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【1】低エネルギー原子核実験グループ   

（新井一郎、小沢顕、小松原哲郎、笹公和、安田裕介）   

（1－1）稀少RIリングプロジェクト  

トト1．プロジェクトの現状  

平成16年4月以来、理研のRIビームファクトリー（R工BF）の大型実験装置の一つとして稀少RI  

リングの検討を行っている。この実験装置では、ウラン元素合成過程であるR一プロセスの解明を目指  

して、R－プロセスに関与する不安定核の質量測定を行う。稀少RIリングの現状のレイアウトを図1  

に示した。稀少RIリングは、以下の3つの要素から構成される。1）入射ライン（SIiARAQおよび  

SHARAQ入射ラインは、平成20年度末までに完成した）、2）RIビームを蓄積リングに入射する  
ためのセプタム磁石、キッカー磁石、3）セクター磁石6個で構成される等時性蓄積リング、である。  

平成20年度は、入射ラインのビーム光学の検討を行い、入射ラインに使用するために、KEIく－PSの  

四重極電磁石（23台）を、ⅩEXから理研仁科センターヘ移管した（平成21年1月）。これによ  

り、入射ラインに関しては、新規に電磁石を製作する必要は無くなった。また、RIビームの1回入  

射のためのキッカー磁石に関しては、ニチコン（株）と検討を進めているが、一つのキッカー磁石に  

より入射と出射を行う可能性を検討した。0．5ms以上の繰り返し時間であれば、技術的には可能であ  

る、という検討結果を得た。平成21年度は、等時性蓄積リングの詳細設計を業者とともに検討する  

予定である。  

1－1－2．稀少RIリング等時性磁場校正用クラスターイオン源の開発   

稀少RIリングにおいて、稀少RIの質量精度は、等磁性蓄積リングの等時性磁場の精度による。必要  
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図1：R柑Fにおける稀少RIリングと入射ラインの現状レイアウト  

な磁場精度は10‾6である。等時性磁場の調整法として、現段階では加速器からの安定核を用いた磁  

場校正が考えられているが、加速器を使わずオフラインで等時性磁場を調整できれば、効率よく稀少  

RIの質量測定が進むと期待できる。また、これにより、実験中の等時性磁場のモニターも可能とな  

る。我々は以上の目的から、平成20年度から磁場校正器としてのクラスターイオン源の開発を始め  

ている。   

200AMeVの稀少RI（78Ni28＋を仮定）の磁気剛性は、個数800程度のCuクラスター（1＋）  

を30keVで加速するのに相当する。すなわち、個数800以上のClユクラスターを生成できれば、  

我々の等時性蓄積リングの磁場校正器として使用が可能である。   

我々が用いたクラスターイオン源はマグネトロンスパッタ型ガス凝集クラスター源と呼ばれるもの  

でその概略図を図2に示す。このクラスターイオン源は高融点金属までスパッタでき、サイズの大き  

なクラスターイオンを作れることが特徴である。今回得られた飛行時間スペクトルとそれを対数正規  

分布関数でフィッティングしたものを図3に示す。これにより、個数800程度のサイズのクラスター  

イオンが生成できていることが確認できた。  

ト1－3．稀少RIリングのビーム光学シミュレーション   

理研RIBF【1，2】における稀少兄上リング【3，4，5］は、6台の扇型電磁石と6箇所の直線部からなる周  

長56．3mのサイクロトロン型のリングである。扇型電磁石はビームの偏向と収束の機能を兼ね備える。  

ビームの周回数は1，000回と想定されている。性能の上では、ビームエミッタンスを数10訂mm－mγαd  

として、運動量領域土1％にわたって10－6の等時性が要求される。このサイクロトロン型のリング  

のデザインを検討し、必要なパラメータを決定するために、高精度のビーム光学シミュレーションを  

開発した。許容可能な計算時間の範囲で出来得る限り高い計算精度を得るために、ビーム軌道を小さ  

な空間セグメントに分割し、各々のセグメント中で円軌道を描くと仮定した幾何学的追跡法を採用し  

た。この方法によると、必要な計算精度を実現するのに、各々の扇型電磁石を高々150個のサブセク  

ターに分割するだけで十分であった（図4）。各々のサブセクターでは、磁場が半径方向の位置の関数  

として与えられ、個々のビーム軌道の近傍では均一であるとした。ビーム軌道は4次のルンゲークッ  
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図2：マグネトロンスパッタ型ガス凝集クラスターイオン源の概略図  

タ法によって予測した。結果として、通常のPCサーバを利用し、稀少RIリング内の1つのビーム  

粒子を時間精度（△r／丁）＝1×10‾9、計算時間1．8秒で追跡することができた。・方、従来の微分方  

程式の数値解法では、時間精度（△r／γ）＝1×10‾8、計算時間14，000秒であった。新たに開発した  

ビーム光学シミュ レーションの優位性は明らかである。   

（1－2）固体水素標的（SHT）と理研RIビームファクトリーでのDay－One実験  

反応断面積測定のための反応標的として固体水素標的（SolidHydrogenTarget：SHT）の開発を行っ  

た。これまでに液体水素標的（LiquidHydrogenTarget：LHT）を使用した反応断面積測定の実験は  

実績があるが、SHTを使用したことはない。S壬‡TはLHTに比べて、いくつかの利点がある。  

1）ビーム入射出射面のふくらみをなくすことができる（ビーム軸方向の標的の厚さを均一にするこ  

とができる。）  

2）温度コントロールする必要がない。  

3）液体に比べて、固体は密度が高い。  

陽子弾性散乱実験でSHTが使用されているが、厚さが数mmと非常に薄い。SHTを反応断面積測定  

に使用するためには、反応率を上げるためにより厚いSHTが必要となる。平成20年度、我々は¢  

50mm，厚さ100mmのSHTを作成することに成功した（図5参照）。セル上部に見える黒い影はSHT  

が完成するときに発生する亀裂である。これまで、厚いSHTは亀裂や気泡が発生してしまい、結果  

として不透明な固体になってしまうとされてきた。しかし、我々は、水素ガスを一定圧力（100Tbrr）  

で供給することで亀裂や気泡を最小限に抑え、透明なSHTを作ることが出来た。供給圧力が高いと  

亀裂が多く発生し、逆に、供給圧力が低いと気泡が多く発生してしまう。100Tbrrという供給圧力は、  

我々のSHTシステムにとって、最適化された値である。   

平成20年12月、理化学研究所の新しい加速器施設であるRIビームファクトリーでの、最初の  

物理実験が行われた（Day－One実験）。345AMeVに加速された48caビー ムをBe標的に照射し、  

29‾32Neや22cなどの中性子ドリップライン近傍核の反応断面積測定実験等が行われた。我々は、SHT  
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図3：Cuクラスターの飛行時間の測定結果とそれを対数正規分布関数でフィッティングした結果（実線）  

をBigRIPS下流のZero－degreeqspectrometerの最終焦点面に設置し、29‾32Neや22cなどの荷電変  

換断面積とSHTの均一性の測定を行った。現在、実験データを解析中である。   

（ト3）天体核反応の直接測定に用いる検出器GEM－MSTPCの開発  

超新星爆発時の種核形成に重要な役割をなす8Li（α，n）11B反応の断面積測定を行っている。より  

低温での反応率測定をめざして、GEM（GasElectronMul七iplier）を採用した3次元飛跡検出型ガス  

検出器（MSTPC）の改造を行っている。平成19年度の結果から、新たに400Jlm厚のフォイルを  

もちいて、このフォイルの増幅性能の確認、および、ガス検出器のドリフト領域に滞留する正イオン  

数を抑制するためのイオンフィードバック制御の開発を、今年度は行った。   

新規に製作した400〃m厚のGEMフォイル増幅性能測定においては、当初予想していなかった  

フォイル上でのチャージアップによる増幅度の変動が明らかになった（図6；OriginalGEM）。そのた  

め、フォイル表面の絶縁部分を無くす形状に変更し、変動のない改良型フォイル製作に成功した（図  

6；ModifiedGEM）。   

他方、イオンフィードバック制御については、様々なフォイル厚さと印加電圧、配置の組み合わせ  

による長時間の系統的な測定を行った。イオンフィードバックとは、GEMの電子増幅の際に発生する  

正イオンがドリフト領域に逃げる現象のことをさす。大量の正イオンがドリフト領域に滞留すると、  

ドリフト電場を乱すため、電子のドリフト時間の測定精度が落ちるとともに二次元の位置情報の精度  

も劣化する。イオンフィードバックは、増倍された電子数に対する逃げた正イオン数の比で議論する  

ことができるが、今回の実験条件では1％のイオンフィードバック比が要求されている。正イオンの  

逃げ出しを抑制するには、電子のドリフト速度に比べ正イオンのそれが遅いことを利用して、増幅用  

GEMとドリフト領域の間におかれたシールドにより正イオンだけを選択的に効率よく捕獲するメカ  

ニズムが必要となる。   

検討の結果、このシールドにもGEMフォイルを採用することとした。電子増幅を含むイオンフィー  
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秒）  

