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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 

 

R2201 
関連研究分野 

（分科細目コード）
４３０１ 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

電子ビームを用いたハイパー核生成分光学の展開と崩壊パイ中間子分光学の創始 

（平成２２年度）  

代表研究機関名 

 

東北大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

  

なし 

主担当研究者氏名 
 

中村 哲 

補助金支出額 

（平成22年度） 

9.075,000 

円  

（平成 23 年度） 

23,142,000 

        円

（平成 24 年度） 

16,976,000 

        円

（合計） 

49,193,000 

          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） 

      3    人  

（  2    人）

（平成24年度） 

       3    人 

（   3   人）

（合計） 

        3      人

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

       2    人  

 

（平成23年度） 

      3   人 

（  ２ 人） 

（平成24年度） 

       3    人  

（   3   人）

（合計） 

        3     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） 

        ０  人 

 

（平成23年度） 

          ０人

（       ０人）

（平成24年度） 

           ０人

（       ０人）

（合計） 

             ０  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） 

東北大学が米国ジェファーソン研究所において確立したハイパー核電磁生成分光(E01-011, E05-115, HKS-HES 

collaboration)のさらなる発展、次の段階を目指し国際共同体制の強化をはかった。また、近年アップグレード

されたマインツ大学の電子線加速器 MAMI-C においてはフレキシブルに得られるビームタイムを用いて研究を推

進することが可能になった。これらによりハイパー核を電磁生成して分光するという研究を継続、発展させると

同時に、生成分光という段階からステップアップし、電磁生成したハイパー核の崩壊生成物を精密分光するとい

う新しい研究手法の確立を目指した。 

 このために、米国ジェファーソン研究所が持つ CEBAF 加速器、およびマインツ大学 MAMI-C 加速器から得られ

る高品質電子ビームと、我々東北大学グループが持つハイパー核電磁生成分光に関する経験の両方を活かすこと

が、ハイパー核分光研究を発展させる国際戦略上において欠かせない。 

 これまでに収集したデータを下に解析を進め、実験条件を 適化し、必要となる検出器の設計製作を推進する

ことはこれまで我々が１０年間に渡りジェファーソン研究所で行ってきたことの自然な延長であるが、この際、

若手研究者の活躍がキーポイントとなる。 

 これまで東北大が中心となってきた HKS-HES Collaboration では、東北大の若手研究者が２名程度常駐し、

それに加えシニアな研究者が数ヶ月に一回は現地に赴き、若手研究者の指導および国際共同研究グループ内の意

見調整を行ってきた。さらに、検出器の設置、調整時、ビームタイム時には、常駐の若手研究者に加え、交代で

シニアな研究者も比較的長期に滞在し、コラボレーションの中心的役割を担ってきた。 

 今後、ジェファーソン研究所、マインツ大学に常駐している米国、ドイツ大学院生に加え、クロアチア、アル

メニア、イタリアという国際共同研究グループの若手研究者が各国から１～２名程度、交代で加わり実験準備を

強力に推進していく中で、日本の若手研究者が長期に滞在し、強力な存在感を示すことは国際共同実験の中で、

これまで通り日本グループが主導的に研究を進める上で重要であると同時に、一流の研究施設に各国から集まっ

てきている優秀な若手研究者の中で切磋琢磨することが日本の若手研究者の研究能力をレベルアップさせる上

で極めて重要である。このため、本事業では若手研究者を３名、ジェファーソン研究所、およびマインツ大学に

長期に滞在させることにより主導的に研究を推進し、主担当研究者、担当研究者が随時ジェファーソン研究所、

マインツ大に出張し、現地において状況確認、若手研究者の直接研究指導および、国際共同研究の調整を米国、

ドイツ側研究者と行うこととした。 

 米国、ドイツに常駐している若手研究者は、検出器開発、テストビームタイム、コラボレーションミィーティ

ングの為に必要な時には日本に一時帰国、あるいは共同研究参加国に派遣するようにして、できるだけ広い研究

の視野を得ることができるように配慮した。また、欧米に常駐している間は、外国若手研究者と同じように、積

極的にドイツ国内学会、研究会、その他、関連分野の国際会議等で発表することを推奨した。 

 本申請プログラムでは、これまで東北大が培ってきたジェファーソン研究所におけるハイパー核国際共同研究

体制を、日本から米国、ドイツに派遣する若手研究者を中心とするネットワーク上に展開し、将来、国際的に活

躍することが期待できる研究者を育成することを目的とした。 

（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】 

 ビームタイムは当初予定していた米国ジェファーソン研究所ではなく、ドイツマインツ大学MAMI-C加速器で得

られることになったため、若手研究者は主にドイツに滞在することになった。東北大グループはこれまでジェフ

ァーソン研究所において電子線を用いたハイパー核分光研究を創始、発展させてきていた。ドイツグループとの

共同研究は本格的に開始したばかりであったが、本事業によって大きく進展した。 

 この際、日本からの若手研究者がドイツ人、その他欧米諸国の学生と共同で研究を進め、建設途中のKAOSスペ

クトロメータの荷電粒子飛行時間検出器、エアロゲルチェレンコフ検出器等の設計、製作、設置を主体的に行っ

た。また、解析コードも日本グループ独自のものを新たに製作し、その有用性を示すことによりドイツ側の解析

コードに取り入れられた。 

 このように日本から派遣された若手研究者が主体的に国際共同研究グループを牽引する、という当初予定して

いた成果を達成することができた。また、欧米諸国における国際会議、韓国での国際会議において積極的な発表

を行い、若手研究者が国際的に通用する研究者として育ちつつあることをきちんと確認することができた。 
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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） 

 従来、ハイパー原子核の研究はπ、K中間子ビームを用いて精力的に進められてきていたが主担当研究者らは

2000年より米国ジェファーソン国立研究所(JLab)において奇妙さ量子数（ストレンジネス）を原子核中に電磁生

成 し 、 (e,e’K+)反 応 を 用 い て 精 密 分 光 す る と い う 独 自 の 方 法 に よ り Λ ハ イ パ ー 原 子 核 の 研 究 を 進 め て き た

