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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 R2216 
関連研究分野 

（分科細目コード）
4301 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

時空構造解明を目指すアトラス実験での若手研究者育成とネットワーク

構築（平成22年度） 

代表研究機関名 

神戸大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

大阪大学，九州大学 

 

主担当研究者氏名 
山崎祐司 

 

補助金支出額 

（平成22年度） 

 

28,736千円 

（平成 23 年度） 

 

  23,586千円 

（平成 24 年度） 

 

   22,744千円

（合計） 

 

      75,066 千円 

(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） 

        4人  

 

（平成23年度） 

        7人  

（     4人） 

（平成24年度） 

         7人  

（     4人） 

（合計） 

          10 人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

        2人  

 

（平成23年度） 

        5人  

（     2人） 

（平成24年度） 

         6人  

（     4人） 

（合計） 

           7 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） 

        1人  

 

（平成23年度） 

        1人  

（      1人） 

（平成24年度） 

         0人  

（     0人） 

（合計） 

           1 人  

 

 

 

 

 



様式１                                         

2 

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） 

この派遣プログラムは，欧州原子核研究機構(CERN)の 高エネルギー陽子衝突型加速器 LHC 

での国際共同実験アトラス(ATLAS)に共同研究として若手を現地で参加させることにより，

素粒子実験分野の次世代を担う若手研究者の育成および現地研究者とのネットワーク構築

を図るものである。 

LHC実験は現在稼働している唯一のエネルギーフロンティア素粒子実験で，素粒子実験にお

いて近年対北米で優位に立つヨーロッパの旗艦実験である。物理学の時空の理解を超える新

しい現象の発見が期待されている。 

世界中の精鋭が集まって行う数千人規模の大実験の一つであるATLAS実験は，共同研究内で

の競争が激しく日常の研究環境が競争的であること，新興国を含めた世界中の人材が集まる

中で，単なる言語能力を超えた，異なる文化的背景を持つ研究者をまとめ上げる力が必要で

あることから，一般の国際学術協力にも増して，将来の日本での素粒子実験分野で基幹的と

なる国際的人材の育成ができる。また，共同研究を通して，若手研究者同士の幅広い人脈が

でき，国際協力ネットワーク構築につながり，また将来日本での実験に世界の優秀な人材を

参加させるきっかけとなる。 

（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】 

1. 国際的人材の育成，ネットワーク構築について 

  派遣した全ての教員（准教授，助教）および博士後期課程学生が研究グループに属して，

アトラス実験内の作業グループで研究を行った。各研究グループは10数人から数十人の様々

な国籍の研究者（ほぼ全員が40代前半以下の若手）からなり，研究を進める上でこれら人材

と討議を重ねて進めていった。特に博士後期課程の学生は，博士研究のはじめからこれら環

境に投入されることにより，研究を大きく進め（資料1の2，資料4等），同時に国内での研

究環境よりはるかに高いコミュニケーション能力を身につけた。また助教は本補助金により

大学を離れて研究を行うことができ（資料2の2参照），より高度な研究課題にチャレンジす

ることにより国際的研究を発展させ，同時にコミュニケーション能力をさらに向上させた。

また，全員が研究を通して10人単位以上の「同僚」を作った。さらに，担当研究者が構築し

たネットワークを利用して他機関とのネットワーク構築を現在準備している。 

2. 将来の日本の実験に優秀な人材を参加させるきっかけについて 

  神戸大は本事業期間中の人材ネットワークを利用して，フランスの大学に留学した中国人

学生を博士研究員に迎えたが，大変優秀な人材である。また留学生受入も行った。また，大

阪大では学振外国人特別研究員の受け入れ，留学生の受入につながった。今後ともこのよう

なケースは増加すると思われる。この点では想定を上回る成果が得られた。 
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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） 

