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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

R2209 
関連研究分野 

（分科細目コード）

素粒子論 

（４３０１） 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
素粒子の世代構造と新しい対称性の探求(平成22年度) 

代表研究機関名 

 

   新潟大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

  

   金沢大学 

主担当研究者氏名 
 

   谷本盛光 

補助金支出額 

（平成22年度） 

 

1 2 , 4 6 0 , 0 0 0  円  

（平成 23 年度） 

 

 2 1 , 0 7 0 , 0 0 0  円  

（平成 24 年度） 

 

2 2 , 4 9 1 , 0 0 0  円

（合計） 

 

   5 6 , 0 2 1 , 0 0 0  円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成22年度） 

        2 人  

 

（平成23年度） 

        4  人  

（      2 人）

（平成24年度） 

           4 人  

（      2  人）

（合計） 

            6  人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

        2 人  

 

（平成23年度） 

        4  人  

（      2  人）

（平成24年度） 

          4  人  

（      2 人）

（合計） 

            6  人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、 終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成22年度） 

         人  

 

（平成23年度） 

          人  

（       人）

（平成24年度） 

            人  

（       人）

（合計） 

               人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

 本事業で派遣する若手研究者は、准教授、ポスドク、ならびに博士号取得前の大学院生である。

派遣研究者は国際的に活躍する若手研究者として育つことが期待されるが、それぞれに期待される

水準は異なっている。 

准教授の場合： 世代問題やニュートリノの理論的研究分野で国際的に認知される研究業績をあ

げ、国際会議等に招待講演を依頼される水準が期待される。また、日本における当該研究グループ

の若手リーダーの一人として国際的に認知される水準が期待される。（検証方法）共同研究の成果と

なった論文の国際的評価（論文数、引用数などで検証）。国際会議の招待講演の数、国内の招待講

演・セミナーの数、研究集会の企画者となること。 

ポスドクの場合： 世代問題やニュートリノの理論的研究分野で国際的に認知される研究業績をあ

げ、国際研究集会等に発表を招待される水準で活躍する。その成果によって大学または研究機関の

テニュアーポストまたはそれに準じるポストを獲得できる。（検証方法）共同研究の成果となった論

文の国際的評価（論文数、引用数などで検証）。国際会議の発表数、国内の招待講演・セミナーの

数、着任ポスト。 

院生の場合： すでに DC 学振（特別研究員）の場合もあるが、学振の特別研究員に選ばれる研究水

準が期待される。宇宙ニュートリノや世代対称性の研究分野で国際的に認知される研究業績をあ

げ、国際スクール等に招待される水準で活躍する。国際的にレベルの高い博士論文を期待する。（検

証方法） 共同研究の成果となった論文の国際的評価（論文数、引用数などで検証）。国際会議の発

表数、国内の研究集会における発表数。博士論文の水準。ポスドクポジション（学振特別研究員採用

など） 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

■おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

派遣者①（准教授）は5本の論文を発表し９件の講演（うち招待2件）を行った。2013年7月に開催

された国際ワークショップFLASY13 （third Workshop on Flavor Symmetries and Consequences in 

Accelerators and Cosmology）の企画の中心となり海外から45名、国内から45名のフレーバーに関す

る研究者を招聘し若手のリーダーとしての地位を確保した。 

 派遣者②（助教）はマックスプランク研究滞在の一年間のみで、5本の論文を発表し8件の講演（う

ち招待2件）を行い、現在まで精力的に研究活動を継続している。 

 ポスドクである派遣者③はマックスプランク研究所での成果が認められて、頭脳循環での派遣が終

了後、引き続きマックスプランク研究所の研究員として採用され現在に至っている。同じく、派遣者

④は、3本の論文を発表し次年度、他大学（日本）のポスドクのポジションが決定している。 

 派遣当時院生であった派遣者⑤は、その成果によって博士号を取得し、その内容が高く評価され、

頭脳循環での派遣が終了後、ダラム大学（イギリス）のポスドクとして雇用されて現在に至っている

。また、派遣当時院生であった派遣者⑥は、その成果によって博士号を取得した。また、頭脳循環で

の派遣期間中、スイス連邦工科大学ロザーヌ校との共同研究を開始し、その成果により2013年度10月

よりスイス連邦工科大学ロザーヌ校のポスドクとして雇用されることが決定している。 

 以上のように、派遣した6名の研究者は、頭脳循環による派遣期間の研究により今後の研究者とし

ての地位を固めることが出来た。それゆえ、計画当初期待した成果は概ね達成したと判断する。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要） 

