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         概要 

 

標準理論におけるニュートリノは質量を持たない基本粒子とされているが、坂田昌一らによる

ニュートリノの世代混合の概念では質量を持つ粒子とされ、標準理論の拡張の必要性を予言して

いた。 )()( ee    のニュートリノ振動については、1995年にLSNDが質量の二乗差m2 ~ 0.1

－100(eV2)の領域で振動を観測したと報告したことから始まる。しかし、この結果に関しては、

KARMEN 等は部分的に否定し MiniBooNE は肯定するといった膠着状態のままである。現在標

準とされる 3 フレーバーの枠組みにおいては、2012 年に T2K が 2

23

2

31 mm  = 2.4×10-3(eV2)、 

混合角23 = /4 を仮定した場合における振動の証拠を得たという報告をした。 

OPERA は→の振動によって出現するを直接検出し、ニュートリノ振動現象を検証する

実験である。サブミクロンの位置分解能をもつ原子核乾板 57 枚と鉛板 56 枚を積層した検出器

（ECC）を標的として、短寿命の粒子を捕らえる。2008 年から本格的なニュートリノ照射を

始め、2012 年末までに累積 17.97×1019POT 相当のニュートリノ反応を蓄積した。2013 年 3

月末までに 5844 事象の反応点を ECC 中で検出し、3 事象の反応を同定した。 

为検出器である ECC は、極めて低いバックグラウンド下でe反応の検出が可能である。1 個

当たり 10 放射長分の質量を持ち、かつ鉛板一枚は 0.18 放射長と細かなセグメンテーションで

ある。このため、電磁シャワーの発達から終息までの 3 次元再構成が出来、電子と荷電ハドロ

ンの識別が可能である。更に、シャワーの発生点の飛跡を確認することで、電子と線起因の電

子対とを明確に識別出来る。 

 ニュートリノ反応点付近のデータは限られた領域のため、eの荷電カレント反応により反応点

から発生した電子の同定には不十分である。そこで、私は ECC の最後方に装着した原子核乾板

2 枚を重ねた検出器で捉えた飛跡情報の中から、反応点から発生した電子の電磁シャワーの飛跡

を検出することがe反応検出のトリガーになると考え、ECC 中で再構成されたニュートリノ反

応の二次粒子の飛跡情報と組み合わせて、e反応の候補となるイベントを効率的に選び出す手法

を提案した。2008 年、2009 年のニュートリノ照射（5.25×1019POT）でトリガーされた 5255

イベントの中から、ECC 中で反応点を特定したミューオンが同定されていない 505 イベントに

対し探索を行い、選ばれた 87 イベントの中から詳細解析により 17 イベントのe反応を同定し

た。さらに、実データを用いて、e反応の为要バックグラウンドである0崩壊からの線の電子

対生成が反応点から発生した電子と誤認する数を実測し、e反応数に対して 100 分の 1 以下の

極めて低い混入率であることを確認した。 

 2008 年、2009 年の統計で、上記の 17 イベントと反応点探索時に電子同定した 2 イベント、

計 19 イベントを用いて→eの振動解析を行った。3 フレーバーの枠組みでは、CP の破れを表

す = 0 かつ質量については Normal Hierarchy の条件下で、 2

31m の high mass (>10-2 eV2)の領

域及び 2

31m = 2.32×10-3(eV2)において sin2 (213) > 0.44 の領域を 90%の信頼性（C.L.）で振動

を排除した。また、LSND の観測結果については、単純な 2 フレーバー間の振動を仮定して解

析を行い、sin2 (2)の上限は 7.2×10-3（90%C.L.）であった。この結果により、LSND や

MiniBooNE が共に振動を許容している領域の多くを排除した。 
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第 1 章 ニュートリノ  

 

1.1 ニュートリノの検出 

 

 ニュートリノの歴史は、ポロニウムの崩壊（21884Po→21885At+e－）で得られる電子のエネル

ギースペクトルが連続的であり、この分布ではエネルギー保存則が破られるという実験結果に対

し、1930 年にパウリが、未知の中性の粒子がエネルギーを持ち去るのではないかという仮説を

立てたことから始まった。1932 年のチャドウィックの中性子の発見により、上記の崩壊事象は

ポロニウム原子核内の中性子の崩壊（n→p+e-+）であると説明され、1935 年には、フェルミ

が弱い相互作用を導入し、ニュートリノはスピン 1/2 で 0 ではない極めて微小な質量をもつ粒子

と定義された。 

 ニュートリノは強い相互作用及び電磁相互作用をしないため、その検出は困難であった。パウ

リの仮説から約 30 年後の 1956 年、ライネスとコーワンにより原子炉から生じたニュートリノ

の検出に初めて成功した。原子炉の近くに液体シンチレータで満たされたタンクの周りを光検出

器で取り囲んだ検出器を設置した。また、タンクの中の水にカドミニウム（Cd）の化合物を溶

かした液層をシンチレータ部分とを隣接させた。これにより、シンチレータ中の陽子とニュート

リノが反応すると陽電子と中性子が生じ、陽電子が電子と対消滅して放出したγ線（e++e-→2）

と、中性子が液層を移動中に Cd に吸収されて放出したγ線の２つの信号を捕えることが出来る。

２つの信号の遅延時間で以ってニュートリノ反応を同定する。この検出方法は、現在行われてい

るカムランド等の低エネルギー反電子ニュートリノの検出の原型になっている。 

  その後、崩壊（- →e-）での電子のエネルギースペクトルが連続分布であることから、電子

のほかに 2 個のニュートリノが放出される三体崩壊ではないかと推測された。もし、2 個のニュ

ートリノが同種であるならばミューオンにも電子にも結合するので、→e崩壊反応が存在しな

くてはならないが（図(a)）、そのような崩壊事象は観測されなかった。1962 年、レーダーマ

ン、シュタインバーガー、シュワルツ等が、→崩壊に伴うニュートリノを物質と反応させ、

ミューオンを伴う事象のみを捕えたことで、ミューオン、電子それぞれに対応するニュートリノ

、eが存在することを実証した（図(b),(c)）。 

 同時期にグラショウが電磁相互作用と弱い相互作用を統一しようと電弱ゲージ理論を提案し

たが、設定したゲージ粒子の質量では量子効果を考える時に発散してしまうという問題があった。 

1967 年ワインバーグとサラムは、自発的対称性の破れの概念を組み込むことで問題を解決し、

電弱統一理論を完成させた（WS 理論）。この理論では、弱い力を媒介する粒子は３種類で、荷

電カレント反応では W±、中性カレント反応では Z0（図 1.2）、その反応の強さは種類に因らず

同程度であることとこれらのゲージボソンの質量まで予言していた。 
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図 1.1 (a) →e反応。ミューオン、電子に結合するニュートリノが同一の粒子であれば、この

過程が存在する。(b)は、崩壊 (c)は、崩壊の過程を表す。 

 

 

図 1.2 （左・中）e・とクォークの荷電カレント反応（右）とクォークの中性カレント反応 

 

 