ドバックの定量的シミュレーションが難しいため、フォイル形状、印加電圧、配置条件等を変化させ  

て系統的に増幅度、イオンフィードバック比の測定を行った。測定の結果から、1．5％までにイオン  

フィードバック比を押さえられる条件を見いだした。   

平成21年度は、上記測定により得られた検出器条件を用いてオンラインのビーム試験をおこない  

検出器の性能を確定し、本実験に進む予定である。   

（1－4）クーロン障壁以下のエネルギーでの118sn（d，p）反応の解析  

ContinuumDiscretized Coupled Channels（CDCC）という核反応の計算手法に関連した研究を  

行っている。我々のグループでは重陽子を入射粒子としたCDCCプログラムが開発され、それに関  

連する実験が2005～2007年に行われた。鞄＝3・2～8・OMeVでの118sn（d，P）反応の微分断面積の  

測定である。この実験の解析として、平成20年度にCDCC（d，P）反応の計算を行った。CDCC（d，P）  

とは直接反応的描像の計算で、入射チャネルにCDCC計算で得た波動関数を用いている。計算は入  

射重陽子のエネルギー3・2，3・5，4・0，5・0，6・OMeVに対して行った。図7にユ18sn（d，p）反応の微分断  

面積の実験値が誤差棒を伴った点で示されている。119snの第1，第2励起状態の励起エネルギーは  

E。＝23・9，89・5keVであり、118sn（d，Po）、（d，Pl）、（d，P2）反応を実験的に分けることができなかっ  

た。従って実験値はこれらの3つの反応の微分断面積の和である。曲線はCDCC（d，p）で計算した  

118sn（d，pO）反応の微分断面積である。（d，Pl）、（d，P2）についてもCDCC（d，P）で微分断面積を計算し  

た。図7ではCDCC（d，P）による計算値を入射エネルギーEd＝6．OMeVでの実験値に規格化して  

いる。このとき、Ed＝4．OMeVでは、CDCC（d，p）で計算した微分断面積は実験値より大きくなっ  

ており、鞄＝3・2，3・5MeVでは実験値より小さくなっている。（d，Pl）および（d，p2）反応についても  
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図5：¢50nlm，厚さ100mmのSHTの写真  

つ
一
 
 

◆ ◆  ◆
 
 

◆
 
 

◆
 
 

◆
 
 

鼠
暦
寧
選
言
訂
塵
長
屋
 
 
 

Ⅹ
 
 

X
 
 

‡
 
 

Ⅹ
 
 

◆
 
 

◆
 
 

X
 
 
 

◆
 
 

◆
 
 
 

◆
◆
X
 
 

1
 
 

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●
 
 

l
 
 

X  X   

◆Origi岨IGEM  
XModifiedGEM  

八
U
 
 

100  ユ00  300  400  

Time（min．）  

∧
U
 
 

図6：パルス波高値の時間変動  

CDCC（d，P）計算は実験値より小さな値を示す。   

平成20年度に行った主な作業のもうひとつは、セルフサポートの1柑sIlターゲットを用いた時の  

実験について解析を進めたことである。例えば図7の実験値は金のパッキング付きの118snターゲッ  

トを用いた時の結果である。パッキング付きのターゲットを用いた時の方がターゲット中の不純物の  

量が少なかった。そのために今まではパッキング付きターゲットによる実験結果のみ解析してきた。  

しかし、セルフサポートのターゲットを用いた実験について解析を行うことにより、入射エネルギー  

4．5，5．5，7．0，8．OMeVにおける118sn（d，p）反応の微分断面積を得ることができる。現在はこの解析を  

進めている。   

（1－5）不安定核40scの核磁気モーメントの測定  

不安定核40sc（半減期Tl／2＝182ms）は二重閉殻核40caの近傍に位置し、その核構造が興味深い0  

しかしながら40scの核磁気モーメント（〃）はまだ測定されていない。核磁気モーメントは原子核の  
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図7：Ed＝6．OMeVにおける118sn（d，pO）反応の微分断面積  

配位混合に敏感であるため、我々は、平成20年度より、40scの核磁気モーメント測定を始めた。   

不安定核40scはUTTACで40ca（夙n）40sc（Q＝－15．105MeV）反応によって生成される。タンデム  

加速器によって20MeVに加速された偏極陽子ビーム（核偏極量88％）はCaF2ターゲット（厚さ3mm）  

に照射された。偏極陽子ビームの強度は約3nAであった。偏極陽子ビームは第1測定室のFコースの  

ビームラインに送られ、CaF2結晶中で停止する。入射ビームはFコースの入り口に置かれたbeam  

Chopperにより、ビームのon：Offを1：2に制御した。   

核磁気モーメントの測定はβ線を指標とする核磁気共鳴法（β－NMR）を用いて行なわれた。CaF2  

結晶中で40scの核偏極を保持するために縦方向の静磁場（～2．5kG）をかけ、さらにNMRを行うため  

に結晶のまわりにはヘルムホルツ型のコイルが設置され、横方向の高周波磁場（1．8MHz、5G）を生  

成した。ターゲットの上下にはプラスチックシンチレ一夕ーを設置し放出されたβ線の数を計測した。  

高周波磁場をかけたときとかけないときの検出されたβ線の上下比をとることで共鳴を観測した。   

測定はビーム0仔後600msのβ線を観測した。観測されたβ線のタイムスペクトルから、始め  

の120msでは40scの成分を観測できた。彼の120msではバックグラウンドの成分が多いため、始  

めの120msから後ろの120msを引くことで核偏極変化度を出した。測定は異なる高周波磁場の幅  

（160kHz，300kHz，500kHz）で行った。磁気モーメントが重なる部分ごとに加重平均をとった核偏極変  

化度を図8に示した。これより、1〃1＝5・1〃，Ⅳ付近に約1・5シグマの核偏極変化を確認した。今  

後は大きな静磁場をかけ、バッツクダラウンドを減らすことによって、より大きな核偏極変化を観測  

し、40scの核磁気モーメントを精度よく測定したい。   

（1－6）重イオン用CDCC計算プログラムの開発と、23Al＋12c反応への応用  

弱束縛重イオンを入射粒子とした原子核反応において、この入射粒子が束縛状態から散乱状態に遷  

移する確率が有意にあると考えられる。この場合、終状態に3個の粒子がある様な散乱問題を解かね  

ばならない。この間題を数値的に取り扱う方法として、Con七inuumDiscretizedCoupledChannles  

（CDCC）【6］が提案された。この手法を一般の重イオン反応に適用するようなプログラムhctakを特  

に以下の点に留意して開発した。  

1）広い角運動量範臥階乗の計算を伴わない、角運動量係数の計乳  

2）広い波数領域に伴う記憶域や積分計算に対処する事。  

3）数値的に大きなダイナミックレンジ。  
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図8：梯偏極変化魔の核磁気モーメント依存惟  

4）必要に応じ、単数又は複数にCPUによる並列計算に簡削こ対応出来る乳  

このプログラムの開発がM・・・・■応終ったので、80ノ4MeVの運動エネルギーを持つ23Alを12cに照射し、  

0度方向に放出される22Mgの運動盈分布を計算し、実験値［7】と比較した。（図8参照）図9で、X  

印は実験値であり、実線は計算備である。実験値の横軸は絶対値が与えられていないので、12c原子  

核は励起されていないと仮定して、計算値の然るべき位置と合わせた。縦軸は、計算値と爽験値は単  

独にあたえたものであるが、絶対値まで良く再現できた。この結果は、23Alの基底状態のスピンは、  

d5／2として、矛盾が無い0  

23Aい1辺c  

≡：箪7＝川eV  ■‘● 

Cal  
EÅ1顎BO AMeV＼1 

■・・〆 ■  

宣∴・  

・∴′  

丸  

8100  8200   8300  8J＝〕0  8500  8600  8700  8800  
CP1－1MeV】   

図9：23Alを＋12c反応での0度方向に放出される22Mgの運動量分布  

（ト7）宇宙元素合成に関する研究  

ガンマ線観測衛星によって26Alからの1．8MeVのガンマ線が観測された軋28Alの基底状態は  

半減期72万年スピン5＋で28Mgの励起状態2＋ヘベータ崩壊する¢この2＋が脱励起する際に1．8  

MeVのガンマ線が放出される。このガンマ線は我々の銀河の中心方向から観測され、さらに、銀河  
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の回転にともなうドップラーシフトも観測されている。26Alは宇宙空間に散らばっていると推定さ  