到達目標： 

(1)  クォーク・レプトンを統一し、大統一理論の枠組みに埋め込める新しい世代対称性のモデルを構

築する。 

(2)  ＬＨＣの稼働により超対称性の実験的検証が視野に入っている。世代対称性が存在するならば、

その対称性は超対称性クォークと超対称性レプトンも支配するため、それらの質量スペクトルと

世代混合は、その対称性を反映したものである。その現象は超対称性の破れとからみ複雑に見え

るが、世代の対称性の特徴を引き出すことは可能である。 

(3)  世代の対称性とオービフォルドモデルの理論的関連を解明する。この理論研究はハイデルベルク

で先駆的に行われており、共同研究によって現実的なモデルを構築する。  

期待される成果： 

(1)世代に関する研究成果は、世界で注目されている上記の実験で検証されるものであるから、上記

の高エネルギー実験の成果獲得を加速する。成果の検証方策：本研究の成果が、実験結果の解析に

取り入れられることで検証する。 

(2)世代を支配している新しい対称性を見出すことにより、小林―益川の理論を越えて、素粒子

の統一理論の構築を飛躍的に進める。成果の検証方策：本研究の成果公表論文の引用数と関係者の

国際会議招待数で検証する。 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

■おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

◇この間ニュートリノ振動実験がすすみ 後のニュートリノ混合角が決まった。そのデータに基づい

て世代対称性の解析が進み、研究論文が発表できた。理論自体の進展よりも当初想定していなかった

新しい実験結果によって新たな知見が得られ、フレーバーモデルの精密化が飛躍的に進んだ。これら

の業績と、これまでの研究成果に基づいてフレーバー対称性の基礎となる離散群について Springer

から著書１編とレビュー論文（招待論文）が出版され、国際的に注目を浴びた。 

  ◎「An introduction to non-Abelian discrete symmetries for particle physicists」 

   谷本 他, Lect. Notes Phys. Vol. 858 (2012) pp.1-227. 

◎「Non-Abelian discrete symmetry for flavors」 

谷本 他, Fortsch.  Phys.  Vol. 61 (2013) 441-465. 

◇2012 年 10 月金沢で開催された Japanese-German Symposium on Neutrino, Dark Matter, Higgs and 

beyond the Standard Model にマックスプランク研究所から 5 名の研究者が参加し成果を発表した。

◇2013年7月に新潟において国際ワークショップFLASY13 （third Workshop on Flavor Symmetries and 

Consequences in Accelerators and Cosmology）が開催され海外から45名、国内から45名のフレーバ

ーに関する研究者が集まり、新潟大学が世界のフレーバー対称性の拠点の一つであることを示した。
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

  現在、新潟大学素粒子論グループは科研費 4 件（基盤Ｂ1 件、基盤 C2 件、挑戦的萌芽 1 件）を獲得

し、その資金によって若手研究者を国際会議、国際スクールへ派遣している。また、大学院生が学振

特別研究員や学振海外特別研究員となり、本事業の相手側を含む海外の研究機関に滞在し研究を行っ

ている。 

金沢大学でも、フレーバー物理に関する科研費は 2 件あり、若手研究者の派遣を行っている。 

次年度にむけて新しい競争的資金等の応募を検討中である。 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 

１本事業終了後、新潟大学の院生一名が、学振海外特別研究員として、マックスプランク研究所に

移り、本事業のテーマを継承して研究を始めた。 

2 派遣者①（准教授）が中心となり、スイスの Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 

における M. Shaposhnikov 教授との共同研究を開始した。 

3 2013年7月に新潟における国際ワークショップFLASY13 （third Workshop on Flavor Symmetries 

and Consequences in Accelerators and Cosmology）にドイツより7名、イタリアより3名、アメリ

カより3名、イギリスより3名、スイスより3名、フランスより2名などフレーバー対称性研究の先進

国から多くの研究者が参加し、今後の国際共同研究継続の展望が広がった。 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

○派遣者①（准教授）はニュートリノフレーバーの研究において若手のリーダーとしての地位を確

保した。 

 ○派遣者②（助教）は女性研究者として、今後も国際的に成果をあげると期待されている。 

 ○派遣者③（ポスドク）はマックスプランク研究所での活躍によって国際的に名前が知られるよう

になった。今後、キャリアアップが期待される。 

○派遣者④（ポスドク）は、すでに次のポスドクのポジションが決定している。今後の研究成果が

期待される。 

 ○派遣者⑤（当時院生）は、現在ダラム大学（イギリス）のポスドクであり、論文を数多く発表す

るなど国際的な活躍がはじまっている。 

○派遣者⑥（当時院生）は、すでに博士号を取得し、スイス連邦工科大学ローザンヌ校のポスドク

として雇用されることが決定している。今後、国際的に活躍することが期待される。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

 

 

主担当研究者 

谷本
ﾀ ﾆ ﾓ ﾄ

 盛光
ﾓ ﾘ ﾐ ﾂ

 

 

担当研究者 

五十嵐
ｲ ｶ ﾞ ﾗ ｼ

 尤二
ﾕ ｳ ｼ ﾞ

 

伊藤
ｲ ﾄ ｳ

 克美
ｶ ﾂ ﾐ

 

中野
ﾅ ｶ ﾉ

 博
ﾋ ﾛ

章
ｱ ｷ

 

岸本
ｷ ｼ ﾓ ﾄ

 功
ｲ ｻ ｵ

 

久保
ｸ ﾎ ﾞ

 治
ｼ ﾞ

輔
ｽ ｹ

 

 

 

 

新潟大学 

 

  

 

新潟大学 

新潟大学 

新潟大学 

新潟大学 

金沢大学 

 

 

 

自然科学系 

 

 

 

人文社会・教育科学系

人文社会・教育科学系

自然科学系 

人文社会・教育科学系

理工研究域 

 

   

教授 
  
 
 
 
 

教授 

教授 

准教授

准教授

教授 

 

 

素粒子論 
 
  
 
 
  

素粒子論 

素粒子論 

素粒子論 

素粒子論 

素粒子論 

 

計 6 名     

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

 