(E01-011, E05-115 Spokespersons : 橋本、Tang, Reinhold, 中村)。通常の中間子ビームを用いるのではなく、

JLab の高品質電子ビームを用いるという新しい研究手法に加え、我々が設計、製作した高分解能K中間子検出器

(HKS), 高分解能散乱電子検出器(HES)を組み合わせることにより、 ”電子ビームを用いたハイパー原子核精密分

光 ”という学問分野を創始、発展させてきた。 

さらに、これまで我々が発展させてきたハイパー核を電磁生成して研究するという手法に加え、生成したハイ

パー核の弱崩壊から生じるπ中間子を精密に測定、分光するというまったく新しい研究手法を開発することを目

指し、主担当研究者は Spokesperson の一人としてJLabに研究提案を行った(E10-001)。ジェファーソン研究所

は12GeVアップグレードが認められたことによりシャットダウンされ本事業期間内にビームタイムを得ること

はできなくなったが、ジェファーソン研究所で行う予定で進めた詳細なシミュレーションによる実験デザイン

の結果を活かして、アップグレードされたマインツ大学MAMI-C加速器のフレキシブルなビームタイムを駆使し

て研究を展開した。 

マインツでの成果をもとに、日米独に加え国際研究グループを強化するためJLabにおいてハイパー核分光を

独立に進めてきたイタリアグループと協力し、12GeVアップグレード後の新たな実験デザインを開始した。 

JLab における国際共同研究を推進する上において、これまで大学院生を中心とする若手研究者の活躍が極め

て大きな役割を果たすと同時に、若手研究者の育成という点においても大きな意味があった。平成２４年度以

降のビームタイムに向けても、日本の大学院生が米国に長期に滞在し、米国、欧州（ドイツ、イタリア、クロ

アチア、アルメニア等）の大学院生を中心とする若手研究者と一緒に研究を推進することは、JLab におけるハ

イパー核研究において日本グループがこれまで通りの主導的役割を果たす上で欠かせない。 

このため、これまでに培ってきたJLabにおける国際共同研究体制を継続発展させ、次世代を担う若手研究者

を育成するために、本事業の開始時期は極めて時期を得たものであった。本事業において、将来の日本の学術

研究を担う若手研究者を育成すると同時に、我々が創始、発展させてきたハイパー核電磁分光研究をJLab, マ

インツ大において推進し、さらに電磁生成したハイパー核の崩壊π中間子を用いた精密分光というまったく新

しい学問分野の確立を目指した。 

 

（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】 

 米国ジェファーソン研究所においてこれまでに収集したハイパー核のデータを本プログラムの派遣若手研究

者が中心的に解析し、世界で初めて7
Heハイパー核の束縛エネルギーの測定に成功した。質量数７のハイパー核

アイソ三重項の中で唯一欠けていた7
Heハイパー核の測定に成功したことによりΛN相互作用の荷電対称性の破

れに関する議論が深まり、新たな理論的な展開、およびこの議論の発端となった質量数４の4
H, 

4
He というハ

イパー核アイソ二重項の実験的研究がはじまるきっかけを作った。 

 また、このアイソ二重項のうち4
Hは本事業で推進する電磁生成したハイパー核の崩壊π中間子分光で測定す

ることに非常に適したハイパー核である。 

マインツ大学において本プログラム派遣若手研究者が中心となってハイパー核の崩壊π中間子分光の実験的

研究を開始し、統計的にはまだ改善の余地があるものの4
Hのピークを本手法により観測することに初めて成功

した。  

これをもって電磁生成したハイパー核の崩壊π中間子分光という新しい測定手段が創始され、今後マインツ大

学、ジェファーソン研究所において展開していくことが期待できる。 

 東日本大震災の影響が全くなかったと言うことは出来ないが、強力な国際共同体制の中で遅延は 小限に抑

えることができた。よって、当初予定していた目的を充分達成したと言える。 
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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 

 

 平成２５年度は東北大学大学院理学研究科が受託している先端拠点事業の予算を用いて若手研究者の海外派

遣を継続しており、若手研究者の育成、研究の推進を途切れることなく行っている。 

 東北大学大学院理学研究科とマインツ大学物理学・数学・計算機科学部の間で締結した研究、教育に関する部

局間協定（日本側 本事業主担当研究者 中村、担当研究者 前田、ドイツ側 マインツ大学物理学・数学・計

算機科学部原子核研究所所長 J.Pochozalla 教授）をベースに今後も国際共同研究体制を維持する予定である。

 平成２６年度以降は本国際共同研究を推進する予算はなくなるので、研究のさらなる発展、若手研究者の育成

のために、科研費等の競争的資金の獲得を目指す。 

 

 

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） 

 

 本事業で相手国であった米国ジェファーソン研究所と東北大学理学研究科は MOU(研究に関する覚書)を取り

交わし、今後の電子線を用いたハイパー核研究に関する協力を継続して行うことにしている。これまでの日本、

米国を中心とする国際共同研究体制にイタリアグループを取り込み、より大きな国際共同研究体制の確立を目指

し、さらなる電子を用いたハイパー核研究の展開を目指している。この覚書は 2013 年 8 月に失効するが、本事

業で培った国際共同研究体制をもとに継続する予定である。 

 また、①に記載したように、東北大学大学院理学研究科はドイツマインツ大学物理学・数学・計算機科学部と

も研究、協力に関する部局間協定を締結し、本事業が終了した後も継続して研究、教育に関して協力体制を維持

している。 

本事業で確立したジェファーソン研究所、マインツ大学との国際共同研究体制は上記の MOU、協定をベースに

今後も継続、強化を目指す。 

 また、本事業でジェファーソン研究所、マインツ大に派遣した学生達は博士取得後も、これらの研究所、大学

で博士研究員を行い、さらなる研究の展開に寄与することを希望している。個人的には、若手研究者は必ずしも

同じ研究分野に留まる必要はなく、これらの研究所、大学を足がかりに別分野の研究へとさらに興味を伸ばして

いってもらえれば良いと思うが、研究の場として国内だけではなく海外を視野に入れて今後の研究を進めていく

という国際的センスを磨くことができた。本事業は若手研究者の育成に大きく貢献したと考えられる。 

 