本事業では，LHC実験で時空の性質を探るため，人類未踏の高エネルギー新現象，特に理論

的に存在の確率が高いとされる，超対称性粒子，余剰次元の探索をする。探索感度の向上に

は背景事象となる電弱相互作用の精密理解が重要となるが，そのために W,Z粒子生成の精密

測定，トップクォークの精密測定も行う。これらの測定は衝突事象の検出器を安定動作させ

ることが大前提である。アトラス検出器の一部（ミューオントリガー，シリコン飛跡検出器

）の運転を担当し，データの理解，改良を行い，物理データ解析との両輪で進める。これら

により，派遣全員が論文作成の中核をなす。また，助教以上は指導的役割を果たす。 

新現象の発見により素粒子の理論に強い方向性が与えられ，それを超える物理の解明に大き

く前進する。また，国内で行われているニュートリノ振動の研究などと合わせて，欧州と我

が国の研究が融合して素粒子物理の革新につながる。これらは物理学における基本的な発見

であり，理科教育上のインパクト，一般に対する自然科学のインパクトも大きい。 

（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】 

1. 新現象探索について 

  LHC実験の運転延長 (資料3参照) に伴い事業期間中に計画より大量のデータが取得でき，

上記の超対称性，余剰次元に加えて，事業期間中にヒッグス粒子が発見できる可能性が高ま

った。このため，このため，派遣若手の新粒子探索研究をヒッグス粒子研究のW粒子崩壊過

程および4レプトン崩壊過程に絞った。これが功を奏し，2012年7月のヒッグス粒子発見（資

料4論文1-2），およびその後の詳細解析に大きく貢献した。現在詳細なデータ解析を論文に

まとめる作業を続けており，派遣若手が継続して研究の実質を担い（博士課程後期学生）あ

るいは主導的な役割を果たして(助教)いる。この点で本事業は期待を大きく上回る成果を上

げた。 

2. トップクォーク，W生成の精密測定，検出器理解について 

  トップクォークの解析では派遣若手が他の研究者一人とともに中心的役割を果たし，論文

7-8（資料４）にまとめた。同時に中心飛跡検出器の b クォーク同定精度を精密に検証し，

両輪の協力で精度を向上した。また，W測定の経験を生かしてヒッグス測定に切り込んだが

，その際ミューオントリガーの精密理解が役立つなど，期待を大きく上回る成果が出た。 

3. 分野の発展，一般への波及（資料4学会講演，および一般向け講演会(番号33-39)他） 

  ヒッグス粒子の発見に伴い，ヒッグス相互作用を詳しく調べるためのエネルギーフロンテ

ィア国際共同実験を日本で行うことが提案されているが，本事業の修了者はそこで研究を行

うに十分な国際感覚を持つ。また，ヒッグス粒子発見以前から素粒子実験の国際協同研究を

一般向けに解説する試みを行ってきたが，発見以降のインパクトは非常に大きく，講演会な
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どを行って研究を広く説明したところ,多数の参加を得て大きな反響があった。 

 

３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

ページは増やさないでください。  
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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 

 

本事業でアトラス実験に大量の若手を派遣したことにより，若手の育成に大きな成果が

出た。博士後期課程学生については特にその効果が大きく，数ヶ月以上の長期間継続し

て派遣することが重要であることがわかった。また，助教以上については本人の能力向

上だけでなく，継続して海外に派遣されることで研究に専念でき，より大きな研究成果

が生まれた。これらのことから，若手を本事業中と同等の規模で海外に継続して派遣で

きるよう，今後も経費を確保して続けていきたいと考える。現在その財源の確保のため

に，学内，学外両方の競争的資金に応募している。 

 

 

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） 

 

今後も上記のように引き続き様々な支援制度でアトラス実験を通して研究ネットワーク

の拡大を図っていく。具体的には，神戸大学では，若手が開拓したネットワークを生か

して新たにアトラス実験の参加機関に若手を派遣する計画を立てている。また，九州大

学では，本事業で派遣した若手研究者が中核となり，今後もアトラス実験に新たな若手

を派遣する計画を立てている。大阪大学も引き続き資金を獲得してアトラス実験に次世

代の博士後期課程学生を大きな規模で派遣する予定である。 

 

 

 

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 

 

若手のうち博士後期課程の学生は，派遣により著しい成長を見せた。この中の幾人かは

本事業の分野である素粒子実験の中核を担う可能性を持っている。 

また，助教，准教授については国際的視野と研究推進能力を持った人材として育ってお

り，多くが分野のリーダー格になると期待できる。 



様式１                                      (資料１) 

6 

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 

 

山崎
ヤマザキ

 祐司
ユ ウ ジ

 

 

担当研究者 

 

藏
クラ

重
シゲ

 久弥
ヒ サ ヤ

 

越智
オ チ

 敦彦
アツヒコ

 

花
ハナ

垣
ガキ

 和則
カズノリ

 

川越
カワゴエ

 清以
キヨトモ

 

 

 

 

神戸大学 

 

 

神戸大学 

神戸大学 

大阪大学 

九州大学 

 

 

理学研究科 

 

 

理学研究科 

理学研究科 

理学研究科 

理学研究院 

 

 

准教授 

 

 

教授 

助教 

准教授 

教授 

 

 

素粒子実験 

 

 

素粒子実験 

素粒子実験 

素粒子実験 

素粒子実験 

 

計５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 

スイス CERN研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 １機関 

Fabiola Gianotti 研究員 



様式１                                      (資料２) 

7 

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 

 

博士後期課程学生は，研究計画の内容，研究実績，研究能力（特に口頭発表）を見た。 

博士研究員，助教，准教授については採用時に高度な研究能力，問題解決能力，研究発表

能力を持つ人間を選んでいるので，研究計画の内容が合致していれば派遣若手研究者の対

象とした。 

選考には，担当研究者により選考委員会を構成し，派遣候補者が上記の基準に合致してい

るかをもとに，派遣者の選考，派遣期間の詳細な決定を行った。優秀な研究者には可能な

範囲内でできるだけ長期の派遣をするよう配慮した。 

 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

 

特に教育義務を負う助教，准教授の派遣は非常に難しいが，この間他の教員と教育義務を

融通し合うことを教授会等で認めてもらうことで対処した（九州大学教員）。また，教育

義務のない助教ポストを用意している神戸大では，それを活用した。 

いずれの場合にも，本事業では派遣先との行き来が自由であることにより，短期間の帰国

で様々な義務，事務手続きを行うことができ，これまでの同種の制度と比べて派遣に対す

るハードルを低くすることができた。 

 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

 