 1976 年、パール等はアメリカの SLAC で J/の研究のために行われていた電子・陽電子衝

突実験の事象の中に、タウ粒子を発見した。タウの質量は他の荷電レプトン電子やミューオンに

比べ大きく、約 1.76GeV もあるが、その崩壊パターンがミューオンと同じ（- →e-+e(bar)+ , 

- →-+(bar)+）であったため、３つ目の荷電レプトンとなり、対となるの存在も同時に

予測された。1980 年代に入るとアメリカの FNAL の TEVATRON でを検出する実験が考えら

れ始めた。ビームを得る方法の確立と荷電カレント反応により生成された寿命の短い（~3×

10－13 sec）タウ粒子を同定出来る検出器の選定が課題となった。

 の生成には、タウ粒子より重い Ds（1.97GeV）の崩壊（Ds→+）によるものが期待さ

れたが、Ds の生成断面積とタウ粒子への崩壊割合は未測定での強度に対する予想に大きな不

定性があった。1992 年 Ds→（Ds→W→）の崩壊の割合が原子核乾板とカウンターの複合

実験 WA75 で測定[1]され、Ds→の割合はと求められた。さらに 600GeV -の Dsの生成断

面積が原子核乾板とカウンターの複合実験 E653 で測定[2]されての強度が推定できるように

なった。一方、検出器については、タウ粒子と同程度の質量と寿命を持つチャーム粒子の検出に

成功していた泡箱と原子核乾板が候補となり、先に泡箱を用いた実験が推進されていた。

800GeV 陽子をタングステンに照射して生じた二次粒子中のチャーム粒子は、崩壊に伴い だ

けでなく , , e, e も生成される。その中のミューオンは物質を透過するため、バックグラウン

ド飛跡に悩まされた。加えて、タウ粒子を同定できるだけの空間解像力がなかったために、1993

年エマルションでの実験を開始することになった。この実験（DONuT : Direct Observation of 

Neutrino Tau）は原子核乾板と鉄板（1mm）を積層した ECC（Emulsion Cloud Chamber）

  

d u 
W+ 

e 

d u 
W+ 

e－ 

(a) (b) (c) 
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をターゲットとし、その質量は 300kg であった。データ解析には高速化された自動飛跡読み取

り装置を用いる事で、その解析速度は飛躍的に向上した。1997 年 4 月から半年間ニュートリノ

ビームを照射し蓄積された約 1000 個のニュートリノ反応の中から、1998 年第 1 例目のタウニ

ュートリノ（）候補反応を検出し、その後 2004 年までの解析で合計 9 例のタウニュートリノ

（）反応を捕らえ、衝突断面積[3]の測定にも成功した。 

 

 

図 1.3 DONuT でとらえたタウニュートリノ（）反応の 1 例。左上はニュートリノの入射方

向から見た図。右方向に粒子（赤色）、左方向に 6 本のハドロンが出ている。左下は、左上を水

平に切った面に投影した図。垂直に粒子（赤）が 3 本に崩壊していることが分かる。右上は左

上を垂直に切った面に投影した図。右下は左下を縮小したもの。 

 

 

 3 つ目のニュートリノであるの検出成功までの間に、1983 年には CERN で陽子・反陽子衝

突実験によるウィークボソン（W±，Z0）の観測と、1990 年代に入ると同じく CERN の LEP

では電子・陽電子衝突実験によるウィークボソンの質量の精密測定がおこなわれ、W±~80GeV，

Z0~91GeV であることが分かった。さらに Z0の観測可能な全崩壊モードの検出により、ニュー

トリノの種類数を決定した（ただし、mz/2~45GeV より軽いニュートリノを指す）。 

Z0の全崩壊は次のように表される。 

       


i

iiiiii
llqqZ            (1.1) 

終状態はエネルギー保存則から各粒子・反粒子対の質量が mz/2 以下であることが要請されるの

で、トップクォーク対への崩壊は許されない。終状態がクォーク対の場合は、ハドロンとして観

測される。終状態のニュートリノは観測されないが全崩壊率には関与するので、ハドロンへの崩
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壊率が全崩壊率に占める割合が変化する。電子と陽電子の重心系での全エネルギーE (e-e+) = mz

領域でのハドロンの生成断面積は、 

     
 all

Z
Zeeee








Z

ハドロン
ハドロン              (1.2) 

であるから、ハドロンの生成断面積はニュートリノの種類数により変化する。実験値によると、

Z が 5 種類のクォーク・3 種類の荷電レプトン・3 種類のニュートリノに崩壊すると仮定した時

と一致する（図 1-4）。  

以上のように、2000 年までに 3 種類の荷電レプトンとそれらと対になる 3 種類のニュートリ

ノの存在が実験的に証明された。 

 

図 1.4 e- + e+ →Z→ハドロンの生成断面積。ニュートリノの種類数を 2（破線）、3（実線）、4

（点線）で計算したものと実験値との比較。3 種類を仮定した時の生成断面積と実験値が極めて

良く一致している。 

 

 

1.2 ニュートリノ振動 

 

 

1.2.1 世代の混合 

 

 物質を構成する基本粒子はクォーク・レプトン共に 6 種類あり、全てスピンが 1/2 のフェルミ

粒子である。それぞれが 3 世代に分類され、クォークとレプトン間には良く似た関係性がある

（表 1.1）。 

世代の混合の概念は、古くからあった。1959 年に坂田らは p, n, を基本粒子しとした複合体

がハドロンであるとした名古屋模型[4]を考え、当時観測されていた電子、ミューオン、ニュー 
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 電荷 第 1 世代 第 2 世代 第 3 世代 

レプトン 
-1 e        (0.5)      (105)       (1780) 

0 e   (<2×10-6)     (<0.17)      (<18.2)

クォーク 
2/3 u   (1.5 – 3.3) c     (1270) t   (1.7×105) 

-1/3 d   (3.5 – 6.0) s      (104) b   (4.2×103) 

表 1.1 レプトンとクォークの種類。（）内の質量の単位は MeV。ニュートリノの質量は標準理

論では 0 であるが、現在測定されている上限値を示した。 

 

トリノに“B 物質”が複合することで、3 つの基本粒子が作られるとしていた。1962 年にニュ 

ートリノが 2 種類あることが判明すると、牧・中川・坂田は P’という基本粒子1を導入し（P, P’, 

n, ）⇔(1, , e, )といった対称性を仮定した新名古屋模型を提唱した。1, は２種類のニュ

ートリノの質量固有状態を表す。この論文の中で、ニュートリノに質量があると仮定すると、弱

い相互作用の固有状態（e, ）と質量固有状態（1, ）が混合しており、混合角をとすると

以下の様に表されるとしている。

2

2

1

1

cos

sin

sin

cos













 









e
                     (1.3) 

また、質量固有状態の時間発展は 

             
)0()(

)0()(

22

11

2

1





tiE

tiE

et

et








                             (1.4) 

と表される。  Ei (i =1,2)は固有質量のエネルギーで、運動量 p と質量 m との間に

22

iii mpE  という関係が成り立つ。ここで、t = 0 に運動量 p で発生したeの時刻 t での

状態を表すと、式(1.3)と(1.4)より 

)0(sin)0(cos)( 21
21 
tiEtiE

e eet


  

と表され、e が時間経過と共に距離 L だけ移動した時にに変化する確率は、次のように記述

される。 

  











 













 


E

Lm

E

Lm
tP

ee

2

1222

2

1222
2 27.1

sin2sin
4

sin2sin)()( 
     (1.5) 

222

jiij mmm  質量固有状態の二乗差を表す。 

以上の式から、ニュートリノ振動を検出するということは、ニュートリノが有限な質量を持ち、

                                                   
1 P’は 1971 年に丹生により発見されたチャーム粒子となる。[5] 
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質量固有状態が弱い相互作用の数だけ異なる（m20）ということを示しており、標準理論にお

けるニュートリノの質量 0 の仮定を否定し、レプトンフレーバーの保存則を破ることを実証す

ることになる。 

 

 

1.2.2 太陽ニュートリノ振動 

  

