カイラルゲージ理論の構成とゲージ対称性の自発的破れのダイナミクスの研究

　菊川芳夫 名古屋大学大学院理学研究科

超対称性理論における物質の世代構造とヒッグス系の ���表現分離問題の解明

　波場直之 三重大学工学部

クォーク�レプトンの質量行列と自然な大統一理論

　前川展祐 京都大学大学院理学研究科

コライダーによる超対称模型の検証

　野尻美保子 京都大学基礎物理学研究所

�中間子のセミタウオニック崩壊

　田中 実 大阪大学大学院理学研究科

ニュートリノ振動現象におけるレプトン数の破れとそれの将来の実験に対する示唆

　佐藤 丈 九州大学大学教育研究センター

超対称標準模型およびそれを越える模型とレプトンの物理

　久野純治 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所

表 �- 平成 ��ー ��年度公募研究の研究組織



�� 研究領域の研究組織と各研究項目の連携状況 �

�
�の公募研究

�$1によるシンチレーティングタイル・ファイバー型カロリメータの読み出し

　吉田拓生 福井大学工学部

超小型シンチレータタイルを用いたデジタルハドロンカロリメータの開発研究

　竹下徹 信州大学理学部）

超対称ヒッグス粒子の探索

　両角卓也 広島大学大学院理学系研究科

高放射線環境下での素粒子実験用電子回路の安定動作技術の確立

　福永力 東京都立大学大学院理学研究科

�
�の公募研究

大強度・高輝度加速器で使用するビームモニターの開発

　中家剛 京都大学大学院理学系研究科

超高帯域光通信路によるデータ収集系の研究

　中尾幹彦 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所

低消費電力１ '&;波形記憶集積回路の開発研究

　田中真伸 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所

�
�の公募研究

波長変換剤を添加した改良型シリカエアロゲルの開発

　住吉孝行 東京都立大学大学院理学研究科

�����測定器の高抵抗板検出器をスーパー ����で使うためのガスの研究

　寺本吉輝 大阪市立大学大学院理学系研究科

エアロジェル 2%#&検出器の開発研究

　飯島 徹 名古屋大学大学院理学研究科

�
�の公募研究

格子 :#1による重いクォークの物理の研究の展開

　青木慎也 筑波大学物理学系

三世代の質量構造と新しい物理

　佐藤 丈 埼玉大学理学部

ドメーン・ウォールなどに局在した粒子の質量と対称性の破れの研究

　坂井典佑 東京工業大学大学院理工学研究科

電子・陽電子リニアコライダーにおける標準模型を超える新しい物理の現象論的研究

　曹基哲 お茶の水女子大学物理学科

クォーク・レプトン質量行列のフレーバー構造の研究

　谷本盛光 新潟大学理学部

�中間子のセミレプトニック崩壊と小林益川行列要素の決定

　大野木哲也 京都大学基礎物理学研究所

現実的湯川行列を導く機構とその対称性の破れの項への影響

　小林達夫 京都大学大学院理学研究科

自然な大統一理論の構築とその予言

　前川展祐 京都大学大学院理学研究科

ヒッグス場の起源が高次元ゲージ場のスカラー成分である可能性についての研究

　波場直之 徳島大学総合科学部

表 �- 平成 ��ー �
年度公募研究の研究組織



�� 研究領域の研究組織と各研究項目の連携状況 


日に ���にて .�$�2# �中間子崩壊実験のためのビームラインに関するミニワークショップを開催� ����

年 ��月 � / 
日と ����年 ��月 �� / �
日の �回 ����物理と測定器に関するワークショップを開催し，項

目内の研究連携をはかった。

� 研究項目 ���については，����月 �月 ��日 / ��日に京大基研にて「実験・観測に基く素粒子統一描像

の構築」研究会が行われ� ����年 	月 �/�日には京大基研にて「対称性・超対称性・その破れ：新世紀の

素粒子物理インスティテュート ����」研究会が行なわれた。さらに ����年 �月 �
/��日に京大基研にて

「高エネルギーフロンティアの物理」� ����年 	月 �
/��日に東北大学にて「新世紀の素粒子物理インス

ティテュート２００３」，����年 �月 ��/��日に仙台市にて，%�������(���� 0��<3��5 =0(���>3 �� !�>

$����(7, (� $���(6�� $�93(63?，����年 �月 ��/��日に京大基研にて， %�������(���� 0��<3��5 �� �6�(��3

��� �9,,���(�3 (� "���(6� '�*7� ����9が開催され，項目内に限らず理論実験の研究連携を深めた。

� 領域全体の連携を深めるために，総括班は連絡会を定期的に行い，また総括班主催の研究会を行った。総括
班連絡会は ����年 	月より ����年 �月まで半年毎に計 ��回行ない，各研究項目間の実施状況・計画の連

絡をとった。総括班主催の科研費特定領域研究会「質量起源と超対称性物理の研究」を下記の日時場所にお

いて計 �回開催し，各計画研究，公募研究の成果報告が行われ，それについての活発な議論があった。

第 �回研究会は国際会議として行なわれ海外からの参加者 ��名と共に議論を行なった。研究会の発表等は

ホームページ（ ���5-88��5�54��3*<*+���6�@58��<*��(�><3�58����8� 8����8� 8����8� 8����8 ）上に公開さ

れている。これらの研究会の成果を踏まえて，さらに各計画研究・公募研究間の成果の結合を深めて，質量

起源と超対称性物理の研究を進展させてきた。



�� 研究領域の設定目的及びその達成度 �

� 研究領域の設定目的及びその達成度

　　　��世紀後半の素粒子物理学は�「素粒子標準理論」と呼ばれる素粒子反応の基本理論が加速器実験によっ

て実証されることによって� 発展してきた。この標準理論の根幹をなす「ヒッグス粒子の真空凝縮によって素粒子

に質量が与えられる」という質量起源に対する予言は未だ実験室で確認されていない。質量の起源がこの標準理論

の説明で正しいのか� それともこの理論の枠組みにおさまらない新理論にあるのか� は今後の素粒子物理学の方向

を決める最も重要な課題である。本領域研究の設定目的は� ヒッグス粒子を直接・間接に探査すること� 及び � ファ

クトリー加速器を用いた精密実験で「標準理論からのずれ」を発見して新しい物理の手がかりを得ることによっ

て� 質量起源の解明に寄与することである。

本研究領域においては� この目的に関して３つの大きな成果があがっている。一つは� ヒッグス粒子の間接探索

により� 	�Aの信頼度でヒッグス粒子の質量は ��� '�B8�� � ��� '�B8�� という狭い範囲に限定することができ

たことである。これはヒッグス粒子についての知見の大きな進展であり� 今後の直接探索に重要な指標を与えるこ

とができた。第２には� 標準理論を超える新理論の手がかりとして�トップファクトリー，�ファクトリー，�ファ

クトリー加速器を用いて測定を行なってきた結果� これまでにない高精度で標準理論を検証できたことである。第

３の成果としては� 標準理論を超える新理論の手がかりとして� �ファクトリー加速器を用いた実験において� 	→


遷移崩壊過程の #$非対称度を測定した結果に「標準理論からのずれ」が見えたことである。これらの成果は

素粒子物理学の発展を加速したものとして貢献が大きい。また� この理解の進展は初期宇宙のより深い理解につな

がっていく。これらは設定目的を十分達成したと評価できる。

高統計の結果を得ることと� その結果を理論と比較することによって� 質量起源について新しい知見を得るため

の基盤となる成果をあげることができた。これらを総合して考えて� 設定目的の達成度は十分高いといえる。



�� 研究領域内の主な研究成果 	

� 研究領域内の主な研究成果

「陽子反陽子衝突実験によるヒッグス粒子の探索（計画研究�
�）」では，米国フェルミ国立加速器研究所テバト

ロン加速器を用いた陽子反陽子衝突実験（#1 実験）によって直接的あるいは間接的にヒッグス粒子を探索した。

また最高エネルギー衝突という利点を生かして，素粒子標準理論からのずれの発見を目指した。

ヒッグス粒子の間接探索としては�トップクォーク質量と0ボソン質量の精密測定が行い�これによってヒッグス

粒子の質量を間接的に測定した。 　トップクォーク質量を���� C �
��	�����3�������� �393�� '�B8�� と測定し，
この測定結果と0ボソンの質量測定結果および電弱相互作用の結果を用いてヒッグス粒子の質量は �� �������

������と測定し � ���信頼度で質量上限値として ��� ������を得た。この上限値は ����年春時点でのヒッ

グス質量上限値 ��� '�B86�を大幅に下げる結果となった。この結果，��� '�B8�� ���� '�B8�� という狭い範
囲にヒッグスの質量を限定することができた。ヒッグス粒子直接探索としては，軽いヒッグス粒子 �������＝ ���

