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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 

 

Ｒ２２２１ 
関連研究分野 

（分科細目コード）
４３０１ 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

次世代のフロンティア加速器実験へ向けての欧州合同原子核研究機関との共同研究 

（平成２２年度採択） 

代表研究機関名    高エネルギー加速器研究機構 

代表研究機関以外

の協力機関 
  なし 

主担当研究者氏名    徳宿 克夫 

補助金支出額 

（平成22年度） 

 

  13,029,632円  

（平成 23 年度） 

 

  25,792,564円  

（平成 24 年度） 

 

  20,119,000円  

（合計） 

 

          58,941,196 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） 

       5  人  

（    2 人） 

（平成24年度） 

        5  人  

（    3 人） 

（合計） 

             7  人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

       4 人  

 

（平成23年度） 

       4  人  

（    4 人） 

（平成24年度） 

        4  人  

（    4 人） 

（合計） 

             4  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） 

       0 人  

（     0 人）

（平成24年度） 

        0  人  

（     0 人）

（合計） 

            １  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） 

 将来の素粒子実験と加速器計画は大規模なものにならざるを得ず、ほぼ確実に国際協力のもので進められてい

く。LHCでの実験から初期の結果が出てくるこの時期に、本事業によりCERNに滞在して、その発見に直接貢献す

ることと、その結果をもとに次世代の加速器計画を策定するための基礎開発にかかわることは、若手研究者にと

ってこの上ない機会を与えることになる。 

 CERN滞在中に、CERNおよび各地から来ている研究者と一緒に研究して切磋琢磨することにより得られる、研究

上の知識、国際感覚、世界中の研究者とのネットワークは、今後若手が、将来の大規模プロジェクトに関与して

いく上で大きな宝となる。 

 派遣をコーディネートしていく研究担当者としては、長期派遣には将来の国際プロジェクトをリードしていけ

るような人物を念頭に置いて計画を考えている。今後の大規模な素粒子実験のプロジェクトは日本に建設できる

か、国外に建設できるか、今の時点では全くわからない。どちらにせよ、今回派遣する若手が今回の派遣で経験

をつめば、このようなプロジェクトを進める上でも国益を担える存在になると考える。 

 上記のとおり、LHCに関する機器開発や研究を進めつつ、将来的に国際的にリーダーシップを発揮できるよう

な若手研究者の育成を目指すものであるため短期間での直接的な貢献を検証する具体的な方策は必ずしも容易

ではないが、毎年12月に開催するCERN－ KEK委員会で、毎年派遣している若手研究者の報告をもらい、研究内容

と進捗状況をCERNとKEKの研究者が査定することで検証は可能であると思われる。ただしその場合でも、ここで

の研究課題は長期を見据えたものなので、単純に論文数や国際会議での発表数などで評価することは避けたいと

考える。 

 