太陽ニュートリノの観測 

太陽ニュートリノは、太陽の中心付近でおこる熱核融合反応 2e- + 4p → He4 + 2e + により

放出されるeである。熱核融合反応は为に pp チェインと呼ばれる様々な原子核反応の結果とし

て起こる（図 1.5）[6]。 

太陽ニュートリノの観測は、1972 年、デーヴィスらがアメリカのホームステイク鉱山の地下

でフラックスを測定したことが始まりである[7]。600 トンの液体四塩化炭素（Cl4C）を満たし

たタンクを水に沈め中性子バックグラウンドを極力排除し、e + 37Cl → 37Ar + e- の反応によ

り生じた 37Ar 数＝ニュートリノ反応数とした（E > 0.81MeV）。37Ar は半減期 35 日で再び塩

素に戻るので、約 80 日おきにアルゴンを回収して個数を計測した。その数は 1 日あたり約 0.5

個で、星の進化などから決められる標準太陽モデル（SMM）からの予想値に比べて 1/3 しか得

られなかった。この方法は、アルゴンを一定期間溜めてから計測するので、ニュートリノの飛来

時刻・飛来方向・エネルギーは分からない。よって、この観測結果は信用されず、長い間太陽ニ

ュートリノの謎として未解決であった。 

 

図 1.5 太陽ニュートリノのスペクトル。ガリウム又は塩素を用いた検出器と SK/SNO 検出器

での energy threshold が上部に示されている。 
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 1990 年以降、カミオカンデ・スーパーカミオカンデ（SK）・GALLEX・SAGE・SNO でも

観測が行われ、ホームステイクでの太陽ニュートリノ問題はニュートリノ振動によるもの

として、解釈された。 

 カミオカンデ・SK の検出器は、水タンク内でニュートリノ反応により生じた荷電粒子が作る

チェレンコフ光を周囲に設置した光電子増倍管で捕えるというものである（E > 5MeV）。太陽

ニュートリノと電子との弾性散乱e + e- → e + e- を検出するのだが、この反応過程は散乱さ

れた電子が入射してきたニュートリノの角度を良い精度で再現する。捕えた信号は太陽の方向と

よく一致し、そのスペクトルは SSM で予測されたものと形はよく合っていた。得られたフラッ

クスは予想値の約 1/2 であった[8]。 

 GALLEX や SAGE はガリウムとのニュートリノ反応 e + 71Ga → 71Ge + e- を捕えるも

のでホームステイクの実験と類似した手法で反応数を推定する。ただし、検出器のエネルギー閾

値が 0.23MeV と低いため pp チェインの为反応によるニュートリノが検出可能で、他の実験に

比べて SSM の理論的不定性が尐ない領域で検証が出来る。この 2 つの実験の結果でも SSM の

推定値に対して 1/2 強のニュートリノ反応数であった[9][10]。 

 SNO は 1000 トンの重水の球形の検出器で、カミオカンデと同様に周囲に光電子増倍管を設

置して信号を捕えるものである。この実験では荷電カレント（e + D → e- + p + p）・弾性散乱

（e (,)+ e- → e (,) + e-）・中性カレント（e (,)+ D → e (,) + p + n）反応の 3

種類を検出した。弾性散乱と中性カレントから推定される全ニュートリノフラックスは、SMM

で推定されたフラックスと一致し、eのフラックスは全体の約 1/3 であった。また、3 つのフレ

ーバー以外への振動の可能性はないことも为張した[11][12]。 

 これらの実験結果により、30 年続いた太陽ニュートリノの謎はe の振動効果によるものであ

ると解釈された。 

 

m2・12の測定 

 太陽ニュートリノの振動現象は実証されたが、ニュートリノの質量や混合角を測定するには、

地球で観測した太陽ニュートリノの振動を引き起こす要因を突き止めなければならない。上に記

述した複数の実験の結果と SK がエネルギースペクトルとその昼夜の変化を調べた結果により、

LMA（Large Mixing Angle）の領域に解があることが分かった[13]。これと平行して、LMA 解

を原子炉ニュートリノの振動により観測することを目的とした KamLAND 実験が行われた。検

出器の構造は、液体シンチレータを球形のタンクに充填したものをミネラルオイルで囲み、その

外周を光電子増倍管で囲んだものである。原子炉からのニュートリノは核分裂時に生成される反

電子ニュートリノで、それが液体シンチレータの原子核と反応して生じた陽電子をシグナルとし

て捕える（anti-e + p → e+ + n）。ここでは、CPT の対称性が保存されるとして anti-eをeと

同等とみなした。2008 年、SK を始めとする太陽ニュートリノの観測結果と組み合わせ、m2

と12の測定結果を出した[14] 

),(106.7
252

12
eVm


 ,56.0tan

12

2
 （ 33.0sin

12

2
 ） 
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1.2.3 大気ニュートリノ振動 

 

大気ニュートリノの観測 

 1988 年に、カミオカンデグループは大気ニュートリノ中のがeに比べて尐ないという観測

データを発表した。その現象は“大気ニュートリノ異常”と言われていた。大気ニュートリノは

陽子を为成分とする一次宇宙線が大気中の原子と反応して生じるの崩壊から生成される。

+(K+) → + +  + →e+ + anti- + e (-の場合、生成される粒子は+の場合の反粒子にな

る)の反応から、地表での大気ニュートリノの成分比は R_exp = N（+ anti-）/ N（e+ anti-e）

~ 2 と予想されていた。しかし、観測されたデータの成分比は R_exp の約 0.6 で、+ anti-

のフラックスの減尐が見られるという結果だった。1998 年、SK でのニュートリノ天頂角分布

の測定から、検出器に対して上方から入射してくると地球内部を通って下方から入射してくる

のフラックスに顕著な違いが見られたことから、の減尐はニュートリノ振動効果によるもの

と解釈された[15]。eの減尐は観測されなかったので、ニュートリノが 3 世代であるならば、残

るの変化した先はであると推定された。大気ニュートリノのエネルギースペクトル中にはタ

ウ粒子を生成できるだけの 3.5GeV 以上の成分も含まれているが、短寿命のタウ粒子を同定でき

るだけの位置分解能がないため、アピアランスでの → 振動は困難であった。（しかし、

年、Neural Network を用いた解析により、タウアピアランスでの大気ニュートリノの振動を証

明したと報告した[16]。）SK での大気ニュートリノによる振動パラメータの最新値は、sin2 2 > 

0.92 , 1.5×10−3 < m2atm < 3.4×10−3 eV2 at 90% C.L. が報告されている[17]。 

 

 

加速器ニュートリノでの検証 

 ニュートリノ振動が最も高い確率で起こる条件は、式(1.5)より
2

~
27.1

2 

E

Lm
であり、加速器

実験は、m2の値に応じて振動確率が大きくなるような距離 L とエネルギーE の選択が可能で

ある。例えば、大気ニュートリノ振動の検証をするとして、m2atm ~ 2.5×10−3 eV2ではニュート

リノのエネルギーE=(0.5, 1, 5)GeV に対して、最適な距離は L=(250, 500, 2500)km となる。ま

た、検出器の種類に応じて感度が高いエネルギー領域があることや、ニュートリノ反応事象数は

ターゲットの質量に比例すること等を考慮に入れた設計をすることが必要である。 

 1970～80 年代にかけての加速器ニュートリノ実験は、为にニュートリノ反応の様式そのもの

の理解や生成された二次粒子（特にチャーム粒子を伴う）に対する物理を目的として行われてい

た。このような流れの中で、太陽ニュートリノと大気ニュートリノ異常の兆候が報告され、ニュ

ートリノ振動を実証する実験が求められた。 

 

加速器実験初期の頃は、短基線実験（L<1km）が行われた。1980 年代末に発表された、

がダークマター（質量 1~100eV）の候補粒子であるという仮説を元にm2 >1eV2を狙った出現
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モードでの → 振動実験が CERN で行われることになった2。その１つが原子核乾板とカウ

