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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２７年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

R2406 
関連研究分野  

（分科細目コード）  

素粒子・原子核・宇宙線・  

宇宙物理（ 4301）  

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
新たに開発するレプトントリガーでせまる、素粒子の質量起源（平成２４年度）  

代表研究機関名 

京都大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

名古屋大学、東京大学  

 

主担当研究者氏名  
石野  雅也  

 

補助金支出額  

（平成 24年度）  

17,110,000 

円  

（平成 25 年度）  

21,240,000 

        円  

（平成 26 年度）  

24,020,000 

        円  

（合計）  

62,370,000 

          円  

(公募応募当初の「事業

計画調書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 24年度）  

   4       人  

 

（平成 25年度）  

    4      人  

（  4      人）  

（平成 26年度）  

   3         人  

（  1      人）  

（合計）  

       6       人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 24年度）  

      

  2   人  

 

（平成 25年度）  

    4      人  

（  2      人）  

（平成 26年度）  

     4       人  

（   3     人）  

（合計）  

        5       人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

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 24年度）  

      2   人  

 

（平成 25年度）  

      0    人  

（    0    人）  

（平成 26年度）  

        0    人  

（    0    人） 

（合計）  

       2        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）事業計画調書に記載した期待される成果の概要 

（事業計画調書（１０－１）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）  

素粒子研究やその近隣分野は、実験施設の大型化により、世界的規模の大型国際協力によって準備、建設、

運用が行われる様になった。LHC アトラス実験も世界から多くの研究者が集まり最先端の素粒子研究を行ってい

る。この様な大型国際共同研究で、  (1)重要な研究課題を  (2)組織だって行い  (3)切磋琢磨し優れた成果を

出し (4)論文としてまとめていく、４段階のプロセスをグループ全体に対してビジブルに行うことにより、国際的に認

識された研究者となる。本派遣事業の若手研究者がこれらを主体的に行うことが出来るように研究支援を行い、

将来を担う研究者に育つ様にする。  

 こうして国際的に認識された若手研究者は、次のステップに移り、より大きな重要な研究課題を国際的に託され

るようになり、自分の研究ばかりでなく、諸外国の研究者を束ねながら優れた結果をまとめあげることになる。この

様な国際協力において、優れた研究力量を有する研究者を輩出することが日本の学術水準の向上につながり、

日本の学術が世界規模で大きく振興することが可能になる。また、このような世界に通用する若手研究者を絶え

ることなく輩出してゆくことで、大型化する国際共同研究や次期計画に於いても日本が主要な地位を占めること

が出来る様になる。  

 本事業で派遣した若手研究者を事業終了後も、レビューを行いながら、国際共同研究で主要な研究を遂行で

きるようにサポートを行う。このことにより検証のみならず、派遣事業の投資効果を高めることも可能になる。また派

遣した若手研究者がアトラス実験を代表して国際学会で発表を行ったか否かの具体的な検証も行う。これは、研

究を主導的に行い高い評価を得た研究者のみが実験グループを代表して国際会議で発表することが出来る、と

いう実験グループ内部の審査基準を利用することにあたる。  

 

（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】  

 ハドロンコライダー加速器 LHCを使った実験においては，高性能のレプトントリガーを開発して物

理結果を導出するために，真に必要なイベントを選択的に選びだすことが実験を成功させるためのキ

ーポイントである．特に 2012年に発見したヒッグス粒子の性質の詳細を調べて，その結果から新しい

物理描像を描き出すために加速器が 10年に渡って増強され続けるが，その恩恵を 100%活かすためには

，本計画で取り扱ったレプトントリガーの性能を絶え間なく進化させ続ける必要がある．  

 本計画では電子トリガー，μトリガーに焦点をあて４つのプロジェクトを走らせた．想定されてい

るハードウエアの完成時期は各々異なっているが，それに応じた新技術の導入，プロトタイプの製作

，実機の建設を達成した．それと同時に，興味を同じくして CERNに集結している若手研究者との共同

研究を活発におこなうことができた．それらの活動を通じて，各人が属する CERNでの研究グループの

中で重要なポジションについて研究をリードするところまで成長することができた．具体的には，約

５００人からならなるミューオングループのオペレーションコーディネーターを２年間勤めた者，日
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本・ミシガン大学・マックス・プランク研究所の３拠点を結んだコラボレーションチームを立ち上げ

てそのリーダーを勤めている者，フランスの研究所と特に強い強力関係を結び，トリガー回路の開発

をおこない信頼関係を構築した者，等，各自，その活躍の場を活かして研究成果をあげるとともに，

目立った存在に成長した．コラボレーションの中でそれだけの信頼を，勝ち得るには本事業による長

期の派遣というアドバンテージが強く深く効いており，頭脳循環の最大の成果である．  

  ハードウエア設計における定期的な会合を招集することが本事業終了後も続いている，完成品の

コミッショニングを共同でおこなう，実験グループ内で成果発表を共同でおこなう，等の具体的な活

動をこれからも続けていくことで，次世代のプロジェクトにおいても，これらの若手研究者が活躍す

るための基盤を強化していける．  

 資料４ — ②に示したとおり，これらの成果を受け，実験コラボレーションを代表する形での学会発

表を託され，国際会議，国内学会等で成果を発表する機会も２０件以上かちとっている．各人が，コ

ミュニティーの中で充分に成果をあげたと認められたことの反映である．  
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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）事業計画調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  

（事業計画調書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び事業計画調書（１０－２）に記載した国

際共同研究において期待される成果概要）  

 

本研究課題で設定した LHC アトラス実験での国際共同研究で期待できる研究成果は、  

 [1] ヒッグス粒子を発見した後の素粒子物理学の最重要課題、「素粒子の質量起源」を実験的に

明らかにすることにある。 すべての物質の構成要素である素粒子の、その最も根本的な質量につい

て得る実験結果は、学問の地平をさらに一歩広げることのできる、学問の垣根をこえて世界的に重要

な成果である。  

 [2] 上記課題を達成するための絶対必要条件である、まったく新しいレプトントリガーシステム

を開発することである。 最新の電子技術をふんだんに取りこんで、過去にソフトウエアでゆっくり

とおこなっていた複雑なイベントパターン認識を、 IC チップ上で 5000 分の１の処理時間でおこなっ

てしまう、文字どおりケタ違いの技術の開発であり、広範な物理学実験への応用が可能で、汎用性の

高い方法論の確立が期待できる。  

 このように、素粒子物理学の最重要課題の追求と、それを達成するための汎用性のある技術開発が

与える学術的価値は  はかりしれないものである。長期的な視点でみても、これらの成果は歴史に残

るものであり、後世の教科書がその価値を雄弁に物語るであろう。  

 また短期的にみると、これらの成果は論文にまとめられ、同時に国際会議で発表される。素粒子研

究や宇宙など近隣分野に大きなインパクトがあるため多くの引用が期待出来る。この為、投稿雑誌の

インパクトファクターや引用数でその成果を検証できる。  

 

（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】  

ヒッグス粒子を発見した後，素粒子の質量獲得機構，いわゆるヒッグスメカニズムの検証は素粒子物

理学における最大の課題であり，その実現のためには高統計でヒッグス粒子の崩壊事象を蓄積し，そ

の分岐比を測定するのが王道のアプローチである．  

 期待できる成果  [1] については，ゲージ粒子への崩壊の確認，W/Z それぞれへの分岐比の測定，τ

レプトン対への崩壊率，b-クォーク対への崩壊率等の測定等の研究成果から，現在までの実験精度に

おいて，ヒッグス場による素粒子の質量獲得機構の解釈は正しいという結論を得た．しかしながら，

例えばヒッグス粒子の  b-クォーク対崩壊については大きな測定誤差が付随しており，さらに実験的

な検証を進めていく必要がある．これらの成果については，資料４ — ①にまとめたとおり，数多くの

論文として発表している．ヒッグス粒子の発見だけではなく，その後の実験的な精密検証により，ゲ

ージ粒子，レプトン粒子への崩壊率，素粒子の標準模型からのズレの程度についての議論，ヒッグス

粒子の生成過程を細かく場合わけして，素粒子との結合の強さを検討するアプローチ，ヒッグス粒子
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が予期せぬ形で崩壊をしていないことの検証，など，現在手元にある実験データで考えられる限りの

検証を進めることができた．  

 更にそのヒッグス粒子の数を実験的に蓄積して，精密科学を深めていくためのトリガー技術につい

ては，期待される成果の [2]によってプロトタイプ回路を開発して，最終的に用いられる回路開発へ

の道筋を明らかにすることができた．ヒッグス粒子と素粒子の結合定数を高精度で決定するためミュ

ーオントリガー技術については，本事業で開発された手法を技術設計書（ TDR)として発表することが

できた．電子トリガーについても，順調にテストボードの開発と，その実証試験が進み，それらの成

果を日本物理学会等で発表する，年に３回ある実験全体のコラボレーターの会合で成果発表をおこな

う，等の形で成果を提示している．  

 もともと本事業の申請書類を書いている時には，今までソフトウエアを利用して長い処理時間で実

現していた事象選択アルゴリズムを，ハードウエアトリガーとして実現する，という明確なコンセプ

トは持っていたが，それが本当に実現可能である実感は薄かったように思うが，この事業期間３年を

経て，重層的に，集中的に開発を進めたことで，当時かんがえていたコンセプトは本当に実現可能な

ものである，という実感を，我々の間でも，実験グループの研究者の間でも共有できるようになって

きた．今後のトリガー技術を考える上での，大きな転換点になったと思う．  
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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 