（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】 

■十分に達成された 

【理由】 

 素粒子実験（ATLAS実験）に長期に派遣した研究者の内の2名は、現地に足をつけて研究を行うことによって、

ATLAS実験の中で、ミューオントリガーとタウトリガーのコーディネータに任命され、世界各国からの多くのポ

スドクや大学院をまとめながら、指導力を発揮した。実験を進め物理解析をすることと並行して、将来のアップ

グレードでの改善点を検討し、ATLAS検出器のアップグレード提案書の作成にあたって大きく貢献することがで

きた。一人は期間中に助教から准教授に昇格し、海外での経験がキャリアパスとして評価されている。ピクセル

検出器を担当した研究者は、この検出器を担当する日本研究者は彼一人であったが、長期滞在で存在力を見せ、

現在東工大の大学院生等がさらに参加できるような糸口となることができた。加速器用超伝導電磁石に携わった

研究者の活躍により、LHCのアップグレードに関する高エネルギー加速器研究機構に関して目にみえる貢献がで

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） 

【国際共同研究課題の到達目標】 

 本事業では次世代の加速器実験のための開発に携わる若手研究者（ポスドク、助教、准教授など）をCERNに派

遣して、加速器開発・実験研究を共同で行うものである。 

 LHCでの実験の開始とともに、LHCでの新発見以後の研究を進めるための加速器開発が重要となってくる。その

一つの方向は、LHCを高輝度化そして将来はさらにエネルギーを上げることで、標準理論を越える物理の探索範

囲を広げることである。この準備として、高磁場超伝導磁石の開発、高電場加速空洞の開発、クラブ空洞の開発

研究が重要であり、CERNと KEKとで協力して進めていくことを取り決めた。（研究協力の取り決めの附則２、３

，４）本事業はKEKの若手を長期間CERNに派遣することで、これらの共同研究を加速進展させる。 

これらの次世代加速器の開発は、LHCで何が発見されるかによって、方向性が急に変わる可能性もある。この研

究では実験の参加者もサポートし、現地でLHCのデータの解析を進めることで、将来の実験の進むべき方向、つ

まり、どんな加速器をどんなエネルギー・ルミノシティーで運転するのがよいかの検討をさせるとともに、そこ

でどのような実験装置が必要かの検討をさせる。 

 

【国際共同研究において期待される成果概要】 

 本事業が関わる主な国際共同研究は、LHCでのアトラス実験と、将来の加速器のための研究開発である。後者

には、LHCの高輝度化のための、高磁場磁石やクラブ空洞の開発が中心となるが、リニアコライダーと関連した

高周波空洞の開発なども含まれる。国際協力で建設を進めることになる次期大型加速器と関連した開発であるの

で、すぐれたアイデアが得られれば、世界のどこに建設がされようとも日本が大きな主導権を握ることができる

こととなる。 

 特に、新しい線材での超電導電磁石の建設に目途をつけることができれば、この技術は加速器用の磁石にとど

まらず、核融合など、他の分野への波及効果も大いに期待される。 

 

（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 

【理由】 

 加速器開発に関しては、当初、日本の開発してきた新しい超伝導線材をもとにした新しい磁石の開発とクラブ

空洞の開発を念頭においていたが、線材の開発に予定以上に時間がかかることが判明したことと、クラブ空洞の

開発では日本が進めてきた方式とは違うものを目指すことが明らかになったため、早期に方針を修正し、これま

での実績があるNbTi線材での双極電磁石の設計・開発に重点を移すことにした。この点はCERN・KEK委員会で両

機関の研究者の議論を基に行い、これにより、3年間の研究期間内で初期設計を完了させることができ、期待し

ていたものとは異なるが有用な成果となった。 

 ATLAS実験に関しては、測定器のアップグレードを進めるのと並行して現在の検出器の理解を進化させた。特

にτ粒子の同定に関しては新たな手法を確立することができ、それを現在のヒッグス粒子探索に応用することが

できた。2013年8月時点でまだ、 終結果にはなっていないが、ヒッグス粒子がτ粒子対に崩壊する事象の探索

に大いに貢献しており、ヒッグス粒子がフェルミ粒子と結合することを示す 初の例とできる可能性が高い。
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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 

 

 長期派遣していた派遣者④は、今年度は総合研究大学院の派遣プログラムでさらに約 1 年 CERN に派遣するこ

とができている。ATLAS のほかの二名（派遣者②・派遣者③）も徳宿の科研費を基に長期派遣を継続している。

しかし加速器開発者を送る財源がないので、新しい頭脳循環プログラムを現在申請しているところである。 

 

 

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

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 

 上記のように、平成 25 年度も頭脳循環のプログラムに新規応募しており、これにより、CERN 研究所とのより

密接なネットワーク作りを目指している。新しいプログラムでは、長期滞在を既に経験した研究者には CERN で

の他国の大学院生やポスドクの指導を行ってもらう等、指導者としての経験をさらに積ませるように配慮してい

る。つまり、本事業で支援した若手研究者がさらに長期滞在する場合は、さらに現地での教育の役割を増やすこ

とを検討している。また、加速器開発と ATLAS 実験に限るのをやめて公募を行うことで、さらに幅広い分野の研

究者を派遣する。CERN-KEK 委員会で協議して研究課題を決めることにより、研究分野を拡張しても受け入れ体

制をしっかりして進めることができる。 

 

 

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 

 