ンターのハイブリッド実験 CHORUS（1994～1997 年ニュートリノ照射）である。先に行われ

ていた FNAL での E531 実験では、エマルションを使ったニュートリノ反応によるチャーム粒

子の研究と同時に反応の探索も行われていたが観測されず、90％C.L.での上限値 sin2 2 < 5

×10-3 (m2→∞)という結果を得ていた[18]。CHORUS はこれの 10 倍以上の感度で sin2 2 = 2

×10-4 まで、m2 > 0.3eV2 (sin2 2 = 1)の領域を狙った実験で、平均 E=27GeV, L=1km とい

う設計になっている。また、混合角が小さい領域での実験のため反応数を大幅に増加させなけ

ればならない。E531 実験に比べてビーム量×10 倍・ターゲット（エマルション）質量×10 倍

にして、1M 以上の事象を蓄積し、～100k の解析を行った。しかし、反応の事象は検出され

ずm2 > 100eV2の領域で sin2 2 < 1.3×10-3 , sin2 2 = 1 においてはm2 > 1eV2の領域には 

→ 振動は存在しないこと、がダークマターの候補ではないことが確認された[19]。同時期

に CERN の同ビームラインで行われた NOMAD も同様の結果を得た。この他には、低エネルギ

ー(数 10~100MeV)ニュートリノビームを用いた出現モードでの
e



 振動探索をm2 > 

0.1eV2 の領域で行った実験があった。LSND 実験は振動を示す結果を出した[20]一方で、

KARMEN 実験では否定されている[21]。 

 

  1990 年代後半に入ると長基線実験（L>数百ｋｍ）に移り変わっていった。1999 年、日本で

は KEK で作られたニュートリノビームを 250km 離れた SK で捕えるという長基線ニュートリ

ノ振動実験 K2K のニュートリノ照射が始まった。K2K は SK での大気ニュートリノ振動の兆候

から予測される sin2 2 ~ 1, m2 ~ 3×10−3 eV2 の領域での実証を狙った実験である。最大の振

動効果が得られるようにニュートリノのエネルギースペクトルのピーク値は ~ 1GeV となって

いる。しかし、このエネルギーでは反応によるタウ粒子の生成は不可能であり、の消失でも

ってニュートリノ振動を検証することになる。2004 年、ニュートリノ振動を 99.9％で観測した

とし、sin2 2=1 で 1.9×10−3 < m2 < 3.5×10−3 eV2 at 90% C.L.という結果を得ている[22]。また、

FNAL の NuMI ビームラインを使った MINOS 実験（E@peak ~ 3GeV, L=730km）でも同様

の長基線でニュートリノの消失による振動検証を行っており、SK や K2K と一致した結果を報

告している。 

              ),(103.2~
232

23
eVm


 1~2sin 23

2   

 しかし、SK・K2K・MINOS での検証は、理論からニュートリノがに振動していると推

定しているにすぎず、反応を直接検出した訳ではない。1998~2000 年に反応の検出に初め

                                                   

2 see saw 機構によれば、ニュートリノの質量ｍe、m、ｍと荷電レプトンの質量 Me、M、Mとの間に、ｍe：ｍ：

ｍ＝Me
2：M

2：M
2 のような関係があるとされている。Me＝0.5MeV、M＝105MeV、M＝1.76GeV なので、3 種

類のニュートリノの質量（me、m、m）も大きく異なり、ｍe<<ｍ<<ｍとなる。ニュートリノ振動で求まる質量差

が得られれば実質的により重い方のニュートリノの質量が求まることになる。 
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て成功した DONuT 実験の実績から、検出器にエマルションを用いた出現モードによる長基線

ニュートリノ振動実験 OPERA が CERN で承認され[23]、2008 年からニュートリノランが始ま

った。2010 年に 1 個目、2012 年に 2 個目のタウニュートリノ反応を検出し、現在も解析を進

めニュートリノ振動現象の検証に決着を付けようとしている。（詳細は第 2 章で述べる） 

 

 

1.2.4 ニュートリノ振動実験の現状と今後 

 

3 flavor oscillation における13の精密測定 

前節で述べたように、2010 年頃までにはニュートリノ振動におけるパラメータがほぼ確定し、

残る混合角13の測定に集中していく流れが強くなった。13については、CHOOZ[24]や K2K[25]

により制限が与えられていたが、精密測定は未完であった。 

 3 世代の混合行列 U は MNS 行列と呼ばれ、3 つの混合角と 1 つの複素位相を用いて以下の

ように表すことができる。
ijijijij

cs  cos,sin  , は CP の破れを表すパラメータ。 

これまでの実験結果より 2

12

2

31

2

23
mmm  であることが分かっているので、 2

23
/ mEL  の領

域の振動を議論する上では 2

12
m の項を無視することができる。 

13の測定には加速器実験の→eの出現モードを見るものと、原子炉実験の
e

 の消失モードを

見るものとがある。 

加速器実験： )/27.1(sin2sinsin)(
2

13

2

13

2

23

2
ELmP e   

       (1.7) 

原子炉実験： )/27.1(sin2sin1)(
2

13

2

13

2
ELmP ee             (1.8) 

2011 年 6 月の T2K による“e出現の兆候（2.5）”の報告[26]を皮切りに原子炉実験でも続々

と解析結果が報告され、2012 年 6 月京都で行われた NEUTRINO 2012 ではそれぞれの実験の

最新結果が示された。その後も、データの更新が行われ、表 1.2 は最新の sin2213の値と振動の

有意度(significance)を表している。（23=/4, m232=2.4×10-3eV2） 

 原子炉ニュートリノの解析結果の有意性から sin2213の値は ~ 0.1 との見方が強まり、CP 対

称性の破れの検証に向けて準備が整いつつある。 

 

 

 

(1.6) 
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 source 実験 sin2213 

加速器 T2K  0.054 － 0.147 @90C.L 3.2 

MINOS [27] 0 – 0.12 @90C.L NH  1.7 

原子炉 Double Chooz [28] 0.109±0.030(stat)±0.025(sys) @98%C.L. 2.9 

Daya Bay [29] 0.089±0.010(stat)±0.005(sys) 5.2 

RENO [30] 0.113±0.013(stat)±0.019(sys) 4.9 

表 1.2 13の測定を行っている実験とその結果（2013 年 6 月現在）。加速器実験では(1.6)の行

列に23=/4, m231 ~m232=2.4×10-3eV2, =0 を代入し、Normal Hierarchy での観測結果を表

している。 

 

 

 

LSND アノマリーの検証 

 現在でも LSND が出した結果[20]に決着がついておらず、検証のために行われた MiniBooNE

実験3では、初期（E>475MeV カット有）は LSND の結果を排除するものであったが、

200<E<475MeV の低エネルギー領域のデータサンプルを追加したところ、一変して振動を肯

定する結果となった。


 でも同様に低エネルギー領域での excess が見られ、2012 年 8 月
  と

を合算した最新結果を発表している[図 1.6][31]。現在、E< 1GeV のニュートリノ反応の理解

が乏しく、これにより生じる不定性が MiniBooNE の結果に繋がったのではないか、という懐疑

的な見方もある。また、ステライルニュートリノの導入により、この振動現象を説明しようとい

う仮説もある[32]。今後、他の実験によるm2 > 0.1eV2領域のニュートリノ振動の検証が必要で

ある。 

 

 

                                                   
3 FNAL のブースター・ニュートリノ・ビームライン（<E~0.7GeV）を用いた短基線(L~500m)の実験。L/E~1m/MeV

で LSND と同じ領域を検証するセットアップになっている。 
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図 1.6 MiniBooNE 実験でと 
 のデータを合わせて解析した結果。右上に示すように C.L.