'�B8���については0&随伴生成のチャンネルでヒッグスがボトムクォーク対に崩壊するモードで探索した結果，

生成断面積上限として ���5+を得ており，重いヒッグス粒子 ������� ＝ ��� '�B8���についてはヒッグス直接生

成のチャンネルでヒッグスが0ボソン対に崩壊するモードで探索した結果，ヒッグス粒子の生成断面積上限とし

て ���5+を得た。�� 中間子 �D C �� 3�の粒子反粒子振動の角振動数（E��）は小林益川行列の ��� �成分と関連
している。�

�年春に初めて �� 中間子振動を信頼度 ����％で観測することに成功した。この結果は多くの新

聞で報道された。角振動数（E��）の測定結果は �
���F����8������統計誤差�± ���
�系統誤差�53��となり，小

林益川理論の予言値と矛盾せず，また予言精度よりもはるかに測定精度が高い。�3中間子振動の振動数の測定に

よって小林益川行列のトップクォークとストレンジクォークの結合が ������� C ����� F�����8������と高精度

で決定できた。また検出器については� 高放射線耐性シリコン飛跡検出器の開発研究を成功裡に完了し� 実機用シ

リコンセンサー製作を行なった。

「�ファクトリーを用いた質量起源の探求（計画研究 �
�）」では，第二世代のシリコンバーテックス検出器

�B1�を建設した．�B1�では � 中間子崩壊位置の測定精度を ���ミクロンから 
�ミクロンに改善した．�����

グループが ����年� 中性 � 中間子が 	 � 
� 遷移で崩壊する過程の #$非対称度が� 小林益川理論による期待値

からずれていることを発見した。この崩壊過程は� ペンギンダイアグラムと呼ばれる量子効果のため� 小林益川理

論を超える新たな物理に対する感度が高い。����年度 �����グループは，２億 
���万個の � 中間子・反 � 中間

子対から �
�個の �と �� 中間子への崩壊を観測し � さらに ��� 崩壊と同じ振る舞いをすると考えられている他

の �つの崩壊についても測定に成功して� 測定精度を向上した。その結果� 	 � 
� 遷移で崩壊する過程の ��非

対称度が�標準理論からずれている確率は� すべてのモードを足すと ���になることが明らかになった。このずれ

は新しい物理の存在を示唆する現在最も興味深い結果の一つであり� その解明がＢファクトリーの中心課題である

ことが一層はっきりした。さらなるデータ量の増加を目指して加速器の改良に取り組んでいる。超対称性など標

準理論を越える新しい物理の出現が期待される 	 � 
���� （�は �または �）プロセスの分岐比測定の精度を向

上させた。�億 ����万個の �中間子・反 �中間子ペアを使って� ���� � ���
����C�����± ���� F����8������

4 ����と決定した。ここで ��はストレンジネスを含む任意の終状態である。この結果の測定精度は世界一であ

り� 新しい物理からの寄与に強い制限を与えるものとなっている。

「タウ・レプトンの物理（計画研究�
�）」では� ����年 �月までに �ファクトリー実験では約 ���G+��のデー



�� 研究領域内の主な研究成果 ��

タを収集した。このデータに含まれるタウレプトン反応を選び出し � 標準理論の検証並びに新しい物理の探索を行

なった。収集されたデータの内� 約 ���G+��のデータを用いてレプトンの香り保存を破る崩壊 � � ���� ��� ���� ���

の探索を行ない� 	�Aの信頼度でおおよそ �4���	の崩壊分岐比の上限値を得た。さらに� バリオン数保存をも破

る崩壊 � � H�などの探索も新しく行ない� ���
程度の上限値を得た。これらのモードを含め� 他の崩壊モードで

もより大量のデータを用いた解析を行ない世界で始めて ���
の実験感度を得た。�ファクトリー実験の次期計画

のための次世代型粒子識別装置 �I$カウンター�の開発研究を行なっている。測定器としての詳細なシミュレー

ション解析と光検出器の開発を行なった。

「�ファクトリーを用いた�� � ���� 崩壊の研究 �計画研究 �
��」については� ���に現存する ��'�Bの

陽子シンクロトロンを用いた ��	���� � ����崩壊実験を行った。現在データの一部を解析した結果� �������	

�	�A信頼区間�という� 崩壊分岐比の上限値を得た。これは� これまでの実験結果を約 �倍改善するものである。

　.�$��6の ��'�B大強度陽子加速器を用いて�� � ����を ���事象以上収集して� この崩壊の分岐比を測定す

る実験の検討を進めている。このためにガンマ線の方向を測る装置� 高いレート下でも働くガンマ線検出器� 高い

効率の光電子増倍管� など種々の測定器の開発研究も進めている。 ��,(��+で行った ��B実験において� ��の

主な６つの崩壊の分岐比を再測定し � 今までの値が �～�Aずれていることを示した。これにより小林益川行列の

�	��の値が変わり� 小林益川行列でユニタリティーの条件が ��以上満たされていなかった問題が解決された。

「� 中間子の稀崩壊の精密測定 �計画研究 �
��」では� ���� 年度に � 個目の �� � ���J� 事象の発見し �

�� � ���J� の崩壊比 ���� � ���J�� C ����
��
��
��

��� ����� を得た。次世代精密実験を目指した ��1（�(�(6��

���(5 1���6���）の性能評価，���ＭＨｚ（�+(�3） �1#ボードからの高速データ処理回路の開発，結晶シンチ

レータ �$0Iや '�I�の開発を行った。さらに中性�中間子稀崩壊実験に必要な光子検出器と荷電粒子検出器の

開発研究を進めた。

「ヒッグスと超対称理論の現象論的研究 �計画研究�
��」では� 超対称理論を中心として，もう一つの有望な

方向である余剰次元理論や，両者に関連の深いヒッグスの物理についても理論的研究を進めた。別の側面から分類

すると，理論（モデル）そのものの研究，それから予測される現象として，コライダーにおける新粒子生成・崩

壊過程，低エネルギーにおける希崩壊などの特徴的現象に加え，初期宇宙論とのかかわりといった多角度からの

研究を行った。重要な結果の一つとして，� メソンの 	� 
 遷移による希崩壊における #$ 非対称性の超対称標

準模型における解析が挙げられる。��� および �"�# の � ファクトリーにおける実験において，この遷移によ

る崩壊 � � ��� � � ��� などの #$ 非対称性が，小林・益川機構に基づく標準理論の予測と一致しないことが

報告されている。この希崩壊は超対称粒子など，未知の粒子・相互作用の影響を受けやすい。本研究では，これ

らの非対称性の標準理論からのずれのパターンが，関与する超対称粒子のカイラリティによって変化することを

見出した。
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実験の５つの計画研究 ���������と理論の計画研究 �����では，今までに進めてきた研究の成果をとりまとめ

て� 実験・理論の緊密な連携のもとに研究成果報告書を作成中である。公募研究の成果も同様に包括的にとりまと

めて� 計画研究の成果を深める。研究成果報告書の作成に先立って本領域研究の取りまとめ� および情報の開示を

0��ページなどをとおして行う。このために� 以下の役割分担で成果とりまとめを推進している。

� 金 信弘（筑波大学） 　総括班の監督� 計画研究 ���の代表者として指揮

� 相原 博昭 �東京大学� 　事務担当� 計画研究 ���の代表者として指揮

� 大島 隆義 �名古屋大学� 　計画研究 ���の代表者として指揮

� 山中 卓 �大阪大学� 　　　計画研究 ���の代表者として指揮

� 杉本 章二郎 �高エネルギー加速器研究機構� 　計画研究 ���の代表者として指揮

� 日笠 健一 �東北大学� 　　計画研究 ���の代表者として指揮

総括班は上記の各研究の調整をとり� 特に実験研究について指揮をとると同時に� 理論と実験の密接な交流をはか

る。総括班連絡会を行い，各研究の調整をとり� 情報の開示を0��ページなどをとおして行い� 研究成果報告書

を編集し � コミュニケーションと情報の開示を総括する。連絡会のための旅費� 成果報告書作成に必要とされる謝

金等� 成果報告書の印刷費を得るために特定領域研究「質量起源と超対称性物理の研究成果取りまとめ」の科学研

究費補助金に応募して� 採択されている。この予算を用いて� 現在成果取りまとめ中である。
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  �+� � � ���� ����� !�M�3(M(�3<�

2*33(��

�� %��,(� ?����6� G�� "�5���� ��M���B(����(�7 ��* ��6�93 �� ��G�6���9?

� ���計画
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� 山中卓- ?2��� ���� �45��(,��� �� .& ?�
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大学



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） �	

� '�()�*+ "(,- ?���3(�(M(�(�3 �� .& ?�
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� &(���<( 0�����+�- ?���, ������� +�6<7��*��?�
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� 稲垣隆雄- ?!�> 6����(,����?�

%�������(���� 0��<3��5 �� !*6���� ��� $���(6�� $�93(63 �� ��'�B $�� �����年 	月 �
��	日�� 京都

大学

� 山中卓- ?#��3(�����(��3 G�� ��� �� � ���� �45��(,���?�
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� 山中卓- ?���� 2��� 1�6�9 �45��(,���3?�

%�������(���� 0��<3��5 �� !*6���� ��� $���(6�� $�93(63 �� ��'�B $�� �����年 	月 �
��	日�� 京都
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� 山鹿光裕- ?�� � ���� �45��(,��� �� ��� ���'�B $� / ��	�� /?�
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� 菅谷頼仁- ?1�: 393��, G�� ��� �� � ���� 3���6� �� ����$�?�

���� %����!$�� 2��� (,� #��G����6� ����� �����年 �月 ��日�� ������V��� #������

� 小松原 健� ? *�*�� ���� $��7��, �� ���8.�$�2#?�

����年 �月� $�93(63 �� ��3��  �6���(�3 �フラスカッチ� イタリア��

� 稲垣隆雄� ?�� �45��(,��� G�� ��� ��
� � ���J� ��6�9� ������	��?�

����年 �月� �*5��39,,���9 ��� K�(P6��(�� �G  *���,����� %�����6�(��3（つくば）�

� 山鹿光裕� ?.�$�2# �" �45��(,���?

����年 �月� !$�� �東海）�

� 山中 　卓� ?���� ��6�93 (� 5���(6�� 5�93(63?�

����年 �月� !$�� �東海）�
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�����

� 山鹿光裕� ?��
� � ���J� �45��(,��� �� .�$�2#?�

����年 ��月�  ��,(��+ $����� 1�(M�� >��<3��5 � ��,(��+� 米国）�

� 小松原 健� ?2��� ���� 1�6�93 � � ��M(�> �G ��3*��3?�

����年 ��月�  ��M�� $�93(63 ��� #$ B(����(��（テグ� 韓国）�

� 林 ケヨブ� ?����*3 �G ��	��?�

��2��� 1�6�93�  ��36��(� %���9� ��9 ����
� �����

� 山中 　卓� ?�� � ���� �� .�$��6?�

��2��� 1�6�93�  ��36��(� %���9� ��9 ����
� �����

� 坂下 健� ? (�3� ��	� 2�3*��3 �� ��
� � ���J�?�

��I!����� �M��3���� %"� .*�� ����
� �����

� 山中 　卓� ?�� � ���� �� .�$��6?�

��I!����� �M��3���� %"� .*�� ����
� �����

� 稲垣隆雄� ?����*3 �G ��	� �45��(,��� G�� ��� ���� ��6�9 ��
� � ���J�?�

����年 �月� "�,���3�M #��G��（モスクワ大学� ロシア）�

� 稲垣隆雄� ?����*3 �G ��	� �45��(,��� G�� ��� ���� ��6�9 ��
� � ���J�?�

����年 ��月� %# $ �����（セントラル大学� 台湾）�

� 山中 　卓� ?�45��(,����� $��35�6�(M�3 (� ���� $�93(63?�

1% �� � %�������(���� 0��<3��5 �� 1(36�M��(�3 (�  ��M�*� $�93(63 �� ���� #���(���3�  ��36��(� %���9�

 �+�*��9 �� � ���6� ���� �����
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����年 
月� ���#& ����（ランカスター� 英国）�

� �(<��(� 1���3���<�� ?����*3 �G ��	�� G�� ��� 　��
� � ���J� ��6�9?�

����年 
月� 第 ��回高エネルギー物理学国際会議（モスクワ� ロシア）�

� ���計画

� � ��,��3*+���� =�� � ���J� >(�� 3��55�� <���3?� %�������(���� 0��<3��5 �� !*6���� ��� $���

�(6�� $�93(63 �� ���'�B $� /��012� �9���� ��5� �
��	� �����

� � ��,��3*+���� =�� � ���J� >(�� � #���7�� �5�6���,����?� %�������(���� 0��<3��5 �� !*6����

��� $���(6�� $�93(63 �� ���'�B $� /��012� �9���� ��5� �
��	� �����
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� 土屋 亮：トップクォーク対生成における �レプトン過程の 1"� による再構成�
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� 小川 貴志：#1 2*� %% 実験におけるレプトンと飛跡による（タウ）トリガー�

日本物理学会（����年 	月 	日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 日下部 義明：19��,(6�� "(<��(���� ������ の一般的な定式化�

日本物理学会（����年 	月 	日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 戸谷 悟：1"�による ��� � .��3 事象の解析�

日本物理学会（����年 	月 	日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 永野間 淳二：%,5��M�,��� �G �6��(6���� ����6� (� ��.�� #������ +9 1"��

日本物理学会（����年 	月 	日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 中野 逸夫：#1 2*��� 実験の現状報告 �-電弱相互作用 ，�の物理�

日本物理学会（����年 	月 ��日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 松永 浩之：#1 2*��� 実験の現状報告 �-トップの物理，新粒子探索，:#1�

日本物理学会（����年 	月 ��日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 津野 総司：テバトロン，#1 実験における� ボソンに伴うジェット生成過程の :#1物理学の研究�

日本物理学会（����年 	月 ��日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 谷本 奈穂：��*�9 �G �� 5���*6�(�� >(�� � � �� �� #1 (� 2*� %%�

日本物理学会（����年 	月 ��日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 佐藤 構二：#1 2*� %%におけるトップ クォークの質量測定�

日本物理学会（����年 	月 ��日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 井門 孝治：#1 2*� %%実験におけるレプトン対生成モードでの新粒子探索�

日本物理学会（����年 	月 ��日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 増渕 達也：&(773イベントにおけるモーメント解析を用いたパートンの同定�

日本物理学会（����年 	月 ��日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 久保 太一：��+��イベントにおけるモーメント解析を用いたパートンの同定�

日本物理学会（����年 	月 ��日），宮崎ワールドコンベンションセンター�



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 
�

� 山下 智弘：��*�9 �G ���J�� H��� ���H� � ���H� 8 ���J�� ���� ����� � �����
���

日本物理学会（����年 	月 ��日），宮崎ワールドコンベンションセンター�

� 岩田 洋世：#1 でのヒグス探索の近況�

広島ヒグス研究会（����年 �月 �	/��日），広島大学�

� 鈴木 隆史：#1 での荷電ヒグス粒子の探索�

広島ヒグス研究会（����年 �月 �	/��日），広島大学�

� 小林 博和：�6 ���� � �(<� 3(7� �(��5��� ����93(3 �� #1 2K!%%�

広島ヒグス研究会（����年 �月 �	/��日），広島大学�

� 小川 貴志：#1 �トリガー�

広島ヒグス研究会（����年 �月 �	/��日），広島大学�

� 受川 史彦：=2�3*��3 G��, ��� #1 �45��(,��� �� �M����� 2*� %%?�

��� ����9 ����(�7 �� $���(6�� $�93(63 $����,�����79 ����� ���� 3*<*+�� .�5��� ���6� �/��

�����

� 受川 史彦：= #1 実験の現状?�

科研費特定領域第二回研究会「質量起源と超対称性物理の研究」（����年 �月 �/	日），つくば国際会

議場エポカル�

� 津野 総司：= #1 2*��%%実験での�F@��随伴生成の測定と :#1の検証?�

科研費特定領域第二回研究会「質量起源と超対称性物理の研究」（����年 �月 �/	日），つくば国際会

議場エポカル�

� 近藤 都登：=#1 実験での 1"�を用いた解析について?�

科研費特定領域第二回研究会「質量起源と超対称性物理の研究」（����年 �月 �/	日），つくば国際会

議場エポカル�

� 小川 貴志：#1 2*� %%実験における  �5��(�9を破る超対称性トップクォークの探索�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 増渕 達也：��6<7��*�� 3�5����(�� >(�� ,�,��� ����93(3 (� &(773 �M����

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 小林 博和：#1 2K!%% での同一電荷を持ったダイレプトン事象による &(773 粒子探索�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 山下 智弘：#1 実験での H� � ���H 崩壊の分岐比の測定�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 魚住 聖：#1 2*��におけるセミレプトニック崩壊を用いた �中間子の寿命測定�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 藤井 芳昭：�5 ��� � $�93(63 �� #1 2*��%%（特別講演）�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 
�

� 井門 孝治：���6���>��< ��� �4��(6 $�93(63 �� #1 2*��%%（特別講演）�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 木村 直樹：#1 %%実験，I 測定器に用いるファインメッシュ型光電子増倍管の性能評価 B�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 谷本 奈穂：��*�9 �G �� 5���*6�(�� ��� �(,(�3 �� ���,���*3 ��� 6�*5�(�73 �� #1 (� 2*���

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 武内 勇司：陽子・反陽子衝突実験でのトップクォーク対生成におけるスピン偏極度相関の測定�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 津野 総司：ハドロンコライダーにおけるイベント生成プログラムの紹介�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 日下部 義明：19��,(6�� "(<��(���� ������による素過程における粒子の運動学的変数の再構成法�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 永野間 淳二：1"�を用いた �6��(6���� �@�� チャンネルにおける信号とバックグラウンドの分離�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 久保 太一：$����� (����(P6��(�� >(�� ,�,��� ����93(3 (� �J� ��F�@��3� �M���3�

日本物理学会第 �	回年次大会（����年 �月 �
～��日），九州大学�

� 蛯名 幸二：重心系エネルギー ��	��B陽子反陽子衝突 #1 実験における1"�を用いたトップクォー

ク質量の測定�

日本物理学会 ����年秋期大会（����年 	月 �
～��日），高知大学�

� 津野 総司：#1 2*�%%実験に於けるトップクオーク対生成メカニズムの研究�

日本物理学会 ����年秋季大会（����年 	月 �
～��日），高知大学�

� 清矢 良浩：#1 2*��%% の現状：��5� +����,� ��> 5�93(63（特別講演）�

日本物理学会 ����年秋期大会（����年 	月 �
～��日），高知大学�

� 原 和彦：#1 2*��%% の現状：:#1と電弱相互作用の物理（特別講演）�

日本物理学会 ����年秋期大会（����年 	月 �
～��日），高知大学�

� 田中 礼三郎："&#8�B�2I!で期待される物理（シンポジウム「���	年 日本の素粒子」）�

日本物理学会 ����年秋季大会（����年 	月 �
～��日），高知大学�

� 中村 浩二：#1 2*�%%実験用 #$2検出器に用いるマルチアノード光電子増倍管の性能評価�

日本物理学会 ����年秋季大会（����年 	月 �
～��日），高知大学�

� 松永 浩之：#1 実験のための分散計算機環境の構築�

日本物理学会 ����年秋季大会（����年 	月 �
～��日），高知大学�

� 佐藤 構二：#1 実験での ��5 D*��< 質量測定�

科研費特定領域第三回研究会「質量起源と超対称性物理の研究」（����年 �月 
～�日），つくば国際

会議場エポカル�



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 
�

� 小林 博和：#1 実験での &(773 粒子探索�

科研費特定領域第三回研究会「質量起源と超対称性物理の研究」（����年 �月 
～�日），つくば国際

会議場エポカル�

� 近藤 都登：1"�とその応用 �#1 ��

科研費特定領域第三回研究会「質量起源と超対称性物理の研究」（����年 �月 
～�日），つくば国際

会議場エポカル�

� 受川 史彦：#1 2*��%%実験の最近の結果（招待講演）�

日本物理学会第 ��回年次大会（����年 �月 ��～�
日），東京理科大学�

� 小林 博和：#1 2K!%% での同符号電荷を持ったダイレプトン事象による &(773 粒子探索�

日本物理学会第 ��回年次大会（����年 �月 ��～�
日），東京理科大学�

� 津野 総司：:#1 �� ������ 6���(���3（シンポジウム講演）�

日本物理学会第 ��回年次大会（����年 �月 ��～�
日），東京理科大学�

� 佐藤 構二：�5 :*��< ��33 ���3*��,��� (� #1 2*� %%�

��� $�93(63 ��,(���� ���� 3*<*+�� �*7*3� ��� �����

� 魚住 聖：#1 2*��におけるセミレプトニック崩壊を用いた �中間子の寿命測定�

日本物理学会 ����年秋期大会（����年 	月 ��～��日），大阪市立大学�

� 丸山 和純：#1 実験の最新結果（招待講演）�

日本物理学会 ����年秋期大会（����年 	月 ��～��日），大阪市立大学�

� 佐藤 構二：#1 実験におけるトップ・クォーク質量の測定�

日本物理学会 ����年秋期大会（����年 	月 ��～��日），大阪市立大学�

� 木村 直樹：#1 %%実験� I 測定器に用いられるファインメッシュ型光電子増倍管の性能評価 B%�

日本物理学会 ����年秋期大会（����年 	月 ��～��日），大阪市立大学�

� 山田 佳範：#1 2*�%%実験用 #$2検出器に用いるマルチアノード光電子増倍管の特性研究�

日本物理学会 ����年秋期大会（����年 	月 ��～��日），大阪市立大学�

� 山本 和弘：&(773 ����6��3 �� ��� �M������

広島ヒッグス研究会 ����（����年 �月 �
～�	日），広島大学�

� 佐藤 構二：#1 実験の最新結果（招待講演）�

日本物理学会第 ��回年次大会（����年 �月 �
～��日），愛媛大学・松山大学�

� 秋元 崇：#1 実験による第三世代レプトクォークの探索�

日本物理学会第 ��回年次大会（����年 �月 �
～��日），愛媛大学・松山大学�

� 土屋 亮：#1 2*�%%実験のトップクォーク対生成 �レプトン過程における1"�を使ったトップクォー

ク質量測定�

日本物理学会第 ��回年次大会（����年 �月 �
～��日），愛媛大学・松山大学�



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 



� 魚住 聖：#1 2*��におけるセミレプトニック崩壊を用いた �中間子の寿命測定�

日本物理学会第 ��回年次大会（����年 �月 �
～��日），愛媛大学・松山大学�

� 青木 雅人：#1 2*��における �6中間子の研究�

日本物理学会第 ��回年次大会（����年 �月 �
～��日），愛媛大学・松山大学�

� 　���公募 　

� 山下 了 　「リニアコライダーはいつどこにできるか」

����年 �月 基研研究会「実験観測にもとづく素粒子統一描像の構築」� 京都大学基礎物理学研究所

� 山下 了 　「."#ロードマップ �%�」

����年９月 　日本物理学会特別講演

� 山下 了 　「リニアコライダーでのヒッグス物理」

　ヒッグス研究会� 広島大学 　����年 �月

� 佐貫智行「#FT �5�(��」

　����年 �月 　日本物理学会

� 中村龍平 他 ."##�"グループ � ."#電磁カロリメータビームテスト報告 %：ストリップ型シャワーマ

キシマム測定器の性能評価

日本物理学会（����年 �月 ��日），東北学院大学�

� 伊藤さおり 他 ."##�"グループ，."#電磁カロリメータビームテスト報告 %%：�$1によるシャワー

マックス測定器の光読み出し

日本物理学会（����年 �月 ��日），東北学院大学�

� ���(3��� ���6��; 他 ."##�"グループ，."#電磁カロリメータビームテスト報告 %%% - ��*�9 �G �,���

$��3�(6 �6(��(������ (��3 G�� ��� ."# �� #����(,����

日本物理学会（����年 �月 ��日），東北学院大学�

� 関口克巳，他 ."#カロリメータグループ � ."#電磁カロリメータビームテスト報告 %B：."#ストリッ

プファイバー電磁カロリメータのエネルギー線形性，分解能

日本物理学会（����年 �月 ��日），東北学院大学�

� 山田豊，他 ."#カロリメータグループ � ."#電磁カロリメータビームテスト報告 B：ストリップファ

イバー型電磁カロリメータの応答一様性とシャワー発達

日本物理学会（����年 �月 ��日），東北学院大学�

� 木下明将「�(#半導体による放射線検出器の開発・研究」

質量起源と超対称性物理の研究 　第一回科研費特定領域研究会 ����年 �月 ���日 　筑波大学

� 栗田峰生「�(#半導体粒子検出器の研究；開発」

日本物理学会第 ��回年次大会 ����年 �月 �����日 東北学院大学

� 木下明将「�(#放射線検出器の研究・開発」

岡山大学 B�"研究発表会 　����年 
月 �日



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 
�

� 岩田洋世「ＣＤＦでの荷電ヒグス粒子探索の可能性」

日本物理学会 ����年 	月 ��日 立教大学

� 岩田洋世「ＣＤＦにおけるヒグス粒子探索」

広島ヒグス研究会 ����年 �月 ��日 広島大学

� 岩田洋世「ヒグス粒子探索のためのタウ・トリガーの開発」

特定領域研究「質量起源と超対称性物理」研究会 ����年 �月 �日 筑波大学

� 嶋崎俊一，吉田拓生，西川嗣雄，玉川洋一：最新オプトエレクトロニクス技術を応用した荷電粒子飛跡

検出器の研究，応用物理学会北陸・信越支部学術講演会（����年 ��月 ��日），福井大学�

� 高山 　健（���・ 加速器）?誘導加速シンクロトロンのアウトラインと学術創成研究課題の中での位

置づけ?

低温動作 �%サイリスタ搭載パルスモジュレーター開発に関する研究会（����年 	月 �日� ���）

� 小関国夫（���・総研大）�?�I� �を用いたパルスモジュレーター開発の現状?

低温動作 �%サイリスタ搭載パルスモジュレーター開発に関する研究会（����年 	月 �日� ���）

� 和気正芳（���・低温工学センター）�?研究開発のプラン?

低温動作 �%サイリスタ搭載パルスモジュレーター開発に関する研究会（����年 	月 �日� ���）

� 吉岡欣治（東洋工機）�?電鉄用インバータのフロン沸騰冷却?

低温動作 �%サイリスタ搭載パルスモジュレーター開発に関する研究会（����年 	月 �日� ���）

� 飯田克二（コマツ）�?�%サイリスタのターンオンおよびターンオフについて?

低温動作 �%サイリスタ搭載パルスモジュレーター開発に関する研究会（����年 	月 �日� ���）

� 堀田栄喜（東工大）� �%サイリスタを用いた加速用パルスモジュレーター

低温動作 �%サイリスタ搭載パルスモジュレーター開発に関する研究会（����年 	月 �日� ���）

� 和気正芳（���）� ?今後� 数年掛けて行う低温動作 �%サイリスタ搭載パルスモジュレーターの開発に

ついて?

低温動作 �%サイリスタ搭載パルスモジュレーター開発に関する研究会（����年 	月 �日� ���）

� 高山健� 進捗状況全体（加速試験段取り�

第２回学術創成研究ミニワークショップ（����年 �月 �
日� 東工大）

� 小関国夫�高圧パルスモジュレーター 2Q1�号機の現状

第２回学術創成研究ミニワークショップ（����年 �月 �
日� 東工大）

� 鳥飼幸太�４連空洞設計製作と伝送ケーブル

第２回学術創成研究ミニワークショップ（����年 �月 �
日� 東工大）

� 下崎義人�誘導電圧ドループのスーパーバンチ加速への影響と評価

第２回学術創成研究ミニワークショップ（����年 �月 �
日� 東工大）

� 猪尾美穂�動作特性のモデリング

第２回学術創成研究ミニワークショップ（����年 �月 �
日� 東工大）



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 
	

� 山根功�レーザーストリッピング実証試験進捗状況

第２回学術創成研究ミニワークショップ（����年 �月 �
日� 東工大）

� 高山 　健�「誘導加速シンクロトロンの概念と �%サイリスタの役割」

第 ��回 �%デバイスシンポジウム ��月 ��日� 中野サンプラザ�

� �� �<�9�,��?誘導加速シンクロトロンと �*5���+*�6� +��,加速?

�66�������� $�93(63 ��,(��� ����6�� �� ����� ����

� ���<�9�,�� ?ハドロン加速器ビーム増強のための誘導加速装置の開発?

質量起源と超相対性物理の研究会 � ���6�� �� ����� 筑波大学�

� ���<�9�,�� ?%��*6�(�� �9�6������� ��� �*5���+*�6� &����� #���(���3?

��� ����9 ����(�7 �� #���(��� $�93(63 � �+� ������ ����� ����

� ����<*���?#�,,��� �� ��� 5�93(63 (,5�6�?

#���(��� $�93(63 � �+���� ����� ����

� 小関 国夫� ?誘導加速シンクロトロン用誘導加速装置駆動電源の開発?