れるが、その起源はまだ明確になっていない。大質量星のコアまたはシェルで生成された後、超新星  

爆発などで空間に放り出されるか、または、超新星爆発などで短時間に生成され、宇宙空間に放出さ  

れたと推定される。宇宙線を放出するウルフレイヤ星もその起源の候補である。   

この26Alの生成は24Mg（p，7）25Alで、まず25Alが生成され、これが半減期7秒で25Mgにβ  

崩壊した後、25Mg（p，7）26Al反応で生成されたと推定される。一方、新星や超新星爆発などの内部  

で核反応が短時間に進行した場合は25Alがβ崩壊する前に反応を起こし、25Al（p，7）26si反応が進む  

と推定されるが、この26siはβ崩壊で26Alのアイソマー状態に崩壊し、2＋の励起状態を経由せず  

に26Mgの基底状態へ崩壊する。即ち1．8MeVのガンマ線を放出しないバイパス経路が進行する。  

26Alの生成率を正確に求めるためにはこのバイパス経路の反応率も同様に求める必要がある。特に、  

25Al（p，7）26si反応は26siの励起状態3＋を経由して共鳴核反応が進行すると予想されるが、この励  

起状態には実験的に不確定な部分がある。我々はゲルマニウム検出器3台によるガンマ線同時計数測  

定によって、これまで見出されていなかった5886keVの準位を観測した。この状態のスピンを決定  

する為にガンマ線角度相関測定を行った。   

26siの励起状態の研究は筑波大学応用加速器部門の12UDタンデム加速器を用いて行った。26siは  

10MeVに加速された3Heビームを用いて24Mg（3He，n）26si反応で生成した。ターゲットは6mg／cm2  

のマグネシウム（24Mgは79％）を用いた。検出効率140％と70％の2台のゲルマニウム検出器  

を用いて、ガンマ線同時計数の頻度の角度依存性を測定した。140％のゲルマニウム検出器を13  

5度に配置し、また、70％の検出器を90度に置いてガンマ線測定を行った。また、昨年度得られ  

たガンマ線同時測定実験から、90度－90度のコインシデンス強度を算出した。この両者に比から  

得られたDCO比を図10に示す。   

実験値は黒丸で示した。一方、既知のスピンに基づく理論値をプログラムCORREL【9］を用いて  

計算し白三角で示した。計算では、Mixingratioはゼロと仮定した。また、初期状態の整列パラメー  

タJは2．OJと仮定した。  
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図10：26siDCO比  
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（ト8）大型タンデム加速器による加速器質量分析法（AMS）の開発と応用  

筑波大学12UDペレトロンタンデム加速器を用いた加速器質盈分析法（AcceleratorMassSpectroln－  

etry：AMS）の開発と応用研究を実施している．2008年度は，宇宙線生成核種32ぶ乞のAMS測定の試  

験開発研究と36〔フ～の研究室間比較検定及び地球環境科学分野の応用研究をおこなった．測定未知試  

料数は363個であった．2008年度に実施した，筑波大学AMSシステムによる応用研究諷増は以下  

の通りである．  

1．36cl研究室間比較検定  

2．隕石中の36cl測定（首都大学東京宇宙化学研究室共同研究）   

3．In－Situ36clを用いたカルスト研究（東京大学共同研究）   

4．南極氷床コア鮮料中の宇宙線生成核穐36clの分析（国立極地研死所，国立環境研究所，東成  

大学，弘前大学共同研究）   

5．中国天坑の岩石紙料中の36cl測定（中国原子能科学研究院、広西大学共同研究）   

6．加速器構造物中の36cl磯度測定（KEK共同研究）   

7．土壌紙料中の36cl分析  

8．極微盈放射性核種AMSによる原子力施設環境モニタリング研究   

9．36clを用いた地球科学的研究（生命環境科学研究科共同研究）   

（1－9）クラスター構造異性体を分析するためのイオン易動度分析装置の開発  

これまでのクラスターの研究では、主に質盈分析法を用いて、反応のサイズ依存性やイオン化エネ  

ルギーの測定を行ってきた。しかし、クラスターは安定状態構造とは別に、いくつかの準安定状態構  

造（構造異性体）をとることが知られている。つまり、これまでの質盈分析法を用いた研究では、構  

造による区別はできていなかったことになる。構造毎にクラスター反応やその特性を研究するには、  

構造を識別した上で質量分析ができる装置を開発する必要がある。装置の原理は、ガスクロマトグラ  

フィーと質量分析器を組み合わせたものとなる け好一rOダ【10】）。具体的には、電場によって加速  

されたイオンクラスターを不活性ガスと衝突させることによって構造異性体ごとに分離したうえで、  

質量分析器を通して質量を測定する。分離には、構造の遠いから生じるガスとの衝突断面積の速いに  

よってクラスターの移動速度に差が出ることを利用している。新たに開発する装置では、寒空容器の  

中に置かれた電極間にガスを流す方式のイオン易動度分析用ガス・セルを、従来のレーザー蒸発クラ  

スター渡とrOダ質量分析器の間に設置する。これまで、イオン易動度分析を行なう準備段階として、  

rOダ質量分析器について、Ⅳまgey一財cエαr帥型の2段階加速電場の最適化を行ってきた。  
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【2】高エネルギー原子核実験グループ（三明康郎、江角晋－、中催達也、金野正格、加藤純雄）   

（2－1）1HCAIJICE実験のためのジェットカロt」メーターの開発  

2000年から始まった米国ブルックヘブン国立研究所RHIC実験からの最も重要な発見の一つ  

としてクオークグルーオンプラズマ中における高エネルギーパートンの消失現象がある。図11【11〕に  

示すように、Pp衝突、d＋Au衝突では明瞭に観測される正反対方向の方位角相関が、Au＋Au衝突で  

は大きく異なり、aWaySideのジェットが消失するという現象である。これは、パー トン・パー トン2体  

散乱を起源とするジェットが、PP衝突やe＋e－衝突では正反方向の粒子相関が観測されるが、Au十Au  

衝突では、パートンが高温高密度状態（QGP）を通り抜ける際に、QGP特有のエネルギー損失が  

起こっている証拠ではないかと考えられている。Collisionalなエネルギー損失だけでなく、radiative  

なエネルギー損失が重要であるとの理論家からの指摘もされている。さらに詳細なる解析から、消失  

したawaysideジェット軸から△¢～1ずれた両側にブロードな分布が現れた。（図12［12】）また3粒  

子相関解析からawayside軸の両側に放出されているらしいこともわかってきた。その原因としてQ  

GP中でのパートンの急激なエネルギー損失に伴って、衝撃波、Machconeが発生したためではない  

かと推論されている。MachCone角度はsoundvelocityと直結する測定量であり、QGP物性の重  

要な手がかりである。Machcone角の系統的測定からQGPの状態方程式が実験的に決めることが  

出来るようになるかもしれない。  
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図11：RHICSTARで観測された2粒子方位角相関（何＝200GeV）。Pp衝突、dAu衝突では  

△¢＝汀に明確なピークが見えるが、AuAu衝突では消失している。  
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図12：RHICPHENIXで観測された方位即日関。3－4GeV／cの粒子と2－3GeV／cの粒子群間に観測  

された方位角相軌AuAu衝突では△¢＝打のピークが消失し、その代わりに△¢～訂土1にブロー  

ドな分布が観測された。  
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L王－1C実験では、実験家はさらにエネルギーが－酎、ジェットを手にすることが出来る。R月ICでは  