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 

本事業で派遣した若手研究者は海外において海外の優秀な学生、若手研修者と切磋琢磨することにより、着実

に研究能力、プレゼンテーション能力を伸ばした。添付した Achenbach 博士の手紙にもあるように若手研究者の

ドイツでの活動も高く評価されている。コラボレーションミーティング、国際会議等における発表を見ても本事

業開始前と比べると長足の進歩を遂げている。今後も国際的視野に立った研究を進めることにより、将来、日本

の原子核研究を担う研究者へと成長すると期待できる。 
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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 

 

ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 

中村 哲 

 

担当研究者 

ﾌｼﾞｲﾕｳ 

藤井優  

ｶﾈﾀﾏｻｼ 

金田雅司 

ｶﾝﾀﾞﾋﾛｷ 

神田浩樹 

ﾊｼﾓﾄｵｻﾑ 

橋本治 

ﾏｴﾀﾞｶｽﾞｼｹﾞ 

前田和茂 

ﾀﾑﾗﾋﾛｶｽﾞ 

田村裕和 

 

 

東北大学 

 

 

 

 

東北大学 

 

東北大学 

 

東北大学 

 

東北大学 

 

東北大学 

 

東北大学 

 

 

 

大学院理学研究科 

 

 

 

 

大学院理学研究科 

 

大学院理学研究科 

 

大学院理学研究科 

 

大学院理学研究科 

 

大学院理学研究科 

 

大学院理学研究科 

 

 

准教授 

 

 

 

 

助教 

 

助教 

 

助教 

 

教授 

 

教授 

 

教授 

 

 

原子核物理 

 

 

 

 

原子核物理 

 

原子核物理 

 

原子核物理 

 

原子核物理 

 

原子核物理 

 

原子核物理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年2月まで 

計７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 

 

米国 

 

 

 

ドイツ 

 

ジェファーソン研究所 

 

 

 

マインツ大学 核物理研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計２機関 

 

Liguang Tang  

 

 

 

Patrick Achenbach 

 

教授 

 

 

 

測定器開

発室長 

（常任研

究員） 

ハンプトン大学

と兼任
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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 

派遣する若手研究者に関しては以下の点に注意して選抜を行った。 

１．海外において日本グループ内ではもちろん、他国の学生、研究者とも良好な人間関係を築くことができる人

間を選抜した。積極的に海外の若手研究者と友人になることが、派遣される若手研究者にとっても将来、きっと役

に立つと考える。また、派遣される数人の若手研究者は、国内における通常の共同研究者よりも密な人間関係を日

本人コミュニティとして形成することになる。この非常に小さなローカルコミュニティにおいて問題が生じないよ

う主研究担当者、研究担当者が随時バックアップを行うが、本質的に他人とのコミュニケーションを拒否しがちな

人間は派遣対象に選抜しないようにした。 

２．海外における日常生活、文化の違いを楽しむことができる若手研究者を派遣するようにした。海外生活、海

外の学生、若手研究者と円滑なコミュニケーションを取り文化の違いを楽しむことができる人間は 初、研究能力

において非常に秀でていなくても、海外における研究の間に大きく研究能力を伸ばす可能性が高いと思われる。 

以下は、 初から完全にできる必要はないが、本申請プログラムの終了時には以下の能力を身につけることがで

きるポテンシャルを秘めた若手研究者を派遣候補者として選抜した。 

３．研究推進の大まかな方向、大域的スケジュールに関しては主研究担当者および研究担当者が助言、指導を行

うが、日常的な細かい研究推進のスケジュール、方針決定を主体的に行うことができる若手研究者を選抜した。 

日本のシニアスタッフからの指示、指導が必要である場合と、現地の判断で速やかに進めて良い作業を迅速に切

り分け、現地の判断で進めて問題のない事に関しては主体的に方針決定を行う能力を派遣する博士研究員には要求

した。 

４．シニアな研究者の言いなりになるのではなく、自分の意見をきちんと主張することができる人間を選抜する。

特に、主張の激しい海外の学生、研究者ときちんと議論することが重要であるので、 初から海外の研究者と互角

に議論できる必要はないが、その可能性を秘めた若手研究者を派遣し、海外の一流の研究環境下において切磋琢磨

することによりきちんと海外の研究者と互角以上に渡り合えるよう教育するように努力した。 

５．英語のコミュニケーション能力は 低限のレベルは備えていてもらわないと、研究所における安全確保にお

いて問題が生じる。そのため、安全確保に必要なレベルはクリアしている人間を選抜することは当然であるが、派

遣に関する重要な基準とは考えていない。 

もちろんコラボレーション内での議論、電子ログへの報告等はすべて英語であるが、これまでの経験だと３ヶ月

程度、長くとも半年、現地に滞在して日常生活、研究を推進していれば大抵の学生は英語によるコミュニケーショ

ンにおいて大きな問題はなくなった。 

大学院生に関しては、主研究担当者が予備選抜した学生と面接を行い、本人の研究に対する意欲、海外に長期に

滞在して研究を進める意志を確認した上で選抜した。博士研究員に関しては、海外の研究所に長期に滞在して研究

を進めるポジションであることを明示した上で公募し、書類選考の上、面接を行って選抜し、東北大任期付き助教

として採用した。 

（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。） 
 これまで１０年間の国際共同研究により基本的に、派遣先での研究者の支援体制は既に整っている。 主研究担