派遣人数は当初予定の 10 名から 7 名に減っている。その内訳は以下の通りである。 

(a) 本人の進路再考により，派遣開始した 1 名が派遣日数が 300 日に満たなかった。 

（博士後期課程学生，1 名） 

(b) 本人の進路再考により，予定していた 1 名を派遣不適と判断した。 

（博士後期課程学生，1 名） 

(c) 博士研究員の 1 名の派遣を予定していたが，当該研究員（科学研究費雇用）の専任

義務により本事業での海外滞在ができず，派遣を断念した。 

（博士研究員，1 名） 

 

ただし，本事業では派遣旅費が多くを占めたため，当初予定より減額された総事業費に

対しては，それに見合う規模の派遣ができた。 
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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 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

 

本事業の派遣若手研究者は，前述の通りそれぞれの研究テーマ（ヒッグス粒子探索，トッ

プクォーク探索，トリガー効率精密決定，飛跡検出器理解）を数十人の世界各国からの研

究者と協同で行い，それぞれの結果を論文にまとめるか，あるいは論文を準備中である。 

博士後期課程学生の４人のうち 1 人は学位取得し，現在外国に職を求めている。また残り

の 3 人は共同研究者と投稿論文の準備をしているが，研究者として派遣期間中に大きな成

長を遂げた。このうちの多くが将来素粒子実験の研究者として続けていけると考えている。 

また，助教，准教授のうち 2 人は新任であるが，本事業で経験を積んだことにより将来の

新しい国際共同研究に向けて主導的な役割を果たすと考えられる。特に九州大准教授は，

帰国後新たな国内での国際共同実験に九州大を代表して参加している。培ったマネージメ

ント能力を生かし，そこでの受入外国人との研究協力・ネットワーク構築に中心的役割を

果たす。また九州大の助教は今後もアトラス実験に現地参加して，ネットワーク構築を測

るとともに研究者としてスキルを磨いていく予定である。 

 

 

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。） 

 

本事業を開始した 22 年度と機をほぼ同じくして，神戸大学では若手研究者を海外派遣によ

り育成する取り組みを始めている。本事業はそのような取り組みが重要であることを機関

に認識させ，相乗効果を生んでいると考えられる。 

 

海外での研究実績は，本事業の研究分野である素粒子実験では非常に重視されている。多

くの実験が国際共同実験で，海外との人材の行き来がこれまでも行われているからである。

海外経験があることは非常に望ましく，海外の研究実績を重視するシステムはこの観点か

らすでに存在する。 

本事業は，その枠組みの中で評価される人材を着実に育成している。また，実際に本事業

は素粒子実験分野に不可欠ながらまだまだ不足している，日本においての海外の人材導入

を補うのに，大きな役割を果たしている。本事業参加研究室で外国人研究員，留学生が増

加しているのはその成果である。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①： 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） 

アトラス実験のミューオン初段トリガーの検出効率を，ミューオンの純度の高い２ミュ

ーオン事象を用いて決定し，W 粒子がミューオンに崩壊する事象の散乱断面積を精度よ

く求めることに応用する。派遣期間の後半および終了後は，ヒッグス粒子が２つの W 粒

子に崩壊する過程を用いた探索を，実験のデータ解析グループに所属して共同で行う。

（具体的な成果） 

ミューオントリガーの効率を非常に精度よく求め，国際会議発表のための論文にまとめ

る中心的役割を果たした。また，これにより低い横運動量領域での２ミューオントリガ

ーが不定性小さく使用できるようになり，ヒッグス粒子探索の発見感度を上げることに

成功し，また W 粒子の生成断面積測定において，測定精度を高めることにも成功した。

この結果は直接的には資料 4 の 4 編の論文に反映され，また間接的には数十編の論文作

成に使用された。またこの間データを取得するのに使用したミューオン初段トリガー装

置の安定運用を行い，共同研究に非常に大きく貢献した。 

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 

スイス・ジュネーブ，CERN 研究所，  

物理研究部，Fabiola Gianotti 

 

100 日

 

321 日

 

0 日 421 日

 

 派遣者②： 博士後期課程学生    

（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） 

トップクォーク対生成事象の断面積を測定する。トップクォークからの崩壊で生成され

た W が 2 つともレプトニック崩壊する事象を用いることで比較的純度の高いトップクォ

ークサンプルを抽出。さらに，ボトムクォークを同定することで純度の非常に高いサン

プルを生成し，背景事象による系統誤差の評価に影響されない測定を行う。これらはア

トラス実験のデータ解析グループに所属して共同で行う。 

（具体的な成果） 

0.7/fb のデータを使い，重心系エネルギー7TeV での陽子陽子衝突におけるトップクォー

ク対生成断面積を測定した。２つの孤立レプトンが存在する終状態を使い，さらにボト

ムクォーク起源のジェットを同定することにより，非常に高い S/N 比で信号候補事象を

選別し，系統誤差を抑制することに成功した。この際，トップクォーク対事象自身を用

いてボトムクォークジェット同定効率を測定する方法を CERN 滞在の研究者と討議しな

がら行った。これらの結果をアトラス実験全体の共同研究論文 2 編として発表した。 

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 

スイス・ジュネーブ，CERN 研究所，  

物理研究部，Fabiola Gianotti 

 