 既に述べたように、一人は派遣期間中に助教から准教授に昇格した。彼は派遣期間中ミューオントリガー責任

者を努めてきたが、2013 年 9 月からはトリガー全体の責任者を 1 年の任期で行うことが決まっている。残りの 2

人もそれぞれτ粒子関連の物理解析と、ピクセル検出器のアップグレードへ向けた開発研究で大いに成果を上げ

ており、今後アトラス実験の中核となって行く人材に、順調に成長していると考える。 

 LHC の収束磁石の開発を行った若手研究者も今回の滞在で、磁石の概念設計をほぼ完成させることができた。

彼は、KEK のポスドクの身分であるが、2014 年 4 月から中国での上級職に着くことがほぼ確実である。「日本へ

の頭脳循環」ではないが、今後の加速器建設ではグローバル化が進むので、将来的に彼が日欧中での循環の一人

として大いに活躍すると期待している。 
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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     

徳
トク

宿
シュク

 克
カツ

夫
オ
 

高エネルギー加速器

研究機構 

素粒子原子核研究所 教授 素 粒 子 物 理 実

験 

担当研究者     

山
ヤマ

本
モト

 明
アキラ

 
高エネルギー加速器

研究機構  

共通基盤研究施設 

超 伝 導 低 温 工 学 セ ン

ター 

セ ン タ ー

長・教授

素 粒 子 物 理 実

験・加速器科学 

生
オ

出
イデ

 勝
カツ

宣
ノブ

 

高エネルギー加速器

研究機構  

加速器研究施設 施設長・教

授 

加速器科学 

中
ナカ

本
モト

 建
タツ

志
シ
 

高エネルギー加速器

研究機構  

共通基盤研究施設 准教授 加速器科学 

土
ツチ

屋
ヤ
 清

キヨ
澄
スミ

 

高エネルギー加速器

研究機構  

加速器研究施設 名 誉 教 授

・研究員

加速器科学 

大見
オオミ

 和 史
カズヒト

 

高エネルギー加速器

研究機構  

加速器研究施設 

 

教授 加速器科学 

西 川
ニシカワ

パトリック 

高エネルギー加速器

研究機構  

加速器研究施設 准教授 加速器科学 

海
ウン

野
ノ
 義

ヨシ
信
ノブ

 

高エネルギー加速器

研究機構  

素粒子原子核研究所 准教授 素 粒 子 物 理 実

験 

細
ホソ

山
ヤマ

 謙
ケン

二
ジ
 

高エネルギー加速器

研究機構  

加速器研究施設 教授 加速器科学 

船
フナ

越
コシ

 義
ヨシ

裕
ヒロ

 

高エネルギー加速器

研究機構  

加速器研究施設 教授 加速器科学 

中
ナカ

西
ニシ

 功
コウ

太
タ

 

高エネルギー加速器

研究機構  

加速器研究施設 助教 加速器科学 

Alexander
ア レ ク サ ン ダ ー

 

Molodojentsev
モ ロ ド ジ ェ ン ツ ェ フ

 

高エネルギー加速器

研究機構  

加速器研究施設 助教 加速器科学 

大 森
オオモリ

 千
チ

広
ヒロ

 高エネルギー加速器

研究機構 

加速器研究施設 准教授 加速器科学 

長谷川
ハ セ ガ ワ

 豪
カツ

志
シ

 高エネルギー加速器

研究機構 

加速器研究施設 助教 加速器科学 

荻津
オギツ

 透
トオル

 高エネルギー加速器

研究機構 

共通基盤研究施設 教授 加速器科学 

計15名     
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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 欧州合同原子核研究機関（CERN） 

 

計 1 機関 

Prof. Felicitas 

Pauss  

 

Dr. John Ellis  

 

 

 

Dr. Ruediger Voss 

 

 

 

Dr. Steve Myers  

 

 

Dr. Lucio Rossi  

 

 

Dr. Jean-Pierre 

Koutchouk  

 

Dr. Fabiola 

Gianotti 

外部関係

調査官 

 

外 部 関 係

調 査 、 日

本担当 

 

外 部 関 係

調 査 、 日

本担当  

 

加速器責

任者   

 

加速器研

究者 

 

加速器研

究者   

 

実験物理

研究者  

2011.12.31 ま

で 
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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 

○選抜方針・基準 

 徳宿・山本・生出は本研究機構の若手を熟知しているので、特に公募等は行わず、適任

者を選抜した。その際に CERN の共同研究者と議論し、合意を得た。 

 

○選抜方法 

 基本的には、LHC での実験物理での派遣研究者は徳宿が、磁石開発の研究者は山本が、

研究者の能力と適性を判断して選抜した。研究の進捗状況に応じて、より適切な若手研究

者を派遣できるよう、日本側で調整するとともに、年に一度開催される CERN－KEK 委員会

において受け入れ機関である CERN 側研究者も交え検討し、CERN 側の意見も踏まえた上で

選抜を行った。 

 