本頭脳循環の事業で達成した成果を基盤として，さらにμトリガー部分にフォカースし

て，蓄積データを 100 倍へと格段に伸長させ，素粒子の標準模型を超えた物理現象を実

験的に明らかにする事業を，次期，頭脳循環事業として提案する予定である． 

 この際，CERN と日本の各大学との１対１の関係を発展させる 1:N 型の関係（本事業で

採用した研究チームの形）ではなく，より多様な情報を有機的に結合した総合型トリガ

ーをデザインして実現するために，日本を軸にして，μトリガーに結合できる要素技術

が得意な世界中の大学をまきこんだμトリガー総合プロジェクトを立ち上げて，そこで

開発した技術，トリガー回路を，最終的に CERN に持ちこむという形態をとる，という発

想が生まれつつある． 

 

 

 

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） 

本事業での相手方，CERN 研究所との関係は緊密なものになり，若手研究者は CERN 研究

所の中で，あるいは，そこで進行中の大実験グループの中で，それぞれ重要な，あるい

は指導的な役割を与えられ，目立った存在として，現在も研究をリードしている．この

流れは更に次の世代の研究者へと引き継がれて行き，出張資金を将来も獲得できれば，

自然にその地位や，そこで得た信頼をキープしていける，良い流れの中にある． 

 

 

 

 

 

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 

本事業で支援した研究者の選択方法によって選抜された派遣若手研究者は，期待どおり

派遣先の研究所，実験チームの中でその実力を伸ばしており，チームの中で欠かせない

存在に成長し，現在も重要な役割を果たしている． 

 この事実から，研究をおこなう人材として明るい将来性を持っており，より発展的に

物理の進歩，サイエンスの進歩に貢献することが期待できる． 
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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  

イシノ  マサヤ  

石野  雅也  

 

担当研究者  

トモト  マコト  

戸本  誠  

 

カワモト  タツオ  

川本  辰雄  

 

 

 

 

 

 

計  3 名  

 

 

京都大学  

 

 

 

名古屋大学  

 

 

東京大学  

 

 

大学院理学研究科  

 

 

 

大学院理学研究科  

 

 

素粒子物理国際研

究センター  

 

 

准教授  

 

 

 

准教授  

 

 

准教授  

 

 

素粒子物理学

実験  

 

 

素粒子物理学

実験  

 

素粒子物理学

実験  

 

 

 

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  

 

イギリス  

 

イギリス  

 

バーミンガム大学・アトラス実験代表者  

 

リバープール大学・アトラスアップグレード

プロジェクト責任者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  ２  機関  

 

Dave Charlton 

 

Philip Allport 

 

Professo

r 

 

Professo

r 

 



様式１【公表】                                  （資料２) 

8 

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 

 

以下の５点を，選抜の際に重視した． 

 

 (1) これまでの素粒子実験、近隣分野での研究成果   

 (2) 得意とする研究分野が本研究目的に一致している   

 (3) 国際競争の中でスピード感を持って研究を遂行する能力   

 (4) 十分な英語の語学能力とプレゼンテーション能力の高さ   

 (5) 将来性   

 

助教・ポスドク・大学院生の中から選考した．(5)の将来性は、日本の素粒子物理研究を担う人

材となりうるか否かの長期的視点に立って判断した。過去につみあげてきた研究経験の多い助教

・ポスドクを優先するが、大学院生についてもこれまで日本でおこなった準備研究の成果を踏ま

えて選考の対象にした。   

 

（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。） 

 

京都大学の助教を派遣するためには，大学内で大学教育についての duty の果たし方を工夫

し，週に１回のものを避けて短期集中的なものを集中的に請け負うなどして，海外派遣を

可能にした．東京大学素粒子センターの助教については，学部教育の duty を請け負ってい

ないため，海外派遣をおこなうにあたっての問題は生じていない．ポスドク，大学院生で

派遣のための基準を満たして CERN に滞在した人々についても，特に派遣のために必要な工

夫なく，海外派遣が可能であった． 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

当初は６名の若手研究者を派遣予定であったが，以下により見直しを行った結果，最終的

な派遣者数は５名となった． 

①   H24 年度，ミューオン第２段階トリガーの研究のために派遣された名古屋大学・準派

遣者①が，高エネルギー加速器研究機構の助教に就任したため，派遣研究者を外れた．

また，ミューオン第３段階トリガーの研究をおこなっていた名古屋大学・準派遣者②は，

他のプロジェクトに取りくむ必要が出たため，派遣研究者を外れた．（２名減） 

②   H25 年度，ミューオン第２段階トリガーの研究のために名古屋大学・派遣者④を派遣，

ミューオン第３段階トリガーの研究推進のため京都大学・派遣者③を派遣．（２名増） 

③    ミューオントリガーの第３段階プロジェクトにおいて，申請時は，H24,H25 年度に MDT

検出器を使ったトリガーを研究し，H26 年度に別の若手研究者がその時点で最も有望で

将来性のある技術を応用した新しいトリガーの研究をするとしていた．実際には H25 年

度に MDT 検出器を使ったトリガーを実現するための TDC の開発が予想以上に進み，この

方法がより現実的な解になってきたため，新しいトリガー研究を行う新規派遣は１名と
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し（東京大学・派遣者⑤），人を変えずに同一研究者（派遣者③）による同一テーマで

の研究を推進した．（１名減） 

 

（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。）  

 

レプトントリガーの性能向上という成果をあげるために，派遣された各人がそれぞれの

プロジェクトを進めるコミュニティーの中で，重要な位置を占めるようになった．これ

は，いわゆる研究成果として論文に書けるようなこととは異なるが，各人が将来，国際

研究ネットワークの中で成果をあげていくための重要な基盤を作ることができた，と言

える． 

 約５００人からならなるミューオングループのオペレーションコーディネーターを

２年間勤めた者，日本・ミシガン大学・マックス・プランク研究所の３拠点を結んだコ

ラボレーションチームを立ち上げてそのリーダーを勤めている者，フランスの研究所と

特に強い強力関係を結び，トリガー回路の開発をおこない信頼関係を構築した者，等，

各自，その活躍の場を活かして研究成果をあげるとともに，目立った存在に成長してき

た．今後も旅費の工面さえ可能であれば，これらのコラボレーションを続けることは容

易に実現可能で，意義深い．素粒子実験分野で日本の地位をあげていく，大きな原動力

になる人々が育った． 

 

 

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。）  

 

若手研究者を長期間派遣し，科学的に価値のあるプロジェクトに従事させる，という本

事業における経験を経て，自分たちが持っている実力を海外の共同研究の場で充分に発

揮するための方法論が明確になってきた．今回，比較的多くの人数を集中的に CERN 研

究所に派遣してレプトントリガーという課題についての活動をしたことで，日本がこの

トピックに対して，積極的に今後も性能向上にとりくむためのフレームが構築できた．

特に，派遣された人たちが，各グループで成果をあげて信頼を勝ち得たことで，次世代

の若手研究者がグループに入りこみやすくなったことが，良い循環をもたらしている． 

 若手研究者を派遣した機関は，それぞれ，もともと，この CERN 研究所で従事してい

るプロジェクトを牽引しているため，今，「新たに」海外での研究実績を重視するシス

テムが構築された， ということは無く，今までどおり，我々の現場であるところの海

外で研究実績をあげること，海外の研究者と一緒に実験して成果をあげること，海外の

研究者をリードする立場にたって研究をすること，これらのことを高く評価している． 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 の み 非 公 表 】  ※派遣者毎に作成すること。 

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） 

アトラス検出器を構成している主要検出器、液体アルゴンカロリメーターのトリガー性

能を１０倍あげるための研究をしており、特にバックエンド電子回路の責任者としての

役割を果たしている。 

（具体的な成果）  

H24 年度、計算機上で開発した、電磁シャワー信号を取得してハドロン信号を除去する

カロリメタートリガーのアルゴリズムを VHDL 言語で書き換えて最新型の IC（FPGA)に読

みこめるような形に変換し、これをプロトタイプボード上に実装した（H25 年度夏）。

H24 年度に構築したテストベンチを利用して、検出器の一部を動作させて入力信号をト

リガーボードに送り、予定通りハドロン信号を排除する結果が得られるかのテストをし

た。少数の入力パターンについて、動作の確認は成功したが、実際にこのアルゴリズム

でデータ取得をするまでには、より多くのテスト入力のパターンでのチェックをおこな

う必要がある。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

スイス、 CERN、 LHC アトラス実験、  

Dr. Charlton 

124 日  277 日  0 日  401 日  

フランス、LAL オルセー研究所、ピエール

・マリー・キュリー大学、マルセイユ素粒

子物理センター、学会参加、情報収集等  

 