112 日

 

262 日

 

67 日 441 日
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 派遣者③： 博士後期課程学生    

（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） 

平成 23 年度は，派遣予定の研究員らとともにシリコン飛跡検出器のモニターを中心とし

た運転作業に従事する。平成 24 年度は，ヒッグス粒子がベクトルボゾン融合により生成

される過程を，ベクトルボゾンの反跳により生成される 2 ジェット事象でとらえる。ヒ

ッグス粒子の崩壊には 2 つの W 粒子に崩壊する過程を用いる。これらをアトラス実験の

データ解析グループに所属して共同で行う。 

（具体的な成果） 

シリコン飛跡検出器較正用データを用いて検出器の経年変化を追跡し，ノイズの原因が

センサーそのものに起因していることなどを突き止めた。またヒッグス生成解析では主

要な背景事象の一つであるトップクォーク対生成の理解をジェットの分布や数の精査か

ら試み，シミュレーションの問題点を発見するに至り，現在改良したバックグランド評

価を用いて論文を準備している。このほか事象選別改良，ヒッグスがボトムクォークに

崩壊する過程の研究も行った。 

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 

スイス・ジュネーブ，CERN 研究所，  

物理研究部，Fabiola Gianotti 

 

0 日

 

294 日

 

249 日 543 日

 

 派遣者④： 博士後期課程学生    

（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） 

W 粒子の生成の研究を発展させ，ヒッグス粒子の W 粒子対崩壊を用いて探索を行う。解

析計算ジョブの管理およびシミュレーションデータの準備を通して，解析を円滑に進め

ることでまず物理解析グループに貢献する。続いてバックグランドの評価の研究を行う。

系統誤差を減らすためのデータを用いた評価の研究を行う。 

（具体的な成果） 

解析計算ジョブの管理を行い，新粒子発見に物理解析を間に合わせることに大きく貢献

をした。2012 年末までの加速器運転全データを用いたデータ解析ではヒッグス粒子がほ

ぼ予想通り生成していることを３月の会議で暫定発表したが，その際，これまで見積の

甘かったバックグランドを，W 粒子から生成するレプトンの電荷の組み合わせがランダ

ムであることを利用して評価する手法を開発，検証した。この手法により系統誤差を減

らした結果が 終の論文に用いられる予定である。 

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 

スイス・ジュネーブ，CERN 研究所，  

物理研究部，Fabiola Gianotti 

 

0 日

 

0 日

 

322 日 322 日
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派遣者⑤： 博士後期課程学生    

（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） 

シリコン飛跡検出器のモニターに関するソフトウェアの整備を行い，検出器の円滑な運

転に貢献する。また，シリコンセンサーの全空乏化電圧に関する研究を CERN で研究を

行っている 他の SCT グループの研究者と協同で行う。 

（具体的な成果） 

これまでとは違う新しい手法として，ある一定のバイアス電圧時のセンサー内の空乏化

領域の厚さが空乏化電圧と関連することを用いて，空乏化領域の厚さを測定しようと試

みた。定量的な数値測定には成功していないが，定性的な理解を格段に進めることがで

きた。この手法を用いて，センサーの放射線ダメージを長期的にモニターする手法を提

案した。 

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 

スイス・ジュネーブ，CERN 研究所，  

物理研究部，Fabiola Gianotti 

 

0 日

 

0 日

 

303 日 303 日

 

派遣者⑥：  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） 

アトラス実験のシリコン半導体ストリップ検出器(SCT)の運転を担当する。本事業により

長期渡航が可能になったため，SCT 検出器の較正の活動を CERN 現地で統括し，高品質

のデータ取得を行う。また，物理解析では標準模型ヒッグス粒子の探索を，2012 年度時

点のデータ量でヒッグスを発見する能力が高く質量を測定できる，4 つのレプトンへ崩

壊するチャンネルで行う。 

（具体的な成果） 

検出器較正活動では，グループを統括し，SCT 検出器のノイズが高いチャンネルを

3.210 4 以下の非常に小さい割合に抑え，高品質のデータを取得することに成功した。

また，効率的に解析を進めるためにレプトンを 4 つ以上含む事象のみを取り出すフィル

ターを派遣者⑦と共に担当し，世界中の計算機センターで稼働させ，2012 年 7 月の新粒

子発見，およびその後のデータ解析を国際学会に間に合わせることに大きく貢献した。

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 

スイス・ジュネーブ，CERN 研究所，  

物理研究部，Fabiola Gianotti 

 

0 日

 

99 日

 

257 日 356 日
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派遣者⑦：  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） 