ごとに許容領域が色分けされている。杜若色と灰色の領域は LSND が 90％C.L., 95%C.L.で振

動を許容している領域。点線は KARMEN2 により排除された領域（点線より右上部）。 
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第 2 章 OPERA 実験 

 

2.1 実験の概要 

 

 OPERA 実験の目的は、→への振動により出現した反応の直接検出により、ニュートリ

ノ振動を実証することである。 

 ニュートリノビームは、CERN で作られた純度の高い (<E>~17GeV)の Wide-Band 

Neutrino Beam を使った（図 2.1）。検出器は、CERN から 730km 離れたイタリアの Gran Sasso

研究所の地下に建設された。タウニュートリノの同定は、の荷電カレント反応で生成したタウ

粒子の同定により行う。タウ粒子は短寿命粒子(c~90m)のため、ターゲット部分には位置分解

能に優れた原子核乾板を使用し、イベントのトリガーやミューオンの同定にはカウンターを用い

たハイブリッド型になっている。 

 1998 年SKで示されていたm2~3.0×10-3 eV2の値を元にOPERA実験はデザインされた[23]。

このパラメータでは→への振動確率 Posc~2.7％であり、CCとCCの反応断面積比は

(CC):( CC)~ 3:1。CC 反応と NC（中性カレント）反応比~2:1 である。  

検出効率比(CC):(CC)~7:1 とすると、CC 反応を 1 事象検出するには 

)(

)(

)(

)(

CC

CC

N

NN

CC

CC
P

n

n

CC

NCCC

osc























              

より、n~1000 である。（現在、m2~2.4×10-3 eV2 であり、Posc=1.7％、n~1700 という見積

もりになっている。）先に紹介した CHORUS 実験（L=1km で<E>=27GeV）のエマルション中

でのイベント数は、1k イベント/ターゲット 1kg/1019POT であった。ニュートリノフラックス

は距離の二乗に反比例し、反応断面積はニュートリノエネルギーに比例することから、推定され

る OPERA でのイベント数は 850 / kton / 1019POT となる。CC 反応を 10~20 事象検出するた

めには 10000 個以上ものニュートリノ反応を検出する必要がある。そのために必要な物質量は

1.25kton、ビームは陽子数にして 5 年間で 22.5×1019の照射が必要である。原子核乾板を用い

てこの物質量を達成するために、E531 や DONuT 実験で使われた原子核乾板と金属板を積層構

造にした ECC（Emulsion Cloud Chamber）（次節で解説）を採用し、金属板には鉛を用いるこ

とにした。 

2000 年から建設が開始され、ECC を 15 万個、総重量 1.25kton となるターゲットを設置後、

2008 年から本格的にニュートリノ照射が始まった。順調にニュートリノ反応の蓄積・解析を進

め、2010 年 5 月に 1 例目、2012 年 6 月に 2 例目、2013 年 3 月に 3 例目の反応を検出した。

2012 年冬までに、プロポーザルでのビーム要求値の約 80％の照射が完了した。 
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照射年 予定の陽子数 実際の陽子数 トリガーされた反応数 

2008 4.5×1019 1.74×1019 1854 

2009 4.5×1019 3.53×1019 3914 

2010 4.5×1019 4.09×1019 4403 

2011 4.5×1019 4.75×1019 4956 

2012 4.5×1019 3.87×1019 3814 

Total 22.5×1019 17.97×1019 18941 

 

表 2.1：予定照射陽子数と実際の陽子数並びに OPERA 検出器でトリガーされたニュートリノ反

応数の比較 

 

 

      

図 2.1：CERN と Gran Sasso 研究所の位置関係。OPERA の検出器はイタリア・ローマ市郊外

の Gran sasso 研究所に設置している。CERN の SPS で作られたニュートリノビームは 730km

離れた Gran sasso 研究所に向けて射出される。 

 

 

2.2 ニュートリノビーム 

 

実験に使用するニュートリノビームは、スイスのジュネーブ郊外にある CERN 研究所の陽子

加速器 SPS で作られ、730km 離れたイタリアの Gran Sasso 研究所まで飛行させる。このビー

ムラインを CNGS（CERN Neutrino to Gran Sasso）と呼ぶ。 
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SPS でバンチ化された 1 スピル当たり 2.4×1013個 の陽子は 400GeV まで加速され、6 秒の

間隔で 2 つのスピルに分けてターゲットとなるグラファイト(C)に照射される。陽子と炭素原子

核との衝突で 1陽子当たり約 10個の荷電粒子±やK±が多重発生し、その比率は約 9：1である。 

ターゲット下流に置かれたホーン・マグネットで正電荷の粒子を収束させる。円筒構造をした

ホーン・マグネットには、上流から下流に向けて電流を流すことで時計回りの磁場を発生させ、

その磁場により正電荷粒子は F = q×B の中心に向かう力を受けて前方へと収束される。多重発

生した二次粒子は、ビームに対して横向きの運動量 Pt~400MeV/c がピークに持つような分布を

している。このホーン・マグネットの長さは L=7m、磁場強度は B=20KG で、0.3×B×

L=420MeV/c から、Pt を相殺する力が加わる設計になっている。 

 

    

図 2.2 CERN の加速器 SPS（直径 2km）。SPS で加速した proton により OPERA の為に図中

青色の proton を導くトンネル（長さ約 2km、地下 100m）が作られた。作られたニュートリノ

は Gran sasso 研究所に方向にニュートリノビームが射出される。 
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図 2.3 CNGS のニュートリノビーム発生装置の構造。SPS で加速した陽子は、グラファイトで

できたターゲット（長さ 10cm のグラファイトの棒を間隔を置いて 13 本ビーム軸方向に並べて

ある）に照射され、等の中間子を多重発生させる。その後 Horn magnet（同芯円状の磁場）で

―を拡散させ、+のみを収束させて Decay pipe（減圧した空洞）に導き、走行中に
→


の

崩壊でニュートリノ（）が作られる。後方にはハドロンの吸収層が置かれ、そこを通過してき

たミューオンのフラックスを Muon detector でモニターしている。

 

 

ホーン・マグネットとリフレクターにより前方に収束した+(K+)の平均エネルギーが 35GeV

になるように設計されている。1km の decay pipe を飛行中に大半の+が++に崩壊する。

730km 離れた LNGS でこのが検出されるのはが静止系において前方に崩壊する場合で、こ

のときのエネルギー分配は+ : 4:3 になる。崩壊して生じた
のエネルギーはおよそ 20GeV

で、の寿命（c~660m）から推定すると 1km の decay pipe 中では 1-exp(1/c)=1-exp(-1/(190

×0.66))~0.8%の+が崩壊して e++e+anti-が生じる（図 2.4、表 2.2、[33]）。eの起源はもう

一つあり、K+→0+e++e（崩壊分岐比~5％）からである。K+は decay pipe 内で 100％崩壊し

（c~3.7m）、eを伴うものは 5% なので、と K の生成比~10:1 を考慮すると、K+起源のeは


起源のものに対して 5×0.1% : 0.8%~5:8 になる。また、それぞれのエネルギー依存性は、

と K が同じエネルギーE で生成されたとすると、起源と K+起源のeが decay pipe 内で崩壊す

る確率はそれぞれ、 

 

)/28.0exp(1~))66.04.5/(1exp(1))/(1exp(1)( EEcEP   
  

)/14.0exp(1~))0037.02/(1exp(1))/(1exp(1)( EEcEP KK     

 

である。ただし、 EE 4.5~105.0/)74(   EEK 2~49.0/  


起源のe の方が同一のエネルギーE に対して 2 倍早く減衰するので、エネルギーが高い方は

K+起源が優勢になる（図 2.5、[33]） 
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表 2.2 LNGS での 4 種類のニュートリノの平均エネルギーとの荷電カレント（CC）反応を

母数にしたその他の CC 反応との割合 

 

 

 

 