当者および研究担当者は米国に滞在中の若手研究者と日常的に電子メール、web、電子ログシステム、Skype を用

いて情報共有を行った。 特に、電子ログシステムはジェファーソン研究所においては非常に活発に使われている

情報共有手段であり、実験準備、データ解析等に関する進展状況、コラボレータへの支援の要請等をグラフ、写真

等も含めて電子的に記録、パスワード管理を行った上でコラボレータ内で情報共有することができる。 

 検出器等の操作マニュアル、解析コードの使用法等に関してはテクニカルドキュメントを担当研究者が執筆し、

コラボレータ用の Wiki 内にアップロードすることにより情報を共有した。 

 さらに、若手研究者がジェファーソン研究所に常駐している間は東北大学とのテレビ会議を毎週定例として行

い、日本グループとしての研究方針の調整を毎週行った。その際、テレビ会議の資料は web 上で共有できるよう

にしておき随時参照することができるようにした。 

 また、数ヶ月に一度は主研究担当者もしくは研究担当者が現地に赴き、現地において実際の研究の進展状況の確

認、国際共同研究グループ内における意見調整、研究の推進状況の確認を行った。 

 大型検出器の設置作業が予定されるため、現地研究機関の研究者、技師との入念な打ち合わせが欠かせないが、

現地における日本グループの連絡担当者である博士研究員が日常的に研究者、技師との打ち合わせをリードした。

この際、受け入れ研究者である Tang 教授が必要な助言を行う。さらに、グループ全体の意見調整が必要な場合、

および日本から持ち込む検出器との取り合いが必要となる部分等特に重要な箇所に関しては主研究担当者が現地

に赴き、若手研究者の支援および関係者との交渉を行った。 

 さらに、年に１～２回は国際共同研究グループ内のコアメンバーによるコラボレーションミィーティングを主た

る研究グループの拠点において行い、コラボレーション全体としての研究の進展状況をチェックする。この際、海

外派遣されている日本の若手研究者の共同研究に対する貢献をはっきりとコラボレータ内に示すことができるよ

う発表の機会を与えた。 

（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 

（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。） 

 

 派遣された若手研究者は皆、海外における若手研究者と共同でプロジェクトを進めた。また、本事業

が開始してすぐに東日本大震災により日本側は大きな損害を受けた。この時、既に海外に派遣されてい

た若手研究者は米国、ドイツ双方の研究者の多大なサポートを受け、混乱する日本との連絡を密に行い、

研究が停滞しないように活躍した。日本からある程度切り離された状態で、海外において研究を推進す

るという貴重な経験を得ることにより、危機対処能力、独立して研究を推進する能力が磨かれた。 

 また、派遣された若手研究者のリーダーに相当する若手助教は現地で学生を指導しながら、国際共同

研究体制の中で埋没しないように、存在感を示しながら研究を推進するという経験を経て、国際的なリ

ーダーとして通用しうる実力を培った。 

 海外に長期に派遣され、そこで各国の優秀な学生と切磋琢磨して研究を推進するという経験により、

派遣若手研究者の研究能力、プレゼンテーション能力は大幅に向上した。海外の小さな研究会、ワーク

ショップ、コラボレーションミーティング等で場数を踏み、国際会議で研究成果を英語で発表すること

を数多く経験することにより、本人達の自信に繋がると同時に国際的な研究者を育てることに成功した

と考えている。 

 

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。） 

 

 本事業で派遣された若手研究者がマインツ大で活躍することにより、ドイツ、ヨーロッパの学生達が

大きな刺激を受け、またそれが日本の学生達へとフィードバックをかけることになり双方の研究能力の

向上に大きな役割を果たした。 

 また、日本グループとドイツグループのデータ解析の進め方等は文化的な違いもあり、当初かなり違

和感があったが本事業で導入した TV 会議システム等を駆使した議論を進める内に双方の利点、欠点が

浮き彫りになり、お互いに利点を取り入れ、欠点を修正することができ、研究グループとしても双方が

成長したと考えている。 

本事業を推進する中で、国際的な視野に立った研究、教育体制の強化の重要性が今まで以上に深く認

識された。このことから、東北大学大学院理学研究科とマインツ大学原子核研究所の間で部局間協定（日

本側主担当研究者 中村、担当研究者 前田、ドイツ側 J.Pochodzalla 教授）を締結し、本事業が終了

後も継続した研究、教育の協力体制を維持できるような枠組みを用意した。 

 また、東日本大震災時はドイツに残った学生の研究、教育面はもちろん精神的な手厚いケアをドイツ

側共同研究者が配慮してくれたおかげで、東北大学側の速やかな研究、教育体制の復旧を行うことがで

きた。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①： 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） 

ジェファーソン研究所におけるハイパー核分光実験データの解析を中心的に進めた。その

上で、今後のジェファーソン研究所おける研究プランの 適化に貢献した。またジェファー

ソン研究所において得られた成果を踏まえた上で、MAMI-C 加速器におけるハイパー核研究

に参画し、データ収集に協力した。 

（具体的な成果） 

ジェファーソン研究所のデータ解析を行い、ハイパー核生成機構の解明に必要な超前方に

おけるストレンジネス電磁生成の断面積を求めた。その経験を活かし、MAMI-C 加速器におけ

るハイパー核研究に参画しデータ収集を行った。それらの成果を国際会議 Tours2012, FB20, 

SPHERE-JSPS-Core-to-core WS, SNP School 2013 において発表した。 

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 

米国・ヴァージニア州・ジェファーソン研究所、

ハンプトン大学  L.Tang 教授  40 日

 

33 日

 

61 日 134 日

ドイツ・マインツ大学、MAMI-C, 

P. Achenbach 博士 

 19 日 116 日  37 日 172 日

欧州理論物理センター  ECT* 9 日  9 日

成均館大学 APFB2011 7 日  7 日

 

 