加速器電源シンポジウム（����� ��月 �����日� 白浜）

� 伊藤さおり� 　=デジタルカロリーメータ = ����日本物理学会（東京理科大）

� 吉田拓生：�$1によるカロリメーターの読み出し，科研費特定領域「質量起源と超対称性物理の研究」

第三回研究会（����年 �月 	日）� つくば国際会議場�

� 岩瀬俊高，吉田拓生，今井大輔，渡邉泰典：�$1によるカロリメーターの読み出し，日本物理学会

（����年 	月 ��日）� 大阪市立大学�

　

� ���計画� ���公募

� 戸村 友宣：�����実験における #�� ��7�� �� の測定� 科研費特定領域研究会「質量起源と超対称性物

理の研究」����年 �月 �日� 筑波大学�

� 中平武：�����実験における #�� ��7�� �� の測定� �.���

� 相原 博昭：素粒子シンポジウム「小林益川理論の検証と将来の #$の破れの物理」=理論家のための小

林益川理論の実験的検証�?日本物理学会 　秋季大会� 宮崎ワールドコンベンションセンター・サミット�

����8	8	���

� 中平 武：第 � 回高エネルギー物理学奨励賞受賞講演 = ��*�9 �G !" �39,,���9 (� ��� !�*���� �

��3�� 1�6�93 �� >� #���7�� $(��3�? �.���

� 岩崎 昌子：=�����の最近の研究から�? 　日本物理学会 　秋季大会� 高知大学� ����8	8�
����

� 角野秀一：第 �回高エネルギー物理学奨励賞受賞講演 =���3*��,��� �G �	�� *3(�7 (�6�*3(M� � � �	��

1�6�93 >(�� � !�M�� �	�2�6��3��*6�(�� ������ �? �.���



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） ��

� 角野 秀一：= � 中間子崩壊に関する最近の結果から�? 日本物理学会 　秋季大会� 大阪市大� ����年 	月

��日ー ��日

� 相原 博昭：=#$ M(����(�� (� � ��6�93�”科研費特定領域 　第四回研究会「質量起源と超対称性物理の

研究」、����年 �8���� つくば国際会議場エポカル

� 日下 暁人 - =#��3���(�� �� #�� ��7�� ���9��? �.���

� 戸村 友宣：��� �ファクトリー実験における!" 非対称パラメータ 3(� ���の測定� 日本物理学会 ����

年秋季大会，	月 �����日，立教大学．

� 横山 将志：I+3��M��(�� �G !" B(����(�� (� ��� � ��3�� �93��, K3(�7 �� � ����� 1�6�93� �.���

� 中平武：���3*��,��� �G !" �39,,���9 (� �� � ���� ��6�93 >(�� ��� ����� ����6��� �� ���

�39,,���(6�����79 ���� 6���(���� 日本物理学会 　第５８回年次大会� ����年 �月 �����日� 東北学院

大学

� 岩崎 昌子：=�����実験における � � ���� 　崩壊過程の研究? 物理学会２００３年秋季大会、����年

	8	���、宮崎 　

� 伊藤 康：�����実験における � � ���
���崩壊過程の研究、日本物理学会 　第 �	回年次大会 　九州大

学箱崎地区 　����年 �月 �７日ー３０日

� 日下 暁人：=��*�9 �G #$ B(����(�� (� �� � ����� �� ����� >(�� ��� !�> �(�(6�� B����4 1���6����?

日本物理学会 　秋季大会: 高知大学: 1004;<;1=$+0

� 伊藤 康：=�*5������用イベントビルディングシステムの研究開発、? �.���

� 日下 暁人 ：=���3*��,��� �G #�� ��7�� �� �� ��� ����� �45��(,����? 日本物理学会２００５年春

季大会，東京理科大学野田キャンパス，２００５年３月２４－２７日

� 日下 暁人：=#��3���(�� �� #�� ��7�� �� >(�� ����� ��> ��3*��3�? 日本物理学会 　秋季大会� 大阪市

大� ����年 	月 ��日ー ��日

� 中浜 優：=�����シリコン崩壊点検出器アップグレードのための読み出しシステム及びその性能評価�?

�.���

� 浜 優：=�����実験シリコン崩壊点検出器のためのパイプライン読み出しシステムの研究�? 日本物理学

会 　春季大会� 松山大学・愛媛大学� ����8�8�
����

� 相原 博昭：= 物質世界の起源ー反物質はどこへ行ったかー，? 日本物理学会科学セミナー，牛込箪笥

区民ホール，����年 �月 ��� �
日「大強度・高輝度加速器で使用するビームモニターの開発」

� 黒澤 　陽一（京大理）、「��実験ミューオンモニター検出器の設計・開発」、日本物理学会第 ��回年

次大会、東京理科大学（����年 �月 ��日～�月 �
日）

� 黒澤 　陽一（京大理）、「��実験ミューオンモニター検出器試作機の性能評価」、日本物理学会 ����

年秋季大会、大阪市立大学（����年 	月 ��日～	月 ��日）

� 黒澤 　陽一（京大理）、「��実験ミューオンモニター検出器の設計／試作機を用いた性能評価」、日本

物理学会第 ��回年次大会、愛媛大学・松山大学（����年 �月 �
日～�月 ��日）



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） ��

� 松岡 　広大（京大理）、「��実験ミューオンモニター用 #B1ダイアモンド検出器の性能評価」、日本

物理学会第 ��回年次大会、愛媛大学・松山大学（����年 �月 �
日～�月 ��日）

� ���計画� ���公募

� 江成祐二� ?�����実験におけるタウレプトンを用いたレプトン数非保存崩壊の探索?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 栗山靖敏� ?次世代粒子識別装置 I$カウンターの開発研究?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 柳瀬寿志� ?時間分解能 ��53の I は可能か？?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 小島正敏� ?I$カウンター用の光検出器の開発 �ファインメッシュ型光電子増倍管の性質評価�?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 伊藤康� ?I$カウンター用の光検出器の開発２ � �#$�$�の性能評価 �?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 赤津光俊� ?�����実験における香りを破る電子陽電子衝突反応の探索?

日本物理学会� ����年 	月� 立教大学

� 保久上隆� ?�����実験におけるタウレプトンのレプトン数非保存崩壊過程の探索?

日本物理学会� ����年 	月� 立教大学

� 保久上隆� ?�����実験におけるタウレプトンのレプトン数非保存崩壊モードの探索?

日本物理学会� ����年 �月� 立命館大学

� 川上禎之� ?新型粒子識別装置「I$ 6�*����」の ���,���3�による性能評価?

日本物理学会� ����年 �月� 立命館大学

� 江成祐二� ?次世代型粒子識別検出器 +���I$ カウンターの開発・研究?

日本物理学会� ����年 �月� 立命館大学

� 宮林善久� ?高い時間分解能を持ったマルチアノード型光電子増倍管の開発?

日本物理学会� ����年 �月� 立命館大学

� 江成祐二� ?�����実験におけるタウレプトンを用いたレプトン数非保存崩壊の探索?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 栗山靖敏� ?次世代粒子識別装置 I$カウンターの開発研究?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 柳瀬寿志� ?時間分解能 ��53の I は可能か？?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 小島正敏� ?I$カウンター用の光検出器の開発 �ファインメッシュ型光電子増倍管の性質評価�?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） ��

� 伊藤康� ?I$カウンター用の光検出器の開発２ � �#$�$�の性能評価 �?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 赤津光俊� ?�����実験における香りを破る電子陽電子衝突反応の探索?

日本物理学会� ����年 	月� 立教大学

� 保久上隆� ?�����実験におけるタウレプトンのレプトン数非保存崩壊過程の探索?

日本物理学会� ����年 	月� 立教大学

� 保久上隆� ?�����実験におけるタウレプトンのレプトン数非保存崩壊モードの探索?

日本物理学会� ����年 �月� 立命館大学

� 川上禎之� ?新型粒子識別装置「I$ 6�*����」の ���,���3�による性能評価?

日本物理学会� ����年 �月� 立命館大学

� 江成祐二� ?次世代型粒子識別検出器 +���I$ カウンターの開発・研究?

日本物理学会� ����年 �月� 立命館大学

� 宮林善久� ?高い時間分解能を持ったマルチアノード型光電子増倍管の開発?

日本物理学会� ����年 �月� 立命館大学

� 田端岳彦� ?����� �## アップグレードのための 2%#&の開発研究?

日本物理学会� ����年 	月� 立教大学

� 松本崇博� ?����� �## アップグレードのための 2%#&の開発研究?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 石橋理恵� ?����7�� 2%#& のための ���(����の試作と性能評価?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 関 貴之� ?&$1 �&9+�(� $���� 1(���� の性能テストと ��%#による読出し?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 石橋理恵� ?����7�� 2%#&のための ���(���� の試作と性能評価?

日本物理学会� ����年 �月� 東北大学

� 早坂圭司� ?�����実験における稀崩壊モード � � ��の探索?

日本物理学会� ����年 	月� 宮崎ワールドコンベンションセンター

� 江成祐二� ?��""�実験におけるτレプトンを用いたレプトンの香りを破る崩壊の探索 � � � ����������

の探索?

日本物理学会� ����年 	月� 宮崎ワールドコンベンションセンター

� 杉顕仁� ?�����実験における I$カウンター粒子識別装置の可能性?

日本物理学会� ����年 	月� 宮崎ワールドコンベンションセンター

� 赤津光俊� ?リングイメージ型 5(��粒子識別装置用�#$�$�の開発 %?

日本物理学会� ����年 	月� 宮崎ワールドコンベンションセンター



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） ��

� 富田光俊� ?リングイメージ型 5(��粒子識別装置用�#$�$�の開発 %%?

日本物理学会� ����年 	月� 宮崎ワールドコンベンションセンター

� 早坂圭司� ?�����実験における � � ��による新物理の探索?

日本物理学会� ����年 �月� 九州大学箱崎キャンパス

� 佐藤功視� ?�����実験におけるレプトン数及びバリオン数の破れた崩壊モード � � ��の探索?

日本物理学会� ����年 �月� 九州大学箱崎キャンパス

� 小酒井良延� ?デュアルラディエーター・エアロジェル 2%#&検出器の性能評価?

日本物理学会� ����年 �月� 九州大学箱崎キャンパス

� 栗山靖敏� ?�����アップグレードのための I$カウンターデザインの最適化?

日本物理学会� ����年 �月� 九州大学箱崎キャンパス

� 久保田隆至� ?#�����<�M光を用いた %"�型 I 6�*����の研究開発?

日本物理学会� ����年 �月� 九州大学箱崎キャンパス

� 岸本直樹� ?リングイメージ型 5(��粒子識別装置 �I$カウンター�用�#$�$�の開発?

日本物理学会� ����年 �月� 九州大学箱崎キャンパス

� 宮崎由之� ?レプトン数とバリオン数を破る H�へ崩壊をするタウレプトンの探索?

日本物理学会� ����年 	月� 高知大学

� 佐藤功視� ?����� 実験におけるレプトン数及びバリオン数の破れた崩壊モード � � ��� の探索?

日本物理学会� ����年 	月� 高知大学

� 江成祐二� ?����6� G�� " B ��6�9 �G � � ��������?

日本物理学会� ����年 	月� 高知大学

� 小酒井良延� ?デュアルラディエーター・エアロジェル 2%#& の性能評価?

日本物理学会� ����年 	月� 高知大学

� 冨田光俊� ?$����� I の開発研究?

日本物理学会� ����年 	月� 高知大学

� 中野裕章� ?イメージング検出器用高時間分解能読み出し %#の開発研究?

日本物理学会� ����年 	月� 高知大学

� 馬塚優里� ?エアロジェル 2%#&検出器のためのエアロジェル表面による光の微小散乱測定?

第 ��回年次大会� ����年 �月� 東京理科大学

� 芳野真弥� ?I$カウンター用半導体光電面�#$�$�の性能評価?

第 ��回年次大会� ����年 �月� 東京理科大学

� 永峰宗典� ?I$カウンター用 '��3系光電面�#$�$�の研究開発?

日本物理学会� ����年 	月� 大阪市立大学

� 青木康一� ?新光学系を用いた I$ 6�*����の研究開発?

日本物理学会� ����年 	月� 大阪市立大学



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） ��

� 小酒井良延� ?���6�マルチアノード型 &�$1の性能評価?

日本物理学会� ����年 	月� 大阪市立大学

� 大島隆義� ?�����実験における � � ��� の崩壊分岐比の測定?

第 ��回年次大会� ����年 �月� 愛媛大学・松山大学

� 居波賢二� ?�����の最新の研究から - タウ・チャーム粒子と２光子反応の物理?

第 ��回年次大会� ����年 �月� 愛媛大学・松山大

� 奥村恭幸� ?マイクロチャンネルプレート型光電子増倍管の寿命測定?

第 ��回年次大会� ����年 �月� 愛媛大学・松山大学

� 林大司� ?粒子飛行時間情報によるエアロジェル 2%#&検出器の性能改善?

第 ��回年次大会� ����年 �月� 愛媛大学・松山大学

� 藤田恭一� ?エアロジェル 2%#&検出器のための ���チャンネル &�$1の性能評価?

第 ��回年次大会� ����年 �月� 愛媛大学・松山大学

� 宮崎由之� ?����6� G�� ��� ��5��� O�M�� M(����(�7 ��* ��6�9 (�6�*�(�7 ��� ,�3�� �� ��� ����� �45��(�

,���?

第 ��回年次大会� ����年 �月� 愛媛大学・松山大学

� ���計画

� ����年 �月 　日本物理学会 第 �
回年次大会（�8����
� 立命館大学）

� 小川郁世 �佐賀大�「��
� � ���J� 実験 �������	���のための ��

� ビームフラックスの測定」

� 坂下健（大阪大）- ?入射光子が �'�B以上の領域での光子検出不感率の測定?�

� ����年 	月 　日本物理学会 ����年秋季大会（	8������ 立教大学）

� 大場智仁 �大阪大�「��� ��	��実験における検出器のレート測定」

� 山本正和 �山形大�「#� �結晶の応答性能の研究」

� 吉田祐樹（山形大学）「$+ �結晶を用いた電磁カロリメータの応答特性」

� 山中卓（大阪大）- ?�� � ������ ����他 ��B実験の最新結果?