ドイツ 

 

 マックスプランク原子核研究所 

 

マックスプランク原子核研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 １ 機関

 

Manfred Lindner 

 

Werner Rodejohann 

 

 教授 

 

研究主任 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

初年度は、共同研究を軌道に乗せるため、研究実績のある派遣者①（准教授）を派

遣した。また 終年度は、共同研究において確実に成果をあげるため、金沢大学の

助教を１名派遣する。その他の若手研究者の選抜は、当該テーマの推進にとって相

応しい候補を選ぶために、以下の４項目の評価を基準として選抜した。  

①研究能力  ②研究業績  ③海外での共同研究への意欲  ④英語能力・コミュニケーション能力

若手研究者の選抜方法：  

派遣する若手研究者を選抜するために、上の４項目を、担当研究者で評価し、研

究計画の遂行状況を考慮したうえで相応しい候補を決定する。  

①  研究能力：指導教員からの意見や共同研究者の意見を重視し、マックスプラン

ク研究所の研究者と共同研究をすすめる能力があるかどうかを見極める。  

②  研究業績：論文、学会や研究会での発表、国際会議での発表を重視する。  

③  当該テーマの海外共同研究への参加の意欲：当該テーマについての研究意欲を  

インタビューで判断する。  

④  英語能力・コミュニケーション能力：英語によるインタビューで英語能力を判

断する。意思疎通するためのコミュニケーション能力をインタビューでみる。  

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  ○主担当研究者が 2010 年秋にハイデルベルクのマックスプランク研究所を訪問し  
若手研究者の研究環境の整備について依頼した。  

○新潟大学素粒子論グループは、2009 年秋からポスドク１名をマックスプランク研究

所に送っている。このポスドクと担当研究者は連携をとって共同研究に新規に参加

する若手研究者の研究活動を支援した。  
○担当研究者が交代で年 5 回程度ハイデルベルクのマックスプランク研究所ならびに

関連するドイツの研究機関を訪問した。その際、共同研究の進行状況をチェック

し、必要なアドバイスを与えた。  
○担当研究者（久保）はドイツの研究機関と共同研究を行っていることを活用し、派

遣した若手研究者がドイツの他機関と連携をはかることができるようにした。  
○科研費等によってマックスプランク研究所等から研究者を日本に招聘し、共同研究

をすすめた。  
○新潟大学では、学生・教職員が関与する危機（海外で発生するものを含む）に対応

するため、平時から学長を室長とした「危機管理室」を設置している。危機が発生

した際には、室長、危機管理監（総務担当理事）、危機管理監補（総務部長）を中

心に、各部局構成員とともに対応にあたることができる体制を整えている。また

JCSOS（特定非営利活動法人海外留学生安全対策協議会）に加入しており、海外で

の危険情報を事務局（研究支援部国際課）が受信し、必要に応じて学生・教職員へ

注意喚起を行っている。本事業により研究者が派遣されている地域に危険が発生し

た際には、避難勧告、職員の派遣等について、危機管理室にて対応する。海外への

出張者に対する保険としては、法定の労災保険の他に国立大学協会「国立大学法人

総合損害保険」の「労働災害総合保険特約」に加入しており、万一の事故に備えて

いる。  

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

変更なし。 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

 

①  派遣された若手研究者の成果 

◇新潟大学から派遣した派遣者③（ポスドク）が、本プロジェクトの派遣期間終了し  

その間の研究活動の実績と成果が評価され、2012 年 1 月からマックスプランク研究

所の研究員として雇用された。  

 

◇金沢大学から派遣した派遣者⑤（大学院生）が、レベルの高い博士論文を完成させ博

士号を取得した。本プロジェクトの派遣期間終了し、この間の海外での研究活動が評

価され、平成 24 年度からイギリスのダラム大学のポスドクとして雇用されることが

決定した。  

 

◇新潟大学から派遣した派遣者⑥（博士後期課程 3 年生）は本プロジェクトの派遣期間

の研究活動によってレベルの高い博士論文を完成させ博士号を取得した。また、その

間の研究活動の実績と成果が評価され、2013 年 10 月からスイス連邦工科大学ローザ

ンヌ校 (EPFL)の研究員（ポスドク）として雇用されることが決定した。  

 

 ◇これまで国際会議の発表経験のなかった院生 2 名はそれぞれ 6 回、3 回の発表を行い、

国際的レベルで研究活動が本格化した。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

 

◇この事業の進行中に、ヨーロッパにおいて、フレーバー対称性に関する第一線の研究

者が集う第3回国際ワークショップ "FLASY13 - third Workshop on Flavor Symmetries 

and Consequences in Accelerators and Cosmology, が2013年7月1日から7月5日まで新

潟大学において開催することが決定された。予定通り開催され、ドイツより7名、イタリ

アより3名、アメリカより3名、イギリスより3名、スイスより3名、フランスより2名など

フレーバー研究の専門家が集まり、新潟大学と金沢大学におけるフレーバー研究の国際

的認知がすすんだ。このワークショップで新潟大学と金沢大学の大学院生も研究発表を

行うなど組織的な取り組みが行われた。 

 

◇本頭脳循環プログラムは、研究面で若手研究者育成において新潟大学の理学部、自然

科学研究科の代表的な若手研究者育成のための国際交流事業として位置付けられ、第2

期中期目標・中期計画の成果として位置付けられている。またミッションの再定義にお

ける理学系分野の特色・強みの重要なエビデンスの一つとなっている。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①：  准教授    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