0 日  

 

  9 日  

 

0 日  

        

9 日  

スペイン、マドリード・オートノマ大学、 

学会参加、情報収集等  

0 日  6 日  0 日  6 日  

 

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） 

 ミューオントリガーの第１段階増強対策として，前年度までに開発した，背景事象を

効果的に削減するのに有効なトリガーアルゴリズムを現行のシステムに導入する．CERN

研究所において，検出器たちあげに関する責任者として これに関わる国内外の研究者を

率いる．特に新しい測定器からの信号と既存の測定器からの信号のタイミングを精密に

合わせると共に，テスト信号をつかった動作試験をおこなう． 

（具体的な成果） 

CERN 研究所 LHC 加速器による陽子ビーム衝突実験が再開されるまでに，本プログラムで

開発した，新しいトリガーアルゴリズムを実用できるものに完成させた．特にタイミン

グに関する調整は重要項目であり，１ナノ秒を切る精度で調整を完了した．数千種類の

テスト信号入力パターンのすべてに対して，正しい，意図通りのトリガー結果を発行す

ることを確認し，この新しいトリガーシステムの動作についての確証を得た． 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

スイス、 CERN、 LHC アトラス実験、 Dr 117 日  304 日  274 日  695 日  
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Allport 

アメリカ、シカゴ大学、学会参加、情報収

集等  

0 日  4 日  0 日  4 日  

モロッコ、KF.Hotel、学会参加、情報収集

等  

0 日  9 日  0 日  9 日  

イ ス ラ エ ル 、 テ ル ア ビ ブ 、 Weizmann 

Institute/TerAviv University、 学 会 参

加、情報収集等  

 

0 日  

 

  0 日  

 

7 日  

        

7 日  

ベトナム、クイニョン、 International 

Center for Interdisciplinary Sci 

ence and Education、学会参加、情報収集

等  

 

0 日  

 

  0 日  

 

10 日  

        

10 日  

 

派遣者③： 大学院生  

（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） 

ミューオントリガーの第３段階増強対策として，従来トリガー信号生成には使われてこ

なかった精密飛跡測定検出器を導入し，次世代ミューオントリガーアルゴリズムの開発

をおこなう。他の国際チームと協力・競争しつつ，自らの開発した回路の優位性を示す． 

（具体的な成果） 

平成 25 年度までに明らかにした運動量分解能を高めるためのトリガーアルゴリズムを，

実際の試験回路上に実現することに成功した．特に，μ粒子が測定器を通過してから精

密飛跡検出器が信号を発生するまでの時間を 0.3 ナノ秒の単位で測定する TDC という回

路が必要になるが，これを汎用回路開発 FPGA 基板上で実現することに成功した．時間精

度，微分・積分線型性などの基本仕様をテストし，要求を満たすものが開発できた．こ

のプロジェクトで開発された方法を利用していくことで，国際開発チームの中の合意が

取れそうな状況まで進んだ． 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

スイス、 CERN、 LHC アトラス実験、 Dr 

Allport 

0 日  215 日  261 日  476 日  

イ ス ラ エ ル 、 テ ル ア ビ ブ 、 Weizmann 

Institute/TerAviv University、 学 会 参

加、情報収集補助等  

 

0 日  

 

  0 日  

 

7 日  

        

7 日  

デンマーク、コペンハーゲン、ニールス・

ボーア研究所、学会参加、計画打合せ補助  

0 日  0 日  6 日  6 日  
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派遣者④： 大学院生  

（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） 

ミューオントリガーの第２段階増強対策として，新たに導入される内部ミューオン飛跡

検出器からの信号を使った，新しいトリガーアルゴリズムの開発を進める．前年度に動

作試験をおこなった回路を，最終的に大量生産していくための準備を推進する．また，

我々の開発するトリガー回路に対して入力信号を送る部分について，詳細な仕様を策定

する． 

（具体的な成果） 

平成 25 年度までに試験されたトリガー回路をベースに，最終的な回路図を完成させた．

また，上流の新しい入力信号を生成するアメリカチームとの間で，信号のやりとりの詳

細，データ形式，最大数などの取り決めを行った．これらの仕様を，実験グループ全体

の技術仕様書に記し，一般に公開することができた． 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

スイス、 CERN、 LHC アトラス実験、 Dr 

Allport 

0 日  73 日  251 日  324 日  

 

 

派遣者⑤： 大学院生  

（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） 

電子・光子トリガーの性能向上を目的として，前年度までに開発されたトリガーアルゴ

リズムを実際にテストするためのハードウエアを製作し，動作試験をおこなう．過去に

取得されたデータを入力信号として，トリガーレートがどのようにコントロールできる

のかを明らかにする． 

（具体的な成果） 

最終的な量産に向けたトリガー回路を開発し，平成 25 年度までに考案されたトリガーア

ルゴリズムを，その新しい回路上で実現することに成功した．また，過去のアトラス実

験で取得されたデータを利用して，それをテスト入力として再現し，予定通りの動作を

することを明らかにした． また，物理に対するインパクトも，その結果を利用して算

出し，２光子トリガーの閾値を 20GeV に抑えることで，20%以上，ヒッグス粒子を効率的

に収集できることを明らかにした． 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

スイス、 CERN、 LHC アトラス実験、  

Dr. Charlton 

0 日  0 日  336 日  336 日  

英国、オックスフォード、オックスフォー

ド大学、学会参加  

0 日  0 日  4 日  4 日  
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【参考】派遣期間が 300 日未満となり、最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 

 

準派遣者①： 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） 

ミューオントリガーの第２段階目の増強対策として平成３０年度より導入予定の新検出

器にたいする要求性能を明らかにする研究を進めている。アトラストリガーグループの

中でレベル１ミューオントリガー（現行システムとアップグレード後の両プロジェクト

について）の責任者として役割を果たしている。 

（具体的な成果）ヒッグス粒子が生成・崩壊した際に生じるミューオンを効率よくとら

えるために、閾値が 20GeV のミューオントリガーを対象に研究を進めた。その結果、明

らかにしたポイントは、新しく導入する検出器は精密な角度分解能（１ミリラジアン）

の分解能を達成しなければいけない、という事実である。  

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

スイス、 CERN、 LHC アトラス実験、  

Dr.Allport 

72 日  0 日  0 日  72 日  

 

 

 

 

 

準派遣者②： 大学院生  

（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） 

ミューオントリガーの第３段階目の増強準備として、ミューオンの精密飛跡検出器（ド

リフトチューブ）を初段のトリガー情報として用いるための基礎研究を進めた。グルー

プ内の複数の人が出してくるトリガー論理のアイデアを実際に回路として試作・テスト

する部分を担当している。 

（具体的な成果） 約５０万論理素子をもち、複雑な論理演算を可能とする FPGA を搭載

したテストボード上に、次の試験回路を試作した。ドリフトチューブのヒット擬似ヒッ

ト情報を受けて、その中に線分情報を見つけ出し、それを出力する。25 ナノ秒刻みで各

ドリフトチューブの信号を取り出して調度よいタイミングで線分を構成することには成

功したが、現在の論理だと、本物の他に、偽のタイミングでも線分をみつけてしまうこ

とが判明したので、今後この点を改良していく。 

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 24 年度  平成 25 年度  平成 26 年度  

スイス、 CERN、 LHC アトラス実験、  

Dr.Allport 

59 日  0 日  0 日  59 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 

平成 24 年にヒッグス粒子の発見について決着をつけた後は素粒子の質量起源が主要な研究課

題となる。   
この研究には多数のヒッグス粒子事象が必要であり、CERN は 1 年半  LHC の運転を止めた後、

平成  26 年  後半に輝度を 2 倍増強め、それを更に 2 倍に (平成  30 年 )、更に 5 倍に (平成  33 
年 )する。この高輝度環境で ヒッグス粒子事象を正確に高効率でとらえるために新しい技術を

もちいたレプトントリガーを開発する。  開発項目が多岐にわたるので、若手研究者と大学院院

生の各人が責任をもって各項目の研究を進め、担当  研究者は頻繁に  CERN に赴いて研究

成果の連携を指揮して計画を確実に達成する。  (1)カロリメタートリガー:10 倍の性能向上を

達成するアルゴリズムを開発する。現行システムより  10 倍細分化された検出器で電磁シャワ

ーの形をとらえる新しい手法を使い、電子起源の信号とジェット 起源の信号を区別するアルゴ

リズムを開発する。この判断基準は加速器の到達輝度によってその最適値が 変化することが予

想されるので、イベント多重度の変化を網羅した模擬データを用意し、輝度の関数でト リガー

条件を変化させる。実現すべきパターン認識アルゴリズムを明らかにした後は、それを最新の

大規  模  IC チップ上に実現してテストボード上でデバッグをおこない、その後、最終必要数

の 1%を作成して  アトラス本体のトリガーシステムに組み込む。宇宙線を利用した性能テス

ト、平成  26 年末のビームデー タによる性能評価をおこなって大量生産への道筋をつける。  
(2)ミューオントリガー:LHC の 3 段階の輝度増強計画、それぞれに異なるトリガーを導入し 10
倍の  性能向上を達成する。  (2-1):1 段階目対策として、これまでトリガーに利用していなか