� 小寺克茂（大阪大）- ?��B実験における�� � ����崩壊率の研究?

� ����年 �月 ���日 　科研費特定領域研究会「質量起源と超対称性物理の研究」第１回

� 山鹿光裕（大阪大）�「��� ��	��実験の物理と測定器」

� 菅谷頼仁（大阪大）�「��� ��	��実験の ��7(����(�7 �*�」

� ����年 �月 日本物理学会 第 ��回年次大会（�8������ 東北学院大学）

� 川久保直大（佐賀大）「��
� � ���J� 実験のための ��

� ビームフラックスとスペクトル測定」

� 菅谷頼仁（大阪大）「����6� G�� ��
� � ���J� ��6�9 �����$� ��	�� �45��(,����- ��7(����(�7

�*�」



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） ��

� ��1���3���<�（���）「1���6��� 6��(+���(�� *3(�7 6�3,(6 ��93 ��� ,*�� +��,」

� ��)�"��（プサン国立大学）「#3% 6��(+���(�� *3(�7 5(�V3 5���*6�� +9 ��*������*6��*3 (�����6�(��

�����$� ��	�� �45��,����」

� 坂下健（大阪大）「����$� ��	�� �45��(,���- K����3����(�7 �G ��� ��	�� 1���6��� *3(�7 �"
��6�9」

� 田中栄一（大阪大）「3��3��(<型電磁カロリメータの性能評価」

� 水橋徹（大阪大）「!(�(�0I��� #�����<�M 6�93��� の "(7�� 9(��� の測定」

� ����年 	月 日本物理学会 ����年秋季大会（	8	�	8��� 宮崎ワールドコンベンションセンター）

� 隅田土詞（京都大）「����$� ��	��実験における ��7(����(�7 2*�のデータを用いた荷電粒子

M���検出器の研究」

� 坂下健（大阪大）「����$� ��	��実験における ��7(����(�7 2*�のデータを用いた ��6<7��*��

の研究」

� 奥野英城（���）「��	�����
� � ���J�� ������ $����� B��� � 1�3(7� ��� #��3��*6�(��」

� 佐藤啓之（山形大）「��	�����
� � ���J� �  ���� ������ $����� B��� � #�3,(6���9 ��3�」

� ����年 �月 ��	日 　科研費特定領域研究会「質量起源と超対称性物理の研究」第２回

� 渡辺丈晃（シカゴ大）� ?����*3 �G ��� ��	�� � �?

� 菅谷頼仁（大阪大）� ?����*3 �G ��� ��	�� � �?

� 小松原健（�����「�中間子稀崩壊実験とその物理」

� ����年 �月 日本物理学会 第 �	回年次大会（�8�
���� 九州大学）

� 佐藤啓之（山形大）「��	�����
� � ���J� 実験� ���� ������ $����� B��� ���(��� �93��,」

� 阿久根洋平（佐賀大）「��	�����
� � ���J� 実験�中央部 ������ $����� B���の #�3,(6�2�9によ

る性能評価」

� ����年 	月 日本物理学会 ����年秋季大会（	8�
�	8��� 高知大学）

� 隅田土詞（京都大）「����*3 �G ��
� � ���J� �45��(,��� �����$� ��	��� � ��*�9 �G ����6���

5��G��,��6� �」

� ��1���3���<�（���）「����*3 �G ��
� � ���J� �45��(,��� �����$� ��	��� � 2�6��3��*6�(��

�G ��*���� <��� ��6�93 �」

� 坂下健（大阪大）「����*3 �G ��
� � ���J� �45��(,��� �����$� ��	��� � #*����� �3�(,��(�� �G

��� +�6<7��*�� ��M���」

� 島崎昇一（���）「��� $����	��実験用アンプディスクリ・モジュールの開発」

� ����年 �月 
��日 　科研費特定領域研究会「質量起源と超対称性物理の研究」第３回

� 林 ケヨブ � ?����*3 �G ��� ��� ��	�� �45��(,���?

� 山鹿光裕� ?�� � ���� �45��(,��� �� .�$��6?



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） ��

� ����年 �月 日本物理学会 第 ��回年次大会（�8����
� 東京理科大学）

� 石井裕康（大阪大）「�� ��6��3��*6�(��による ��	���#3% カロリメータのエネルギー較正」

� 佐藤啓之（山形大）「��
� � ���J� 実験（����$� ��	��）における中央部 ������型 M��� 6�*����

の性能評価」

� 石橋正二郎（佐賀大）「��� $����	��実験の検出器を用いた宇宙線測定」

� 渡邊丈晃 �シカゴ大� 企画講演「��*�9 �� ��� ��
� � ���J� �������	�� �45��(,����」

� 坂下健（大阪大）「��
� � ���J� 崩壊の探索とその背景事象の見積もり �����$� ��	��実験�」

� 松村 徹， 新川 孝男 　「�中間子稀崩壊実験に用いる入射角度測定電磁カロリメータの開発」

� ����年 	月 日本物理学会 ����年秋季大会（	8���	8��� 大阪市立大学）

� 坂下健（大阪大）「��	��2*��のデーターを用いた ��
� � ���J� 崩壊の探索」

� 隅田土詞（京都大）「��	�� 2*�� における ��
� � ���J� 崩壊の解析状況について」

� 上野寛海（山形大）「0�M� "��7�� ��(G���  (+��の読出に適したマルチアノード光電子増倍管の
開発」

� ����年 ��月 ��日 　�中間子稀崩壊実験と測定器に関するワークショップ

� 松村 徹， 東條 剛士， 新川 孝男「��崩壊実験に用いるスパゲッティ型カロリメータの性能」

� 東條 剛士， 新川 孝男， 松村 徹「スパゲッティ型カロリメータ試作機の製作」

� ����年 ��月 ��日 　次世代光センサーに関するワークショップ

� 松村 徹「��崩壊実験用角度検出カロリメータと光検出器」

� ����年 �月 ���日 　科研費特定領域研究会「質量起源と超対称性物理の研究」第４回

� 稲垣隆雄� ?�� ��3*��3 G��, ��� ��� ��	�� �45��(,���?

� 山中 　卓� ?�� �� � ���� �45��(,��� �� .�$��6?

� ����年 �月 日本物理学会 第 ��回年次大会（�8�
���� 愛媛大学）

� 坂下健（大阪大）「����$� ��	��実験における��
� � ���J� 崩壊の探索」

� 緒方里咲 �佐賀大� 　$0I及びクオルツレイヤーを用いた ��	�� ��6< ���( カウンター」

� 下川哲司 �佐賀大� 　"�ドーピングによる $0I 結晶のシンチレーション・チェレンコフ発光特

性の変化」

� 山鹿光裕（大阪大）シンポジウム講演「�中間子のフレーバー物理」

� 東條 剛士， 新川 孝男， 松村 徹「鉛板シンチレーティングファイバ積層型カロリメータの試作と
性能評価」

� ���計画

� �中間子稀崩壊実験

小松原 健� 研究会「実験 観測にもとづく素粒子統一描像の構築」� 京都大学基礎物理学研究所� ����
年 �月 ��日���日� 素粒子論研究 ��
巻 �����年�� #��#��
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� �!"��	�	実験における�� � ���J� 崩壊の研究