シリコンストリップ検出器(SCT)の運転，較正，オフラインソフトウェアの開発・維持，

データ解析による性能把握や内部検出器のアップグレードを主導的に進める。またヒッ

グスが 4 つのレプトンに崩壊する過程の探索を，物理解析グループと共同で進める。こ

の崩壊は質量が正確に測れる数少ない過程の一つである。特に崩壊粒子運動量領域での

事象取得効率の拡大に努める。 

（具体的な成果） 

SCT については，暗電流が大きくなり電圧が印加できなくなる問題の原因を突き止め，

休止中の電圧を下げることでこれに対処，検出器運転を続けることに成功した。 

ヒッグス粒子データ解析では，4 つのレプトンに崩壊する過程に注力した。派遣者⑥と

ともにデータの変換作業を進めるとともに，レプトンの検出効率や運動量などの系統誤

差を評価し，結果は 2012 年 8 月に出版された新粒子発見の論文に記載された。以降は解

析グループの解析用データ作成と系統誤差の評価の責任者となり，LHC 運転休止までに

取得した全データの解析を進めた。新粒子の信号の有意度を向上させ，標準模型ヒッグ

ス粒子と同じ，0 のスピンと正のパリティを新粒子が持つことを支持する結果を得た。

この結果は 2012 年 3 月に国際学会で公表された。現在もその 終結果の論文を準備中で

ある。 

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 

スイス・ジュネーブ，CERN 研究所，  

物理研究部，Fabiola Gianotti 

 

0 日

 

17 日

 

325 日 342 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 

LHC 実験は 2010 年 3 月に物理実験を開始し，2011 年まで重心系エネルギー 7TeV で約 1/fb 

の衝突データを取得する予定であったが，実際には加速器運転が好調であったことから，

2012 年度も重心系エネルギーを 8TeV に上げて継続して運転し，約 25/fb のデータを取得

した。このことにより，当初の計画にあった，実験初期の少ないデータ量で可能な物理事

象（W 粒子生成，トップクォーク，超対称性等）を研究の対象とするだけでなく，ヒッグ

ス粒子探索も行った。共同研究の開始時（22,23 年度）には，検出器の初期問題の解決，

より高精度の測定のための検出器の詳細な理解などを中心に研究を進め，それを基にデー

タ解析，論文作成を行った（23,24 年度）。 

研究は若手派遣研究者が現地の共同研究者と主体的に行ったが，担当研究者も週 1 回以上

のビデオ会議および現地に赴いての研究指導により，研究をバックアップした。また，事

業が 3 大学にわたるため，3 大学合同のビデオ会議による研究打ち合わせを月 2 回以上，

また実際に集まっての研究会を年に 2 回程度行い，派遣研究者同士，担当研究者同士の情

報を共有した。 

（２）成果の概要 

以下の物理事象に対する探索・測定および関連する検出器理解の研究を行った。 

トップクォーク生成断面積の精密測定（資料 4 の論文 7-8）：派遣者② 

2 レプトン終状態を用いてバックグランド少なく求めた。b クォークの同定確率の正確な算

出と組み合わせて，系統誤差を減らすことに成功した。 

W 粒子の精密測定（資料 4 の 4, 6）: 派遣者① 

散乱断面積の正確な測定に必要なミューオントリガー効率の精密決定を行った。また派遣

者①は関連してミューオン初段トリガーの安定運転のために様々な問題解決を行った。 

ヒッグス粒子の 2 つの W 粒子への崩壊を用いた探索：派遣者③，派遣者④，派遣者①  

派遣者④，派遣者①は生成断面積の不定性を減らすためのデータを用いたバックグランド

評価の新手法を開発し，系統誤差を減らした。派遣者③はベクトルボゾンとヒッグス粒子

との結合定数を不定性少なく決定できる 2 ジェットが前方に生成される過程のバックグラ

ンド評価，事象選別の改良を行った。これらの結果は資料 4 の論文 1,2 に発表されるとと

もに，現在より多いデータを用いたより精度の高い結果の論文を準備している。  

ヒッグス粒子の Z 粒子経由 4 レプトン崩壊による探索（資料 4 の論文 1,2）：派遣者⑦，派

遣者⑥  

特に派遣者⑦は全ての系統誤差を評価する責任者を務め，2012 年 7 月のヒッグス粒子発見

に大きく貢献した。現在 終結果の論文作成を行っている。 

シリコン中央飛跡検出器の安定動作と取得データの理解：派遣者③，派遣者⑤，派遣者⑥，

派遣者⑦ 

派遣者⑥は取得データのモニター責任者を担当し，ノイズの抑制を行った。派遣者③もこ

のデータモニターを担当した。派遣者⑦は安定運転のための問題解決を行った。派遣者⑤

はシリコンの空乏化層の厚みを測定し，放射線損傷との関係を調べた。 

 

（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 

1(開始予定) 1(開始予定) 
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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。 

 以下，ATLAS 共同研究からの論文の著者名は 3000 人程度に上るため，本事業の若手派遣
あるいは担当研究者で関連の深かった者のみ記す。  

① 論文  “Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the 
ATLAS detector at the LHC”, ATLAS collaboration, G. Aad, 花垣和則，川越清以，岸本巴，
藏重久弥，松下崇，越智敦彦，織田勧，岡村航，東城順治，山崎祐司他，雑誌名 Physics Letter 
巻 B716 ページ 1-29 発表年 2012 