っ た 既 存 の 測 定  器の位置情報を使い、ビーム衝突点から飛びこむミューオンだけを確実にと

らえるトリガーを完成させ  る。試運転の後、平成  26 年末の輝度増強時に実戦投入する。

(2-2):2 段階目対策として、ミューオン測  定器の改良を視野にいれたアルゴリズムの仕様を明

らかにした後、最終必要数の 1%相当するプロトタイ プを作成する。これをトリガーシステム

に組み込み、平成  26 年末の陽子衝突データによる性能評価を行  う。ここまでで 10 倍性能

の達成を目指す。 (2-3):3 段階目対策は、元来、飛跡精密測定の用途で設置された反応の時間

の長いドリフトチェンバーをトリガーに流用して、運動量分解能を飛躍的に高めて設定閾  値
よりも低い運動量の粒子を殺す方法を試みる。ラボテストでの動作検証までを行う。   
 

（２）成果の概要 

ヒッグス粒子を発見した 2012 年以降，素粒子の質量獲得機構，いわゆるヒッグスメカニズ

ムの検証が素粒子物理学における最大の課題となっている．その実現のためには高統計で

ヒッグス粒子の崩壊事象を蓄積し，その分岐比を測定するのが王道のアプローチである．  
 
 本事業の学術的な成果は２つある．１つはゲージ粒子への崩壊の確認，W/Z それぞれへ

の分岐比の測定，τレプトン対への崩壊率，b-クォーク対への崩壊率等の測定等の研究成

果であり，現在までの実験精度において，ヒッグス場による素粒子の質量獲得機構の解釈

は正しいという結論を得た．  
 もうひとつは，更なる統計の向上を目指すにあたり，必要となるトリガー技術について，

現在進行中の実験のためのμトリガーの改良が進んだこと，将来の電子トリガー・ミュー

オントリガーについてのプロトタイプ回路が開発され，最終的に用いられる回路開発への
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道筋を明らかにしたことである．ヒッグス粒子と素粒子の結合定数を高精度で決定するた

めのレプトントリガー技術が本事業で開発され，技術設計書（TDR)として成果を発表する

ことができた．  
 
 国際研究ネットワークの構築という観点では，レプトントリガーの性能向上という成

果をあげるために派遣された各人がそれぞれのプロジェクトを進める中で，それらのコ

ミュニティーにおける重要な位置を占めるようになった．これは，いわゆる研究成果と

して論文に書けるようなこととは異なるが，各人が将来，国際研究ネットワークの中で

成果をあげていくための重要な基盤を作ることができた，と言える．  
 約５００人からなるミューオングループのオペレーションコーディネーターを２年

間勤めた者，日本・ミシガン大学・マックス・プランク研究所の３拠点を結んだコラボ

レーションチームを立ち上げてそのリーダーを勤めている者，フランスの研究所と特に

強い強力関係を結び，トリガー回路の開発をおこない信頼関係を構築した者，等，各自，

その活躍の場を活かして研究成果をあげるとともに，目立った存在に成長してきた．今

後も旅費の工面さえ可能であれば，これらのコラボレーションを続けることは容易に実

現可能で，意義深い．素粒子実験分野で日本の地位をあげていく，大きな原動力になる

人々が育った．  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

２件 ２件 



様式１【公表】                                  (資料４) 

16 

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 
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論文名・著書名 等 
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１ 

Search for heavy Majorana neutrinos with the ATLAS detector in pp collisions at √s=8 TeV   ATLAS 

Collaboration, JHEP07(2015)162，査読有  

 
◎ 
２ 

Search for type-III  Seesaw heavy leptons in pp collisions at √s=8 TeV with the ATLAS Detector   

ATLAS Collaboration, Phys. Rev. D 92, 032001 (2015) ，査読有  

◎ 
３ 

Measurement of the top pair production cross-sect ion in 8 TeV proton--proton collisions using kinematic 

information in the lepton+jets final state with ATLAS, ATLAS collaborat ion,  Phys.  Rev.  D 91,  112013 (2015) ，査

読有  

◎ 
４ 

Search for invisible decays of  the Higgs  boson produced in associat ion with a hadronically decaying vector boson  

in  pp collisions at  √s=8 TeV with the ATLAS detector ,  ATLAS c o l labora t ion,     Eur.  Phys.  J.  C (2015) 75:337，査

読有  

◎ 
５ 

Search for long-l ived, weakly interacting particles that decay to displaced hadronic jets in  proton-proton 

collisions at √s=8 TeV with the ATLAS detector ,  ATLAS collaborat ion,     Phys. Rev. D 92, 012010 

(2015) ，査読有  

◎ 
６ 

Search for New Phenomena in Dijet Angular Distributions in Proton-Proton Collisions at √s=8 TeV 

Measured with the ATLAS Detector,  ATLAS collaborat ion,     Phys. Rev. Lett.  114, 221802，査読有  

 
◎ 
７ 

Search for low-scale gravity signatures in multi-jet final states with the ATLAS detector at 
√s=8 TeV ,  ATLAS collabora t ion,     JHEP 07 (2015) 032，査読有 

◎ 
８ 

Search for a new resonance decaying to a W or Z boson and a Higgs boson in the LL / Lν / 

νν+bb¯ final states with the ATLAS Detector ,  ATLAS collaboration,   Eur. Phys. J. C (2015) 

75:349，査読有  
◎ 
９ 

Combined Measurement of the Higgs Boson Mass in pp Coll isions at √s = 7 and 8 TeV with the 

ATLAS and CMS Experiments  ,  ATLAS collaboration,  Phys. Rev. Lett.  114, 191803，査読有  

 
◎ 
10 

Search for production of WW/WZ resonances decaying to a lepton, neutrino and jets in pp 

coll isions at √s = 8 TeV with the ATLAS detector ,  ATLAS collaboration,   Eur. Phys. J. C (2015) 

75:209，査読有  

 ◎ 
11 

Search for a Charged Higgs Boson Produced in the Vector-boson Fusion Mode with Decay 

H±→W±Z using pp Coll isions at √s=8 TeV with the ATLAS Experiment  ,  ATLAS collaboration,  

Phys. Rev. Lett.  114, 231801 (2015) ，査読有  
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◎ 
12 

Search for a Heavy Neutral Particle Decaying to eμ, eτ, or μτ in pp Collisions at √s=8 TeV with the 

ATLAS Detector ,  ATLAS collaboration,   Phys. Rev. Lett. 115, 031801 (2015) ，査読有  

 

 

 

◎ 
13 

Determination of spin and parity of the Higgs boson in the WW∗→eνμν decay channel with the ATLAS 

detector ,  ATLAS collaboration,     Eur. Phys. J.  C75 (2015) 231，査読有  

 
◎ 
14 

Evidence of Wγγ production in pp collisions at √s=8 TeV and limits on anomalous quartic gauge 

couplings with the ATLAS detector ,  ATLAS collaboration,     Phys. Rev. Lett.  115, 031802 (2015) ，

査読有  

 ◎ 
15 

Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair,  jets,  and 
large missing transverse momentum in √s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector ,  ATLAS 
collaborat ion,     Eur. Phys. J.  C75 (2015) 318，査読有  

◎ 
16 

Constraints on the off-shell Higgs boson signal strength in the high-mass ZZ and WW final states with 
the ATLAS detector  ,  ATLAS collaboration,    Eur. Phys. J.  C (2015) 75:335，査読有  

◎ 
17 

A search for high-mass resonances decaying to τ+τ− in pp collisions at √s=8 TeV with the ATLAS 
detector  ,  ATLAS collaboration,      JHEP07(2015)157，査読有  

◎ 
18 

Differential top--antitop cross-section measurements as a function of observables constructed from 
final-state particles using pp collisions at √s=7 TeV in the ATLAS detector ,  ATLAS collaboration,     
JHEP 06 (2015) 100，査読有  

◎ 
19 

Search for massive supersymmetric particles decaying to many jets using the ATLAS detector in pp 
collisions at √s=8 TeV ,  ATLAS collaboration,     Phys. Rev. D 91, 112016 (2015) ，査読有  

◎ 
20 

Search for a CP-odd Higgs boson decaying to Zh in pp collisions at √s=8 TeV with the ATLAS detector
  ,  ATLAS collaboration,     Physics Letters B 744 (2015) 163-183，査読有  

◎ 
21 

Search for new phenomena in f inal states with an energetic jet and large missing transverse 
momentum in pp coll isions at √s=8 TeV with the ATLAS detector ,  ATLAS collaboration,       
Eur. Phys. J. C (2015) 75:299，査読有  