 派遣者②：  教育研究支援者、H23.3 より助教   

（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） 

米国、ドイツ側研究者、技術者とのコミュニケーションを取り、平成２３年度からの本格
的常駐に向け十分な情報が得られるようにした。平成２３年度からはマインツ大に常駐する
大学院生達の指導を行いながら、データ収集系、解析コードの開発に責任を持つ。また、ド
イツ側研究者と日本の研究者の連絡に責任を持つ。 
 さらに、現地における日本人グループのリーダーとして、研究計画の立案、データ収集、
解析に参画し、国際共同研究内においてサブグループを率いるリーダーシップを磨いた。 

（具体的な成果） 

マインツ大学におけるストレンジネス電磁生成実験、ハイパー核崩壊π中間子実験に中心
的に参画し、日本から派遣された若手研究者の現地リーダーとして計画立案、データ収集、
解析に携わった。データ解析システムの中核、シミュレーションコードの開発にも大きな役
割を果たし、国際会議 HYP2012, SPHERE-JSPS-core-to-core WS,ECT*,APFB2011 において成
果を発表した。またジェファーソン研究所の次期計画デザインにも大きく貢献した。 

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 

米国・ヴァージニア州・ジェファーソン研究所、

ハンプトン大学  L.Tang 教授  8 日

 

11 日

 

9 日 28 日

ドイツ・マインツ大学、MAMI-C, 

P. Achenbach 博士  

 0 日 143 日  132 日 275 日
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欧州理論物理センター ECT* 9 日  9 日

成均館大学 APFB2011 7 日  7 日

バルセロナ大学 7 日 7 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） 

崩壊π分光実験の基礎デザインを詳細なシミュレーションをもとに進めた。マインツ大学
で行うハイパー核の崩壊π中間子分光実験において重要な K 中間子同定検出器の開発をスロ
ベニアの学生と共同で担当した。マインツ大学におけるビームタイム時には崩壊π分光の中
心的研究者として研究を遂行した。 

（具体的な成果） 

崩壊π中間子分光実験の実験デザイン、 適化を行い、K 中間子選択において重要なエア
ルゲルチェレンコフ検出器の設計、開発を行った。またマインツ大学における実験の中心的
役割、解析グループの中核をなし、ハイパー核崩壊π中間子分光実験の創始に大きく貢献し
た。それらの成果を国際会議 SPHERE-JSPS-core-to-core WS, SNP School 2013 において発
表した。 

 派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

米国・ヴァージニア州・ジェファーソン研究所、

ハンプトン大学  L.Tang 教授  0 日

 

10 日

 

16 日 26 日

ドイツ・マインツ大学、MAMI-C, 

P. Achenbach 博士  

  0 日 141 日  132 日 273 日

欧州理論物理センター ECT* 9 日  9 日

バルセロナ大学 7 日 7 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 
ジェファーソン研究所では 2 GeV を超える、マインツ大においては１．６GeV のエネルギーを持つ良質の電子

線 が 得 ら れ る 。 こ の 電 子 線 を 標 的 に 打 ち 込 み 、 散 乱 電 子 と 生 成 さ れ る K+ 中 間 子 を 測 定 す る 。 つ ま り 
AZ(e,e'K+)

(Z-1)反応により電磁生成されたΛハイパー核の missing mass を求めることによりハイパー核の励起

スペクトラムを得ることができる。従来の (+,K+),(K-, 反応では中性子をに変えることによりハイパー核を

生成していたのに対し、陽子をに変える反応であるため別種のハイパー核を作ることができ、また中間子ビーム

よりも高品質、高輝度の１次ビームである電子線を用いることにより同位体濃縮された薄い標的を用いた高分解能

実験が可能である。 

 我々はジェファーソン研究所において行った実験 E01-011 で  
のスペクトラムを約 MeV (FWHM)というハイ

パー核反応分光における世界 高精度での測定に成功し、コア励起状態の観測に成功した。電子線を用いたハイパ

ー核の精密分光に関しては JLab E89-009, E01-011, E05-115 実験というジェファーソン研究所における我々の３

世代の実験に渡り培われてきた実験技術、およびイタリアグループを中心とする E94-107 実験で確立されている。 

 平成 22 年度、23 年度にはこれまでに収集したハイパー核データの解析を進め、世界で初めて 7
He ハイパー核の

束縛エネルギーの測定に成功した。これによりΛN 相互作用の荷電対称性の破れに関する実験、理論双方の活発な

研究活動のトリガーを引いた。 

 