比較的狭い運動魔領域でしか観測できなかったMachConelikeな事象も、より明確な信号として観  

測されるだろう。Elliptic貝owなどの粒子生成の全体像への影響もより明確になるかもしれない。ま  

た、十分に高エネルギージェットの観測からは、aWaySideのジェットもQGP相を突き抜け、その  

周囲にMachConeが観測出来るかもしれない。また、QGP相を突き抜けるDijetを多く観測し、  

toIT10graphy角牢析によりQGP相の断面写寅を得ることが出来るようになるかむしれない。実験家に  

とって、LHCの大きな魅力のひとつは高エネルギーパートンの入手であろう。ALICE実験のジェッ  

ト事象に関わるデータ収集盈を示す。現ALICE実験の設計はBack－tObackjet事象を観測する上で  

必ずしも最適化された設計となっていない。筑波大のチームは科研費・基盤研究S【瑚の交付を得  

てBackNtObackjet観測の強化を目指して新たなジェットカロリメータ（J－Cal）の導入を目指してい  

る。図13にJ－Calの配置薬、図14にJ－Calによって改善されるエネルギー分解能を示すnJ－Calの  

導入によってエネルギー分解能が大幅に改善し、QGP中のパートンのエネルギ肘損失の詳細な情報  

が得られることが期待される。   

（2－2） RHIC－PHENIX√sNN＝200GeV金・金衝突実験における直接光子の方位角異方性  

相対論的重イオン加速器を用いた高エネルギー原子核・原子核衝突ではQGP状態を含む高温高密  

度状態を生成することが出来る。反応は時間発展を含み、人変複雑なプロセスであり、最終的に放出  

された粒子を観測することによって、反応メカニズムの研究がなされる。従前は、衝突によって生成  

されたハドロンの識別測定によって主に研究がなされてきたが、ハドロンは強い相互作用をする純子  

であるために、衝突の時間発展の観点からすると、反応後半の影響を強く受ける。一方で、強い相互  

作用をしない光子は、反応の初期から後期までの情報をすべて持ち出すという大きな特徴を持ってい  

る。特に、反応初期のパートン衝突が主な起源である直接光子は、反応初期の状態を知る上で大変惑  

要なプロー プである。但し、中性パイ中間子の崩壊光子のようにハドロンを起源とする光子も大変多  

いために、直接光子観測には大きなバックグランドが存在し、測定には困難を含んでいる。図15に、  

直接光子生成の三つのファインマンーダイアグラムを示す。   

反応初期の状態を研究する方法として、原子核・原子核衝突の反応平面に対する放出粒子の方位角  

異方性測定が有力である。原子核は球状の空間的広がりをもっているために、超高エネルギー原子核■  

原子核衝突の非中芯衝突では、その反応関与部は空間的な方位角異方性を持つ。そのために、系の大  

きさに比べ構成粒子の平均自由行程が十分小さい場合には、反応関与部の空間的な方位角晃方性が生  

成粒子の運動量空間における方位角異方性に変換される。反応関与部の空間的な方位角異方性（E）及  

び生成粒子の運動量空間方位角異方性（u2）は実験的に観測可能な盈であり、どからu2への変換効率  

から、反応初期の状態の情報を直接引き出すことが出来る。   

本研究は、従前行われてきたハドロンの方位角異方性測定の解析技術と直接光子の収傲解析技術  

を新たに組み合わせることによって、直接光子の運動盈空間方位角異方性（む2）を観測した。RHIC－  

PHENIX実験において、包括的光子及び中性パイ中間子のむ2を精密に測定し、種々の仮定と検証を  

重ねることによって、直接光子のむ2を決定し、その運動量依存性を求めることに成功した。図16は、  

＼／応＝200GeVの金・金衝突実験でのインターナルコンバージョン手法【15】を使って測定した直  

接光子の耶2である。   

直接光子は低い横連動領域ではパートンレベルの集団的運動、高い横連動盈領域では初期パートン  

散乱が起源であると推測される。本研究成果については、学術論文投稿に向けて準備が進められてい  

る【1弗   

（2－3） RHIC－PHENIX実験における荷電ハドロンの楕円的方位角異方性の系統的研究  
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図13：導入を目指しているジェットカロリメーターの配置案。  
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図14：J－Calによって改善されるジェット事象のエネルギー分解能。   

相対論的重イオン衝突型加速器（RHIC）は、QuarkとGluonが自由な粒子として振る舞う状態、  

Quark－GluonPlasma（QGP）状態を作り出す目的で建設され、QGP生成を確認しその性質を直接  

的に解明できる有力な手法であると注目されているのが生成粒子の方位角異方性（u2）の測定である。   

これまでのRHIC実験におけるu2測定から、低横運動量領域（pr＜～2GeV／c）では、U2は、流  

体力学モデルと一致し、低・中間横運動量領域では、クオーク数（mq）でスケールするリコンビネー  

ションモデ′レを示唆する結果が出ている。このことから従来、低・中間横運動量領域でのu2は、初  

期の幾何学的な異方性による圧力勾配とクオーク数だけで決まると考えられていたが、重イオン衝突  

はダイナミックなプロセスであることから、有限時間持続するQGP状態の時空発展は、その大きさ  

に依存するという視点を我々は持ち、衝突サイズ・エネルギーの違う様々なデータセット（62GeV，  

200GeVでの金十金，銅＋銅衝突の中心衝突度の異なるイベント）における荷電ハドロンγ2の系統的  

解析を行った。   

その結果、金＋金衝突で62．4GeVと200GeVのu2VS．prは、測られた全ての中心衝突度におい  
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図16：ノ雨音＝200GeVの  

金・金衝突実験でのインターーナ  

ルコンパ〝ジョン手法f15】を  

使って測定した密接光子のり2  

（‘1）  ㈲  r－・）  

図15：直接光子生成のファインマンーダイアグラム：（a）クオ脚  

ク・グルーオンのコンプトン散乱（b）クオーク・反クオーク  

の対消滅（c）制動放射  

て、打土，打士，p＋β，包括荷電ハドロンとも、よく叫・致していることがわかった。また、62CeVげ〕l．，2  

も∬且ア十クオーク数スケーリング則と矛盾しないことがわかった。さらに、金十金衝突と釧十銅衝  

突の比較から、U2をェキセントリシティー、〔（衝突関与粒子群の楕円率t161）で規格化したものを衝  

突関与核子数（Npart）の関数として比べると・致することがわかった。もしこのt∫2／だが職血によ  

らず一定値を示せばu2は衝突時の幾何学的な異方性からのみ決まると結論づけられるが、測定結果  

はそうはなっておらず、U2／亡pαrが璃£にほぼ比例していることを新たに発見した。これらすべて  

のスケーリング則を適応すると、〃2／卸・♪濯・m。は、衝突の系や粒子樺によらず叫一つの曲  
線にのる。（図17）さらに、膨張速度みと熱的凍結温度帯。をパラメ…タとする単純膨張モデルであ  

るブラストウエーブモデルを刷、て、測定された荷電ハドロンのスペクトラと場面方から、玩加けと  

符。の方異角依存性や∧らαr亡依存性を引き出すことができた。その結成と断熱膨張を仮定したモデル  

計算より、γ2の埠肝t依存は、悔αγ上が大きければ、熱的凍結までより時間がかかり、より凍結温度  

が下がり、U2が大きくなることがわかった。（図18）このことは、U2が衝突時の幾何学的な輿方便だ  

けでは決まらず衝突後の有限な時間内に発達していることを示唆してる。   

（2－4） PHENIX反応平面検出器の成果  

米ブルックヘヴン国立研究所（BNL）の相対論的重イオン加速器（RHIC）を用いた高エネルギー  

重イオン衝突実験において、発生粒子の大きな方位角異方性が観測されている‡これは非中心街架す  

る二個の原子核のビーム軸を含む面、反応平面に対して楕円形となる衝突関与部の形状に依存した輿  

方性であると考えられる。衝突初期の形状に依存した大きな異方性は、クオークやグルーオンが液体  

の様に集団運動をした結果に生ずると理論的には予測されており、系の衝突初期の熱化を示唆する。  

それは即ちクオーク■グルーオンプラズマ相の形成を意味する為、ニの異方性強度む2の測定が塵要  

な意味を持って来る。   

V2は反応平面を基準とした粒子放出の角度分布をフーリエ分解した2次の頓によって表されるた  

め、この測定を精度良く行うには反応平面の決定が重要となってくる。何故ならu2を測定する際、反  

応平面分解能が悪いほど実際の値より小さく測ってしまう為、その分解能で補正しなければならない  

からである。反応平面のn次の分解能は、真の反応平面恥eαJと測定される反応平面鶴如冊の儲か  

ら〈cos2（恥eαエーせ。b椚e）〉と定義される。ここで定めた反応平面分解能に反比例してu2の測定値は  
減少するので、この値で割ってやれば真のリ2の値が得られる。しかし、われわれが知ることが出来る  

のは観測される反応平面のみで、真の反応平面の値は知ることはできないが、代わりに各検出器また  
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図17‥Au＋Au200GeV，Au＋Au62．4GeV，Cu＋Cu200GeVにおけるセントラリティー 0－50％  

（10％ステップ）でのⅣ／Kル の u2／（ど・〃禁・几。）vs．∬助／れ。・45本の曲線を含む。1曲  

線でのフィッティングに対する、X2／Ⅳ刀ダは2、1．  

熱的凍結にかかる時間Ⅴ乱鳩芝。時間は噌£に対して直線的に増えていることがわかる。  図18：  

［17ト   

は検出器のセグメント毎で独立に反応平面を測定し、それらの相関から分解能を見積もことができる  

（図19）。RxPはGEANTを用いたシミュレーションやKEKで行った試作試験を経て筑波大学にて  

製作し、8NLへ空輸してPHENIX実験に導入した。PHENIX－Run7（2007年1月から同年7月）に  

おいてRxPは順調に稼動し、重心系200GeVのAuAu衝突についてのデータを取ることが出来た。  

Run7が終了した2007年7月から2008年5月現在までにRun7のデータのproduc七ionと、RxPを含  

むさまざまな検出器から計算される反応平面についての較正終了し、現在はその解析が続いている。   

PHENIX－Run7では、以前のAuAu200GeVの測定に比べて4倍の統計量の測定が行われ、RxPに  

よって反応平面分解能が2倍向上したことも併せれば、16倍の統計的価値がある。これによって、こ  

れまでは不可能だった高エネルギー領域、または比較的希少な粒子種について、U2の測定が可能に  

なった。比較的豊富な汀，K，陽子については最高6CeVの高pT領域まで測定されている（図20）。U2  

は低pTにおいて（＜3GeV）は粒子の質量とそれを構成するquarkの数に依存した値を示すことが知  

られていたが、この度の測定により、高pr領域ではその差が減少していくことが判明した。これは  

高打粒子の生成過程が別にあることを示唆するが、ハドロンジェットによる高打粒子の生成から説  

明するには、U2の値が大きすぎると言われている。   

（2－5） RHIC－PHENIX金一金衝突実験における2粒子ジェット相関の反応平面依存性  
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図20：RxPを用いて測定された汀，Ⅰく，陽子のモノ2   図19：反応平面分解能  