② 論文  “A Particle Consistent with the Higgs Boson Observed with the ATLAS Detector at the 
Large Hadron Collider”, ATLAS collaboration, G. Aad, 花垣和則，川越清以，岸本巴，藏重
久弥，松下崇，越智敦彦，織田勧，岡村航，東城順治，山崎祐司他，雑誌名 Science 巻  338 
no. 6114 ページ 1576-1582 発表年 2012 

③ 論文  “Performance of the ATLAS Trigger System in 2010”, ATLAS collaboration, G. Aad, 藏
重久弥，松下崇，越智敦彦，山崎祐司他，雑誌名 European Physical Journal 巻  C72 ペー
ジ 1849（全 61 ページ）  発表年 2012 

④ 論文  “Measurement of the Muon Charge Asymmetry from W Bosons Produced in pp Collisions 
at √ s = 7 TeV with the ATLAS detector”, ATLAS collaboration, G. Aad, 藏重久弥，松下崇，
越智敦彦，山崎祐司他，雑誌名 Physics Letter 巻  B701 ページ 31-49 発表年 2011 

⑤ 論文  “Measurement of the differential cross-sections of inclusive, prompt and non-prompt J/ψ
production in proton-proton collisions at √ s = 7 TeV”, ATLAS collaboration, G. Aad, 藏重久
弥，松下崇，越智敦彦，山崎祐司他，雑誌名 Nuclear Physics 巻  B850 ページ 387-444 発
表年 2011 

⑥ 論文  “Measurement of the inclusive W+  and Z/ cross sections in the electron and muon 
decay channels in pp collisions at √ s = 7 TeV with the ATLAS detector”, ATLAS 
collaboration, G. Aad, 藏重久弥，松下崇，越智敦彦，山崎祐司他，雑誌名 Physical Review
巻  D85 ページ 072004 （全 39 ページ）  発表年 2012 

⑦ 論文  “Measurement of the top quark pair production cross section in pp collisions at s√=7 
TeV in dilepton final states with ATLAS”, ATLAS collaboration, G. Aad, 花垣和則，廣瀬穣他，
雑誌名 Physics Letter 巻 B707 ページ 459-477 発表年 2012 

⑧ 論文  “Measurement of the cross section for top-quark pair production in pp collisions at √ s = 
7 TeV with the ATLAS detector using final states with two high-pT leptons”, ATLAS 
collaboration, G. Aad, 花垣和則，廣瀬穣他，雑誌名 JHEP 巻 1205 ページ 059 （全 35 ペ
ージ）発表年 2012 

⑨ 論文  “Properties of jets measured from tracks in proton-proton collisions at center-of-mass 
energy s√=7 TeV with the ATLAS detector”, ATLAS collaboration, G. Aad, 川越清以他，雑誌
名 Physical Review 巻 D84 ページ 054001（全 27 ページ）  発表年 2011 

⑩ 論 文  “A study of the material in the ATLAS inner detector using secondary hadronic 
interactions”, ATLAS collaboration, G. Aad, 川越清以他，雑誌名 JINST 巻 7 ページ P01013
（全 34 ページ）  発表年 2012 

⑪ 論文  “Measurement of dijet production with a veto on additional central jet activity in pp 
collisions at √ s =7 TeV using the ATLAS detector”, ATLAS collaboration, G. Aad, 山崎祐司
他，雑誌名 JHEP 巻 1109 ページ 053 （全 36 ページ）  発表年 2011 
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⑫ 論文  “Measurement of ttbar production with a veto on additional central jet activity in pp 
collisions at √ s = 7 TeV using the ATLAS detector”, ATLAS collaboration, G. Aad, 花垣和
則，山崎祐司他，雑誌名 European Physical Journal 巻 C72 ページ 2043 （全 24 ページ） 発
表年 2012 

⑬ 論文  “Measurement of hard double-parton interactions in W (→  lnu) + 2 jet events at √ s = 7 
TeV with the ATLAS detector”, ATLAS collaboration, G. Aad, 山崎祐司他，雑誌名 New 
Journal of Physics 巻 15 ページ 033038 （全 39 ページ）  発表年 2013 

14 論文集中の論文 “Development of a Micro Pixel Chamber for the ATLAS Upgrade”, 越智敦
彦，Yasuhiro Homma, Hidetoshi Komai, Yuki Edo, Takahiro Yamaguchi, 論文集名 ”Proceedings 
of the 2nd International Conference on Technology and Instrumentation in Particle Physics 
(TIPP 2011)”, Physics Procedia, 巻  37, ページ  554-560, 発表年  2012 

⑮ 論文集中の論文 “Development of Micro Pixel Chamber with resistive electrodes”, 越智敦
彦，Yasuhiro Homma, Hidetoshi Komai, Yuki Edo, Takahiro Yamaguchi, R. de Oliveira, 論文集
名 ” 2nd International Conference on Micro Pattern Gaseous Detectors (MPGD2011)”, JINST 
巻  7, ページ  C05005 （全 10 ページ） , 発表年  2012 
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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。