 また、主担当研究者は Hampton 大学の L.Tang 教授らと共に、新しい試みとして、電磁生成されたハイパー核の

崩壊から生じる 中間子を精密測定することを提案しジェファーソン研究所に実験申請を行った。生成されたハイ

パー核を+中間子でタグして、ハイパー核の二体崩壊から生じる単色 中間子の精密測定により基底状態の情報を

これまでよりもさらに高精度で得るという試みは、これまでに前例の無い新しい試みであり、本事業においてハイ

パー核崩壊 分光学の確立を目指した。 

 ジェファーソン研究所では H24 年から加速器のアップグレードのためビームが数年にわたってシャットダウン

されることが決定した。そのため、ハイパー核崩壊π中間子分光実験はマインツ大学で主に研究を進めることにし

た。マインツ大学においてストレンジネス電磁生成、崩壊π中間子分光実験のデータ収集を行い、統計は不十分な

がら崩壊π分光による 4
H の観測に成功し「ハイパー核崩壊π中間子分光」という新しい研究技術を創始した。 

 当初、東北大電子光科学研究センターといった東北大学所有の加速器を有効活用して、随時テスト実験等を行い、

検出器技術の確立に努める予定であったが、震災により本事業の間に電子光科学研究センターの加速器は復興しな

かった。このため、マインツ大学の加速器をフルに使うことにより検出器の開発等も滞りなく進めることができた。 

（２）成果の概要 

 平成２２年度末は東日本大震災により東北大学は大きな被害を受けたが、米国に派遣されていた学生はそのま

まドイツに渡り、研究を継続することができた。この際、ドイツ側受け入れ研究者のご助力により混乱する日本へ

の帰国を敢えて遅らせ、研究、教育活動を継続することができた。この学生は日本とドイツとの情報交換の上で極

めて大きな役割を果たし、震災による大きな被害からの速やかな復興を可能にした。 

平成２３年にマインツ大学において  Kaos スペクトロメータを用いて 初のハイパー核崩壊π実験のパイロッ

トデータを取得した。また、冬にはストレンジネス電磁生成素過程に関する物理データを取得した。これらのデー

タ解析を平成２４年度は日本、ドイツ各国の解析グループが独立して遂行した。日本の解析グループの中心は本事

業の海外派遣対象若手研究者２名であり、ドイツに長期滞在することにより、ドイツ側解析グループと密接な情報

交換の上、データ解析を進めることが可能となった。  

 また、ここで得られた結果を下に検出器の 適化、特に Kaos のトラッキングチェンバー、 K 中間子選別用エア

ロゲルチェレンコフ検出器の 適化、開発を行った。これらの開発研究も国際共同研究グループの枠組み内で本事

業派遣若手研究者が中心的役割を果たして開発を担当した。  

 一方、ジェファーソン研究所においてこれまで収集済みのデータ解析を独立に日米の解析チームで進めた。日本

側解析グループの中心は本事業派遣若手研究者の一人であり、随時ジェファーソン研究所に長期滞在し、データ解

析、物理的解釈を進めた。  

 この解析結果、およびマインツ大学で得られた成果を下に、１２ GeV アップグレード後のジェファーソン研究所

におけるハイパー核研究プログラムの長期プランを日独米伊の国際共同研究グループの下でまとめた。  

 平成２４年秋～冬にはマインツ大学においてビームタイムが割り当てられたので、データ解析の結果を下に、実

験プランを 適化し、若手研究者は全員、マインツ大学に集結し、検出器調整の上、ビーム収集において中心的役

割を果たした。  

 また、これまでに得た成果を若手研究者が国際会議等で発表できる機会を用意した。  

（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 １ 
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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。 

１ 中村哲、藤井優、塚田暁著、 

日本物理学会誌「解説」、招待論文,査読有、掲載決定済（Ｈ２５年９月号を予定） 

「電子ビームを用いたラムダハイパー核の精密分光」 

○2  S.N.Nakamura, …T.Gogami,…K.Nagao,…K.Tsukada et al.
Observation of the 7

He Hypernucleus by the (e,e’K+) Reaction 
Physical Review Letters, 110 (2013)012502-1-5, 査読有  

３ K.Hosomi, … K.Tsukada et al.,  
Gamma-ray spectroscopy of 12

ΛC via the reaction 
Nuclear Physics A, in press, available on-line 11 April 2013、査読有 

○4  P.Achenbach,  … K.Tsukada,  …T.Gogami,  …S.Nagao,  S.N.Nakamura,  et  al .  

Overview of the electromagnetic production of strange mesons at MAMI 
Nuclear Physics A, in press, available on-line 21 January 2013、査読有  

５ M.Kaneta,  … K.Tsukada, …T.Gogami,  …S.Nagao, S.N.Nakamura,  et  a l .  

The investigation of strangeness photoproduction in the threshold region at ELPH-Tohoku 
Nuclear Physics A, in press, available on-line 21 May 2013、査読有  

○6  A.Esser,  S.Nagao,  … K.Tsukada,  …T.Gogami,  …S.N.Nakamura, et  a l .  

Prospects for hypernuclear physics at Mainz: From KAOS@MAMI to PANDA@FAIR 
Nuclear Physics A, in press, available on-line 11 February 2013、査読有 

７ S.Ajimura, …K.Tsukada et al. 
A search for deeply-bound kaonic nuclear state at the J-PARC E15 experiment 
Nuclear Physics A, in press, available on-line 25 April 2013、査読有  

○8  P.Achenbach,  … K.Tsukada,  …T.Gogami,  …S.Nagao,  S.N.Nakamura,  et  al .  

Strange hadronic physics in electroproduction experiments at the Mainz Microtron 
Nuclear Physics A,  Volume 881 , 1 May 2012, Pages 187-198, 査読有 

９ Double antikaonic nuclear  clusters  in  antiproton-3He annihilat ion at  J-PARC 

Fuminori  Sakuma,  … Kyo Tsukada et  a l .  

Hyperfine Interact ion (2012) 213:51–61,  査 読 有  

10 Measurement of Pionic 12 1Sn atomsat the RI beam factory 
Kenta Itahashi ,  … Kyo Tsukada et  al .  

Hyperfine Interact ion (2012) 209:51–61,  査 読 有  

○11  Strangeness Physics at JLab 
S.N.Nakamura, 
Hyperfine interaction (2012) 210:39-44.、査読有  

12 C.Kimura,  …T.Gogami,  …S.Nagao, S.N.Nakamura,  …K.Tsukada et  al . ,   

Study of  γ  d  →  π  +  π  −  d  React ion in  an Energy Region of  0 .67 ≤  E  γ  ≤  1 .08 GeV 
Few-body Systems, in press, DOI 10.1007/s00601-013-0674-5, 査読有  

○13  S.N.Nakamura,…T.Gogami, …S,Nagao, …K.Tsukada et al.
Electro-production of Light Lambda Hypernuclei 
Few-body Systems, in press, DOI 10.1007/s00601-013-0714-1, 査読有 
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○14  K.Tsukada, P.Achenbach,  ……T.Gogami,  …S,Nagao,  S.N.Nakamura,  et  al .  

Decay Pion Spectroscopy of  Electro-Produced Hypernuclei  

Few-body Systems, 13 Jan 2013, March 2013, Volume 54, Issue 1-4, pp 375-379 査読有  

○1 5  T.Gogami,  …S,Nagao,  S.N.Nakamura, …K.Tsukada et  al .  