本プロジェクトの現地リーダーとして、マックスプランク研究所（MPIK)に滞在し、国際共同研究を

行った。MPIK では、受入研究者の M. Lindner 教授だけでなく、E. Akhmedov 教授、および W. Rodejohann

博士とニュートリノ物理の様々な点について研究討議を行った。また、スイス連邦工科大学ローザン

ヌ校（EPFL）の M. Shaposhnikov 教授（EPFL）と、右巻きニュートリノの物理の初期宇宙に関する振

る舞いを第一原理から理解することを研究目標として共同研究を実施した。 後に、アメリカで開催

された国際会議 SNOWDARK2013 の組織委員からの依頼を受け、招待講演を行った。 

（具体的な成果） 

■査読付論文 

 "Mixing of Active and Sterile Neutrinos", 

  Takehiko Asaka, Shintaro Eijima, Hiroyuki Ishida, 

  Journal of High Energy Physics 2011-11 (2011) 011 

"Atmospheric Sterile Neutrinos ", Takehiko Asaka and Atsushi Watanabe  

    Journal of High Energy Physics, 07, 112 (2012) 

"Heavy Neutrino Search in Accelerator-based Experiments”, 

    Takehiko Asaka, Shintaro Eijima, and Atsushi Watanabe 

   Journal of High Eenergy Physics, 1303 (2013) 125 

 " Kinetic Equations for Baryogenesis via Sterile Neutrino Oscillation", 

   Takehiko Asaka, Shintaro Eijima, Hiroyuki Ishida 

   Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 1202 (2012) 021 

 " Atmospheric Sterile Neutrinos ", Takehiko Asaka, Atsushi Watanabe  

    Journal of High Energy Physics,1207 (2012) 112 

■国際会議における研究成果発表 

 ○2012 年 9 月 12 日：国際会議 NOW2012（イタリア）、口頭講演 

  "Probing baryon asymmetry  by light right-handed neutrinos" 

  ○2013 年 3 月 23 日：国際会議 SNOWDARK2013（アメリカ）、招待講演 

  "Dark Matter and Baryon Asymmetry in the nuMSM" 

 ○2011 年 6 月 1 日：Planck2011, IST, リスボン,ポルトガル 

  "Probing Sterile Neutrinos in Meson Decays" 

  ○2012 年 9 月 12 日：国際会議 NOW2012（イタリア）、口頭講演 

  "Probing baryon asymmetry  by light right-handed neutrinos" 

  ○2013 年 3 月 23 日：国際会議 SNOWDARK2013（アメリカ）、招待講演 

  "Dark Matter and Baryon Asymmetry in the nuMSM" 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ドイツ、マックスプランク研究所、素粒子・

宇宙粒子物理部門、Manfred Lindner 教授 

 

９３日

 

１９５日

 

４１日 ３２９日
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 派遣者②：  助教     

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

MPIK の研究者および派遣研究者らとニュートリノ質量と暗黒物質の謎を解く標準模型を超えた新物

理についての議論を行った。特に、Lindner 氏のグループの研究者である M.Duerr 氏とは、ニュート

リノ質量を輻射補正によって生成する具体的な素粒子模型において、複数種類の暗黒物質が存在する

系についての活発な議論を行った。さらに、暗黒物質の対消滅断面積やその検出可能性に対する具体

的な解析を進め、国際共同研究を推進した。派遣期間中は５本の論文を発表している。また、ヨーロ

ッパやアフリカでの国際会議においても研究成果を発表した。それに加え、滞在先の MPIK、および

タンジール大学とミュンヘン工科大学においてもセミナーを行った。これらの国際会議などの場で

は、多くの研究者と交流の機会を持ち、フレーバー物理やヒッグス粒子に関連する 新情報の収集や

深い理解に繋げていくとともに、研究ネットワークを広げていった。また、金沢大学の院生を国際共

同研究に参加させることにより、国際的な研究指導も行った。 

 

（具体的な成果） 

■ 発表論文 

○ “Renormalization of the Higgs Sector in the Triplet Model”, 

    M.Aoki, S.Kanemura, M.Kikuchi and K.Yagyu, Phys.Lett.B714, 279 (2012) 

○ “Multi-Component Dark Matter Systems and Their Observation Prospects”, 

    M.Aoki, M.Duerr, J.Kubo and H.Takano, Phys.Rev.D86, 076015 (2012) 

○ “Radiative corrections to the Higgs boson couplings in the triplet model”, 

    M.Aoki, S.Kanemura, M.Kikuchi and K.Yagyu, Phys.Rev.D87, 015012 (2013) 