相対論的重イオン加速器を用いた高エネルギー原子核・原子核衝突におけるQGP研究での重要な  

結果に、初期衝突により生成される高エネルギージェットのエネルギー損失とジェット形状の変貌が  

ある。また、ハドロン化する前の高温高密度状態が、クオーク相であることを示唆する結果として、  

大きな楕円型方位角異方性（u2）及びその粒子種依存性があげられる。特に高い横連動螢領域でのu2  

は、ジェットのエネルギー損失によるものだと考えられるが、定盤的には未だ明らかになっていない。  

観測されたジェットと方位角の反対（180度）方向に対となるジェットが、陽子・陽子衝突や、原子核  

同士の周辺衝突では観測されるが、原子核同士の中心衝突では、そのジェット形状が大きく変化し、  

マッハコーン（QGP中の衝撃波）と呼ばれるような現象や、ラビィディティー方向に長い相関を持つ  

リッジと呼ばれる現象が見つかった。ニれらジェット形状の変貌を反応平面に対する角度依存性に対  

して、詳細に研究することにより、ジェット形状の変貌の原因を探るとともに、その変貌とてノ2に対す  

る寄与を調べた。   

図21は、ジェット分布解析の新たな手法を示す。2粒子方位角分布の反応平面依存性をこのよう  

に詳細に調べることにより、マッハコーン物理の理解を深めることが可能になった。反応関与部の幾  

何学的形状とジェット軸の相対的関係による、ジェットのエネルギー損失の幾何学的影響なのか、反  

応平面（Ⅹ）方向に大きいQCPの膨張による力学的な影響なのかを解き明かす鍵を持っている。図22  

は、RHIC－PHENIX実験で得られた核子あたり200GeVの金・金衝突での、ハドロンの2粒子相関分  

布の、中心衝突度依存性、反応平面に対するジェット軸の相対角度依存性を示す。この現象は、マッ  

ハコーン放射の通過長による吸収を仮定Lたモデルで定性的に理解することが可能である。【叫また  

この結果は、反応平面方向への粒子放出をさらに増加する傾向にあることに対応するため、tブヨ及び  

ぴ4（さらに高次の方位角異方性を示す農）のこれまでの実験結果の解釈に対して、大きな影響を与える  

可能性を示している。［19，20］   

（2－6） もHC－ALICE実験における遷移塙射検出器とその物理  

QGP物性の解明を目的とした、高エネルギー重イオン衝突実験（ALICE実験）が、欧州原子核  

研究機構におけるLHC加速器を用いて開始される。ALICE実験において、遷移輯射検出器（TRD）  

は、電子識別および粒子飛跡再構成を目的として搭載されている検出器である。特にTRDによる高  

精度電子識別は、QGP物性の解明において重要となる、クオーコニウムや光子、HeavyQuarkを含  

－宮トー   
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図21：2粒子△¢ジェット分布と反応関与部の形状の相関。ジェット分布の方位角異方性を、反応平  

面（Ⅹ）方向とそれに垂直な（y）方向に区別することにより、通過したトリガージェットの厚みに対す  

る依存性が観測できる。さらにこの異方性の反応平面に対する左右の角度を区別することにより、共  

通のトリガージェットに相関する方位角逆側（マッハコーン領域）のパートナー粒子が通過した厚みに  

対する依存性を調べることが可能になる。ト18，叫   

むハドロンなどの測定において非常に重要な役割を果たす。特に、QGP中におけるパートンのエネ  

ルギー損失機構の系統的理解のためには、HeavyQuarkを含むハドロンであるB中間子を測定する  

事が必要となるが、そのためにB中間子の崩壊電子を精度良く測定する事が重要である。   

AI．ICE実験に実際に搭載されるTRDを用いたテストビーム実験、および検出器シミュレーションに  

より、TRDによる電子識別能力を評価した。特に、従来のTRDによる電子識別法であるLikelihood  

法に加え、NeuralNetworkを用いた電子識別アルゴリズム（NN法）を開発し、TRDによる電子識  

別能力の向上を行った。図23に電子識別効率90％時における、冗粒子誤識別効率の運動量依存性を  
記す。図から分かるように、NuearlNetworkを導入する事で、Likelihood法に比べ高い電子識別能  

力が得られている。図23にはsimula七ionによる結果を併記しているが、実験データによる電子識別  

能力が低いのはsimulationに用いたTRDの物質量と、実際のTRDの物質量の違いにより∂一rayが  

増加し、これにより冗粒子が電子であると誤識別される確率が高くなったことが原因であると考えら  

れる。   

さらに、このように評価した電子識別能力を物理シミュレーションに用いる事で、ALICE実験で  

の、Semi－elec七ronic崩壊チャンネルにおけるB中間子の識別能力を見積もった。図24に、電子お  

よび冗粒子の横運動量分布を記す。図24から分かるように、TRDによる高精度電子識別と、同じく  

ALICEに搭載されているTPCによる電子識別を組み合わせることで、花粒子が大きく減少し、B中  

間子起源の電子を識別測定する事が可能となる。  
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図22‥荷電ハドロンの2粒子△¢相目軋トリガー一粒子（打＝2～4GeV／c）に対Lて、相関を持っ  

て放出されるパー疇トナー粒子（押＝1…2GeV／c）の相対方位角分鶴右から左へ、周辺衝突（50～  

93％）、非中心衝突（20～50％）、中心衝突（0～2帽右また、巣（丸）、赤岬角）、軌押抜き四角）は、  

ジェットの軸を反応平面方向から垂直方向へと変化させたときに得られるパーートナー粒子の相対方位  

角分布の変化を表す。データ下に表示した同色の横棒は、′ミートナ一粒子の反応平蔵領域を示す8【20】  
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園24：TRDおよびTPCによる電子織別前後における電子・冗粒子の横連動盈分布  
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KazuoIeki，Takamasa‡くuboki，Ta垣yukiYamaguchi，TakeshiSuzuki，AkiraOzawa，Trbtsuaki  

Moriguchi，Yusuke Yasuda，TbkashiNakam11ra，TakashiNannichi，TbmoyukiShimamura，  
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tig，”IdentiBcationofNewIsotopes125pdand126pdProducedbyIn－FlightFissionof345  
MeV／nucleon238u：FirstResultsfromtheRIKENRIBeamFactory”，JournalofthePhysical  

SocietyofJapan，Vol．77，No．8，Augus七，（2008）083201．  

3．Y．Yamaguchi，A．Ozawa，A・Goto，Ⅰ．Arai，T．Fujinawa，N．Fuknnishi，T．Kiknchi，T．Ohnishi，  

T．Ohtsubo，H．Sakurai，T・Suzuki，M．Wakasugi，T．Yamaguchi，Y．Yasuda，Y．Yano，”RaJe－RI  

ringprojectatRIKENRIbeam払ctory”，Nud．Inst．andMe七h．B266，4575（2008）・  

4．S．Nakajima，T．Kuboki，M．Yα血itake，Y・Hashizume，M．Kanazawa，A．Kitagawa，K．Kobqyashi，  

T．Moriguchi，T．Ohtsubo，A．02；aWa，S・Sa七0，T．Suzuki，Y．Y料maguchi，Y．Yasuda．T．Yam喝uChi，  
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”Developmentofa七ime－Of・nightdetectorfbrtheRare－RIRingprojectatRIKEN”，Nucl．Inst．   

andMeth・B266，4621（2008）．   

5・B．Sun，R．Kn6bel，Yh．A．Litvinov，H．Geissel，J．Meng，K．Beckert，F．Bosch，D．Boutin，C．Brandau，   

L．Chen，Ⅰ．J．Cullen，C．Dimopoulou，B．Fabian，M．Hausmann，C．Kozhuharov，S．A・Litvinov，   

M．Mazzocco，F．Montes，G．Mtin2；enberg，A．Musumarra，S．Nakajima，C．Nocihro，F．Nolden，   

T．Oh七Subo，A．Ozawa，Z・Patyk，W．R．Plaβ，C．Scheidenberger，M．Steck，T．Suzuki，P．M．Walker，   

H・Weick，N．Winckler，M・Winkler，T，Yamaguchi，”Nuclear structure studies ofshort－1ived   

neutron－richnucleiwith the novellarge－SCaleisochronous mass spectrometry at the FRS－   

ESRfacility”，Nucl・Phys・A8121（2008）・   

6・A．Ozawa，D．Q．Fang，M．Fukuda，N．Iwasa，T．Izumikawa，H．Jeppesen，R．Kanungo，R．Koyama，   

T．Ohnishi，T．Ohtsubo，W．Shino2；aki，T．Suda，T．Suzuki，M．Takahashi，Ⅰ．Tanihata，C・Wu，   
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7・C．B．Moon，C．S．Lee，M．Oshima，Y．Tbh，J．Goto，Y．Hatsukawa，A．Kimura，M．Koizumi，A．  

Osa，T．Komatsubara，K．Miyakawa，”Multi－quaSiparticlestatesinodd－OddI－118”，Journal   

OftheKoreanPhysicalSociety，Vbl．53，No．4，October（2008）1844－1847・   

8・T．Komatsubara，K．Sasa，H．Ohshima，H．Kimura，Y．Tajima，T．Takahashi，S．Ishii，Y．   

Yamato，M．Kurosawa，”Hydrogen analysis fbr granite uslng prOtOn－prOtOn elastic recoil   