◎ 
22 

Observation of top-quark pair production in association with a photon and measurement of the 
tt¯γ production cross section in pp coll isions at √s=7 TeV using the ATLAS detector ,  ATLAS 
collaborat ion,       Phys. Rev. D 91, 072007 (2015) ，査読有  

◎ 
23 

Measurement of the ttbar and lepton charge asymmetry in di lepton events in √s=7 TeV data with 
the ATLAS detector ,  ATLAS collaboration,       JHEP 05 (2015) 061，査読有  

◎ 
24 

Search for direct production of charginos and neutral inos decaying via the 125 GeV Higgs boson 
in √s=8 TeV pp coll isions with the ATLAS detector ,  ATLAS collaboration,        Eur. Phys. J. C 
(2015) 75:208，査読有  

◎ 
25 

Evidence for the Higgs-boson Yukawa coupling to tau leptons with the ATLAS detector ,  ATLAS 
collaborat ion,       JHEP 04 (2015) 117，査読有  

◎ 
26 

Search for pair-produced long-l ived neutral particles decaying to jets in the ATLAS hadronic 
calorimeter in pp coll isions at sqrt(s) = 8 TeV  ,  ATLAS collaboration,       Physics Letters B 
743 (2015) 15-34，査読有  

◎ 
27 

Search for Higgs and Z Boson Decays to J/ψ gamma and &Υ(nS) gamma with the ATLAS 
Detector ,  ATLAS collaboration,       Phys. Rev. Lett. 114 (2015) 121801，査読有  
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◎ 
28 

Search for squarks and gluinos in events with isolated leptons, jets and missing transverse 
momentum at √s=8 TeV with the ATLAS detector   ,  ATLAS collaboration,     
JHEP04(2015)116，査読有  

◎ 
29 

Search for Scalar Charm Quark Pair Production in pp Coll isions at √s=8 TeV with the ATLAS 

Detector    , ATLAS collaboration,      Phys. Rev. Lett. 114, 161801 (2015) ，査読有  

◎ 
30 

Identif ication and energy calibration of hadronically decaying tau leptons with the ATLAS 

experiment in pp coll isions at √s=8 TeV     , ATLAS collaboration,       Eur. Phys. J. C75 

(2015) 303，査読有  
◎ 
31 

Search for charged Higgs bosons decaying via H+- -→ tau +- nu in ful ly hadronic f inal states 

using pp coll ision data at √s = 8 TeV with the ATLAS detector     ,  ATLAS collaboration,       

JHEP03 (2015) 088，査読有  

◎ 
32 

Observation and measurements of the production of prompt and non-prompt J/ψ mesons in 

association with a Z boson in proton-proton coll isions at √s = 8 TeV with the ATLAS detector  , 

ATLAS collaboration,        Eur. Phys. J. C75 (2015) 229，査読有  
◎ 
33 

Measurement of spin correlation in top-antitop quark events and search for stop quark pair 

production in proton-proton coll isions at √s = 8 TeV using the ATLAS detector    , ATLAS 

collaboration,       Phys. Rev. Lett.  114, 142001 (2015) ，査読有  
◎ 
34 

Centrali ty and rapidity dependence of inclusive jet production in sqrt(s_NN) = 5.02 TeV 

proton-lead coll isions with the ATLAS detector   , ATLAS collaboration,        Phys. Lett. B 

748 (2015) 392-413，査読有  
◎ 
35 

Observation and measurement of Higgs boson decays to WW∗ with the ATLAS detector     , 

ATLAS collaboration,       Phys. Rev. D 92, 012006 (2015) ，査読有  

◎ 
36 

Measurement of the transverse polarization of &Λ; and anti-&Λ; hyperons produced in 

proton-proton coll isions at √s=7 TeV using the ATLAS detector    ,  ATLAS collaboration,        

Phys. Rev. D. 91, 032004 (2015) ，査読有  
◎ 
37 

Search for anomalous production of prompt l ike-sign lepton pairs at √s=8 TeV using the ATLAS 

detector    , ATLAS collaboration,        JHEP 03 (2015) 041，査読有  

◎ 
38 

Searches for heavy long-l ived charged particles with the ATLAS detector in proton-proton 

coll isions at sqrt(s) = 8 TeV    , ATLAS collaborat ion,        JHEP01(2015)068，査読有  

◎ 
39 

Search for new phenomena in events with three or more charged leptons in pp coll isions at √s=8 

TeV with the ATLAS detector     , ATLAS collaboration,       JHEP Accepted，査読有  

◎ 
40 

Measurements of the nuclear modification factor for jets in Pb+Pb coll isions at sqrt{NN}=2.76 

TeV with the ATLAS detector    , ATLAS collaboration,        Phys. Rev. Lett.  114 (2015) 

072302，査読有  
◎ 
41 

Measurement of three-jet production cross-sections in pp coll isions at 7 TeV centre-of-mass 

energy using the ATLAS detector     , ATLAS col laboration,       Eur. Phys. J. C (2015) 75，

査読有  
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◎ 
42 

Search for new phenomena in events with a photon and missing transverse momentum in pp 

coll isions at √s=8 TeV wi th the ATLAS detector    , ATLAS collaboration,        Phys. Rev. D 

91, 012008 (2015) ，査読有  

◎ 
43 

Measurement of the inclusive jet cross-section in proton--proton coll isions at √s=7~TeV using 

4.5~fb−1 of data with the ATLAS detector    , ATLAS collaboration,          

JHEP02(2015)153，査読有  
◎ 
44 

Measurement of the WW+WZ cross section and l imits on anomalous triple gauge couplings using 

final states with one lepton, missing transverse momentum, and two jets with the ATLAS 

detector at sqrt(s) = 7 TeV    , ATLAS collaboration,        JHEP01(2015)049，査読有  

◎ 
45 

Search for invisible partic les produced in association with single-top-quarks in proton-proton 

coll isions at √s = 8 TeV with the ATLAS detector    , ATLAS collaboration,           Eur. 

Phys. J. C (2015) 75:79，査読有  

◎ 
46 

Search for the Xb and other hidden-beauty states in the π+π−Υ(1S) channel at ATLAS    , 

ATLAS collaboration,             Physics Letters B 740 (2015), pp. 199-217，査読有  

◎ 
47 

Search for dark matter in events with heavy quarks and missing transverse momentum in pp 

coll isions with the ATLAS detector    , ATLAS collaboration,           Eur. Phys. J. C (2015) 

75:92，査読有  
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48 

Search for W′→tb¯ in the lepton plus jets f inal state in proton-proton coll isions at a 

centre-of-mass energy of √s = 8 TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,             

Physics Letters B 743 (2015) 235-255，査読有  
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49 

Search for s-channel single top-quark production in proton-proton coll isions at √s=8 TeV with the 

ATLAS detector    , ATLAS collaboration,           Phys.Lett. B740 (2015) 118，査読有  

◎ 
50 

Measurements of the W production cross sections in association with jets with the ATLAS 

detector   , ATLAS collaboration,            Eur. Phys. J. C (2015) 75:82，査読有  
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Search for resonant diboson production in the ℓℓqq final state in pp coll isions at sqrt{s}=8 TeV 
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Measurement of Higgs boson production in the diphoton decay channel in pp coll isions at 
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7~TeV proton-proton coll isions with the ATLAS detector , ATLAS collaboration,     

JHEP10(2014)141，査読有  

◎ 
73 

Flavour tagged time dependent angular analysis of the Bs→J/ψ phi decay and extraction of Delta 

Gammas and the weak phase phis in ATLAS  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. D. 90, 

052007 (2014) ，査読有  

◎ 
74 
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at √s = 7 TeV using the ATLAS detector, ATLAS collaboration,       Phys. Rev. D 90, 072004，

査読有  

◎ 
83 

Search for the direct production of charginos, neutral inos and staus in f inal states with at least 

two hadronically decaying taus and missing transverse momentum in pp coll isions at √s = 8 TeV 

with the ATLAS detector ,  ATLAS collaboration,      JHEP10(2014)096，査読有  

◎ 
84 

A neural network clustering algorithm for the ATLAS sil icon pixel detector  ,  ATLAS 

collaboration,     JINST 9 (2014) P09009，査読有  

◎ 
85 

Comprehensive measurements of t-channel single top-quark production cross sections at sqrt(s) 

= 7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS collaborat ion,        Phys. Rev. D. 90, 112006 

(2014) ，査読有  

◎ 
86 

Search for the Standard Model Higgs boson decay to mu+mu- with the ATLAS detector   , 

ATLAS collaboration,    Physics Letters B 738 (2014) 68-86，査読有  

◎ 
87 

Measurement of the ttˉ production cross-section using eμ events with b-tagged jets in pp 

coll isions at √s=7 and 8 TeV with the ATLAS detector   , ATLAS collaboration,    Eur.Phys.J. 