○ “A two-loop Radiative Seesaw with multi-component Dark Matter explaining the possible 

gamma  Excess in the Higgs decay and at the Fermi LAT”, 

 M.Aoki, J.Kubo and H.Takano,  Phys. Rev D 87 (2013) 116011   

○“Reconstruction of Inert Doublet Scalars at the International Linear Collider”,  

M.Aoki, S.Kanemura and H.Yokoya, 査読付き雑誌に投稿中   

■ 国際会議における研究発表 

○ 2012 年 10 月 2 日, Japanese-German Symposium, 金沢大学  

 「Multi-Component Dark Matter Systems and Their Observation Prospects」 

○ 2012 年 10 月 23 日 , International Workshop on Future Linear Colliders,テキサス大学 ,

アーリントン, アメリカ「Potential for probing the Majorana nature in radiative neutrino 

masses at a future linear collider」 

○ 2012 年 10 月 26 日,第９回日独先端科学シンポジウム (ポスターセッション), ポツダム,ドイツ

「Neutrino mass, Dark Matter and Baryon Asymmetry via TeV-Scale Physics」 

○ 2012 年 12 月 23 日, Discrete2012, CFTP, リスボン,ポルトガル 

 「Multi-component dark matter systems with non-standard annihilation processes」 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ドイツ、マックスプランク研究所、素粒子 

・宇宙粒子物理部門、Manfred Lindner 教授

 

０日

 

０日

 

 ３０９日 ３０９日
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 派遣者③：  ポスドク     

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

MPIK の研究者、W.Rodejohann 博士と K.McDonald 博士と、ニュートリノの物理について議論・情

報交換を通して、共同研究計画を行った。インドのハリシュチャンドラ研究所(HRI)に赴き、国際会

議 NuHoRIzon2011 での研究発表及び HRI の R.Gandhi 教授と研究討論を行い共同研究を開始した。ま

た、国際会議「Planck2011」(リスボン)に出席し、 近の素粒子論の動向を確認した。また、さらに

国際会議「NUSKY2011」(トリエステ)に参加し、高エネルギーニュートリノ天文学に関する 新の情

報を確認するとともに、インドの共同研究者と打ち合わせを行った。「DESY THEORY WORKSHOP 2011」

(ハンブルク)にも参加し、研究発表を行った。また、MPIK メンバーおよび派遣者①（准教授）との

国際共同研究を本格的にスタートさせ、その成果を九州大学素粒子論研究室セミナー(2012 年 1 月 13

日)と MPIK グループセミナー(2012 年 2 月 7 日)において発表した。 

（具体的な成果） 

■査読付論文 

``Neutrino masses and mixing from S4 flavor twisting”, Hajime Ishimori, Yusuke Shimizu, 

Morimitsu Tanimoto, Atsushi Watanabe, Physical Review D83 (2011) 033004 

``Breaking Tri-bimaximal Mixing and Large  theta_{13}”, Yusuke Shimizu, Morimitsu Tanimoto, 

Atsushi Watanabe, Prog.Theor.Phys.126 (2011) 81-90. 

``The Glashow resonance at IceCube: signatures, event rates and pp vs. p\gamma interactions'', 

Atri Bhattacharya, Raj Gandhi, Werner Rodejohann, Atsushi Watanabe, JCAP 1110 (2011) 017.

``Relating large U_{e3} to the ratio of neutrino mass-squared differences'', Werner

Rodejohann, Morimitsu Tanimoto, Atsushi Watanabe,  Phys. Lett. B 710 (2012) 636  

``Atmospheric Sterile Neutrinos'', Takehiko Asaka, Atsushi Watanabe, Journal of High Energy 

Physics 1207 (2012) 112 

■海外研究機関・国際会議における研究発表 

○2011 年 2 月 25 日、NuHoRIzon2011, ハリシュチャンドラ研究所(HRI), 

 Allahabad, India, 「Higher dimensional seesaw」 

○2011 年 5 月 31 日, Planck2011, IST, リスボン,ポルトガル, 

「Seesaw in the bulk」 

○2011 年 6 月 23 日, NUSKY2011,ICTP,トリエステ, イタリア 

 「UHE neutrinos and the Glashow resonance」(speaker: Raj Gandhi) 

○2011 年 7 月 23 日, 頭脳循環研究成果発表会、新潟大学, 

「Ultra-high energy neutrinos and the Glashow resonance」 

○2011 年 9 月 29 日, DESY THEORY WORKSHOP 2011, DESY,ハンブルク,ドイツ, 

「Ultra-high energy neutrinos and the Glashow resonance」 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ドイツ、マックスプランク研究所、素粒子・

宇宙粒子物理部門、Manfred Lindner 教授 

 

８６日 

 

２２９日

 

  ０日  ３１５日
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派遣者④：  特任助教     

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

超対称模型における Higgs 粒子の物理と宇宙初期における軽元素合成、さらにスピン

3/2 の粒子の暗黒物質の可能性について研究した。 

○Higgs 粒子の物理に関しては超対称性の破れを伝える機構を Mirage mediation とし

た場合の Next-to-Minimal 超対称模型を考え、LHC で得られた結果を自然に説明でき

る事を示した。さらに偽の真空の条件を課しパラメータへの制限を明らかにした。 

○軽元素合成に関しては Minimal 超対称模型にレプトンフレーバーの破れを導入し、

リチュウム問題の解決するためには破れがどの程度の大きさ以下でなくてはならない

かを調べ、パラメータへの制限を明らかにした。 

○暗黒物質の候補としてスピン 3/2 の粒子の可能性を調べ始めた。観測と実験から得

られている残存量と相互作用の強さをもとにスピン 3/2 粒子が暗黒物質に成り得る

か、なり得たとして新たな物理が現れるスケールに関してどの程度の情報を得られる

かを目的として、現在も研究を継続している。この研究は MPIK の Kher-Sham Lim 氏と

金沢大学の派遣者②、新潟大学の派遣者⑥と共同で行なっている。 

  ○MPIK の多くの若手研究者と研究討論をすることにより、将来の新しい共同研究の芽

をいくつも生んでいる。 

 

（具体的な成果） 

■発表論文 

 ・Neutrino Mass and Proton Decay in a U(1)}_R Symmetric Model, 

Y.Morita, H.Nakano, T.Shimomura, arXiv:1212.4304 [hep-ph] (PTEP in press). 