（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。） 

 CERN へ若手を派遣して研究を進めるためには、現地の研究者と担当研究者との綿密な連

携が必須である。実験およびデータ解析と物理研究に関しては徳宿が、超伝導磁石開発に

関しては山本が、加速空洞の開発に関しては生出が担当する。担当研究者は、前もって、

派遣する若手研究者の研究テーマに関して現地の研究者と協議をするとともに、若手研究

者と定期的に直接会合あるいはテレビ会合等をおこなうことにより、研究状況を把握する。 

 ３人の担当研究者は、CERN の関連研究者と長期にわたる研究協力を進めてきた実績があ

るため、適切な研究を短期間で立ち上げられるように整備ができている。 

CERN 滞在中は、CERN の安全規則に従って行動することになる。滞在者は保険に加入して

いることが必須であるが、KEK は海外へ派遣する職員に対しての団体保険がかけられてい

るので、その要件をみたしている。また CERN においては、安全教育研修の受講を含めた安

全確保・危機管理のサービスが受けられる。 

 これに加えて CERN には常時 KEK の職員が複数滞在しており、緊急時には互いに助け合う

ことができる。とくに、CERN－KEK 協力の一環として、CERN 側の費用により、日本人事務

職員が 1 人常時研修滞在しているので、緊急の対応ができる。そのうえで必要があれば日

本の担当研究者が現地に急行する。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

 当初計画では３年間で７名の若手を派遣する計画で、初年度開始２名、次年度開始３名、

終年度開始２名を想定し、各派遣者は２年以内としていた。しかし、 終年度開始で 300

日以上派遣するのは現実的でないこと、研究の成果を得るには長い期間の派遣の方が有効

であるということになり、結局初年度に５人を選定し、１人を除いた 4 人をそのまま 3 年

間長期派遣することにした。初年度で停止した研究者に関する説明は次項で行う。もう一

人、加速器開発に関しての若手研究者の派遣を検討し、担当研究者を追加しながら良いプ

ロジェクトを探したが、300 日以上滞在できる若手研究者が見つからなかったので、派遣

を行わなかった。 

（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 
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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。） 