吉岡瑞樹，大橋永治，小俣和夫，河辺征次，小林正明，小松原健，笹尾登，下山哲矢，新川孝男，杉本章二郎，

関口哲郎，玉川洋一，常見俊直，中野貴志，西出純一郎，能町正治，野村正，比嘉健一，藤原庸博，溝

内健太郎，宮島光弘，村松憲仁，吉村喜男，他 �!"��	�	 #����+����(��� 日本物理学会 秋季大会� 立

教大学池袋キャンパス� ����年 	月 �����日�

� �!"での �� � ���J� 実験におけるゲインモニターシステムとエネルギー分解能改善の試み

溝内健太郎，大橋永治，小俣和夫，河辺征次，小林正明，小松原健，笹尾登，下山哲矢，新川孝男，

杉本章二郎，関口哲郎，玉川洋一，常見俊直，中野貴志，西出純一郎，能町正治，野村正，藤原庸博，

宮島光弘，村松憲仁，吉岡瑞樹，吉村喜男，他 �!"��	�	 #����+����(��，日本物理学会 秋季大会� 立

教大学池袋キャンパス� ����年 	月 �����日�

� �I$%I��� � ���J� 探索実験�のための中性子不感型光子検出器の開発 �

隅田土詞，笹尾登，野村正，末広雅利，溝内健太郎，森井秀樹，高嶋隆一，小林誠，谷口敬，日本物理

学会 秋季大会� 立教大学池袋キャンパス� ����年 	月 �����日�

� 2�5��� �� !$�� ����6�9 3�33(��V3 �(36*33(��3

��� ��,��3*+���� 0��<3��5 �� ���� 1�6�9 $�93(63 ��� !����G*�*�� $��@�6�3� ���3*9�,�� I6��

������ ����� $��6���(�73-  !�"#$�
�
��.�������������
��

� �I$%I 2Q1 (� .�5��

� !�,*��� 0��<3��5 �� ���� 1�6�9 $�93(63 ��� !����G*�*�� $��@�6�3� ���3*9�,�� I6�� ������

����� $$��6���(�73-  !�"#$�
�
��.�������������	��

� 2Q1 G�� ����&; >�M�G��, �(7(�(;��

�� %<���� �� ���<�� �� ��+�9�3�(� �� �*7(,���� 0��<3��5 �� ���� 1�6�9 $�93(63 ��� !����G*�*��

$��@�6�3� ���3*9�,�� I6�� ������ ����� $��6���(�73-  !�"#$�
�
��.����������������

� 2Q1 G�� 3(�(6�� 3��(5 ����6���

�� ��+�9�3�(� � ��<(7*6�(� �� �*7(,���� 0��<3��5 �� ���� 1�6�9 $�93(63 ��� !����G*�*�� $��@�6�3�

���3*9�,�� I6�� ������ ����� $��6���(�73-  !�"#$�
�
��.����������
�����

� �� 中間子稀崩壊 �� � ���J�による?新しい物理?の探索

小松原健，科研費特定領域第一回研究会「質量起源と超対称性物理の研究」，筑波大学，����年 �月

���日

� �I$%I 実験とその検出器開発の現状

野村正，科研費特定領域第一回研究会「質量起源と超対称性物理の研究」，筑波大学，����年 �月 ���日

� �I$%I のための中性子不感型光子検出器の開発 ���

隅田土詞，笹尾登，野村正，溝内健太郎，森井秀樹，高嶋隆一，小林誠，谷口敬，日本物理学会 年次

大会� 東北学院大学� ����年 �月 �����日�

� �I$%Iのための中性子不感型光子検出器の開発 ���



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） ��

森井秀樹，野村正，笹尾登，溝内健太郎，隅田土詞， 高嶋隆一，小林誠，谷口敬日本物理学会 年次大

会� 東北学院大学� ����年 �月 �����日�

� �!"��	�	実験における�� � ���J� 崩壊の解析

関口哲郎，大橋永治，小俣和夫，河辺征次，小林正明，小松原健，笹尾登，下山哲矢，新川孝男，杉本章二郎，

玉川洋一，常見俊直，中野貴志，西出純一郎，能町正治，野村正，藤原庸博，溝内健太郎，宮島光弘，

村松憲仁，吉岡瑞樹，吉村喜男，他 �!"��	�	 #����+����(��� 日本物理学会講演概要集 第 ��巻第 �

号 第 �分冊 ��ページ，東北学院大，����年 �月 �����日�

� �� � ���� 崩壊の研究 ��!"��	�	�

吉岡瑞樹，大橋永治，小俣和夫，河辺征次，小林正明，小松原健，笹尾登，下山哲矢  ，新川孝男，

杉本章二郎，関口哲郎，玉川洋一，常見俊直，中野貴志，西出純一郎，能町正治，野村正，比嘉健一，

藤原庸博，溝内健太郎，宮島光弘，村松憲仁，吉村喜男，他 �!"��	�	 #����+����(��� 日本物理学会

講演概要集 第 ��巻第 �号 第 �分冊 ��ページ，東北学院大，����年 �月 �����日�

� 2��� ���� 1�6�93

小松原 健� (� ��� 3��(�3 �G ��� �6(��� �*,,�� ��,(���� ���� .*�9 �� �����

� �!"��	�	実験における�� � ���J� 崩壊の解析 %%

関口哲郎，大橋永治，小俣和夫，小林正明，小松原健，笹尾登，新川孝男 �，杉本章二郎，玉川洋一，

常見俊直，中野貴志，能町正治，野村正，藤原庸博，溝内健太郎，村松憲仁 1，吉岡瑞樹，吉村喜男，

他 +G �!"��	�	 #����+����(��，日本物理学会講演概要集 第 ��巻第 �号 第 �分冊 ��ページ，宮崎

ワールドコンベンションセンタ，����年 	月 	���日�

� �!"での �� � ���J� 実験におけるゲインモニターシステムとそれによるエネルギー分解能の改善

溝内健太郎，大橋永治，小俣和夫，小林正明，小松原健，笹尾登，新川孝男，杉本章二郎，関口哲郎，

玉川洋一，常見俊直，中野貴志，能町正治，野村正，藤原庸博，村松憲仁，吉岡瑞樹，吉村喜男，他 +G

�!"��	�	 #����+����(��� 日本物理学会講演概要集 第 ��巻第 �号 第 �分冊 ��ページ，宮崎ワールド

コンベンションセンタ，����年 	月 	���日�

� �� � ������ 崩壊の研究 %%% ��!"��
�
�

藤原庸博，大橋永治，小林正明，小松原健，新川孝男，杉本章二郎，関口哲郎，玉川洋一，常見俊直，

中野貴志，能町正治，野村正，村松憲仁，吉岡瑞樹，吉村喜男，他 +G �!"��
�
 #����+����(��� 日本

物理学会講演概要集第 ��巻第 �号 第 �分冊 ��ページ，宮崎ワールドコンベンションセンタ，����年

	月 	���日�

� "�> ����79 �� ���,�(�� �� ��� !$ &���

小松原 健 � .�$�2# �中間子崩壊実験のためのビームラインに関するミニワークショップ，����年 ��

月 ��日 ����

� �中間子稀崩壊実験とその物理

小松原 健� 科研費特定領域 第二回研究会「質量起源と超対称性物理の研究」，つくば国際会議場エポ

カル� ����年 �月 ��	日�



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） �	

� �!"��	�	実験における�� � ���� 崩壊の探索

関口哲郎，大橋永治，小林正明，小松原健，笹尾登，新川孝男，杉本章二郎，玉川洋一，常見俊直，中

野貴志，能町正治，野村正，藤原庸博，溝内健太郎，村松憲仁，吉岡瑞樹，吉村喜男，他 �!"��	�	

#����+����(��，日本物理学会年会，九州大学，����年 �月 �
���日�

� �I$%Iのための中性子不感型光子検出器の設計開発

森井秀樹，笹尾登，野村正，横山弘和，溝内健太郎，隅田土詞，白井健雄，谷口七重，高嶋隆一，小林

誠，谷口敬日本物理学会第 �	回年次大会� 九州大学� ����年 �月 �
日���日�

� �I$%Iのための中性子不感型光子検出器で用いるチェレンコフ放射体の特性研究

白井健雄，笹尾登，野村正，横山弘和，溝内健太郎，隅田土詞，森井秀樹，谷口七重，高嶋隆一，小林

誠，谷口敬日本物理学会第 �	回年次大会� 九州大学� ����年 �月 �
日���日�

� �I$%I実験のための高量子効率光検出器の研究

谷口七重，笹尾登，野村正，横山弘和，溝内健太郎，隅田土詞，森井秀樹，白井健雄，高嶋隆一，小林

誠，谷口敬日本物理学会第 �	回年次大会� 九州大学� ����年 �月 �
日���日�

�  (�3� 2�3*��3 G��, �!"��	�	 �� ��� 2��� 1�6�9 �� � ����

� ��,��3*+���� $�93(63 ��,(��� �� ���� 
 �5� �����

� �I$%I実験のための荷電粒子 B�I検出器開発における基本性能評価

横山弘和，笹尾登，野村正，溝内健太郎，隅田土詞，森井秀樹，白井健雄，谷口七重，高嶋隆一，小林

誠，谷口敬日本物理学会秋季大会� 高知大学� ����年 	月 �
日���日�

� �I$%Iのための中性子不感型光子検出器で用いるチェレンコフ放射体の特性研究 �

白井健雄，笹尾登，野村正，横山弘和，溝内健太郎，隅田土詞，森井秀樹，谷口七重，高嶋隆一，小林

誠，谷口敬日本物理学会秋季大会� 高知大学� ����年 	月 �
日���日�

� �!"��	�	実験における ���,��(6 5����� M���を利用した �� � �J� 崩壊の探索

溝内健太郎，大橋永治，小林正明，小松原健，笹尾登，新川孝男 �，杉本章二郎，関口哲郎，玉川洋一，

常見俊直，中野貴志，能町正治，野村正，藤原庸博，村松憲仁，吉岡瑞樹，吉村喜男，他 �!"��	�	

#����+����(��� 日本物理学会分科会，高知大学，����年 	月 �
���日�

� �中間子稀崩壊実験に用いる 大型シリコンストリップ・��ビーム検出器の開発

大橋永治，池田博一，小林正明，小松原健，笹尾登，新川孝男，杉本章二郎，関口哲郎，玉川洋一，常

見俊直，中野貴志，能町正治，野村正，藤原庸博，村松憲仁，溝内健太郎，吉岡瑞樹，吉村喜男，日本

物理学会分科会，高知大学，����年 	月 �
���日�

� �I$%I �45��(,��� �� �!"

� !�,*��� 0��<3��5 �� ���� �45��(,���3 ��� 1���6���3� �(<���� !�M�,+�� ��
� ����� $��6����

(�73-  %  �!�"#$ &�'()* �

���� �+�*��9 �������	�����

� %33*�3 �� ��������6�9 �45��(,���3 �� .�$�2#

��� ��,��3*+���� 0��<3��5 �� ���� �45��(,���3 ��� 1���6���3� �(<���� !�M�,+�� ��
� �����

$��6���(�73-  %  �!�"#$ &�'()* �

���� �+�*��9 �������������



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 	�

� !�> ���� �G 2Q1 �� �6(��(����(�7 #�93���3

�� ��+�9�3�(� 0��<3��5 �� ���� �45��(,���3 ��� 1���6���3� �(<���� !�M�,+�� ��
� ����� $���

6���(�73-  %  �!�"#$ &�'()* �

���� �+�*��9 ������	������

� �I$%I実験のための高量子効率光検出器の基本特性評価

谷口七重，笹尾登，野村正，横山弘和，溝内健太郎，隅田土詞，森井秀樹，白井健雄，中島康博，高嶋

隆一，小林誠，谷口敬，日本物理学会第 ��回年次大会� 東京理科大学� ����年 �月 ��日��
日�

� �I$%I実験のための波長変換ファイバー読み出し型 B�I検出器の開発における基本性能の研究

中島康博，笹尾登，野村正，横山弘和，溝内健太郎，隅田土詞，森井秀樹，白井健雄，谷口七重，高嶋

隆一，小林誠，谷口敬� 日本物理学会第 ��回年次大会� 東京理科大学� ����年 �月 ��日��
日�

� �中間子飛崩壊実験用ガンマ線検出器のための溝付射出成形プラスチックシンチレータの性能評価

原幸弘，新川孝男，杉本章二郎，竹之内浩祐，玉川洋一，松村徹，日本物理学会年会，東京理科大学，

����年 �月 ����
日�

� �!"��	�	における�� � ���� 崩壊過程の研究

吉岡瑞樹，大橋永治，小林正明，小松原健，笹尾登，新川孝男，杉本章二郎，関口哲郎，玉川洋一，常

見俊直，中野貴志，能町正治，野村正，藤原庸博，溝内健太郎，村松憲仁，吉村喜男，他 �!"��	�	

#����+����(��� 日本物理学会年会，東京理科大学，����年 �月 ����
日�

� �!"��	�	実験における �� � �J� 崩壊の探索

溝内健太郎，大橋永治，小林正明，小松原健，笹尾登，新川孝男，杉本章二郎，玉川洋一，常見俊直，

中野貴志，能町正治，野村正，藤原庸博，村松憲仁，吉村喜男，他 �!"��	�	 #����+����(��� 日本物

理学会秋季大会� 大阪市立大学� ����年 	月 ��日���日�

� �I$%I実験のための中性子不感型光子検出器の開発

中島康博，笹尾登，野村正，溝内健太郎，隅田土詞，森井秀樹，横山弘和，谷口七重，高嶋隆一，小林

誠，谷口敬，南條創日本物理学会秋季大会� 大阪市立大学� ����年 	月 ��日���日�

� 1�M���5,��� �G ����7���+�3�� $����� 1���6��� � !�,*��� 0��<3��5 �� ���� �45��(,���3 ���

1���6���3� �(<*�(� !�M�,+�� ����
� ����� $��6���(�73-  %  �!�"#$ &�'()* �

���� �+�*��9

�������������

� &��M9 �6(��(����(�7 '��33�3

�� ��+�9�3�(� 0��<3��5 �� ���� �45��(,���3 ��� 1���6���3� �(<*�(� !�M�,+�� ����
� ����� $���

6���(�73-  %  �!�"#$ &�'()* �

���� �+�*��9 �������
�����

� �中間子の崩壊から何がわかるか� 小松原 健� 東京工業大学 大学院理工学研究科� 基礎物理学セミナー�

����年 ��月 ��日�

� プラスチックシンチレーター・波長変換ファイバー読み出しにおける集光機構についての研究�

谷口七重，笹尾登，野村正，南條創，溝内健太郎，隅田土詞，森井秀樹，横山弘和，中島康博，前田憲

一，高嶋隆一，小林誠，谷口敬日本物理学会第 ��回年次大会� 愛媛大学� ����年 �月 �
日���日�



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 	�

� ���計画

� 山田洋一，��9��� "I 6����6�(��3 �� 	� 
� �� ���7� ���/- ��� 6���7�� &(773 6����(+*�(��� ���理

論研究会「コライダーの物理」，���，����年 �月 ��日

� 山口昌弘，�G��,(�� ,�33�3 ��� ��5��� O�M�� M(����(��� 研究会「質量起源と超対称性物理の研究」，筑

波大学，����年 �月 �日

� 諸井健夫，観測的宇宙論と素粒子物理，研究会「質量起源と超対称性物理の研究」，筑波大学，����年

�月 �日

� 山田洋一，'�*7� ��5�����6� �G ��� �K�) &(773 3��G ����7(�3� 基研研究会「素粒子高エネルギーフロ

ンティアでの物理」，京都大学基礎物理学研究所，����年 �月 ��日

� 日笠健一，リニアコライダーが明らかにする素粒子像，日本物理学会年会招待講演，東北学院大学，����

年 �月 ��日

� 山口昌弘，ブレインワールドと素粒子模型，日本物理学会年会招待講演，東北学院大学，����年 �月

��日

� 山田洋一，�>���3 �� �4�6� �M��*��(�� �G ��� 3*5��39,,���(6 '�9� ���/� 6����6�(��3 �� � � ����

基研 ����年度前期研究会「素粒子物理学の進展」，京都大学基礎物理学研究所，����年 
月 ��日

� 棚橋誠治，�55�� ��# >(�� �4��� �(,��3(��3\� 研究会「質量起源と超対称性物理の研究」第２回，

筑波国際会議場，����年 �月 �日

� 日笠健一，質量起源と超対称性の物理：�>���3 � �*,,��9� 研究会「質量起源と超対称性物理の研

究」第２回，筑波国際会議場，����年 �月 	日

� 山田洋一，超対称現象論における高次補正，研究会「質量起源と超対称性物理の研究」第３回，筑波国

際会議場，����年 �月 	日

� 山口昌弘，超対称性とフレーバーの混合，研究会「質量起源と超対称性物理の研究」第３回，筑波国際

会議場，����年 �月 	日

� 日笠健一，$���(6�� 1��� ���<� 日本物理学会年会招待講演，東京理科大学，����年 �月 ��日

� 棚橋誠治，&(773��33 ,����3 >(�� ��� >(���*� �� �4��� �(,��3(��� 日本物理学会年会招待講演，東京

理科大学，����年 �月 ��日

� 山口昌弘，宇宙論との接点，日本物理学会招待講演，大阪市立大学，����年 	月 ��日

� ���公募

� 青木慎也，格子 :#1による重いクォークの物理の研究，研究会「質量起源と超対称性物理の研究」，

筑波大学，����年 �月 �日

� 波場直之�  ��,(�� ,�33 �(����6�9 (� ��� 3(4 �(,��3(���� �I���� 7���� *�(P�� �����9 �� ��+(G���� 素

粒子物理学の進展，京大基礎物理学研究所，����年 
月 �/��日



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 	�

� 波場直之�  ��,(�� ,�33 �(����6�9 (� �1 �I���� �� ��+(G���� �*,,�� %�3�(�*�� ����� 富士吉田� ����

年 �月 ��/��日

� 波場直之� '�*7��&(773 *�(P6��(�� (� ��� PM���(,��3(���� 1�� 1	� ��� 1
 'K3 �� ��+(G���� 四国セ

ミナー� 香川大学� ����年 �月 �/�日

� 波場直之� '�*7��&(773 *�(P6��(�� (� �1 0 C � �K�) 1� ��� 1	 'K3 �� ��+(G���� 素粒子物理学

の進展� 京大基礎物理学研究所� ����年 
月 ��/��日

� 波場直之� '�*7� &(773 *�(P6��(�� (� �1 0 C � �K�) 1� ��� 1	 'K3 �� ��+(G���� �%����� 富士吉