・Allowed slepton intergenerational mixing in light of light element abundances, 

K.Kohri, S.Ohta, J.Sato, T.Shimomura, M.Yamanaka, 

Phys. Rev.D86, 095024 (2012). 

・TeV scale mirage mediation in NMSSM,  

T.Kobayashi, H.Makino, K.-i.Okumura, T.Shimomura, T.Takahashi, 

    JHEP 1301, 081 (2013) 

■国際会議における研究発表 

・２０１２年８月１７日、SUSY2012、北京大学、北京、中国   

「TeV scale mirage mediation in the NMSSM」 

・２０１２年９月２７日、DESY Theory workshop on "Lessons from the first phase of the LHC"、

ハンブルク、ドイツ 「TeV scale Mirage Mediation in the NMSSM」 

 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ドイツ、マックスプランク研究所、素粒子・

宇宙粒子物理部門、Manfred Lindner 教授 

 

０日

 

０日

 

３２０日 ３２０日
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派遣者⑤：  博士後期課程 3 年      

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

2011 年 5 月 2 日-2012 年 3 月 15 日の間、派遣先であるマックスプランク研究所(MPIK)

に滞在した。MPIK ではニュートリノと暗黒物質について研究している著名な研究者が多

数在籍する。特に T. Schwetz 博士、D. Schmidt 氏と暗黒物質の直接検出について議論、

情報交換し新しい共同研究を始めた。2011 年 7 月 11 日-14 日にスペインで開かれた国際

会議 FLASY11、2011 年 8 月 22 日-26 日にポルトガルで開かれ COSMO11 に参加、研究発表

を行い、2012 年 2 月 9 日にはスロベニアに赴きセミナーを行い、そこでの研究者との討

論により理解を深めた。以上の研究活動は今後始動する私のヨーロッパでの研究活動の

ために非常に有意なものとなる。Schwetz-Mangold 氏のグループと共同で、ニュートリ

ノの質量と混合が量子補正によって生成されるニュートリノ模型を考察し、その模型が

予言する暗黒物質の検証可能性について研究を行なった。その結果、暗黒物質と原子核

の有効相互作用を詳しく計算、評価した結果、質量ゼロの光子が媒介することにより大

きな散乱断面積を得ることが可能であることを見出した。さらに得られた検出率を直接

検出実験と比較することにより次世代直接検出実験である XENON1T により模型の広いパ

ラメータ領域を検証可能であると期待されるという結果を得た。 

 

（具体的な成果） 

■査読付論文 

○"Direct and Indirect Detection of Dark Matter" 

Y. Kajiyama, H. Okada, T. Toma, Eur. Phys. J. C71: 1688 (2011) 

○"Two Component Dark Matters in S4xZ2 Flavor Symmetric Extra U(1) 

Model", Y. Daikoku, H. Okada, T. Toma, PTP Vol. 126: No. 855 (2011) 

○"Direct Detection of Leptophilic Dark Matter in a Model with Radiative 

Neutrino Masses", D. Schmidt, T. Schwetz, T. Toma, 

arXiv:1201.0906 [hep-ph], Phys. Rev. D85 (2012)073009 

■海外研究機関・国際会議における研究発表 

○2011 年 7 月 12 日、FLASY11 (Flavor Symmetries and consequences in 

Accelerators and Cosmology), Valencia, Spain, 

「Indirect and Direct Detection of Dark Matter and Flavor Symmetry」 

○2011 年 8 月 23 日、COSMO11 (International Conference on Particle and 

Cosmology), Porto, Portugal, 「Direct Detection of Leptophilic Dark 

Matter in Radiative Seesaw Model」 

○2012 年 2 月 9 日、Jozef Stefan Institute セミナー, Ljubljana, Slovenia, 

「Direct Detection of Dark Matter in a Radiative Neutrino Mass Model」 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ドイツ、マックスプランク研究所、素粒子・

宇宙粒子物理部門、Manfred Lindner 教授 

 

０日

 

３２１日

 

０日 ３２１日
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派遣者⑥：  大学院博士後期課程２年   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

指導教員と共にマックスプランク研究所（MPIK)に滞在し、国際共同研究の基礎作りを行った。MPIK

の研究者との情報交換を通じ、ニュートリノ物理に関する様々なアプローチや物理観に触れることに

よって、研究活動を加速することができた。またスイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）に訪問し、

現在研究対象としている模型の発案者である M. Shaposhnikov 教授（EPFL）との右巻きニュートリノ

の実験検証及び宇宙バリオン数生成に関する現状、問題点を議論することによって、今後の研究の方

向性を決定することができた。一方、ニュートリノ質量や暗黒物質という問題に関して MPIK の研究

者と情報交換や議論を行い、国際共同研究の基盤作りを行った。特に、地上実験で観測可能な質量を

持つ右巻きニュートリノを想定し、加速器ニュートリノ実験においてその直接検証を議論した。結果

として、対象とした質量領域に対し過去に行われた検証実験と同程度以上の測定精度が期待されるこ

とを導き、将来の実験における直接検証の可能性を示唆した。一方、国際会議「DISCRETE 2012」（リ

スボン）など 6 つの会議に参加し、得られた成果の発表を 6 件行った。 

 