C74 (2014) 3109，査読有  

◎ 
88 

Search for Higgs Boson Pair Production in the γγbb¯ Final State using pp  Col l ision Data at √s=8 

TeV from the ATLAS Detector   , ATLAS collaborat ion,    Phys. Rev. Lett. 114, 081802 

(2015) ，査読有  

◎ 
89 

Search for WZ resonances in the ful ly leptonic channel using pp coll isions at √s = 8 TeV with the 

ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Lett. B (2014) pp. 223-243，査読有  

◎ 
90 

Measurement of the Higgs boson mass from the H→γγ and H→ZZ∗→4ℓ channels with the ATLAS 

detector at the LHC  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. D. 90, 052004 (2014) ，査読有  

◎ 
91 

Measurement of the Z/γ∗ boson transverse momentum distribution in pp coll isions at √s = 7 TeV 

with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     JHEP09(2014)145，査読有  

◎ 
92 

Measurement of inclusive jet charged particle fragmentation functions in Pb+Pb coll isions at 

√sNN= 2.76 TeV with the ATLAS detector , ATLAS collaboration,      Physics Letters B 739 

(2014) 320-342，査読有  

◎ 
93 

Search for direct pair production of the top squark in al l-hadronic f inal states in proton--proton 

coll isions at √s=8TeV with the ATLAS detector , ATLAS collaboration,      JHEP 09 (2014 ) 

015，査読有  
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◎ 
94 

Measurement of the underlying event in jet events from 7 TeV proton-proton coll isions with the 

ATLAS detector , ATLAS collaboration,      Eur.Phys.J. C74 (2014) 2965，査読有  

◎ 
95 

et energy measurement and its systematic uncertainty in proton--proton coll isions at √s=7~TeV 

with the ATLAS detector ,  ATLAS collaboration,      Eur. Phys. J. C (2015) 75:17，査読有  

◎ 
96 

Search for squarks and gluinos with the ATLAS detector in f inal states with jets and missing 

transverse momentum using 20.3 fb−1 of √s=8 TeV proton-proton coll ision data     , ATLAS 

collaboration,  JHEP09(2014)176，査読有  

◎ 
97 

Light-quark and gluon jet discrimination in pp coll isions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS 

detector  , ATLAS collaboration,     Eur. Phys. J. C (2014) 74: 3023，査読有  

◎ 
98 

Evidence of electroweak production of WWjj In pp coll isions at √s=8 TeV with the ATLAS 

detector   , ATLAS collaboration,    Phys. Rev. Lett. 113, 141803，査読有  

◎ 
99 

Search for supersymmetry in events with four or more leptons in √s = 8 TeV pp coll isions with 

the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. D. 90, 052001 (2014) ，査読有  

◎ 
100 

Search for microscopic black holes and string balls in f inal states with leptons and jets with the 

ATLAS detector at √s=8 TeV  , ATLAS collaboration,     JHEP08(2014)103，査読有  

◎ 
101 

Search for High-Mass Dilepton Resonances in pp Coll isions at √s = 8 TeV with the ATLAS 

Detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. D. 90, 052005 (2014) ，査読有  

◎ 
102 

The monitoring and data quality assessment of the ATLAS l iquid argon calorimeter   , ATLAS 

collaboration,    JINST 9 (2014) P07024，査読有  

 

◎ 
103 

Measurement of the central i ty and pseudorapidity dependence of the integrated ell iptic f low in 

lead- lead coll isions at √sNN = 2.76 TeV with the ATLAS detectorr  ,  ATLAS collaboration,     

Eur. Phys. J. C (2014) 74: 2982，査読有  

◎ 
104 

Operation and performance of the ATLAS semiconductor tracker  , ATLAS collaboration,     

JINST 9 (2014) P08009，査読有  

◎ 
105 

Measurement of the cross section of high transverse momentum Z→bb¯ production in 

proton--proton coll isions at $\sqrt{s}=8 TeV$ with the ATLAS Detector  , ATLAS collaboration,     

Physics Letters B 738 (2014) 25-43，査読有  

◎ 
106 

Measurement of χc1 and χc2 production with √s=7~TeV pp coll isions at ATLAS     , ATLAS 

collaboration,  JHEP07(2014)154，査読有  
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◎ 
107 

Muon Reconstruction Efficiency and Momentum Resolution of the ATLAS Experiment in 

Proton-Proton Coll isions at √s = 7 TeV in 2010   , ATLAS collaboration,    Eur. Phys. J. C 

(2014) 74:3034，査読有  

◎ 
108 

Search for supersymmetry at √s= 8 TeV in f inal states with jets and two same-sign leptons or 

three leptons with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     JHEP06(2014)035，査読有  

◎ 
109 

Electron reconstruction and identif ication efficiency measurements with the ATLAS detector 

using the 2011 LHC proton--proton coll ision data   , ATLAS collaboration,    Eur. Phys. J. C 

(2014) 74:2941，査読有  

◎ 
110 

Measurement of the parity violating asymmetry parameter &α;b and the hel icity amplitudes for 

the decay &Λ;B → J/ψ &Λ;0 with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. 

D.89.092009，査読有  

◎ 
111 

Measurement of the low-mass Drell-Yan differential cross section at sqrt(s)=7 TeV using the 

ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     JHEP 06 (2014) 112，査読有  

◎ 
112 

Search for dark matter in events with a Z boson and missing transverse momentum in pp 

coll isions at √s=8~TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,       Phys. Rev. 

D. 90, 012004 (2014) ，査読有  

◎ 
113 

Search for top quark decays t→ qH with H→γγ using the ATLAS detector , ATLAS collaboration,      

JHEP06(2014)008，査読有  

◎ 
114 

Search for direct production of charginos, neutral inos and sleptons in f inal states with two 
leptons and missing transverse momentum in pp coll isions at √s~=~8 \,TeV with the ATLAS 
detector , ATLAS collaboration,      JHEP05(2014)071，査読有  

◎ 
115 

Measurement of the 4l Cross Section at the Z Resonance and Determination of the Branching 

Fraction of Z→4l in pp Coll isions at √s = 7 and 8 TeV with ATLAS   , ATLAS collaboration,    

Phys. Rev. Lett.  112, 231806 (2014) ，査読有  

◎ 
116 

Search for direct top squark pair production in events with a Z boson, b-jets and missing 

transverse momentum in sqrt(s) = 8 TeV pp coll isions with the ATLAS detector  , ATLAS 

collaboration,     Eur. Phys. J. C (2014) 74:2883，査読有  

◎ 
117 

Search for direct top squark pair production in f inal states with two leptons in √s = 8 TeV pp 

coll isions with the ATLAS detector   , ATLAS collaboration,    JHEP06(2014)124，査読有  

◎ 
118 

Measurement of event-plane correlations in √sNN = 2.76 TeV lead-lead coll isions with the 

ATLAS detector , ATLAS collaboration,       Phys. Rev. C 90, 024905 (2014) ，査読有  

◎ 
119 

Search for direct production of charginos and neutralinos in events with three leptons and 

missing transverse momentum in √s =8 TeV pp col l isions wi th the ATLAS detector     , ATLAS 

collaboration,  JHEP04(2014)169，査読有  
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◎ 
120 

Measurement of the mass difference between top and anti-top quarks in pp coll isions at 

\boldmath√s = 7TeV using the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,       Physics 

Letters B 728C (2014), pp. 363-379，査読有  

◎ 
121 

Search for long-l ived stopped R-hadrons decaying out-of-t ime with pp coll isions using the 

ATLAS detector , ATLAS collaboration,       Phys. Rev. D 88, 112003 (2013) ，査読有  

◎ 
122 

Search for charginos nearly mass-degenerate with the l ightest neutral ino based on a 

disappearing-track signature in pp coll isions at √s = 8 TeV with the ATLAS detector  , ATLAS 

collaboration,     Phys. Rev. D 88, 112006 (2013) ，査読有  

◎ 
123 
 

Search for dark matter in events with a hadronically decaying W or Z boson and missing 

transverse momentum in pp coll isions at √s=8 TeV with the ATLAS detector  ,  ATLAS 

collaboration,     Phys. Rev. Lett  112, 041802 (2014) ，査読有  

◎ 
124 

Search for new phenomena in photon + jet  events collected in proton-proton coll isions at √s= 8 

TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Lett. B 728C (2014) 562-578，

査読有  

◎ 
125 

Search for Microscopic Black Holes in a Like-sign Dimuon Final State using large Track 

Multipl icity with the ATLAS detector   , ATLAS collaboration,    Phys. Rev. D 88 (2013) 

072001，査読有  

◎ 
126 

Search for direct third-generation squark pair production in f inal states with missing transverse 

momentum and two b- jets in √s=8 TeV pp coll isions with the ATLAS detector     , ATLAS 

collaboration,  JHEP10(2013)189，査読有  

◎ 
127 

Search for new phenomena using final states with large jet multipl icit ies and missing transverse 

momentum with ATLAS in 20 fb−1 of √s = 8 TeV proton-proton coll isions  , ATLAS 

collaboration,     JHEP10(2013)130，査読有  

◎ 
128 

Search for excited electrons and muons with proton-proton coll isions at √s =8 TeV with the 