 個々の具体的な成果は次項に詳述するので、成果に伴うマネジメント能力に関して中心

に記述する。 

アトラス実験に派遣した 3 人の研究者は将来の高輝度での加速器実験に向けての設計研

究を、派遣期間のアトラス実験の遂行・物理解析と並行させながら、大いに進展させた。 

ピクセル検出器の研究を中心に行った若手は、この検出器に関する日本グループの責任

者としての立場をとりつつあり、派遣により大きく成長した。 

ミューオントリガーに関する派遣を行った若手は、長期滞在を活かして、現地でのミュ

ーオントリガーの責任者として ATLAS 実験に大きく貢献しながら、将来のミューオン測定

器のアップグレードに関する計画書の作成に大きく貢献した。2013 年 9 月からはミューオ

ントリガーにとどまらず、トリガー全体の責任者を 1 年間務めることになり、既に大規模

国際共同実験での「指導者」としての役割を担ってきた。 

τ粒子同定に関する若手は、そのグループの責任者を経て、τトリガーの責任者を務め

た。各国の若手研究者の取りまとめ役をしており、ATLAS 実験内での評価とともに、国際

会議での議論、日本物理学会での発表や一般講演を通じて、大きく成長した若手となった。 

加速器の電磁石設計を進めた若手は、派遣期間に日本の担当する磁石の基本設計を完了

し、研究をきちんとまとめ、大きく成長した。彼は中国人であり、日本・CERN での滞在を

通して、将来の大規模加速器の開発で、日・欧・中のネットワークの中心の一人となる可

能性を秘めている。 

初年度の 7 日間のみで派遣を停止した研究者に関しては、まず 2010 年 12 月に打ち合わ

せで派遣したが、その後、当人の専門とする新しい超伝導線材の開発は、高輝度 LHC で使

えるまでの実用化試験を行うのは時間的に困難であることがわかったため、CERN に長期滞

在する理由がなくなり、また本人にとっては、線材の基礎特性を日本の J-ＰＡＲＣでの中

性子散乱実験で進めることが も研究成果が上がると判断したため、長期派遣を取りやめ

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。） 

 CERN と KEK との間には、これまでにも沢山の研究者交流があり、枠組み自体は既に

存在したし、海外と国内での研究実績を分け隔てなく評価するシステムも既に整ってい

た。しかし今回、実験・加速器両面でまとまった人数の若手を同時期に長期派遣するこ

とにより、両研究分野での若手交流が生まれたことは大きなメリットであった。研究の

面ではヒッグス粒子発見など、LHC での第一期の実験の遂行・解析が大きく進展した時

期に、それにも貢献しつつ、より将来の研究計画へ貢献する課題を持った若手を派遣し、

そこでも大きな成果を得たことは、将来計画に対する日本の目に見える貢献として大き

な意義があり、派遣した若手が今後長期に渡る両機関の研究推進の牽引役となりうる。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 派遣者①：  超伝導低温工学センター・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） 

高輝度 LHC 用の超伝導磁石の開発 

（具体的な成果） 

CERN で開発を進めている高輝度 LHC 用の超伝導磁石の開発に参加した。 これまで実績

のある NbTi 線材を使ったビーム分離用の大口径双極磁石の設計を進め、ほぼ 終案を提

示することが出来た。CERN に滞在しながら現地の研究者とともに設計を進め、概念設計

を進めた。特に、LHC に比べて高輝度 LHC では大口径であるにも関わらず磁場が強くな

るため、鉄ヨークでの飽和の影響が非常に大きく、磁場の多重極成分の電流依存性が大

変大きくなってしまうことを指摘し、その対処方を綿密に分析した。関連して、超伝導

磁石周辺への漏れ磁場の影響についても入念に調査を行った。一方、LHC の高輝度化に

伴い、超伝導磁石への放射線線量の増加と、それに伴う入熱の増大が非常に懸念されて

いるため、耐放射線性能や冷却性能の向上も重要な検討パラメータであった。 

 ビーム分離用の大口径双極磁石は日本が担当して製作をする可能性があり、この派遣

による成果が、将来の方向性を直接左右することになる。 

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、CERN、TE、Lucio Rossi  38 日 159 日 212 日 409 日

フランス・マルセイユ（国際会議） 日 5 日 日 5 日

米国・ポートランド（国際会議） 日 日 5 日 5 日

イタリア・フラスカティ（国際会議） 日 日 4 日 4 日

 

 派遣者②：  素粒子原子核研究所・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） 

次世代加速器実験でのトリガー開発 

（具体的な成果） 

アトラス実験ミューオントリガーの責任者に任命されたため、現在のミューオンのトリ

ガーの状況を精査し、その日々の改善の陣頭指揮をとってきた。これらの実測のデータ

を基に、2015 年以降の高エネルギー実験期間及び 2018 年以降の高輝度の LHC でのミュ

ーオントリガーの状況を見積もり、その改善案をまとめた。その結果はアトラス実験の

改良計画書などに組み込まれた。 

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、CERN、PH、 Fabiola Gianotti 119 日 151 日 273 日 543 日

スウェーデン、ストックホルム大学 日 4 日 日 4 日

ギリシャ・アナビソス（ワークショ

ップ） 
日 日 5 日 5 日
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 派遣者③：  素粒子原子核研究所・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） 

次世代加速器実験でのピクセル検出器開発 

（具体的な成果） 

CERN での議論の後に、CERN や他大学のグループと共同でビームを使ったピクセル検出器

の性能試験を進めるとともに、 初の実機を 2014 年にアトラス実験に組み込むことが決

定したため、その実機の性能評価の準備を進めた。テストビーム実験用の独自のデータ

収集システムを開発し、テスト実験の効率を上げることが出来た。 

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、CERN、PH、 Fabiola Gianotti 44 日 206 日 249 日 499 日

英国、オックスフォード大学 日 3 日 日 3 日

米国・カリフォルニア州、スタンフ

ォード大学 
日 7 日 日 7 日

イタリア・フィレンツェ（国際会議） 日 4 日 日 4 日

 