 注１：本事業のアトラス共同実験に関する公式の国際会議発表は，共同実験を代表して
いるが，共同研究者の名前は記されず単名での発表である。このため，共同研究者の名
前がなくとも共同発表と見なし，○印をつけた。 
注３：本事業では特に一般への波及を重視し，多くの一般向け講演会で研究内容の広報
を行った。これについて主なものを「一般向け講演会」として 33 番以降に記した。 

① 発表者名  松下崇，発表題名 ”Onia production at ATLAS”, 学会名 Physics at LHC 2012, 開催
場所カナダ，バンクーバー，口頭発表，審査なし（招待講演），2012 年 6 月  

２ 発表者名  松下崇，発表題名「アトラス実験初年度の結果   －   標準模型の物理」，日本物
理学会年会，新潟大学，口頭発表，審査なし（招待講演），2011 年 3 月  

３ 発表者名  松下崇，発表題名「LHC の現状と Standard Model の物理」，日本物理学会秋季
大会，弘前大学，口頭発表，審査なし（招待講演），2011 年 9 月  

④ 発表者名  廣瀬穣，発表題名 ”ATLAS Top Properties”, 学会名 XX International Workshop on 
Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects, 開催場所ドイツ，ボン，口頭発表，審査な
し（招待講演），2012 年 4 月  

５ 発表者名  廣瀬穣，発表題名「ATLAS 実験における b-tagging を用いた top quark 対生成断
面積の測定」，日本物理学会年会，新潟大学，口頭発表，審査なし，2011 年 3 月  

６ 発表者名  廣瀬穣，発表題名「ATLAS 実験における dilepton 終状態、および b-tagging を
用いた ttbar 生成断面積の測定」，日本物理学会秋季大会，弘前大学，口頭発表，審査な
し，2011 年 9 月  

７ 発表者名  廣瀬穣，発表題名「ATLAS 実験における  dilepton 終状態及び  b-tagging を用
いた  top quark 対生成断面積測定」，日本物理学会秋季大会，京都産業大学，口頭発表，
審査なし，2012 年 9 月  

８ 発表者名  岡村航，発表題名「ATALS 実験シリコンストリップ飛跡検出器の較正」，日本
物理学会年会，関西学院大学，口頭発表，審査なし，2012 年 3 月  

９ 発表者名  岡村航，発表題名「LHC-ATLAS 実験における  VBF H→WW→ lν lν  を用いた
ヒッグス粒子の探索」，日本物理学会秋季大会，京都産業大学，口頭発表，審査なし，
2012 年 9 月  

⑩ 発表者名  東城順治，発表題名 ”Status of Higgs searches at ATLAS and CMS”, 学会名 FPCP 
2013: 11th Conference on Flavor Physics & CP Violation 2013, 開催場所ブラジル，ブジオ
ス，口頭発表，審査なし（招待講演），2013 年 5 月  

⑪ 発表者名  織田勧，発表題名 ” 125GeV Higgs at the LHC: h --> ZZ, WW”, 学会名 Higgs and 
Bejond, Tohoku Workshop on Higgs and Bejond, 開催場所  東北大学（国際学会），口頭発表，
審査なし（招待講演），2013 年 6 月  

12 発表者名  織田勧，発表題名「Prompt data reconstruction of the ATLAS experiment in 2011」，
日本物理学会年会，関西学院大学，口頭発表，審査なし，2012 年 3 月  

13 発表者名  織田勧，発表題名「LHC-ATLAS 実験における H→ZZ(*)→4l チャンネルを用い
たヒッグス粒子の探索」，日本物理学会秋季大会，京都産業大学，口頭発表，審査なし，
2012 年 9 月  
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14 発表者名  織田勧，発表題名「LHC-ATLAS 実験における X→ZZ(*)→4l チャンネルを用い
た新粒子の研究」，日本物理学会年会，広島大学，口頭発表，審査なし，2013 年 3 月  

⑮ 発表者名  岸本巴，発表題名 ”The ATLAS Muon Trigger Performance in pp collisions at 
sqrt(s)=8 TeV”, 学会名 EPS 2013, The 2013 European Physical Society Conference on High 
Energy Physics 場所スウェーデン，ストックホルム，ポスター発表，審査あり，2013 年 7
月  

⑯ 発表者名  岸本巴，発表題名 ” Measurement of Properties of the Higgs boson in bosonic 
channels using the ATLAS detector (including rare decays)”, 学 会 名 SUSY 2013, 21st 
International Conference on Supersymmetry and Unification of Fundamental Interactions 場所
イタリア，トリエステ，口頭発表，審査なし（招待講演），2013 年 8 月  

17 発表者名  遠藤理樹，発表題名「ATLAS 実験シリコンストリップ検出器の性能評価」，日
本物理学会年会，広島大学，口頭発表，審査なし，2013 年 3 月  

18 発表者名  山崎祐司，発表題名  “Results from ATLAS”, 会議名  2011 IPMU-YITP School and 
Workshop on Monte-Carlo Tools for LHC, 場所  京都大学基礎物理学研究所（国際学会），口
頭発表，審査なし（招待講演），2011 年 9 月  

19 発表者名  山崎祐司，発表題名  「LHC 実験 新の結果」 , 会議名「 ILC 夏の合宿 2012」 ,
場所  佐賀県武雄温泉，口頭発表，審査なし（招待講演），2012 年 7 月  