田� ����年 �月 ��/�	日

� 前川展祐� �� 1� 7���� *�(P�� �����9� 素粒子物理学の進展� 京都大学基礎物理学研究所，����年 


月 �/��日

� 前川展祐� &��(;����� 39,,���9 ��� ���,���*3 K��� 39,,���9 �3 � 3��*�(�� G�� �K�) O�M�� 5��+��,�

日本物理学会第 ��回年会，東北学院大学，����年 �月

� 前川展祐� !����+��(�� ���(;����� 39,,���9 ��� 1� 'K G�� �K�) O�M�� 5��+��,� 素粒子物理学の

進展� 京都大学基礎物理学研究所，����年 
月 ��/��日

� 久野純治，松本重貴，野尻美保子，&(7��������� �L�6�3 �� ��� ��*����(�� ���(�(���(�� (��� �>� 5�����3�

日本物理学会第 ��回年会，東北学院大学，����年 �月 ��日

� 久野純治，川越清以，北野龍一郎，野尻美保子，��*�9 �G ��� ��(�� 7������(�� 3D*��<3 �� "&#� 日本

物理学会 ����年秋の分科会， ����年 	月 ��日

� 田中実，!�> 5�93(63 (� � ��� � ,�3�� 393��,3� 研究会「実験・観測にもとづく素粒子統一描像の構

築 ������」，京大基研，����年 �月 ��/��日

� 田中実，#��の物理，!�> $�93(63のIM��M(�>� 日本物理学会 ����年秋の分科会，シンポジウム「�

の物理の現在と将来」，����年 	月 ��日

� 田中実，� $�93(63 �� &����� #���(���3� 研究会「素粒子高エネルギーフロンティアでの物理」� 京大

基研，����年 �月 �
/��日

� 久野純治，�(�(�>��<3��5 G�� �*5�� ���� "�% 5�93(63 5���� 高エネルギー加速器研究機構，����年

�月 �	日

� 佐藤丈，��������7��(6 ��*��(�� +��, G�� ���7 +�3��(�� �45��(,���3� 日本物理学会 ����年秋の分科

会，大阪市立大学，����年 	月 ��日

� 坂井典佑，���(���3 (� ��� &(773 5��3�- ,��*�( ,���(4 �55���6�� 大阪市立大学 ��世紀 #I�8数学研

究所主催研究会「場の理論・弦理論の進展」大阪市立大学，大阪，����年 �月 �/
日

� 坂井典佑，���(���3 (� �*5��39,,���(6 '�*7� ����(�3 �0���3� B���(6�3� ����5���3� ��� %�3������3��

日本物理学会年会招待講演� 東京理科大学（野田），����年 �月 ��日

� 表文，金子悟，曹基哲� $����,�����79 �G �B�36��� 3*5��39,,���(6 3���3�> ,���� �� � "#� 日本物

理学会第 ��回年会，����年 �月 �
/��日



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 	�

� 表文，金子悟，曹基哲� $����,�����79 �G ��>�36��� 3*5��39,,���(6 3���3�> ,�����日本物理学会 ����

年秋の分科会，����年 	月 ��/��日

� 本多美奈子，曹基哲� 波場直之� 超対称性理論における中性子電気双極子モーメントとフレーバーを変

える相互作用� 日本物理学会第 ��回年会，����年 �月 ��/�
日

� 小野芳美，表文，曹基哲� スニュートリノ質量に対する電子陽電子衝突実験からの制限� 日本物理学会

����年秋の分科会，����年 	月 �
/��日

� 照沼幸子，菅本晶夫，坂東昌子� 九後汰一� ストリングによるペンタクオークの研究� 日本物理学会 ����

年秋の分科会，����年 	月 �
/��日

� 小橋有子，菅本晶夫� 量子ホール効果のトポロジー� 日本物理学会 ����年秋の分科会，����年 	 月

�
/��日

� 波場直之，1�6�*5�(�7 �K�)8&(773 >(���*� P����*�(�7� 素粒子物理学の進展 ����，京都大学基礎物

理学研究所，����年 �月 ��日

� 波場直之，1�6�*5�(�7 �K�)8&(773 >(���*� P����*�(�7� 日本物理学会年会，東京理科大学，����年

�月 �
日

� 波場直之，ゲージ・ヒッグス統一理論の構築と現象論� 科研費特定領域第三回研究会「質量起源と超対

称性物理の研究」，つくば国際会議場エポカル，����年 �月 �日

� 波場直之，19��,(6�� 39,,���9 +���<(�7 (� 7�*7��&(773 *�(P6��(�� �� ��+(G���� 日本物理学会秋の

分科会，高知大学，����年 	月 �	日

� 波場直之，19��,(6�� 39,,���9 +���<(�7 (� �1 7�*7��&(773 *�(P6��(�� ,����3� 素粒子物理学の進

展 ����，京都大学基礎物理学研究所，����年 
月 �日



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 	�

��� 開催研究会

� 総括班 　

� 第 �回科学研究費特定領域研究会「質量起源と超対称性物理の研究」

筑波大学大学会館国際会議室，����年 �月 � / �日．参加者 ��名．

� 第 �回科学研究費特定領域研究会「質量起源と超対称性物理の研究」

つくば国際会議場エポカル，����年 �月 �日 / 	日． 参加者 ��名．

� 第 �回科学研究費特定領域研究会「質量起源と超対称性物理の研究」

つくば国際会議場エポカル，����年 �月 
日 / �日． 参加者 ��名．

� 第 �回科学研究費特定領域研究会「質量起源と超対称性物理の研究」

つくば国際会議場エポカル， ����年 �月 �日 / �日． 参加者 
�名．

� ���計画 　

� #1 実験日本グループ研究会

筑波大学物理学系，����年 ��月 �� / ��日．参加者約 ��名．

� #1 実験日本グループ研究会

筑波大学物理学系，����年 ��月 �� / ��日．参加者約 ��名．

� #1 実験日本グループ研究会

筑波大学物理学系，����年 ��月 �� / �	日．参加者約 ��名．

� #1 実験日本グループ研究会

筑波大学物理学系，����年 ��月 �
 / ��日．参加者約 ��名．

� ���公募 　

� 広島ヒグス研究会� ����年 �月 ��� ��日� 於広島大学

� 広島ヒグス研究会 　����年 �月 �日��日 　（於 　広島大学）

� 広島ヒグス研究会 　����年１月 �
日��	日 　（於 　広島大学）

� 低温動作 �%サイリスタ搭載パルスモジュレーター開発に関する研究会� ����年 	月 �日� ���）� 参

加者 　��名

� 第２回学術創成研究ミニワークショップ� ����年 �月 �
日�東工大� 参加者 　��名

� 第１回学術創成研究ミニワークショップ� ����年 �月 ��日� ���� 参加者 　��名

� �� %�������(���� 0��<3��5 �� 2�6��� $��7��33 (� %��*6�(�� �66��������3 �2$%������ I6��+�� �	�

��� ����� ���� 　参加者 　約 ��名

� �"��エレクトロニクス開発研究会（プログラム）����年 �月 �日��日 　千葉県館山市布良 �����富

崎館



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 	�

� 「�"�� '#エレクトロニクス開発・建設 及び �*5��"&#への展望」 　研究会（プログラム）����

年 �月 
日���日 長野県長野市戸隠 ����番地 戸隠宿「山里」

� ���公募 　

� ����� �(77��81�: 0��<3��5 ����� ����年 � 月 �
��� 日 信州大学

� ����� �(77��81�: 0��<3��5 ����� ����年 � 月 ����
 日 新潟大学

� ���公募 　

� 「����� $%1 アップグレードに関する研究会」

名古屋大学� ����年 �月 ��日

� ���計画

� ��	�� �45��(,��� 6����+����(�� ,���(�7�

����年 ��月 ���日、����

� ��	�� �45��(,��� 6����+����(�� ,���(�7�

����年 �月 �����日、����

� ��	�� �45��(,��� 6����+����(�� ,���(�7�

����年 ��月 ����
日、����

� ��	�� �45��(,��� 6����+����(�� ,���(�7�

����年 
月 �����日、.%!2� 1*+��� 2*33(��

� ��	�� �45��(,��� 6����+����(�� ,���(�7�

���� 年 � 月 �	 � �� 日� ����

� ��	�� �45��(,��� 6����+����(�� ,���(�7�

���� 年 � 月 �� 日� ����

� ��	�� ��� .�$��6 �" �45��(,���3 6����+����(�� ,���(�7�

���� 年 �� 月 � � � 日� 釜山、韓国�

� ��	�� ��� .�$��6 �" �45��(,���3 6����+����(�� ,���(�7�

���� 年 	 月 �� � �� 日� ����

� ��	�� ��� .�$��6 �" �45��(,���3 6����+����(�� ,���(�7�

���� 年 � 月 �� � �	 日� ����

� ��	�� ��� .�$��6 �" �45��(,���3 6����+����(�� ,���(�7�

���� 年 
 月 �� � �� 日� ����

� ���計画



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 	�

� � 稀崩壊実験の解析と計画に関するワークショップ，勝山市，I6��+�� ������ �����

$��6���(�73 �G ��� >��<3��5 �� <��� ��6�9 5�93(63 ��� �����G*�*�� 5��@�6�3� ��(��� +9 �� �*7(,���

��� )� �,�7�>��  !�"#$�
�
��%$!�������.��*��9 ������

� ����2#!$ %�������(���� �6���� ��� ,(�(�0��<3��5 G�� �6(��(����(�7 #�93���3 ��� ��(� �55�(6��

�(��3 (� $���(6�� ��� !*6���� $�93(63� ���� !�M �
���� �����  % ')("��!+,-. �

����.*�9

�����?�6(��(����(�7 #�93���3? ��(��� +9 �� ��+�9�3�( ��� �� �*7(,���� ���5-88<����<�<�@58 36(��

�(<�<8�

� .�$�2# � 中間子崩壊実験のためのビームラインに関するミニワークショップ � ����年 ��月 ��日�

���� ���5-88<����<�<�@58<�,�8�"����8�

� �	�	8�
�
 ����93(3 ����(�7� �!"� �*7*3� ����	� �����

� ����物理と測定器に関するワークショップ � 三方町，!�M�,+�� ��
� ����� $��6���(�73 �G ��� �(�(�

>��<3��5 �� ���� �45��(,���3 ��� 1���6���3� ��(��� +9 �� �*7(,��� ��� )� �,�7�>��  % 

 �!�"#$ &�'()* �

���� �+�*��9 ������

���5-88<����<�<�@58a 3*7(,���8>3 G*<*(��8�

� ����実験と測定器に関するワークショップ � 三国町，!�M�,+�� ����
� ����� $��6���(�73 �G ��� ���

 *<*( ����(�7 �� ���� $�93(63� ��(��� +9 �� �*7(,��� ��� )� �,�7�>��  %  �!�"#$ &�'()*

�

���� �+�*��9 ������

���5-88<����<�<�@58a 3*7(,���8 *<*( ,�7�� �83*+����,�

� ���計画

� 「実験・観測にもとづく素粒子統一描像の構築：��世紀の情報発信基地としての日本」，京都大学基礎

物理学研究所，����年 �月 ��/��日

� 「対称性・超対称性・その破れ：新世紀の素粒子物理インスティテュート ����」，京都大学基礎物理学

研究所，����年 	月 �/�日

� 「新世紀の素粒子物理インスティテュート２００３」，東北大学，����年 	月 �
/��日

� %�������(���� 0��<3��5 =0(���>3 �� !�> $����(7, (� $���(6�� $�93(63�? 仙台市，����年 �月 ��/

��日

� ���公募

� 「高エネルギーフロンティアの物理」，京都大学基礎物理学研究所，����年３月 �
/��日

� %�������(���� 0��<3��5 �� �6�(��3 ��� �9,,���(�3 (� "���(6� '�*7� ����9� 京都大学基礎物理学研

究所，����年 �月 ��/��日



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 	


��� 博士論文

� ���

� 高野 秀明：����6� G�� � ��3�� $�(� $���*6�(�� (� ��� "�5��� F .�� #������ (� �����B $������

���(5����� #���(3(��3� K�(M��3(�9 �G 3*<*+�，�5�(� �����

� 津野 総司：�3�3 �G �����6�� "���(�7 I���� :#1 (� � ��3�� 5�*3 .�� $���*6�(�� (� ��	���B

$���������(5����� #���(3(��3� K�(M��3(�9 �G 3*<*+�，.��*��9 �����

� 井門 孝治：����6� G�� !�> $�93(63 (� 1(���6���� �M���3 (� ��	� �B $���������(5����� #���(3(��3�

0�3��� K�(M��3(�9� ���6� �����

� 小林博和：����6� G�� ��� &(773 ��3�� K3(�7 &(7��5 %3������ "(<���(7� 1(��5��� �M���3 (� ��	���B

$���������(5����� #���(3(��3 � K�(M��3(�9 �G 3*<*+��  �+�*��9 �����

� 佐藤 構二：���3*��,��� �G ��� �5 :*��< ��33 >(�� ��� #���(��� 1���6��� ��  ��,(��+� K�(M��3(�9