Electroproduction of  K+ Λ  at  JLab Hall-C 

Few-body Systems,  in  press ,  DOI 10.1007/s00601-013-0670-9,  査 読 有  

16 T.Gogami 

Study of  Light  Hypernuclei  by the (e ,e’K+) Reaction 

Few-body Systems,  54 (2013) 391-394,  査 読 有  

17 H.Bhang,  …S.N.Nakamura,  …K.Tsukada et  al .  

Three-BodyΛNN→nNN Nonmesonic Weak Decay Process of  Λ  Hypernuclei  

Few-body Systems,  54 (2013) 103-110.  査 読 有  

18 H.Bhang,  …S.N.Nakamura,  …K.Tsukada et  al .  

The Strong Three-body Weak Interact ion Contr ibution in  the Nonmesonic Weak Decay of  p-shell  Λ  Hypernuclei  

Few-body Systems,  in  press ,DOI 10.1007/s00601-013-0640-2 査 読 有  

19 Hiroki  Kanda,  Toshiyuki  Gogami,  …Sho Nagao,  Satoshi  N.Nakamura,  …Kyo Tsukada et  al . ,   

Study of Strangeness  Photoproduction on the Neutron in  the Threshold Region 

Few-body Systems,  in  press ,  DOI 10.1007/s00601-013-0664-7 査 読 有  

20 S.Ajimura,  …K.Tsukada et  al .  

A search for  deeply-bound kaonic nuclear  s tate at  J-PARC 

Few-body Systems,  in  press , DOI 10.1007/s00601-012-0552-6、査 読 有  

○2 1  S.N.Nakamura 

Hypernuclear Spectroscopy with Electron Beams and Future Prospects 

FIZIKA B (Zagreb) 20 (2011) 2, 131-148, 査 読 有  

○2 2  O.Hashimoto,  …, T.Gogami,  …S.Nagao, S.N.Nakamura et  al .  

Binding Energy of 7ΛHe and Test of Charge Symmetry Breaking in the ΛN Interaction 
Potential, J.Phys.:Conf.Ser.312(2011) 022015-1-6 査 読 有  

○2 3  S.N.Nakamura for  E05-115 collaborat ion,  .  

Spectroscopic Investigation of Λ hypernuclei in the wide mass region using the (e,e’K+) 
reaction, J.Phys. Conf. Ser. 312 (2011) 092047-1-7. 査 読 有  

○2 4  F.Garibaldi, O.Hashimoto, J.J.LeRose, P.Markowitz, S.N.Nakamura, J.Reinhold and 
L.Tang,  
Hypernuclear Spectroscopy,  J.Phys.:Conf.Ser.299 (2011) 012013-1-23. 査 読 有  

 

 

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  S.N.Nakamura, Strange Light Nuclei,  
The 25th International Nuclear Physics Conference (INPC2013), Firenze (Italy), 2013/6/6 
招待講演  (Plenary talk)、審査有  
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○2  後神  利志  他  
「高品質電子線を用いた Λ 粒子生成の研究」、   
日本物理学会（広島大学）  27aHC-1 2013 年  3 月 , 口頭発表、審査無  

○3  塚田  暁  他、  
「MAMI-C におけるハイパー核崩壊パイ中間子スペクトロスコピーの現状と展開」    
日本物理学会 (広島大学）27aHC-2, 2013 年  3 月、口頭発表、審査無 

○4  永尾  翔  他、  
「マインツ大学におけるハイパー核生成実験のための  K+ 中間子弁別用エアロジェルチレンコフ

検出器の開発」   日本物理学会 (広島大学）27aHC-3, 2013 年  3 月、口頭発表、審査無 

○5  日下潤一郎、後神  利志、塚田  暁、永尾  翔他、  
「マインツ大学におけるハイパー核分光実験のための GEM と落下の基礎開発と性能評価」  
日本物理学会（広島大学）27aHD-3、2013 年  3 月 , 口頭発表、審査無 

○6  後神利志 ,  
「 JLab における高品質電子線を用いたハイパー核研究」，  
東北大学理学研究科六専攻合同シンポジウム , 2013.2.21、口頭発表、審査無 

○7  S. Nagao et al.,  The latest status of the hypernuclear decay pion spectroscopy,  
The Intenational School for the Strangeness Nuclear Physics (SNP school 2013), Tokai,
2013.2.16、口頭発表、審査有 

○8  新井直樹  他、「電子線を用いたハイパー核崩壊分光実験のデザインおよびそのため
の中性子検出器開発」 2012.9.11 第 68 回  日本物理学会（京都産業大学）、口頭発表、
審査無 

○9  塚田暁 他，「MAMI-C における (e,e'K+)反応実験の現状と展望」 2012.9.14 第 68
回  日本物理学会（京都産業大学）、口頭発表、審査無 

○10  後神利志 他，「 JLab における高品質電子ビームを用いたラムダハイパー核分光実験
の解析状況」 2012.9.14 第 68 回  日本物理学会（京都産業大学）、口頭発表、審査
無 

○11  永 尾 翔  他 , 「 ハ イ パ ー 核 崩 壊 パ イ 中 間 子 分 光 実 験 の 解 析 現 状 と 今 後 の 展 望 」
2012.9.14 第 68 回  日本物理学会（京都産業大学）、口頭発表、審査無 

12 S. Nagao, Hypernuclear Physics at J-PARC,  
PANDA Collaboration meeting, GSI Germany, 2012.12 
口頭発表、招待講演 , 審査無 

13 K.Tsukada, Electro-production of strangeness in the low-Q2 region with a polarized 
electron beam at MAMI-C, The 8th JSPS core-to-core symposium, Barcelona(Spain), Oct.5 
and 6, 2012, 口頭発表、審査無 

14 T. Gogami, Lambda hypernuclear spectroscopy up to medium heavy mass number at 
Jefferson Lab, The 8th JSPS core-to-core symposium, Barcelona(Spain), Oct.5 and 6, 2012, 
口頭発表、審査無 