20 発表者名  藏重久弥，発表題名  “Highlights from ATLAS results”, 会議名 5th International 
Conference on “Fundamental Physics Using Atoms - Towards Better Understanding of our 
Matter Universe”, 場所  岡山大学（国際学会），口頭発表，審査なし（招待講演），2011 年
10 月  

21 発表者名  越智敦彦，発表題名  ”Development of Micro Pixel Chamber for ATLAS upgrade”, 
会議名  “2nd International Conference on Technology and Instrumentation in Particle Physics 
TIPP2011”, 場所  アメリカ合衆国，シカゴ，口頭発表，審査あり，2011 年 6 月  

22 発表者名  越智敦彦，発表題名  ”Development of Micro Pixel Chamber with higher resistive 
electrodes”, 会議名  “2nd International Conference on Micro Pattern Gaseous Detectors”, 場
所  神戸舞子ビラ（国際学会），口頭発表，審査あり，2011 年 9 月  

23 発表者名  越智敦彦，発表題名  “New Development of mu-PIC with Resistive Cathode and 
Capacitive Readout”, 会議名  “2012 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging 
Conference”, 場所  アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム，口頭発表，審査あり，
2012 年 11 月  

24 発表者名  越智敦彦，発表題名  ”Micro Pixel Chamber (μ-PIC) with resistive electrodes for 
spark reduction”, 会議名  “3rd International Conference on Micro Pattern Gaseous Detectors”, 
場所  スペイン・サラゴサ，口頭発表，審査あり，2013 年 7 月  

25 発表者名  越智敦彦，発表題名「高抵抗陰極型  mu-PIC の電場および構造の 適化」，日
本物理学会年会，広島大学，口頭発表，審査なし，2013 年 3 月  

26 発表者名  花垣和則，発表題名  “ATLAS Overview”，会議名  “International Workshop: Extra 
Dimensions in the Era of the LHC”, 場所  大阪大学（国際学会），口頭発表，審査なし（招
待講演），2011 年 12 月  

27 発表者名  花垣和則，発表題名  「ヒッグス探索の展望など」，会議名「余剰次元物理研究
会 2011」，  場所  大阪大学，口頭発表，審査なし（招待講演），2011 年 12 月  

28 発表者名  花垣和則，発表題名  「 新結果を踏まえたコライダー実験の将来展望」，日本
物理学会秋季大会，弘前大学，口頭発表，審査なし（招待講演），2011 年 9 月  

29 発表者名  花垣和則，発表題名  「ヒッグスボソンみたいな粒子の発見」，会議名「特定領
域「フレーバー物理の新展開」研究会 2012」，場所  奈良県吉野郡吉野町，口頭発表，審
査なし（招待講演），2012 年 7 月  

30 発表者名  花垣和則，発表題名「LHC におけるヒッグス研究の展望」，日本物理学会秋季
大会，京都産業大学，口頭発表，審査なし（招待講演）2012 年 9 月  

31 発表者名  花垣和則，発表題名  「Higgs-like to Higgs and Prospects」，会議名  基研研究会
「素粒子物理学の進展 2013」，京都大学基礎物理学研究所，口頭発表，審査なし（招待講
演），2013 年 8 月  
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32 発表者名  川越清以，発表題名  「ヒッグス粒子（？）の発見」，会議名「ビーム物理研究
会 2012」，場所  広島大学，口頭発表，審査なし（招待講演），2012 年 11 月  

33 一般向け講演会「巨大加速器でさぐる宇宙の始まり」，神戸大学百年記念館，講師：川越
清以，花垣和則，松下崇，廣瀬穣  他（松下，廣瀬はビデオ中継により講演），2011 年 3
月  

34 学内・一般向け講演会「LHC におけるヒッグス粒子探索  －  素粒子標準模型と質量の起
源」，神戸大学理学研究科，講師：藏重久弥  

35 一般向け講演会・ネット放送「「神の粒子」発見！？質量の謎「ヒッグス粒子」解説会」，
大阪大学理学研究科，講師：花垣和則，山崎祐司  他，2012 年 7 月  

36 一般向け講演会「新粒子（ヒッグス粒子？）発見」，講師：花垣和則，山崎祐司，藏重久
弥，越智敦彦他，第 1 回名古屋大学坂田・平田ホール  (2012 年 8 月 ), 第 2 回大阪大学佐
治敬三メモリアルホール  (2012 年 8 月 ), 第 3 回神戸大学百年記念館 (2012 年 9 月 ), 第 4
回九州大学箱崎キャンパス (2012 年 9 月 ) 

37 一般向け講演会「ヒッグスがなければ人類も存在しなかった…」，講師：花垣和則，工学
院大学，2013 年 1 月  

38 一般向け講演会「質量の起源ヒッグスを追う」，講師：花垣和則，大阪大学中之島センタ
ー，2013 年 1 月  

39 一般向け講演会「ヒッグス粒子  ～質量の謎～」，講師：山崎祐司，伊丹ルーテル教会，
2013 年 2 月  

 