図 2.4 Gran sasso でのニュートリノビームのシミュレーション。（左）ニュートリノビームの

エネルギースペクトラム（ログスケール） （右）ニュートリノビームのエネルギースペクトラ

ム（リニアスケール）。eと anti-eについては×100 倍にスケールさせてプロットした。Gran 

sasso でのに２つのピークがあるが、CERN のニュートリノの生成で Horn magnet が 2 段に

なっている為である。 

 

 

 

 

 <E>(GeV) i/-CC(%)

 17.9 - 

e 24.5 0.89 

anti- 21.8 2.4 

anti-e 24.4 0.06 
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図 2.5 親粒子毎分けたニュートリノのエネルギースペクトル。 （左） ビームのほとんど

が
の崩壊によるもの。（右）e 30GeV 以下ではの生成過程において+の崩壊により生成し

た+の崩壊によるものが優勢で、それより高いエネルギーでは K+の崩壊起因が優勢になる。 

 

 

 

2.3 OPERA 検出器 

 

 検出器はイタリアの Gran Sasso 研究所の地下 1000m にあるホール C に設置されている。ニ

ュートリノ反応の詳細解析を行う為の为検出器である原子核乾板は、現像を行うまでの間飛跡を

蓄積し続ける。5 年のニュートリノ照射に対し出来る限りバックグラウンドとなる飛跡の蓄積を

防ぐため、宇宙線のフラックスが尐ない地下に設置した（地上の 10-4）。検出器は大きく分けて

ターゲット部分とミューオンの同定と運動量の測定をする部分からなる。これを 1 セットにし

て Super Module（SM）と言い、SM1 と SM2 を合わせて全長 20m ある（図 2.6）。ターゲット

部分は ECC とシンチレーションバーから成る（図 2.7 左図）。ECC は、吊棚の中で 1 列に 56

個入り左右に移動可能で、棚は 60 段ある。1 枚の ECC ウォールで 56×60 個の ECC が挿入さ

れていて、全部で 34 組の ECC ウォールがある。各 ECC ウォールの間には、Target Tracker

（TT）が挿入されていて、ニュートリノ反応で生じた二次粒子を捉え、反応が起こった ECC の

特定を補助している。さらに、TT と ECC の間に挿入されている原子核乾板（OPERA フィル

ム）2 枚からなる Changeable Sheet（CS）の解析により ECC を確定する（図 2.7 右図）。 

 図 2.8 と 2.9 は OPERA 検出器のカウンター部分で捉えたニュートリノ反応で、ミューオン付

きのイベント（以下 CC-like 反応）とミューオンが付いていないイベント（以下 NC-like 反応）

に分類される（表 2.2）。反応を探索する上でミューオンの同定は第一番目のイベント選定条

件になり、反応点からミューオンが発生していることが確認された場合CC 反応と判断され対
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象外になる。また、Spectrometer を貫通せず、ターゲット部分で止まってしまうミューオンも

ある。そのような飛跡に対しては、ECC を 10 個以上貫通し、1 本の孤立した飛跡とみなされた

場合にのみミューオンと同定する。 

 

 

図 2.6 OPERA 検出器を横から見た写真。ターゲット部とスペクトロメーターを設置した

Super Module と呼ぶものが直列に 2 つ並んだ構造をしている。ニュートリノビームは向かって

左から入射する。大きさは、高さ 10m×幅 10m×長さ 20m。 

 

 

   

図 2.7 ターゲット部の構造（左写真）。ニュートリノのターゲットとなる ECC ブリックを積み

上げた壁状の ECC ウォールは、薄い鉄柵で作った吊棚に ECC ブリック（10×12.5×7.5cm3）

を並べてある。 
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分類 イベントの種類 

CC-like 反応（ミューオン付き） CC, CC( 

NC-like 反応（ミューオンなし） NC, CC(e, h,3h),eCC 

表 2.2 イベントの分類とそれぞれに含まれるイベントの種類 

 

 

 

 

 

図 2.8 OPERA 検出器のカウンター部分で捉えた CC-like 反応 （上）検出器全体図 薄いオレ

ンジは Muon Spectrometer、緑は ECC と TT からなるターゲット部分（下）拡大図 1 つ 1 つ

の緑のブロックが ECC、その直下に X,Y2 層の TT がある。ピンクは反応が起こった ECC を

表している。 
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図 2.9 OPERA 検出器のカウンター部分で捉えた NC-like 反応（上）検出器全体図。 薄いオ

レンジは Muon Spectrometer、緑は ECC と TT からなるターゲット部分（下）拡大図 1 つ 1

つの緑のブロックが ECC、その直下に X,Y2 層の TT がある。ピンクは反応が起こった ECC

を表している。 
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2.3.1 Electronic Detector 

 

Muon Spectrometer 

 SM の最後方に設置されている Muon Spectrometer は、前方のターゲット部分で起こったニ

ュートリノ反応で生じるミューオンの電荷決定及び運動量測定を行う（図 2.10、2.11）。シミュ

レーションで推定されるミューオンの同定効率は 95％以上、電荷の決定成功率は 98 以上である。 

ニュートリノ反応点からのミューオンの放出さが確認されれば、その事象はCC 反応として

タウ粒子の探索対象から外される。しかし、タウ粒子のように短寿命で崩壊する D+、D+s、

c、

といったチャーム・クォークを含む粒子も生成され、これらはミューオンへの崩壊モードも存在

する。CC 反応で、ニュートリノ反応点から放出されたミューオンの ID に失敗した場合、ニ

ュートリノ反応点にレプトンが無く、且つ、崩壊点からミューオンが放出されているように見え

る。しかし、CC 反応で生じる-は-に崩壊するので、ミューオンのチャージを決定すること

で D+→+X を排除できる。 

図 2.12 は、OPERA の検出器中で起こった又は anti-CC 反応により生成される-または

+の Muon Spectrometer で測定された運動量と決定された電荷をかけた分布を表している。デ

ータとシミュレーションと間に良い一致が見られる[34]。 

 

 

 

 

 

図 2.10 Muon Spectrometer は、拡大図のように鉄と Resistive Plate Chamber を重ねた構造

をしており、1.52T の磁場がかけられている。 
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図 2.11 Muon Spectrometer 中でのミューオン（-）の飛跡の例。ミューオンの飛跡の位置を

測定し、磁場中での進行方向の変化率から運動量を推定する。 

 

 

 

図 2.12 OPERA の検出器中で起こった CC 反応により生成される-または+が Muon 

Spectrometer で測定された運動量と決定された電荷をかけた分布。マイナス側はCC 反応を、

プラス側は anti-CC 反応を表す。クロス点はデータ、実線はシミュレーション。 

 

 

 

TT（Target Tracker） 

 図 2.7 のようにウォールごとに ECC の下流にプラスチックシンチレータ検出器（TT）が挿入

されていて、ニュートリノ反応が起こった ECC の推定を行っている。TT は、幅 2.6cm、長さ

6.7m、厚さ 1cm のシンチレータ棒を 256 本重ねたものを 1 層として、X 方向と Y 方向の 2 層

を重ねている。この物質量は鉛板 2 枚（2mm）分である。各ストリップの中心に通された Wave 

Length Sifting Fiber で荷電粒子が発したシンチレーション光を拾い、両端にある 64 チャンネ

ルのマルチアノード光電子増倍管（PMT）で送られてきた光信号を読み出す（図 2.13）。 

 過去の CHORUS 実験や DONuT 実験に用いていた Scintillation Fiber Tracker (SFT)は、径

が 500m だったため飛跡の再構成まで可能だった。しかし、TT のセグメンテーションは 2.6cm
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であるため、TT の情報だけでは確実な ECC の特定は不完全で、ECC の最下流に取り付けられ

た CS が必要不可欠である。 

 

 

 

 