ATLAS detector , ATLAS collaboration,       New J. Phys. 15 (2013) 093011，査読有  

◎ 
129 

Dynamics of isolated-photon plus jet production in pp coll isions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS 

detector  , ATLAS collaboration,     Nucl. Phys, B 875 (2013) 483-535，査読有  

◎ 
130 

Measurement of top quark polarization in top--ant itop events from proton--proton coll isions at 

√s=7 TeV using the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. Lett 111, 232002 

(2013) ，査読有  

◎ 
131 

Measurement of jet  shapes in top-quark pair events at √s=7 \TeV using the ATLAS detector     , 

ATLAS collaboration,  Eur. Phys. J. C (2013) 73:2676，査読有  

◎ 
132 

Measurement of the top quark charge in pp coll isions at √s = 7  TeV with the ATLAS 

detector     , ATLAS col laboration,  JHEP11(2013)031，査読有  
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◎ 
133 

Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data   , ATLAS collaboration,    

Phys. Lett. B 726 (2013), pp. 120-144，査読有  

◎ 
134 

Measurements of Higgs production and couplings using diboson final states with the ATLAS 

detector at the LHC  , ATLAS collaboration,     Phys. Lett. B 726 (2013), pp. 88-119，査読有  

◎ 
135 

Measurement of the differential cross section of B+ meson production in pp coll isions at √s = 7 

TeV at ATLAS  , ATLAS collaboration,     JHEP10(2013)04，査読有  

◎ 
136 

Measurement of the Azimuthal Angle Dependence of Inclusive Jet Yields in Pb+Pb Coll isions at 

sqrt(s(NN))= 2.76 TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. Lett 

111, 152301 (2013) ，査読有  

◎ 
137 

Performance of jet substructure techniques for large-R jets in proton-proton coll isions at sqrt(s) 

= 7 TeV using the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     JHEP09 (2013) 076，査読有  

◎ 
138 

Measurement of the high-mass Drell--Yan differential cross-section in pp coll isions at sqrt(s)=7 

TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Lett .  B 725 (2013) pp. 

223-242，査読有  

◎ 
139 

A search for ttbar resonances in the lepton plus jets f inal state with ATLAS using 4.7 fb-1 of pp 

co l l isions at √s = 7 TeV   , ATLAS collaboration,    Phys. Rev. D 88, 012004 (2013) ，査読有  

◎ 
140 

Measurement of the distributions of event-by-event f low harmonics in lead--lead coll isions at 

sqrt(s_NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC  , ATLAS collaboration,     

JHEP11(2013)183，査読有  

◎ 
141 

Triggers for Displaced Decays of Long-l ived Neutral Particles in the ATLAS Detecto   , ATLAS 

collaboration,    JINST 8 (2013) P07015，査読有  

◎ 
142 

Characterisation and mitigation of beam-induced backgrounds observed in the ATLAS detector 

during the 2011 proton-proton run  , ATLAS collaboration,     JINST 8 (2013) P07004，査読有  

◎ 
143 

Search for heavy resonance decaying to WW or WZ in the lvj j  and lvJ (boosted) f inal 

states.     , ATLAS collaboration,  Phys. Rev. D 87, 112006 (2013) ，査読有  

◎ 
144 

Measurement of the production cross section of jets in association with a Z boson in pp 

coll isions at √s = 7 TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     

JHEP07(2013)032，査読有  

◎ 
145 

Search for non-pointing photons in the diphoton and EmissTfinalstatein\sqrt{s} = 7$ TeV 

proton-proton coll isions using the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. D 

88, 012001 (2013) ，査読有  
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◎ 
146 

A study of heavy flavor quarks produced in association with top quark pairs at √s=7 TeV using 

the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. D 89, 072012 (2014) ，査読有  

◎ 
147 

Measurement of the inclusive jet cross section in pp coll isions at √s = 2.76 TeV and comparison 

to the inclusive jet  cross section at √s = 7 TeV using the ATLAS detector    ,  ATLAS 

collaboration,    EPJC (2013) 73 2509，査読有  

◎ 
148 

Measurement of multi-particle azimuthal correlations in proton- lead coll isions at √sNN = 5.02 

TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Lett. B 725 (2013), pp. 60-78，

査読有  

◎ 
149 

Search for third generation scalar leptoquarks in pp coll isions at √s = 7 TeV with the ATLAS 

detector , ATLAS collaboration,       JHEP06(2013)033，査読有  

◎ 
150 

Search for extra dimensions in diphoton events using proton-proton coll isions recorded at √s=7 

TeV with the ATLAS detector at the LHC  , ATLAS collaboration,     New J. Phys. 15 (2013) 

043007，査読有  

◎ 
151 

Improved luminosity determination in pp coll isions at √s = 7 TeV using the ATLAS detector at the 

LHC   , ATLAS collaboration,    Eur. Phys. J. C (2013) 73:2518，査読有  

◎ 
152 

Search for WH production with a l ight Higgs boson decaying to prompt electron-jets in 

proton-proton coll isions at √s = 7 TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     

New J. Phys. 15 (2013) 043009，査読有  

◎ 
153 

Search for a l ight charged Higgs boson in the decay channel H+->csbar in ttbar events using pp 

coll isions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector   , ATLAS collaboration,    Eur. Phys. J. 

C, 73 6 (2013) 2465，査読有  

◎ 
154 

Measurement of the cross-section for W boson production in association with b-jets in pp 

coll isions at √s = 7 TeV with the ATLAS detector  ,  ATLAS collaboration,     JHEP 06 (2013) ， 

084 査読有  

◎ 
155 

Measurement of kt spli tt ing scales in W→ lnu events at √s = 7 TeV with the ATLAS 

detector     , ATLAS col laboration,  Eur. Phys. J.  C, 73 5 (2013) 2432，査読有  

◎ 
156 

Measurements of Wgamma and Zgamma production in pp coll isions at √s = 7 TeV with the 

ATLAS detector at the LHC  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. D 87, 112003 (2013) ，査読

有  

◎ 
157 

Measurement of hard double-parton interactions in W (→ lnu) + 2 jet events at √s = 7 TeV with 

the ATLAS detector   , ATLAS collaboration,    New J. Phys. 15 (2013) 033038，査読有  

◎ 
158 

Search for long-l ived, multi-charged particles in pp coll isions at √s = 7 TeV using the ATLAS 

detector , ATLAS collaboration,       Phys. Lett. B 722 (2013) 305-323，査読有  
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◎ 
159 

Search for single b*-quark production with the ATLAS detector at √s = 7 TeV   , ATLAS 

collaboration,    Phys. Lett. B 721 (2013) 171-189，査読有  

◎ 
160 

Multi-channel search for squarks and gluinos in √s = 7 TeV pp coll isions with the ATLAS 

detector at the LHC  , ATLAS collaboration,     Eur . Phys .  J . C ( 2013 ) 73，査読有  

◎ 
161 

A search for prompt lepton- jets in pp collisions at √s=7 \,TeV with the ATLAS detector   , ATLAS 

collaboration,    Phys. Lett. B 719 (2013) 299-317，査読有  

◎ 
162 

Observation of associated near- and away-side long-range pseudorapidity correlations in √sNN 

=5.02 TeV proton-lead coll isions at the LHC with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     

Phys. Rev. Lett.  110, 182302 (2013) ，査読有  

◎ 
163 

Search for charged Higgs bosons through the violation of lepton universality in t tbar events 

using pp coll ision data at √s= 7 TeV with the ATLAS experiment  , ATLAS collaboration,       

JHEP03(2013)076，査読有  

◎ 
164 

Search for a heavy narrow resonance decaying to e-mu, e-tau or mu-tau with the ATLAS 

detector in √s=7 TeV pp coll isions at the LHC   , ATLAS collaboration,    Phys. Lett. B 723 

(2013) 15-32，査読有  

◎ 
165 

Measurement of Υ production in 7 TeV pp coll isions at ATLAS  , ATLAS collaboration,     

Phys. Rev. D 87, 052004 (2013) ，査読有  

◎ 
166 

Measurement of the tt production cross section in the tau+jets channel using the ATLAS 

detector     , ATLAS col laboration,  Eur. Phys. J.  C, 73 3 (2013) 2328，査読有  

◎ 
167 

Search for the neutral  Higgs bosons of the Minimal Supersymmetric Standard Model in pp 

coll isions at √s=7 TeV with the ATLAS detector   , ATLAS collaboration,    JHEP02(2013)095，

査読有  

◎ 
168 

Measurement of angular correlations in Drell-Yan lepton pairs to probe Z/gamma* boson 

transverse momentum at √s = 7 TeV with the ATLAS detector  ,  ATLAS collaboration,     

Phys. Lett. B 720 (2013) 32-51，査読有  

◎ 
169 

Search for new phenomena in events with three charged leptons at √s = 7 TeV with the ATLAS 

detector , ATLAS collaboration,       Phys. Rev. D 87, 052002 (2013) ，査読有  

◎ 
170 

Measurement of ZZ production in pp coll isions at √s = 7 TeV and l imits on anomalous ZZZ and 

ZZgamma couplings with the ATLAS detector   , ATLAS collaboration,    JHEP03(2013)128，査