COincidencespectrometry”，RadiationandEnvironmentalBiophysics47（2008）337－342．   

9・K．Awazu，Ⅹ．Ⅵ屯ng，M・Fbjimaki，J．Tbminaga，H・Aiba，Y．Ohki，T．Komatsubara，”Elon－   

gationofgoldnanoparticle8insilicaglassbyirradiationwithswiftheavylOnS”，Phys．：Rev．   

B78，054102（2008）．   

10・M．Hoshi，S．Endo，K．Tanaka，M．Ishikawa，T．Straume，K．Komura，W．R仏hm，E．Nolte，   

T．Huber，Y．Nagashima，R．Seki，K．Sasa，K．Sueki，H．Fukushima，S．D．Egbert and T．   
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RadiationandEnvironmentalBiophysics，47（2008）313－322．   

11・Ⅰ．S11gai，Y．恥keda，M．Oyaizu，H．Kawakami，K，Sasa，S．Ishii，K．Shima，”Firstresultsof   

targetpreparationbytheHIVIPPmethodinpressureshigherthanonebar”，Nucl．Inst．and   

Meth・A59083（2008）・   

12・MasanoriKurosawa，SatoshiIshiiandKimikazuSasa，”QuantitativePIXEanalysesofsingle   

鮎idinclusionsinquartzcrystalswithal．92－MeVtandetron”，Nucl．Inst．andMeth．B266   

3633（2008）．   

13・Seung－JunYu，YoshimichiOhki，MakotoF両imaki，KoichiAwazu，JunjiTbminaga，Kimikazu   

Sasa and Tbtsuro Komatsubara，”Reductionin Polarization Dependent Loss ofa Planar   

LightwaveCircuit byIon－implantation－induced Birefringence”，Nucl．Inst．andMeth．B   

2664762（2008）・   

item S・C・B・Gopinath，K・Awazu，M．Fujimaki，K・Sugimoto，Y．Ohki，T．Komatsubara，   

J・Tbminaga，K・C・Gupta，P・K・R・Kumar，”In且uenceofnanOmetricholesonthesensitivity  

－104－   



Ofawaveguide－mOdesensor：Label一正eel－anOSenSOr払rtheanalysisofRNAaptamer－1igand   

interactions”，AnalyticalChemistry，Vol・80，Sep（2008），6602．6609．   

itemT・Shizuma，T・Hayakawa，H・Ohgaki，H・Tbyokawa，T・Komatsubara，N・Kikuzawa，   

A・Tamii，H・Nakada｝Finestructureofthemagnetic－dipole－StrengtlldistributioninPb－208，   

Pl－yS・Rev・C78，061303（2008）・   

itemM・Fujimaki，C・Rockstuhl，Ⅹ・M・Wang，K・Awazu，J■Tominaga，Y．Koganezawa，Y．   

Ohki，T・Komatsubara，Silica－basedmonolithicsenslngplatesforwaveguide－mOdesensors，   

OpticsExpress，Vol・16，6408－6416，Apr（2008）．  

14・”SourcebreakupdynamicsinAu＋AuCollisionsat、編＝200GeVviathree－dimensional   

two－Pionsourceilnaging”，S・Afanasiev，T・Chujo，S．Esumi，M．Konno，Y．Miake et al．   

（PHENIXCollaboration），PllyS・Rev・Lett・100，232301（2008）．  

15・”Quantitative constraints on the transport properties ofhot partonic matter ffom semi－   

inclusivesinglehightrarlSVerSeInOmen七umpionsuppressioninAu＋AucollisiollSatJ玩弄＝   

200GeV”，A・Adare，T・Chujo，S・Esumi，M・Konno，Y．Miakeetal．（PHENIXCollabora－   

tion），Phys・：Rev．C77，064907（2008）．  

16・”DihadronazimuthalcorrelationsinAu＋Auco11isionsatJ前＝200GeV”，A．Adare，T．   

Chujo，S・Esumi，M・Konno，Y・Miakeetal・（PHENIXCollaboration），Phys．Rev．C78，   

014901（2008）．   

17．”Particle－SpeciesDependent Modification ofJeトInduced Correlationsin Au＋Au Collisions   

at何＝200GeV”，S・Afanasiev，T・Chujo，S・Esurni，M．Konno，Y，Miakeetal．（PHENIX   

Collaboration），Phys・Rev・Lett．101，082301（2008）．  

18・”J／＊Productionin仰＝200GeVCu＋CuCollisions”，A．Adare，T．Chujo，S．Esumi，   

M・Konno，Y・Miakeelal・（PHENIXCo11aboration），Phys．Rev．Lett．101，122301（2008）．  

19・”Chargedhadronmultiplicitynuc七uationsinAu＋AuandCu十CucollisiollS翫）mJ玩弄＝   
22・5to200GeV”，A・Adare，T・Chujo，S・Esumi，M．Konno，Y．Miake et al．（PHENIX   

Co11aboration），Phys・Rev．C78，044902（2008）．  

20・”Onsetof7rOsuppressionStudiedinCu＋CuCollisionsatJ玩弄＝22・4，62．4，and200GeV”，   

A・Adare，T・Chujo，S・Esumi，M・Konno，Y・Miakeetal．（PHENIXCollaboration），Phys．   

Rev・Lett・101，162301（2008）．   

21・”SuppressionPatternofNeutralPionsatHighTransverseMomentuminAu＋AuCollisions   
at何＝200GeV and Constraints on Medium nansport CoefBcients”，A．Adare，T．   

Chujo，S・Esumi，M・Konno，Y・Miake et al．（PHENIX Collaboration），Phys．Rev．Lett．   

101，232301（2008）．   

22・”Dileptonmassspectrainp＋pco11isionsat而＝200GeVandthecontributionh・OmOpen   
Charm”，A・Adare，T・Chujo，S・Esumi，M∴Konno，Y．Miakeetal．（PHENIXCollaboration），   

Phys・Le七t・B670，313（2009）．   

23・”Incl－1SivecrosssectionanddoublehelicityasymmetryforpiOproductioninp＋pcollisions   

at㍉元方＝62AGeV”，A・Adare，T・Chujo，S．Esumi，M．Konno，Y．Miakeeial．（PHENIX   

Co11aboration），Phys・Rev・D79，012003（2009）．  
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24．”TheAuCE experimen七at theCERNIJHC”，K Aamodt，Y・Miakeetal・（The ALICE  

Collaboration），2008JINST3SO8002doi：10・1088／1748－0221／3／08／SO8002・   

25．”Scale－dependenceoftransversemomen七umcorrelatiollSinPbAucollisionsat158AGeV／c”，  

D．Adamov，S．Esumietal．（CERESCollaboration），Nucl．Phys・A811，179（2008）・   

26．”Modi員cationofthepmesolldetectedbylow－maSSelectron－pOSitronpalrSincentralPbAu  

collisionsat158AGeV／c”，D・Ada・mOV，S・Esumietal・（CERESCollaboration），Phys・Lett・  

B666，425（2008）．   

27．”Simple托ontEndBlectronicsforMultigapResistivePlateChambers”，W・J・Llope，T・Nuss－  

baum，G．Eppley，ユ．Ⅴ白1kovska，T．Chujo，S・Huang，B・Love，H．Valle，L・Ruan，Z．Xu，and  

B．Bonner．，Nucl．Inst．Meth．A596，430－433（2008）．   

28．”Systematic StudyofElliptic Flow at RHIC－PHENIX”，M・Shimomura（forthePHENIX  

Collaboration），AIP Conf・Proc．，Vbl・1105，PP・141－144（2009）・DIFFRACTION2008：   

InternationalWorkshoponDiffractioninHighEnergyPhysics；doi：10．1063／1．3122159．   

29．”HighーPT directphotonspectraand azimuthalaniso七ropymeasurementsin200－GeVAu十  

Au collisions at RHIC－PHENIX”，K．Miki（for the PHENIX Co11aboration），J．Phys．G：  

Nucl．Part・Phys．35，104122（2008）doi：10・1088／0954－3899／35／10／104122・   

＜学位論文（博士）＞   

1．数理物質科学研究科・博士論文 三木健太朗、AzimuthalAnisotropyMeasurementofNeutral  

PionandDirectPhotonin√sNN＝200GeVAu＋AuCollisionsatRHIC－PHENIX（RHIC－  
PHENIX√sNN＝200GeV金・金衝突実験における中性パイ中間子及び直接光子の方位角異  

方性の測定）．  

＜学位論文（修士）＞   

1．数理物質科学研究科・修士論文 坂田洞察、LHC－ALICE実験における反応平面とBack－tOback  

ジェット軸の測定分解能の評価  

2．数理物質科学研究科・修士論文 佐野正人、LHC－ALICE実験における遷移輯射検出器の評価  

とD／B中間子識別能力（平成20年度数理物質科学研究科研究科長表彰「修士優秀論文」）  

＜招待講演（国際会議）＞   

1・Y・Miake，TamuraSymposiumHeavyIonPhysics，”Flow measurementsinheavyioncolli－  

Sions”，November20－22，2008，DepartmentofPhysics，TheUniversityofTexasatAustin．  

＜招待講演（国内）＞   

1．下村真弥，第3回HeavyIonPub”楕円フロー測定で探るRHICからLHCまでのQGP  

物質”，2008年6月16日 名古屋大学．  
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2．下村真弥，第10回HeavyIonCafb”楕円フロー測定で探るRHICからLHCまでのQC   
D物質”，2008年8月2日 東京大学理学部（本郷）．  