図2.13  Target Tracker。右下図の2.6cmのScintillator Strip を64本並べ、左図の1plane を 

構成する。その plane を 4 枚並べたものを 2 層重ねて 1TT wall となる。 

 

 

 

Electronic Detector によるニュートリノのエネルギー再構成 

TT は、カロリメータとしての機能もあり、シンチレータを通過した荷電粒子の数に比例した

シグナルを表す。また時間情報を用いて 1 対 1 でイベント由来のハドロンの総エネルギーを再

構成できる[34]。以下、TT におけるエネルギー再構成ついて説明する。 

最小電離粒子がシンチレータを通過した信号は、ファイバー内で可視光に変換されて伝播され

る。ファイバーの両端で観測される光電子数は粒子が通過した場所に依存し、図 2.14 左図のよ

うな特性が見られ、その分布のデータとシミュレーションはよく一致している。また、光電子数

はシンチレータ内でのエネルギー損失量に変換できる。CC-like 反応の TT で観測されたエネル

ギー（ETT）の分布は、図 2.14 右図に示す通りである。ETTを次の式に代入して、ハドロンの総

エネルギー（Ehad）として変換する。 
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5226.0)(02508.0)(
047.1

 TThad EGeVE  

さらに、Spectrometer で測定されたミューオンの運動量を足し合わせ、イベントの全再構成エ

ネルギー（Ehad+E）として得られた分布も、データとシミュレーション間で良い一致が見られ

た（図 2.15）。また、再構成されたエネルギーを基に Bjorken-y (

had

had

EE

E
y






)分布を見ると、

ニュートリノ－核子非弾性散乱（DIS）の均一な分布に加えて、y の値が小さい領域に見られる

準弾性散乱（QE）の分布がデータでも再現しており、Muon Spectrometer での運動量測定・

TT での Ehadの再構成が正しく行われていることを示している（図 2.16）。以上のようなエネル

ギー変換のプロセスを再現したシミュレーションにより推定される TT でのエネルギー分解能

はおよそ 30％である。 

  

 

 

 

図 2.14 （左）最小電離粒子が通過した場所ごとにファイバーの両端で観測された光電子数の分

布。黒丸がデータ、白丸がシミュレーション。（右）CC-like 反応について、観測された光電子

数をシンチレータ内でのエネルギー損失量（ETT）に変換した分布。 
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図 2.15 CC-like 反応のミューオンの運動量（エネルギー）と TT で再構成された Ehadを足し

合わせたものの分布。クロス点がデータ、実線がシミュレーション。 

 

 

 

 

図2.16  CC-like反応のBjorken-y分布。このイベントの選定ではMuon Spectrometerまで届か

ないミューオンも含まれるため、ハドロンの飛跡をミューオンと誤認してしまうNC反応（濃い

灰色部分）の混入が5％程度含まれる。クロス点がデータ、実線がシミュレーション。OPERA

のエネルギーでは、90％以上がニュートリノ－核子非弾性散乱反応（DIS:灰色部分）で、残り

は準弾性散乱（QE：薄い灰色部分）や共鳴反応（RES：薄い灰色部分）である。 
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2.3.2 CS（Changeable Sheet） 

 

 CS は、1978 年に行われた原子核乾板とカウンターの複合実験 E531 で導入されたことが始ま

りで、その後も CHORUS、DONuT といった同タイプの実験の解析で重要な役割を果たしてき

た。これまでの原子核乾板を用いた実験は、ビーム照射終了後に全原子核乾板を現像して解析を

行うという手順であった。カウンターと原子核乾板の間に交換可能な CS を挿入し、定期的に交

換することで CS の飛跡密度をコントロールし、原子核乾板の飛跡情報とカウンター情報を 1 対

1 対応させた。 

OPERA ではカウンター情報での飛跡再構成が不可能（ミューオンは可）である。そのため複

数の ECC に及ぶシグナルが見られるイベントでは ECC の特定が困難なイベントも多い。この

ようなイベントの中には 1 番目に解析した CS で飛跡が検出されないこともあり、その場合には

次に可能性の高い ECC を取り出して CS の解析をする。また、OPERA 実験の特徴として、ニ

ュートリノ反応が起こった直後にそのECCを取り出して解析するというリアルタイム性が要求

される。そのため、CS による迅速かつ確実な ECC の特定とニュートリノ反応起因の飛跡の選

び出しは、OPERA 実験の解析にとって重要なポイントの 1 つである。図 2.17 は TT により推

定された CSでのミューオンの位置と角度と CSで見つかったミューオン飛跡との位置ずれと角

度ずれを表している。左図における位置ずれ分布の広がり = 8.3mm は、TT のシンチレータの

位置分解能 26mm/sqrt(12) ~ 7.5mm をよく再現している。一方で、CS で見つかった飛跡を ECC

に外挿した予測点と実際に ECC で検出された飛跡との位置ずれは、ミューオン以外の飛跡も含

めて大半が 200m 以内に収まっており、OPERA フィルムの位置精度の高さを表している（図

2.18）。これらのことから、CS は飛跡の種類に関わらず ECC 中での探索すべき領域を約 1 万分

の 1 に限定し、効率的なニュートリノ反応の検出に必要不可欠な検出器であることが分かる。 

 

 

 

図 2.17 TT により再構成されたミューオンの角度と位置から CS でのミューオンの位置を推定

したものと、実際 CS で見つかったミューオンの飛跡との位置ずれ（y 座標）・角度ずれを表し

ている。 
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図 2.18 CS から ECC に繋いだときの予測位置と飛跡を検出した位置とのずれ（左）x 座標（右）

y 座標。横軸の単位は mm。 

 

 

 

2.3.3 ECC (Emulsion Cloud Chamber) 

 

ターゲットとなる ECC は OPERA フィルムと 1mm 厚の鉛板を 57 枚ずつ交互に積層したも

のを 1 ユニットとした検出器である（図 2.19）。1 個の ECC の体積は 12.5cm×10cm×8cm、

重さは 8.7kg である。これはビーム方向に対して 10 放射長に相当し、多重電磁散乱による荷電

粒子の運動量測定[35]や電磁シャワーの発達による電子同定及びエネルギー測定が可能である

ため、ECC 内のデータのみでニュートリノ反応の運動力学的な解析を行うことが出来る。 

 原子核乾板の位置分解能は極めて高い（sub-micron）ため、短寿命のタウ粒子の崩壊点を特

定し、タウ粒子の同定を行うことが出来る。更に、電磁シャワーの起源が電子なのか線なのか

を図 2.20 のように高い精度で識別することが出来る。この特徴を生かし、OPERA 実験では、

線の電子対生成によるバックグラウンドを排除し、低バックグラウンド下でのe反応の同定や

反応の→e 崩壊の同定を行うことができる。また、OPERA のニュートリノ反応起因の0の崩

壊から生成される線は数 100MeV 以上のエネルギーを持ち、物質中で散乱されることはない。

よって、電子対の角度から推定される線の角度を発生方向に外挿すると、ニュートリノ反応点

から発生した線なのか崩壊点から発生した線なのかを特定することが可能である。1 例目の

反応候補事象では 2 本の線が崩壊点に向かっていて、2 本の線のエネルギーから
の質量

が組め、この事象が















の崩壊モードであることが確認された。 

 ミューオンやパイオンなどの荷電ハドロンは、式 2.1 のようにニュートリノ反応点から発生し

た時点のエネルギーをほとんど失うことなく ECC 中を通過する。一方、ECC を通過する電子

は、鉛原子核のクーロン場の中で大きな加速度を受けて散乱される。その際に放出される電磁波

（OPERA のエネルギー領域では線で、この現象を制動放射という）により、式 2.2 のように

エネルギー損失をする。およそ 6 枚（6mm）の鉛を通過すると元のエネルギーの 35％になる。

さらに、制動放射による 線の電子対生成により元の電子の飛跡周辺には似た角度のシャワーの
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飛跡が現れ、物質を通過するほどシャワーは発達する。これを電磁シャワーと言う。 