15 S.Nagao, Analysis status of hypernuclear decay pion experiment and upgrade plan, The 8th 
JSPS core-to-core symposium, Barcelona(Spain), Oct.5 and 6, 2012, 口頭発表、審査無  

○16  K.Tsukada, Electro-production of strangeness in the low-Q2 region with a polarized 
electron beam at MAMI-C, XI International Conference on Hypernuclear and Strange 
Particle Physics (HYP2012), Barcelona(Spain), Oct 1-5, 2012 (poster）審査有  

○17  S.N.Nakamura,  Study of Hypernuclei with Electron Beams,  
XI International Conference on Hypernuclear and Strange Particle Physics (HYP2012), 
Barcelona(Spain), Oct 1-5, 2012, 招待講演 (plenary talk）審査有  

○18  T. Gogami, Lambda hypernuclear spectroscopy at JLab Hall-C, VIII Tours Symposium on 
Nuclear Physics and Astrophysics (Tours2012), Lenzkirch-Saig(Germany), Sep. 2-12, 
2012, 口頭発表、審査有  
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○19  
 

S.N.Nakamura, Spectroscopic study of hypernuclei, VIII Tours Symposium on Nuclear 
Physics and Astrophysics (Tours2012), Lenzkirch-Saig(Germany), Sep. 2-12, 2012  
招待講演 (plenary talk）審査有  

○20  T. Gogami, Electroproduction of K+Λ at JLab Hall-C, The 20th International IUPAP 
Conference on Few-body Problems in Physics (FB20), (Fukuoka-Japan), Aug. 20-25, 2012, 
口頭発表、審査有  

○21  
 

S.N.Nakamura, Electro-production of light Lambda hypernuclei, The 20th International 
IUPAP Conference on Few-body Problems in Physics (FB20), (Fukuoka-Japan),  
Aug. 20-25, 2012 招待講演 (plenary talk）審査有  

○22  
 

S.N.Nakamura, Recent Results from Hypernuclear Studies, Gordon Research Conference on 
Photonuclear Reaction, Holderness (NH, USA), Aug. 5-10,2012  
招待講演 , 審査有  

23 T. Gogami, "Analysis status of heavy targets data of HKS-HES",  "TOSCA models for 
ENGE and other spectrometers", "Study of elementary process in Hall-C", 2012.5.9-10, 
JSPS core-to-core seminar, Newport News, VA, USA, 口頭発表、審査無  

24 S.Nagao, "Status of decay pion experiment at MAMI-C", 2012.5.9-10,  
JSPS core-to-core seminar, Newport News, VA, USA 口頭発表、審査無  

25 K.Tsukada,  "Mainz (e,e'K+) experiment status", 2012.5.9-10,  
JSPS core-to-core seminar  Newport News, VA, USA、口頭発表、審査無  

○26  川間大介  他 , 「 (e,e'K+)反応を用いた JLab-Hall C 第三世代ラムダハイパー核分光実
験」2012.3.27 第 67 回  日本物理学会年次大会（関西学院大学）口頭発表、審査無  

○27  永尾翔  他 , 「 MAMI-C 加速器におけるストレンジネス電磁生成実験の解析状況」
2012.3.27 第 67 回  日本物理学会年次大会（関西学院大学）口頭発表、審査無  

○28  内山大輔  他 , 「ハイパー核  Auger 中性子分光に向けたマインツ MAMI における中性
子検出器の性能評価」2012.3.27 第 67 回  日本物理学会年次大会（関西学院大学）口
頭発表、審査無  

29 S.Nagao, "The identification method of the elecro-prduced kaons in MAMI-C", 
International School for Strangeness Nuclear Physics (SNP 2012), 2012.2.12-18, 
Tokai-Sendai, Japan, 口頭発表、審査有  

30 T. Gogami, "Lambda hypernuclear spectroscopic experiment by the (e,e'K+) reaction at 
Jefferson Lab", International School for Strangeness Nuclear Physics (SNP 2012), 
2012.2.12-18, Tokai-Sendai, Japan 口頭発表、審査有  

○31  
 

S.N.Nakamura, "Decay pion spectroscopy of electro-produced hypernucleus", 2011.10.2-9, 
Third International Conference on Nuclear Fragmentation (NUFRA2011),  
Kemer (Turkey), 招待講演、審査有  

○32  
 

S.N.Nakamura and O.Hashimoto,  
"Electroproduction of Strangeness on Nuclei", 2011.9.26-30,  
ECT* Workshop on Strange Hadronic Matter, Trento, Italy、口頭講演 審査有  

○33  
 

P.Achenbach,  
"Elementary kaon production at MAMI", 2011.9.26-30, ECT* Workshop on Strange 
Hadronic Matter, Trento, Italy 口頭講演、審査有  

○34  
 

L.Tang,  
Pion Spectroscopy --- idea and prospects ---, 2011.9.26-30,  
ECT* Workshop on Strange Hadronic Matter, Trento, Italy、口頭講演、審査有  

○35  K.Tsukada,  
"Upgrade plan of decay pion spectroscopy at MAMI-C", 2011.9.29, SPHERE and JSPS 
core-to-core symposium, Trento, Italy, 口頭発表、審査無  
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36 T.Gogami, "Tracking procedures for high-multiplicity data of hypernuclear spectriscipic 
experiment at JLab Hall-C", 2011.9.29, SPHERE and JSPS core-to-core symposium, 
Trento, Italy、 口頭発表、審査無  

37 S.Nagao, "Design comparison of decay pion spectroscopy at Jlab and MAMI-C, and 
analysis of recent data",  2011.9.29, SPHERE and JSPS core-to-core symposium, Trento, 
Italy, 口頭発表、審査無  

○38  後神 利志 他  「電子線を用いた中重 Λ ハイパー核分光実験の為の高多重度用飛跡
再現コードの開発  」  
2011.9.17  日本物理学会秋季大会（弘前大学）、口頭発表、審査無  

○39  塚田 暁 他  「MAMI-C における電子ビームを用いたハイパー核分光実験  」  
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