�G 3*<*+��  �+�*��9 �����

� 寄田浩平：���3*��,��� �G ��� �5 :*��< ��33 +9 19��,(6�� "(<��(���� ������ *3(�7 "�5��� 5�*3

.�� �M���3 (� ��	���B $���������(5����� #���(3(��3� 0�3��� K�(M��3(�9� .��*��9� ���6� �����

� 小川 貴志：����6� G�� �6���� �5 :*��< $�(��$���*6�(�� (� �6����(� >(�� B(������ 2�$��(�9 (�

��	���B 　$���������(5����� #���(3(��3� 0�3��� K�(M��3(�9� ���6� �����

� 谷本奈穂：���3*��,��� �G�F� $���*6�(�� (� ���� �� �*�� 1�6�9 #������ (� $���������(5�����

#���(3(��3 ��
�

 C ��	� �B I<�9�,� K�(M��3(�9� ���6� �����

� 魚住 聖：���3*��,��� �G ��� � ,�3�� "(G��(,�3 >(�� ��� #���(��� 1���6��� ��  ��,(��+� K�(M��3(�9

�G 3*<*+�，.*�9 �����

� 石澤 善雄：����6� G�� &(773 ��3�� $���*6�(�� (� �33�6(��(�� >(�� ��� � ��3�� (� ��	���B $������

���(5����� #���(3(��3� K�(M��3(�9 �G 3*<*+�，��5��,+�� �����

� 山下 智弘：���3*��,��� �G ��� ,�3�� ��� 	������� 5���*6�(�� 6��33 3�6�(�� ��
�

 C ��	� �B�

I<�9�,� K�(M��3(�9� .��*��9 �����

� 土屋 亮：���3*��,��� �G ��� �5 :*��< ��33 +9 19��,(6�� "(<��(���� ������ *3(�7 ��� 1(��5���

�M���3 >(�� ��� #���(��� 1���6��� ��  ��,(��+� 0�3��� K�(M��3(�9， �+�*��9 �����

� 青木雅人：���3*��,��� �G ��� �� ��3�� "(G��(,� >(�� ��� #���(��� 1���6��� ��  ��,(��+� K�(M��3(�9

�G 3*<*+�， �+�*��9 �����

� ���

� 戸村 友宣：��*�9 �G (,� �M��*�(�� �G � ��3��3 �� ��� ��� �  �6���9� 　東京大学� ����年 �月

� 中平 武：��*�9 �G #$ �39,,���9 (� ��� !�*���� � ��3�� 1�6�93 �� >� #���7�� $(��3� 東京大学�

����年 �月



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 	�

� ���

� 居波賢二： $��6(3� ���3*��,��� �G ��� ���6��(6 1(5��� ��,��� �G ��� ��* "�5��� �� ������ !�7�9�

K�(M��3(�9，平成 ��年度�

� 江成祐二：レプトンフレーバー保存則を破る崩壊事象 � � ���� ��� ��� の探索� !�7�9� K�(M��3(�9，平

成 ��年度�

� 遊佐洋介：����6� G�� � � ��� ��� � � �&& �� ����� �45��(,���� !�7�9� K�(M��3(�9，平成 ��年度�

� ���

� 渡辺丈晃：?��
� +��, �(�� G�� ��� 3�*�9 �G ��� ��

� � ���J� ��6�9�?� 佐賀大学� ����年 �月�

� 吉田浩司：?中性Ｋ中間子稀崩壊実験のためのサンドイッチ型検出器と新型光電子増倍管の開発�?� 山形

大学� ����年 ��月�

� 1���3���<� �(<��(�：?���3*��,��� �G ��� +���6�(�7 ���(� �G ��� ��
� � ���J� ��6�9�?� 総合研究大

学院大学� ����年 �月�

� 坂下 　健：?����6� G�� ��� ��6�9 ��
� � ���J��?� 大阪大学� ����年 �月�

� 小寺克茂： ?��*�9 �G ��� 1�6�9 �� � ��������� �� $��+� ��� ��,(��5���(6 ��5( ���*6�*��?� 大

阪大学� ����年 	月�

� ���

� 常見俊直： =���3*��,��� �G 1(��6� $����� �,(33(�� (� �� � ����� 1�6�9?�東大・理，����年度

� 吉岡瑞樹： =�45��(,����� ��*�9 �G ��� 1�6�9 �� � ����?� 東大・理，����年度

� 関口哲郎： =���3*��,��� �G ��� �� � ���J� ����6�(�7 2��(�?� 東大・理，����年度

� 溝内健太郎： =�45��(,����� ����6� G�� ��� 1�6�9 �� � �J�?� 京大・理，����年度

� ���

� 赤間尚之，�� ����93(3 �G �� 36�����(�7 >(�� 0�� ,����� ��� � ,�3��� 東北大学，����年 �月

� 柿崎充， ��M�� 3��*6�*�� (� 3*5��39,,���(6 ,����3� 東北大学，����年 �月

� 阿部信隆，アノマリーメディエーション機構を用いた超対称素粒子模型の構築，東北大学，����年 �月

� 遠藤基，��*�9 �G O�M�� 3��*6�*�� (� 3*5��39,,���(6 3������� ,���� +9 *3(�7 � ��6�9� 東北大学，

����年 �月

��� 修士論文

� ���

� 木村 直樹：#1 実験粒子飛行時間測定器及びプラグ部カロリメータに用いられる光電子増倍管の長期

安定性の研究� 筑波大学 ��������



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） 		

� 吉玉 仁：#1 実験 �BT�+シリコン飛跡検出器の開発研究� 筑波大学 ��������

� 佐藤幸司：#1 実験#$2�検出器に用いる多チャンネル型光電子増倍管の特性研究� 筑波大学 ��������

� 金子 寛：#1 実験用粒子飛行時間測定器に用いる光電子増倍管の長期安定性の研究� 筑波大学 ��������

� 武居 康徳：#1 ��BT%%+用シリコン飛跡検出器の試作と性能評価� 筑波大学 ��������

� 脇谷 康正：#1 ー �BT%%+用シリコン検出器の開発研究� 筑波大学 ��������

� 青木 雅人：#1 高放射線耐性シリコン飛跡検出器の基礎特性� 筑波大学 ��������

� ���

� 魚崎 直彦：#��3��*6�(�� ��� $��G��,��6� �G ��� K57����� �(�(6�� B����4 1���6��� G�� ��� �����

�45��(,���� 東京大学� ����年 �月

� 山下 泰：1��� �6D*(3(�(�� �93��, G�� ��� ����� �(�(6�� B����4 1���6��� K57����� 東京大学� ����年 �

月

� 伊藤 康：2�3���6� ��� 1�M���5,��� �G �M��� �*(��(�7  ��, G�� �*5������� 東京大学� ����年 �月

� ���

� 保久上隆：�����実験におけるレプトンの香りをやぶる � � �� 崩壊の探索� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 川上禎之：#�����<�M光を利用した新型粒子識別装置 I$ 6�*���� の研究開発� 名古屋大学� 平成 ��

年度�

� 遊佐洋介：� 3���6� G�� ��*��(����33 ��* ��6�93 � � ����� �� ����� �45��(,���� 名古屋大学� 平成 ��

年度�

� 松石武：次世代型粒子識別検出器「����I$カウンター」の研究開発� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 徳田晴介：高時間分解能 I カウンターの研究 �限界への挑戦�� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 宮林善久：多チャンネル型光電子増倍管を用いた I カウンターの研究� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 平野有希子：� � ���� の研究� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 栗山靖敏：粒子識別装置 I$カウンターの開発研究� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 小島正敏：次世代型粒子識別装置用マルチアノード型光電子増倍管の開発研究� 名古屋大学� 平成 ��

年度�

� 柳瀬寿志：5(8�粒子識別装置用�(6�� #������ $���� $�の開発研究� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 松田佳子：� � ���� の研究� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 富田光俊：次世代粒子識別装置用角型リニアアレーマルチアノード �#$�$���"���の開発研究 � 名

古屋大学� 平成 ��年度�

� 久保田隆至：'��3$光電面�#$�$�を用いた新型 2%#&検出器の開発研究� 名古屋大学� 平成 ��

年度�



�� 研究成果公表の状況（主な論文等一覧） ���

� 中野裕章：イメージング検出器用高時間分解能読み出し %#の開発研究� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 小酒井良延：新型�85(識別装置 $��4(,(�9 G�6*3(�7型エアロジェル 2%#&の開発研究� 名古屋大学� 平

成 ��年度�

� 外木場恵：タウ粒子崩壊 � � &&&��� の崩壊分岐比の測定および � � �:� 崩壊の研究� 名古屋大学�

平成 ��年度�

� 橋本知佳：� � ���� 崩壊の研究� 名古屋大学� 平成 ��年度�

� 岸本直樹：5(8�粒子識別装置用�#$�$�の寿命測定� 名古屋大学� 平成 �
年度�
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� 総括班評価者による評価の状況 ���

� 総括班評価者による評価の状況

総括班評価者はおいていないが� ����年 �月� ����年 �月� ����年 �月に開催した特定領域研究会には� 本研究

領域外の学識経験者として� 本研究領域の世界的権威である近藤都登早稲田大学教授に参加いただき� 領域の研究

推進状況についての評価・コメントをいただいている。����年 �月の研究会では�「計画研究間の連携が不十分で

ある。」とのコメントをいただき� その後の研究方針に反映した結果� ����年 �月� ����年 �月の研究会では�「計

画研究間の連携もよくとれていて� 興味深い成果が多く得られており� 実りの多い研究会となっている。今後の研

究の進展が期待される」とのコメントをいただいている。総括班は� このように近藤教授の評価・提言を次年度の

研究方針に反映させて� 研究の推進をはかってきた。

� 研究領域の研究を推進してきた上での問題点と対応措置

計画研究���では� 装置開発には多額の経費が必要であり� それに対して研究予算が少ないことが問題点ではあっ

た。新たなアイデアに基づく光検出器の開発を行なおうとすると� 製作により多くの研究費が必要となる。対応策

としては� 限られた予算の中で� 多くのアイデアに対して最良と思われる改良策に焦点を当てて開発を行なった。

他には� 防衛大の方針により計画研究Ａ ��の研究分担者である防衛大の新川氏に特定領域の研究費で購入した

装置を納入することが ����年度からできなくなった。しかし � 長い折衝の末� 大阪大学から防衛大に装置を貸し出

すことで解決できた。

全体としては� 本科学研究費によって測定器開発・設計・試作および実験研究・理論研究実施に必要な計算機資

源・旅費・研究員雇用を負担することによって� 本領域の研究が順調に推進してきた。ここで改めて� その支援に

感謝いたします。

	 当該学問分野及び関連学問分野への貢献度

研究概要で述べたように，素粒子物理学は「標準理論 ��� �������� ������」と呼ばれる素粒子反応の基本理

論が加速器実験によって実証されることによって発展してきた。標準理論は，（１）ゲージ普遍性の原理，（２）

電弱相互作用の自発的対称性の破れによる質量の生成，（３）素粒子（クォークとレプトン）の三世代の階層構造と

いう三つの柱からなっている。この中の第 �の柱である「ヒッグス粒子の真空凝縮によってゲージボゾン，クォー

ク，レプトンに質量が与えられる」という標準理論の質量起源に対する予言は未だ実験室で確認されていない。質

量の起源が，標準理論の言う自発的対称性の破れのメカニズムにあるのか，それともこの理論の枠組みにおさま

らない新理論にあるのか，これは今後の素粒子物理学の方向を決める最も重要な課題である。



	� 当該学問分野及び関連学問分野への貢献度 ���

本研究領域においては� この課題に関して３つの大きな成果があがっている。一つは� ヒッグス粒子の間接探索

により� 	�Aの信頼度でヒッグス粒子の質量を ��� '�B8�� ���� '�B8�� という狭い範囲に限定することができ
たことである。これはヒッグス粒子についての知見の大きな進展であり� 今後の直接探索に重要な指標を与えるこ

とができた。第２には� 標準理論を超える新理論の手がかりとして�トップファクトリー，�ファクトリー，�ファ

クトリー加速器を用いて測定を行なってきた結果� これまでにない高精度で標準理論を検証できたことである。第

３の成果としては� 標準理論を超える新理論の手がかりとして� �ファクトリー加速器を用いた実験において� 	→


遷移崩壊過程の #$非対称度を測定した結果に「標準理論からのずれ」が見えたことである。これらの成果は素

粒子物理学の発展を加速したものとして貢献度が高い。また関連学問分野への貢献としては� この理解の進展は初

期宇宙のより深い理解につながっていく。

また本研究領域では� ５年間の研究期間に３１名の博士号取得者を出している。その多くは� 現在� 国内・海外

の研究施設において世界第一線の先端科学研究に取り組み� 成果をあげつつある。このことに端的に表れているよ

うに� 若手研究者の育成という観点からも素粒子物理および関連分野への貢献度が高い。