（具体的な成果） 

■査読付論文 

 "Kinetic equations for baryogenesis via sterile neutrino oscillation" 

  Takehiko Asaka, Shintaro Eijima, Hiroyuki Ishida 

  Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 02 (2012) 021 

“Heavy neutrino search in accelerator-based experiments” 

  Takehiko Asaka, Shintaro Eijima, Atsushi Watanabe 

  Journal of High Eenergy Physics, 1303 (2013) 125 

■海外研究機関・国際会議における研究発表 

○2012 年 6 月 8 日、NEUTRINO 2012、京都、日本 

 “Probing the baryon asymmetry of the universe by experimental searches of sterile neutrinos”

○2012 年 8 月 19, 20 日、Summer Institute 2012、日月潭、台湾 

 “Neutrinoless double beta decay in theνMSM” 

○2012 年 10 月 2 日、Japanese-German Symposium、金沢、日本 

 “Neutrino Masses and Baryon Asymmetry from Right-handed Neutrinos” 

○2012 年 12 月 4 日、DISCRETE 2012、リスボン、ポルトガル 

 “Neutrino mass and baryon asymmetry in two right-handed neutrino model” 

○2013 年 2 月 15 日、Higgs as a Probe of New Physics 2013、富山、日本 

 “Probing origins of neutrino masses and baryon asymmetry in kaon decays” 

○2013 年 3 月 4 日、KEK-PH 2013、茨城、日本 

 “Probing the origins of neutrino masses and baryon asymmetry of the universe” 

 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ドイツ、マックスプランク研究所、素粒子・

宇宙粒子物理部門、Manfred Lindner 教授 

 

０日

 

２１７日

 

８７日 ３０４日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

現地共同研究の責任者である新潟大学の派遣者①（准教授）をハイデルベルクに派遣

することにより、実験・観測に基づいた世代対称性の研究をすすめる。具体的には、ニ

ュートリノに関する世代対称性と宇宙バリオン数の関係を精査する。三年目の 終年度

には、研究成果を確実にするため金沢大学から助教を１名と新潟大学のポスドクを派遣

し、フレーバー物理の研究を進める。また、新潟大学研究グループが当研究所に送り出

しているポスドクは、Manfred Lindner 教授のポスドクとしてこの共同研究に参加し、

現地側で共同研究を支援する。日本側においては、新潟大学と金沢大学の研究連携を強

め、効果的にマックスプランク研究所と共同研究が進むよう研究者を招聘する。 

（２）成果の概要 

○派遣者①（准教授）が、スイスの Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 

における M. Shaposhnikov 教授との共同研究を開始した。 

○金沢大学では、マックスプランク研究所から院生を別途財源で 2 名短期間（一か月）

招聘し、共同研究を行った。 

○新潟大学から派遣した派遣者③（ポスドク）が、本プロジェクトの派遣期間終了し 

その間の研究活動の実績と成果が評価され、2012 年 1 月からマックスプランク研究所

の研究員として雇用され、共同研究体制が広がった。 

○金沢大学から派遣した派遣者⑤（大学院生）が本プロジェクトの派遣期間終了し、こ

の間の海外での研究活動が評価され、平成 24 年度からイギリスのダ―ラム大学のポス

ドクとして雇用されることが決定し、イギリスとの共同研究が始まった。 

○平成 24 年 10 月 1 日から 3 日まで Japanese-German Symposium on Neutrino, Dark 

Matter, Higgs and beyond the Standard Model を金沢で開催した。ハイデルベルク

のマックスプランク研究所の Rodejohann 研究員と同研究所所属の大学院生を含む若

手研究者５名及び頭脳循環プログラム関係者を含む日本人研究者・大学院生 54 名が

参加し、研究発表、共同研究の成果発表を行った。 

○主担当研究者は、これまでの研究成果を集大成して、８月に素粒子論研究者向けの非

可換離散対称性の専門書を日本の研究者と共同して Springer から出版した。 

○ 世 界 の フ レ ー バ ー 対 称 性 に 関 す る 第 一 線 の 研 究 者 が 集 う 第 3回 ワ ー ク シ ョ ッ プ 

"FLASY13 - third Workshop on Flavor Symmetries and Consequences in Accelerators 

and Cosmology, が2013年7月1日から7月5日まで新潟大学において開催され、ドイツよ

り7名、イタリアより3名、アメリカより3名、イギリスより3名、スイスより3名、フラ

ンスより2名などフレーバー研究の専門家が集まり、国際共同研究継続の展望が広がっ

た。 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

3 2 



様式１                                      (資料４) 

15 

資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査 読 がある場 合 、印 刷 済 及 び採 録 決 定 済 のものに限 って記 載 して下 さい。査 読 中 ・投 稿 中 のものは除 きます。 