 派遣者④：  素粒子原子核研究所・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） 

次世代加速器実験でのトリガー開発特にτ粒子の同定 

（具体的な成果） 

これまで研究してきたτ粒子同定手法を活用して、2010-2012 年に収集した陽子・陽子

衝突事象の中から、ヒッグス粒子がτ粒子対に崩壊する事象の探索を進めた。有意な信

号はまだ得られていないが、標準理論の予測する大きさと矛盾しない結果を得ることが

でき、2012 年 11 月に ATLAS 実験の暫定結果として発表した。これらの成果を基に、高

輝度時のτ識別方法の研究を進めた。2022 年以降の高輝度実験でも、τと伴う事象の解

析がヒッグス粒子の精査等で重要であることを指摘し、ギリシャにおけるワークショッ

プで発表した。τ粒子の同定はアトラス実験の改良計画書と取り込む重要な要素として

認知された。 

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、CERN、PH、 Fabiola Gianotti 87 日 344 日 330 日 761 日

ドイツ・ハンブルク、ドイツ電子シ

ンクロトロン 
日 3 日 日 3 日

英国、オックスフォード大学 日 4 日 日 4 日

ポーランド・クラクフ（国際会議） 日 日 3 日 3 日

ギリシア・アナビソス（ワークショ

ップ） 
日 日 5 日 5 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 

 このプログラムに関連する KEK と CERN 間の国際共同研究は、世界 高エネルギーでの陽

子陽子衝突実験を可能とする LHC 加速器による素粒子物理研究である。プログラム実施期

間中に LHC は順調に稼働した。2011 年末までは重心系エネルギー7TeV で実験を進め積算ル

ミノシティ約 5fb-1 を得た。2012 年からはエネルギーを 8TeV に上げて実験を進めた。この

データを基に我々が関与する ATLAS 実験は、CMS 実験とともにヒッグス粒子の発見をする

ことができ、その新発見の論文を 2011 年 7 月に発表した。LHC の運転は 2013 年 2 月で終

了し、2015 年からのエネルギーを上げた実験に向けての長期シャットダウンに入った。結

局 2010-2012 年の運転で、25fb-1 を上回る積分ルミノシティが得られた。発見したヒッグ

ス粒子の性質の確認等をこの全体のデータを使っての解析が進んでいる。 

 これらの LHC 第一期運転の成功を受けて、LHC 加速器・ATLAS 測定器のアップグレード計

画の具体化も進んだ。2013－14 年、2018 年、2022 年に LHC 運転の長期シャットダウン（LS）

を行うことがほぼ確定し、それぞれのシャットダウン期(LS1,LS2,LS3)にどのような改善を

するかのプログラムを決めた。LHC 加速器の衝突点付近の収束系磁石の入れ替えは 2022 年

に行うことが決まり、概念設計とプロトタイプ機の試験を 2016 年を目処に行うこととし

た。実験側は 2018 年にミューオントリガーのアップグレードを行い、2022 年に内部飛跡

検出器の総入れ替えを行うことになり、前者の Technical Design Report(TDR)を 2013 年

に、後者の Letter of Intent(LOI)を 2012 年に提案する方向で設計を進めた。 

 

（２）成果の概要 

 加速器サイドでは、収束系磁石中のビーム分離用双極電磁石の設計を KEK が担当するこ

ととなり、本プログラム期間中に基本設計を終了した。アトラス実験では、収集したデー

タを見ながら、解析アルゴリズムの改良を進め、現行の物理解析と並行しながら、アップ

グレード計画の概念設計を進めた。上記の飛跡検出器の LOI は予定通り 2012 年に出版でき、

ミューオントリガーのアップグレードの TDR も 2013 年秋までには、完成予定である。長期

派遣した若手研究者は、ヒッグス粒子探索を含む実験データの物理解析を進めつつ、これ

らの設計に大きく貢献した。 

 

 

（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 

0 0 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①  学術誌等（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 Development of novel n+-in-p silicon planar pixel sensors for HL-LHC, Y. Unno, Y. 
Takubo, et al., Nucl. Instrum. Meth. A699 (2013) 72-77, 査読有り 

２ Development of a silicon-microstrip super module prototype for the high luminosity 
LHC, A. Clark, Y. Takubo, et al., Nucl. Instrum. Meth. A699 (2013) 97-101, 査読
有り 

３ Development of SiTCP based DAQ system of double-sided silicon strip super-mocule, 
Y. Takubo, et al., Nucl. Instrum. Meth. A699 (2013) 116-119, 査読有り 

４ Development of readout system for double-sided silicon strip modules, Y. Takubo, 
et al., PoS RD11 (2011) 041, 1-8, 査読有り 