3、江角晋～ KEKセミナー”Jetcorrelation（Mach－COne，Ridge）atRHIC”，2008年11月   

5日 高エネルギー加速器研究機構．   

4．中候達也，第11回HeavyIonCafb”provingQuarkGluonPlasmaviaBaryonProduction   

atRHIC”，2008年12月6日 束京大学理学部（本郷）．  

＜国際会議発表＞   

1．1れ1Suke Yasuda、Present StatusofRare－RIRingprojec七inRIKEN RIBF，STORIO8，Sep．   

14－18，2008，Lanzhou，China．  

2．Norikazu Kinoshita，HiroshiMatsumura，Kotaro Bessho，Akihiro Tbyoda，KazuyoshiMa－  

SumOtO，YukiMatsushi，KimikazuSasa，TsutomuT乱kahashi，ShozoMihara，TrbshiyukiOki，  

MasumiMatsumura，YukiTbsaki，KeisukeSueki，MichikoT乱mari，Y誠uONagashima，”Dep七h  

PrOfileofradioactivityinducedinthethickconcre七eshieldinEP－1beamlineatthe12－GeV  
PrOtOnSynChrotronfacility，KEK”，ThellthInternationalConfbrenceonRadia七ionShielding   

（ICRS－11），April13－18，2008，CallawayGardens，PineMountain，Georgia，USA・  

3．Y厄kiTOSAKI，NorioTASE，KimikazuSASA，TsutomuTAKAHASHI，Y瓦suoNAGASHIMA，   

”Estimationofgroundwaterresidencetimeusingbomb－PrOduced36Cl：aCaSeStudyonspring  
WaterS h：Om Mt．Fuji，Japan”，the36ththeInternationalAssociation ofHydrogeologists   

（IAH）Congress2008，“Integratinggroundwaterscienceandhumanwell－being”，260ct・－1  

Nov．2008，Tbyama，Japan．  

4．KimiknzuSasa，YukiMatsushi，YukiTosaki，MichikoTamari，TsutomuTakahashi，Keisuke  

Sueki，Shozo Mihara，TbshiyukiOki，Yasuo Nagashima，HiroshiMa七Sumura，Norikazu Ki－  

noshita，KotaroBessho，KazuhoHoriuchi，HiroyukiMatsuzaki，Y瓦suyukiShibata，Motohiro  

HirabayashiandHideakiMotoyama，”Cosmogenicnuclide36Clmea5uremen七sintheDome  

Fujiicecore，Antarctica”，ThellthInternationalConfbrenceonAcceleratorMassSpectrom－  

etry（AMSll），Rome，Ⅰ七aly，14thto19thSeptember，2008・  

5．KimikazuSasa，TsutomuTakahashi，YhkiTbsaki，MichikoTamari，KeisukeSueki，Tbshiyuki  

Oki，ShozoMihara，YbshihiroYamato，YasuoNagashima，HiroshiMatsumura，KotaroBessho，  

NorikazuKinoshita，YukiMatsushi，”StatusandresearchprogramsofthemultipnuclideAMS  

SyStemattheUniversityofTsukuba”，ThellthInternationalConf6renceonAccelera七OrMass  

Spectrometry（AMSll），Rome，Italy，14thto19thSeptember，2008．  

6．YもkiMatsushi，KimikazuSasa，TslユtOmuTakahashi，KeisukeSueki，YasuoNagashima，Ⅵユki－  

noriMatsukura，”Chlorine－36incalcite：denudationratesofkarstlandforminJapan”，The   

llthInternationalConfbrenceonAcceleratorMassSpectrometry（AMSll），Rome，Italy，14th  

to19thSeptember，2008．  

7．YukiTbsaki，GudrunMassmann，NorioTase，KimikazuSasa，TsutomuTakahashi，YukiMat－  

SuShi，MichikoTamari，YasuoNagashima，KotarOBessho，HiroshiMatsumura，”Distribution  

Of36Clingroundwater：ana七tempttoestimatelocalfalloutofbomb－PrOduced36Cl”，The  
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11七hInternationalConf6renceonAcceleratorMassSpectrometry（AMSll），Rome，Italy，14th   

to19thSeptember，2008・   

8．MichikoTamari，KeisukeSueki，YbkiTbsaki，％kiMatsushi，ToshiyukiOki，ShozoMihara，  

NorikazuKinoshita，HiroshiMatsumura，KotaroBessho，TsutomuTakahashi，ⅩimikazuSasa，   

Yasuo Nagashima，”Chemicalprocedure ofsulfur reduction for36Cl－AMS：A case ofsoil   

samples”，ThellthInternationalConfbrenceonAcceleratorMassSpectrometry（AMSll），  

Rome，Italy，14thto19thSeptember，2008・   

9．YukiTbsaki，NorioTase，KimikazuSasa，TsutomuTakahashi，Y瓦suoNagashima，”Estima一   

七ionofgroumdwaterresidencetimeusingbomb－prOduced36Cl：aCaSeStudyonspringwaters   
h：OmMt．Fuji，Japan”，the36ththeInterna七ionalAssociationofHydrogeologists（IAH）  

Congress2008，“Integratinggroundwaterscienceand humanwell－being”，260ct．－1Nov．  

2008，Tbyama，Japan．   

10．SilkeMerchel，Wblh：amBremser，VasilyAlfimov，MauriceArnold，GeorgesAumaitre，Lucilla  

Benedetti，DidierL．Bourl‘es，R6gisBraucher，MarcCaEee，MarcusChristl，L．KeithFi£eld，   

Robert C・Finkell，Stewart P．H，T∴恥eeman，Aar6n Ruiz G6mez，Peter W．Kubik，Dylan  

H．Rood，Kimikazu Sasa，Peter Steier，Steve G．Tims，Anton Wallner，Klaus M．Wilcken，   

andShengXu．”Be－10andCl－36interlaboratorycomparisons”，AnnualMeetingoftheDPG   

（DPG＝GermanPhysicalSociety）andDPGSpringMee七ingoftheSectionAMOP”Hamburg，  

Germanyfrom2nd－6七hofMarch2009．   

11・S・Esumi，APS2008Apri1meeting，Apri112－15，2008St・Lo11is，MO，USA・（S・Esumi），   

”Experimentalstudyofcollectivemo七ioninthequarkgluonplasma”．   

12・M・Shimomura，DIFFRACTION2008，”SystematicStudyofEllipticFlowatRHIC－PHENIX”，  

LaLonde－1es－Maures，Ftance，September9－14，2008．   

13・S・Esumi，InternationalConf6renceonStrangenessinQuarkMatter2008（SQM2008），Oct．   

6－10，2008，”Two－Particleazimuthalcorrelationofidentifiedparticleinhigh－energyheavy～ion  

collisions a七RHIC－PHENIXH．   

14・S・Esumi，”TbwardsLHC－ALICEcollaboration（paneldiscussion）”，THE2NDASIANTRI－   

ANGLEHEAVYIONCONFERENCE（ATHIC2008），Oct．13－15，2008：TsukubaJapan．  

15・S・Esumi，”Collective expansion ofQGP”，THE2ND ASIAN TRIANGLEⅡEAVYION   

CONFERENCE（ATHIC2008），Oct．13－15，2008：TsukubaJapan．   

16・M・Shimomura，”Sys七ematicstudyofelliptic且owatRHIC”，THE2NDASIANTRIANGLE   

HEAVYIONCONFERENCE（ATHIC2008），Oct．13－15，2008：TsukubaJapan．   

17・YえsuoMiake，”Back－tO－backje七wi七hpar七onIDasaprobeofQGP”，WbrkshoponPhoton   

andJe七withALICE，Dec4－6，2008，Whhan，China．   

18・ShinIchiEsumi，”JetphysicsatALICEanddijetresconstruCtion”，WorkshoponPhotonand   

JetwithALICE，Dec4－6，2008，Wuhan，China．  

19・DousatsuSakata，”Basics：Jettinessandreactionplanedeterminationa七LHC卵，Wbrkshop   

OnPhotonandJetwi七hALICE，Dec4－6，2008，Whhan，China．  
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20・HirokiYbkoyama，”Jetand（瑚e七reconstructionusingHydjet＋＋”，WbrkshoponPhotonand   

JetwithALICE，Dec4－6，2008，Wuhan，China．   

21・Y・IkedaWWND200925th Winter Workshop on Nuclear Dynamics，Feb．ト8，2009，Big   

SkyMontana，USA，”MeasurementofAzimuthalAnisotropywiththeNewReactionPlane   

DetectorinthePHENIXexperiment”．   

22・S・Esumi4thinternationalworkshopHigh－pTphysicsatLHCO9，Fbb．4－7，2009，Prague，   

Czech，”Interplaybetweenjetandv2”．   

23・S・EsumiCATHIE－RIKEN Wbrkshop CriticalAssessment ofTheory and Experiment on   
CorrelationsatRHIC，Fbb．25－26，2009，BNL，USA，”Flowandnon一鎖owinjetcorrelation”．   