読有  

◎ 
171 

Search for resonances decaying into top-quark pairs using ful ly hadronic decays in pp coll isions 

with ATLAS at √s = 7 TeV  , ATLAS collaboration,     JHEP 1301 (2013) 116，査読有  
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◎ 
172 

Measurement of isolated-photon pair production in pp coll isions at √s = 7 TeV with the ATLAS 

detector, ATLAS collaboration,        JHEP01(2013)086，査読有  

◎ 
173 
 

Searches for heavy long-l ived sleptons and R-hadrons with the ATLAS detector in pp coll isions 

at √s = 7 TeV   , ATLAS collaboration,    Phys. Lett. B 720 (2013) 277-308，査読有  

◎ 
174 
 

Search for contact interactions and large extra dimensions in di lepton events from pp coll isions 

at √s = 7 TeV with the ATLAS detector   , ATLAS collaboration,    Phys. Rev. D 87, 015010 

(2013) ，査読有  

◎ 
175 
 

Search for supersymmetry in events with photons, bottom quarks, and missing transverse 

momentum in proton-proton coll isions at a centre-of-mass energy of 7 TeV with the ATLAS 

detector , ATLAS collaboration,      Phys. Lett. B 719 (2013) 261-279，査読有  

◎ 
176 
 

Search for long-l ived, heavy particles in f inal states with a muon and multi-track displaced 

vertex in proton-proton coll isions at √s= 7 TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     

Phys. Lett. B 719 (2013) 280-298，査読有  

◎ 
177 
 

A Massive Particle Consistent with the Standard Model Higgs Boson observed with the ATLAS 

Detector at the Large Hadron Coll ider  , ATLAS collaboration,     Science Vol. 338 no. 6114 

pp. 1576-1582，査読有  

◎ 
178 
 

Measurement of Z boson production in Pb+Pb coll isions at √sNN=2.76TeV with the ATLAS 

detector  , ATLAS collaboration,     Phys. Rev. Lett 110, 022301 (2013) ，査読有  

◎ 
179 
 

A search for high-mass resonances decaying to tau+tau- in pp coll isions at √s = 7 TeV with the 

ATLAS detector , ATLAS collaboration,      Phys. Lett. B 719 (2013) 242-260，査読有  

◎ 
180 
 

Jet energy resolution in proton-proton coll isions at √s = 7 TeV recorded in 2010 with the ATLAS 

detector, ATLAS collaboration,        Eur. Phys. J. C, 73 3 (2013) 2306，査読有  

◎ 
181 
 

Search for pair production of heavy top-l ike quarks decaying to a high-p_T W boson and a b 

quark in the lepton plus jets f inal state at √s=7 TeV with the ATLAS detector  , ATLAS 

collaboration,     Phys. Lett. B 718 (2013)1284-1302，査読有  

◎ 
182 
 

Search for doubly-charged Higgs bosons in l ike-sign dilepton final states at √s=7 TeV with the 

ATLAS detector  , ATLAS collaboration,     Eur.Phys.J. C72 (2012) 2244，査読有  

◎ 
183 
 

Search for pair-produced massive coloured scalars in four-jet f inal states with the ATLAS 

detector in proton-proton coll isions at √s=7 TeV   , ATLAS collaboration,    Eur. Phys. J. C 

(2013) 73: 2263，査読有  

◎ 
184 
 

Search for dark matter and large extra dimensions in events with a jet and missing transverse 

momentum with the ATLAS detector , ATLAS collaboration,      JHEP 1304 (2013) 075，査読

有  
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◎ 
185 
 

Measurement of W+W- production in pp coll isions at √s = 7 TeV with the ATLAS detector and 

l imits on anomalous WWZ and WWgamma couplings  , ATLAS collaboration,    Phys. Rev. D 

87, 112001 (2013) ，査読有  

◎ 
186 
 

Search for direct chargino production in anomaly-mediated supersymmetry breaking models 

based on a disappearing-track signature in pp coll isions at √s = 7 TeV with the ATLAS detector

 , ATLAS collaboration,       JHEP01(2013)131，査読有  

◎ 
187 
 

ATLAS search for new phenomena in di jet mass and angular distributions using pp coll isions at 

√s = 7 TeV  , ATLAS collaboration,     JHEP 1301 (2013) 029，査読有  

◎ 
188 
 

Measurement of the flavour composition of di jet events in pp coll isions at √s=7 TeV with the 

ATLAS detector , ATLAS collaboration,      Eur. Phys. J. C (2013) 73:2301，査読有  

◎ 
189 
 

Search for Displaced Muonic Lepton Jets from l ight Higgs boson decay in proton-proton 

coll isions at √s = 7 TeV with the ATLAS detector  , ATLAS collaboration,    Phys. Lett. B 721 

(2013) 32-50，査読有  

◎ 
190 
 

Search for dark matter candidates and large extra dimensions in events with a photon and 

missing transverse momentum in pp coll ision data at √s = 7 TeV with the ATLAS detector     , 

ATLAS collaboration,  Phys. Rev. Lett 110, 011802 (2013) ，査読有  
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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、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については  下  線  、派遣した若手研究者については  波  線  を付して

ください。  

・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。  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

◎ 
１ 

Higgs Particle Properties from High-Energy experiments, 石野雅也，Higgs modes 
in condensed matter and quantum gasses, Kyoto, 口頭発表，審査あり， 2014
年６月 

◎ 
２ 

Muon Detector Readout and trigger electronics upgrades for the HL-LHC, 石
野雅也，ECFA High-Luminosity Experiments Workshop, France Aix-Les-Bains, 口
頭発表，審査あり，2013 年１０月 

 
３ 

LHC によるテラスケールの物理の展開，石野雅也，日本物理学会シンポジウム，口
頭発表，審査あり，2013 年３月 

◎ 
４ 

Recent physics results from LHC experiments, 石野雅也，創発性豊かな分野の
開拓，口頭発表，審査なし，2013 年２月 

◎ 
5 

LHC 8TeV 実験の成果，戸本誠，日本物理学会シンポジウム，口頭発表，審査あり，
2013 年９月 

◎ 
６ 

Measurements of the Higgs boson properties with the ATLAS detector, 戸本
誠，Crimea2013, Dubna, 口頭発表，審査あり，2013 年９月 

 
7 

世界最高エネルギーの加速器 LHC によるヒッグス粒子の発見，隅田土詞，フロン
ティア物理講演会，山形大学，口頭発表，審査あり（招待講演），2014 年３月 

◎ 
８ 

Run-1 legacy performance of JET/ETMiss/Tau, 隅田土詞， Physics at LHC and 
beyond, ICISE Vietnam，口頭発表，審査有り，2014 年８月 

◎ 
9 

Top quark pair production measurements using the ATLAS detector at the LHC, 
山内克弥，QCD at LHC, London，口頭発表，審査あり，2015 年９月 

◎ 
10 

Latest Results on top quark pair corss-section measurement at the LHC-ATLAS 
experiment,山内克弥，FPCP2015，Nagoya，口頭発表，審査あり，2015 年５月 

◎ 
11 

LHC results and prospects –  Higgs and standard model，江成祐二，LCWS2013，
東京，口頭発表，審査あり，2013 年１１月， 

◎ 
12 

HL-LHC での Higgs 研究，江成祐二，日本物理学会，佐賀大学，口頭発表，審査あ
り（招待講演），2014 年９月 

 
13 

ATLAS LAr カロリメータアップグレード：新しい信号処理システムの構築・検証，
江成祐二，日本物理学会，東海大学，口頭発表，審査なし，2014 年３月 
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14 LHC-ATLAS 実験における vector like クォークの探索，田代拓也，日本物理学会，
早稲田大学，口頭発表，審査なし，2015 年３月 

15 ATLAS 実験レベル１ミューオントリガーへの新しいアルゴリズムの導入，田代拓
也，日本物理学会，広島大学，口頭発表，審査なし，2013 年３月 

16 LHC ATLAS 実験における Vector like クォークの探索，田代拓也，日本物理学会，
佐賀大学，口頭発表，審査なし，2014 年９月 

17 LHC-ATLAS 実験におけるトップ・クォーク対不変質量に対する微分生成断面積測
定，山内克弥，日本物理学会，早稲田大学，口頭発表，審査なし，2015 年３月 

18 ATLAS 実験におけるトリガー性能向上のためのミューオン検出器の精密アライン
メント，山内克弥，日本物理学会，広島大学，口頭発表，審査なし，2013 年３月 

◎ 
19 

Inclusive searches for squarks and gluinos with the ATLAS detector, SUSY2015, 南 雄

人 , Lake Tahoe, USA, 口頭発表、審査あり、2015 年 8 月  
 

 
20 

LHC-ATLAS 実験 run2 における超対称性粒子探索の為の背景事象推定方法の開発、南 

雄人，日本物理学会、神奈川、口頭発表、審査なし、2014 年 3 月 

21 LHC-ATLAS 実験 Run2 におけるグルイーノ事象の探索，南雄人，日本物理学会，早

稲田大学，口頭発表，審査なし，2015 年３月 

 