・さらに数 がある場 合 は、欄 を追 加 して下 さい。 

・若 手 派 遣 研 究 者 が著 者 （又 は共 著 者 ）となっている場 合 、当 該 の著 者 名 に下 線 を付 してください。 

・共 同 研 究 の相 手 側 となる海 外 の研 究 機 関 の研 究 者 との共 著 論 文 等 には、文 頭 の番 号 に○印 を付 して下 さい。 

１ Variations on the Supersymmetric Q6 Model of Flavor, K.S.Babu, K.Kawashima and J.Kubo,

Phys. Rev. D 83 (2011) 095008, 査読有 

２ ○The Glashow resonance at IceCube: signatures, event rates and pp vs. p gamma interactions,

 Atri Bhattacharya, Raj Gandhi, Werner Rodejohann, Atsushi Watanabe, J CAP 1110, (2011)

017, 査読有 

３ Triangle Relation of Dark Matter, EDM and CP Violation in B0 Mixing in a Supersymmetric 

Q6 Model,Y.Kaburaki, K.Konya, J.Kubo and A.Lenz,Phys. Rev.D 84 (2011)016007, 査読有 

４ ○Cascade Textures and SUSY SO(10) GUT, A.Adulpravitchai, K.Kojima and R.Takahashi, 

JHEP, 1102(2011) 086, 査読有 

５ ○A4 Flavor Models in Split Seesaw Mechanism, A.Adulpravitchai and R.Takahashi, 

  JHEP 1109 (2011) 127, 査読有 

６ ○Vanishing Minors in the Neutrino Mass Matrix from Abelian Gauge Symmetries, T. Araki, 

J. Heeck and J. Kubo, JHEP 1207 (2012) 083, 査読有 

７ ○ Relating large U_{e3} to the ratio of neutrino mass-squared differences, Werner

Rodejohann, Morimitsu Tanimoto, Atsushi Watanabe, Phys. Lett. B 710(2012) 636, 査読有 

８ ○Direct Detection of Leptophilic Dark Matter in a Model with Radiative Neutrino Masses, 

D. Schmidt, T. Schwetz, T. Toma , Phys. Rev. D85 (2012) 073009, 査読有 

９ ○Multi-Component Dark Matter Systems and Their Observation Prospects, M.Aoki, M.Duerr, 

J.Kubo and H.Takano, Phys. Rev. D86 (2012) 076015, 査読有 

10  ○Blocking-inspired supersymmetric actions, G.Bergner, F.Bruckmann, Y.Echigo, 

 Y.Igarashi, J.M.Pawlowski and S.Schierenberg, Phys.Rev.D 87(2013) 094516, 査読有 

11 Observing Higgs boson production through its decay into gamma-rays, N.Bernal, C.Boehm, 

S.Palomares-Ruiz, J.Silk and T.Toma, Phys. Lett. B723 (2013) 100, 査読有 

12 An introduction to non-Abelian discrete symmetries for particle physicists, H.Ishimori, 

T.Kobayashi, H.Ohki, H.Okada, Y.Shimizu, M.Tanimoto, Springer (2012) 1-227, 査読有,著書

13 Non-Abelian discrete symmetry for flavors,  H.Ishimori, T.Kobayashi, H.Ohki, H.Okada, 

Y.Shimizu, M.Tanimoto,  Fortsch. Phys. 61 (2013) 441-465, 査読有  
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②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

 

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。

１ 
 
 
 

○ UHE neutrinos and the Glashow resonance, Atri Bhattacharya, ○ Raj Gandhi, Werner

Rodejohann, and Atsushi Watanabe, NUSKY2011, June 23, 2011, ICTP,トリエステ, イタリア,

口頭発表, 審査有 

２ ○Direct Detection of Leptophilic Dark Matter in Radiative Seesaw Model, D. Schmidt, T. 

Schwetz, ○T. Toma , COSMO11 (International Conference on Particle and Cosmology), August 

23, 2011,  Porto, Portugal, 口頭発表, 審査有 

３ ○Ultra-high energy neutrinos and the Glashow resonance, Atri Bhattacharya, Raj Gandhi, 

Werner Rodejohann, and ○Atsushi Watanabe, DESY THEORY WORKSHOP, September 29, 2011, DESY,

ハンブルク,ドイツ, 口頭発表, 審査有 

４ ○ Flavor symmetry relating large Ue3  to the neutrino masses, Werner Rodejohann, ○

Morimitsu Tanimoto, Atsushi Watanabe, Winter Conference on Particle Physics, Feb. 20, 2012, 

YongPyong, Korea, 口頭発表, 審査有 

５ ○ What is the impact of the observation of θ 13 on neutrino flavor structure ? Werner

Rodejohann, ○Morimitsu Tanimoto, Atsushi Watanabe, 第 25 回宇宙ニュートリノ研究会,宇宙

線研究所, March 29, 2012, 柏市, 日本, 口頭発表, 審査有 

６ ○Multicomponent dark matter system with nonstandard annihilation processes of dark matter, 

M.Aoki, M.Duerr, ○J.Kubo and H.Takano, Dark Matter, Unification and Neutrino Physics, July

10, 2012, South Dakota, USA, 審査有 

７ ○Multicomponent dark matter system with nonstandard annihilation processes,  ○ M.Aoki, 

M.Duerr, J.Kubo and H.Takano, Discrete2012, CFTP, リスボン,ポルトガル, December 23, 2012,

口頭発, 審査有 

８  

９  

10  

11  

12  

13  

 

 