５ Evaluation of novel KEK/HPK n-in-p pixel sensors for ATLAS upgrade with testbeam, 
R. Nagai, Y. Takubo, et al., Nucl. Instrum. Meth. A699 (2013) 78-83, 査読有り 

６ Performance of p-bulk microstrip sensors under Co-60 gamma irradiation at rates 
expected at the HL-LHC, Y. Takahashi, Y. Takubo, et al., Nucl. Instrum. Meth. A699 
(2013) 107-111, 査読有り 

７ Planar Pixel Sensors for the ATLAS Upgrade: Beam Tests results, J. Weingarten, Y. 
Takubo, et al., JINST 7 (2012) P10028, 1-24, 査読有り 

８ TCAD simulations of silicon strip and pixel sensor optimization, Y. Unno, Y. Takubo, 
et al., PoS VERTEX2011 (2011) 024, 1-10, 査読有り 

９ Triggers for displaced decays of long-lived neutral particles in the ATLAS detector, 
ATLAS Collaboration (Georges Aad, K. Nagano, Y. Takubo, S. Tsuno, et al.), JINST 
1307 (2013) P07015, 1-34, 査読有り 

10 Characterisation and mitigation of beam-induced backgrounds observed in the ATLAS 
detector during the 2011 proton-proton run, ATLAS Collaboration (Georges Aad, K. 
Nagano, Y. Takubo, S. Tsuno, et al.), JINST 1307 (2013) P07004, 1-70, 査読有り 

11 Measurement of the production cross section of jets in association with a Z boson 
in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS Collaboration 
(Georges Aad, K. Nagano, Y. Takubo, S. Tsuno, et al.), JHEP 1307 (2013) 032, 1-50, 
査読有り 

12 Search for supersymmetry with jets, missing transverse momentum and at least one 
hadronically decaying  lepton in proton-proton collisions at sqrt{s}=7 TeV with 
the ATLAS detector, ATLAS Collaboration (Georges Aad, K. Nagano, Y. Takubo, S. 
Tsuno, et al.), Phys.Lett. B714 (2012) 197-214, 査読有り 

13 Search for events with large missing transverse momentum, jets, and at least two 
tau leptons in 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector, ATLAS 
Collaboration (Georges Aad, K. Nagano, Y. Takubo, S. Tsuno, et al.), Phys.Lett. 
B714 (2012) 180-196, 査読有り 
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14 Performance of the ATLAS Trigger System in 2010, ATLAS Collaboration (Georges Aad, 
K. Nagano, S. Tsuno, et al.), Eur.Phys.J. C72 (2012) 1849, 1-61, 査読有り 

15 Search for the Standard Model Higgs boson in the H to  decay mode in sqrt{s}=7 
TeV pp collisions with ATLAS, ATLAS Collaboration (Georges Aad, K. Nagano, Y. 
Takubo, S. Tsuno, et al.), JHEP 1209 (2012) 070, 1-49, 査読有り 

16 Search for the neutral Higgs bosons of the Minimal Supersymmetric Standard Model 
in pp collisions at sqrt{s}=7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS Collaboration 
(Georges Aad, K. Nagano, Y. Takubo, S. Tsuno, et al.), JHEP 1302 (2013) 095, 1-46, 
査読有り 

17 A search for high-mass resonances decaying to  in pp collisions at sqrt{s}=7 TeV 
with the ATLAS detector, ATLAS Collaboration (Georges Aad, K. Nagano, Y. Takubo, 
S. Tsuno, et al.), Phys.Lett. B719 (2013) 242-260, 査読有り 

18 Measurement of the ttbar production cross section in the tau+jets channel using 
the ATLAS detector, ATLAS Collaboration (Georges Aad, K. Nagano, Y. Takubo, S. 
Tsuno, et al.), Eur.Phys.J. C73 (2013) 2328, 1-18, 査読有り 

19 Measurement of  polarization in W ->  decays with the ATLAS detector in pp 
collisions at sqrt(s) = 7 TeV, ATLAS Collaboration (Georges Aad, K. Nagano, Y.
Takubo, S. Tsuno, et al.), Eur.Phys.J. C72 (2012) 2062, 1-21, 査読有り 

20 Search for charged Higgs bosons decaying via H+ ->  in top quark pair events using 
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