24・MayaShimomura，”SystemSi21eandCollisonEnergyDependenceofv2fbrIdenti鮎dCharged   

HadronsatRHIC－PHENIX”（Paral1elTalk），QuarkMatter2009，21thInternationalConf6r－   

enceon Ultra－RelativisticNucleusNucleusCollisions，Knoxvi11e，TN，USA，Mar．30－Apr．4，  

2009．   

25・ShinIchiEsumi，”ThggerAngleDependenceofNear－andAwayqsideJetShapewithrespect   

totheReactionPlaneatmid－PTregionwithaspecialemphasisonLeft／RightAsymmetry”   
（Poster），Quark Matter2009，21thInternationalConf6renceon Ultra－Relativistic Nucle   

NucleusCollisions，Knoxville，TN，USA，Mar．30pApr．4，2009．  

＜日本物理学会発表＞   

1．安田裕介、理研稀少RIリング建設に向けての高精度磁場測定、日本物理学会 2008年秋  

季大会（2008年9月20日－9月23日）（山形大学小白川キヤン′ミス）  

2．山口青菜子、低エネルギー核反応測定用検出器GEM－MSTPCの開発3、日本物理学会 20  

08年秋季大会（2008年9月20日－9月23日）（山形大学小白川キャンパス）  

3．中儀達也 RHICで生成された高温・高密度QCD物質（シンポジウム「RHICで切り拓くQCD  

物質の世界」）、日本物理学会 2008年秋季大会（2008年9月20日－9月23日）（山  

形大学小白川キャンパス）  

4・金野正裕 HighMultiplicityEventsinp＋pCollisionsatLHCEnergy、日本物理学会 20  

08年秋季大会（2008年9月20日一9月23日）（山形大学小白川キャンパス）  

5・金野正裕IdentifiedChargedHadronProductioninp＋pCollisionsat、作＝62．4and200  

GeV，日本物理学会 2008年秋季大会（2008年9月20日－9月23日）（山形大学小  

白川キャンパス）  

6．下村真弥 RHIC－PHEN■ⅠⅩ実験における荷電ハドロン楕円フローの系統的研究、日本物理学  

会 2008年秋季大会（2008年9月20日－9月23日）（山形大学小白川キャンパス）  

7・渡連健悟 Perfbrmance Evaluation fbr Open Charm and Beauty Measurement at LHC－  

ALICE、日本物理学会 2008年秋季大会（2008年9月20日 － 9月23日）（山形  

大学小白川キャンパス）  
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8．池田義雅 RHIC－PHENIX実験におけるJ／Psiとその他ハドロンの方位角異方性の比較，日   

本物理学会 第64回年次大会（2009年3月27日－3月30日）（立教大学、立教池袋中   

学・高校）   

9・坂田洞察 LHC－ALICE実験におけるback－tObackジェットの観測と再構成，日本物理学会   

第64回年次大会（2009年3月27日－3月30日）（立教大学、立教池袋中学・高校）  

＜国内学会発表＞   

1．小沢顕、Rプロセスと稀少mリングプロジェクト、2008年度国立天文台研究集会「Rプロ  

セス元素合成の統合的理解」、2009年3月9～10日、筑波大学  

2．小沢顕、UTTACでの不安定核物理、イオンビーム科学が拓く学際研究、2009年3月16  

日、筑波大学  

3．小松原哲郎、ガンマ線分光による天体核物理、イオンビーム科学が拓く学際研究、2009年  

3月16日、筑波大学  

4．小松原哲郎、「ガンマ線放射核Al－26の天体起源」「天体観測、隕石分析、天体核物理学による  

同位体組成と元素の起源の研究」2009年2月23～25日、国立天文台   

5・小松原哲郎、「Gamma－raySPeCtrOSCOPyfbr26Si」「爆発的元素合成での水素燃焼とvpプロ  

セス、rプロセスの競合」、2009年2月19～20日、理化学研究所  

6．笹公和，南極ドームふじ氷床コア中の宇宙線生成核種Cト36：古環境復元指標としての可能性．  

CosmogenicCl－36intheDomeFujiicecore，Antarctica：apOtentialtoolforthereconstruc七ion  

Ofglobalenvironmentalchange．コアが拓く地球環境変動史W155，日本地球惑星科学連合2008  

年大会，2008年5月25日～30日，幕張メッセ国際会議場．   

7・笹公和，大型タンデム加速器を用いた加速器質量分析法（AMS）による地球環境科学研究．E打th  

andEnvironmentalSciencesbyAcceleratorMassSpectrometry（AMS）withtheLargeTan－  
demAccelerator・第10回応用加速器・関連技術研究シンポジウム（ARm2008），東京工業大  

学百年記念館フェライト会議亀2008年6月12～13日．   

8・笹公和、筑波大学タンデム加速器施設の現状（2007年度）第21回タンデム加速器およびその周  

辺技術の研究会，日本原子力研究開発機構 高碕量子応用研究所，2008年7月31日～8月1日．   

9・笹公和、筑波大学大型タンデム加速器を用いた加速器質量分析（AMS）装置の開発第5回日本   

加速器学会年会・第33回リニアック技術研究会，2008年8月6－8日，広島大学（東広島市中央  

公民館）．  

10．山口青菜子、低エネルギー核反応測定用検出器GEM－MSTPCの開発、第5回Micr。Pattern  

GasDetector研究会、理化学研究所、2008年12月12日．  

11・笹公和、筑波大学AMSシステムの現状（2008年度）第11回AMSシンポジウム，2009年1月   

14日～15日，名古屋大学野依記念学術交流館．  

12・笹 公和、ドームふじ氷床コアのCト36初期濃度変動の詳細分析結果と環境変動指標としての  

可能性、研究集会「氷床コアによる古気候・古環境復元の高度化研究」北海道大学低温科学研  

究所、2009年2月18日－20日．  
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13．笹公和，大型タンデム加速器を用いた加速器質量分析法による塩素36の測定日本原子力学会   

「2009年春の年会」、2009年3月23日－25日、東京工業大学．  

＜科学研究費取得状況＞   

1．基盤研究（S）20224014「ジェット識別測定によるクオーク・グルーオンプラズマ物性の研究」  

代表者；三明康郎、分担者：江角晋－、中候達也  

2008年度：8，700千円  

2．基盤研究（B）極微畳放射性核種シリコン32の加速器質量分析による超高感度検出法の開発   

代表者：笹公和、分担者：長島泰夫、未木啓介、出瀬則雄   

2008年度：2，100千円  

3．基盤研究（B）花崗岩深部地下水に対する流体包有物組成の影響に関する研究   

代表者：黒澤正紀、分担者：小松原哲郎、笹公和、安間了、辻村真貴   

2008年度7，600干円  

4・基盤研究（B）、超新星爆発のニュートリノ過程の鍵を握るLa－138の新アイソマーのインパクト   

代表者：早川岳人、分担者：静間俊行、小松原哲郎、藤原守、中田仁、千葉敏、梶野敏貴   

2008年度：1，200千円  

5・基盤研究（A）（2007～2009）アイスコア中の宇宙線生成核種による宇宙線と地球環境の変動史に   

関する研究   

代表者：松崎浩之、分担者：笹 公和、横山祐典、堀内一棟、村松廉行、柴田康行、本山秀明   

2008年度‥12，800千円（間接経費3，840千円）   

筑波大学 笹 公和 分担金：4，300千円（間接経費1，290千円）  

6・基盤研究（B）（2007～2009）富士山周辺湧水の年代測定と地下水流動系の解明   

代表者：田瀬則雄、分担者：辻村真貴、笹 公和、薮崎志穂   

2008年度：3，000千円（間接経費900千円）  

7．基盤研究（C）「高速荷電粒子による液滴生成」   

代表者：冨田成夫、分担者：工藤博、今中雅士、笹公和   

2008年度：600千円  

＜外部資金取得状況＞   

1．2008年度 KEK加速器科学総合支援事業「大学等連携支援事業」  

「頚二波大学タンデム加速器施設における加速器利用分析研究の高度化支援と人材育成」  

事業費佳肴笹公和  

3，000千円  
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2．平成20年度「原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ」若手原子力研究プログラム   

「極微量放射性核種AMSによる原子力施設環境モニタリング研究」   

研究代表者 笹 公和   

研究期間 2008－2009年度   

委託経費 計20，000千円  

＜研究会開催＞   

1・The2ndAsianT王iangleHeavyIonConfbrence（ATHIC2008）、「第2回アジア3カ国重イオン  

国際会議」2008年10月13日～15日、筑波大学計算科学研究センター、三明康郎（clはir）   

，江角晋－、中候達也、参加人数：90名（国内55名、海外35名）  

2．2008年度国立天文台研究会「rプロセス元素組成の統合的理解一宇宙の中の不安定核物理－」  

2009年3月9、10日、筑波大学大学会館特別会議案、世話人：小沢顕、新井“｛・・山■郎、安  

田裕介、梶野敏貴、参加人数：53名  
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