や±の物質中でのエネルギー変化：E(z) = E0                 （式 2.1） 

電子の物質中でのエネルギー変化：E(z) = E0×exp(-z/X0)     （式 2.2） 

 

z は粒子が通過した物質の深さ、E0 は発生時点の粒子のエネルギー、X0 は物質の放射長（鉛の

場合は 5.6mm）を表す。  

 

図 2.19 （左）ECC 全体の写真。ECC の最下流には取り外し可能な CS が取り付けてある。ニ

ュートリノは、向かって手前側から入射する。（右）ECC の構造を示しており、鉛とエマルショ

ンフィルムを交互に重ねている。 

 

 

図 2.20 （左）ニュートリノ反応により生成された0→2の 線の鉛中での電子対生成を表す模

式図。黒点は OPERA フィルム乳剤層で検出された飛跡で、複数枚のデータから飛跡の再構成

をする。黒の点線は荷電ハドロン、青の点線は電子・陽電子の飛跡を表す。（右）OPERA の事

象で検出された電子対の飛跡。黒の点列は現像により析出した銀粒子。顕微鏡下で観察すると、

このように明確に近接した 2 本の飛跡が観察され電子対と同定できる。 
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2.4 ニュートリノ反応の解析 

 

2.4.1 反応点探索 

 

 ECC 中で起こったニュートリノ反応は TT でトリガーされ、そのシグナルからニュートリノ

反応が起こった確率が高い ECC が選ばれて取り出される。その後、ECC 最下流に装着されて

いた CS を取り出し現像をした後で、日本に送られてくる。自動飛跡読み取り装置 S-UTS（図

2.21）[36]を用いて OPERA フィルムを 2 枚スキャンし、そのデータからニュートリノ反応起因

の飛跡を選び出す。CS で選び出された飛跡の位置と角度情報を元に ECC へ外挿して繋ぎ、上

流へ追い上げて反応点探索を行う。 

 

 

CS での飛跡の選び出し 

 前節で説明したように TT のセグメンテーションは 2.6cm と粗いので、ECC の特定が困難な

イベントも多く、ミューオン以外は二次粒子の飛跡情報は得られないため、CS がその役割を担

うことになる。ミューオンが付いた CC 反応の場合は、TT で再構成されたミューオンの飛跡情

報から、スキャン範囲はおよそ 4×4cm2 の範囲に限定される。NC-like 反応の場合は、全面積

10×12.5cm2をスキャンする。ニュートリノ反応から放出される荷電粒子は平均して 3 本程度し

かないので、およそ 100cm2の中から数本の飛跡を選び出さなければならない。しかし、フィル

ムには環境放射線のコンプトン散乱による飛跡や、フォグと呼ばれるランダムに存在する銀粒子

が存在し、高い検出効率を保つ為にチューニングされたスキャン条件下では、このようなバック

グラウンドとなる飛跡も読み出されてくる。OPERA フィルムは両面に乳剤層が塗布されている

ので（Appendix A 参照）、2 枚では 4 層分のデータが得られる。フィルム 2 枚の位置合わせを

した時、ニュートリノ反応起因の飛跡は高エネルギー（>数 100MeV）なので、4 層を直線状に

貫通する。一方、バックグラウンドとなる飛跡は低エネルギー（<1MeV）又は偶然に点列にな

った銀粒子なので、4 層全てにシグナルがなかったり直線的でなかったりする。このような特徴

を利用して likelihood 法を用い、自動的に飛跡を選び出す手法が確立され、大量のバックグラ

ウンドの中から数本の飛跡を特定している。その飛跡認識効率は全４層にシグナルを要求した時、

67±3％である。これは、一層当たり 91～92％の検出効率に相当する[37]。 

 ニュートリノ反応が起こった確率が最も高いとされる ECC 中で飛跡（CC 反応：ミューオン

候補又はミューオンと組みそうな飛跡 NC 反応：1 点で組みそうな複数の飛跡又は TT のヒッ

トと一致が見られる飛跡）が見つからない場合は、再度同一の CS のスキャンを行う。上下左右

に TT のヒットの広がりが見られる場合は、次に確率が高い ECC を取り出し、その CS のスキ

ャン・解析を行う。これにより、カウンターのトリガーしたイベントに対し CS で約 80％のイ

ベントの ECC の特定・飛跡の選び出しが実現している。 

 このようにして特定された ECC はアライメント用に 13 時間の宇宙線照射の後、57 枚のフィ

ルムを取り出し、現像される。現像後のフィルムは 57 枚を順に並べて 1 枚のシートにし、下流
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から CS で見つかった飛跡を追い上げていく過程に移る。 

 

  

           図 2.21 超高速飛跡読み取り装置 S-UTS の全体像 

 

 

 

スキャンバックによる反応点探索 

 スキャンバックとは、CS で検出されたニュートリノ反応起因の飛跡を ECC の下流から 1 枚

1 枚追い上げ、ニュートリノ反応点を絞り込む手法である[38]。この解析には、自動飛跡読み取

り装置 UTS（S-UTS の 1 世代前）にシート化されたフィルムを上流下流両側に自在に送る装置

を取り付けたプレートチェンジャーを用いる（図 2.22）。現像前に CS 並びに ECC に X 線を照

射し、CS-ECC 間と ECC 内のフィルム間のアライメント情報が付加してある。その情報をカメ

ラで読み取り、アライメントを補正しながら追い上げていく。アライメント用のマークの読み取

り精度はali = 10～15m で、UTS の角度測定精度はmeas = 2×10-3rad である。1mm の鉛中で

の散乱角はscat ~ 6×10-3 / p rad なので、鉛 1mm を挟んだ先でその飛跡の見つかる範囲を予測

することができる。鉛 1 枚（1mm）とフィルム 1 枚（290m）先の場所を想定して、その位置

ズレ（m）は 

222
)3/1290()1290( 

scatmeasuali
                 

と表すことが出来る。ここで、p=1GeV の場合を考えると~16m となり、UTS での 1 視野 120

×150m のほぼ中心に現れることになる。よって、1 枚上流に追い上げるべき飛跡が存在する

かどうかは限られた位置に着目すれば良く、UTS でのスキャンと人間の目視確認により～95％
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の確率で飛跡の存在を確認することが出来る4。これを繰り返しながら飛跡が存在しなくなる＝

ストップするまで上流に追い上げる。ストップとは、3 枚連続で飛跡が存在しなかった時、飛跡

が確認された最上流の場所をニュートリノ反応点（近傍）と判断することである。この周辺 1

×1cm2の面積を上流 3 枚・下流（ストップしたプレートも含めて）7 枚、計 10 枚をスキャンし

て、そのデータから飛跡を再構成し、反応点を特定する（図 2.23）。 

 

CS で検出される飛跡はミューオンや荷電ハドロンだけでなく、0 →2,  →e+e-による電磁シ

ャワーの飛跡も含まれ、CS の時点ではミューオン以外の飛跡の種類の特定は出来ない。ミュー

オンや荷電ハドロンの飛跡とはことなり、電子や線といった電磁成分は ECC 中で制動放射し

てエネルギー損失してしまう。物質中の電子のエネルギーの変化は E(z) = E0×exp(-z/X0)（鉛の

場合 X0~5.6mm）と表され、およそ 6 枚（6mm）の鉛を通過すると元のエネルギーの 35％にな

る。そのため、CS で検出される電磁成分の飛跡は低エネルギーの可能性が非常に高い。特に

100MeV 未満となるような低エネルギー成分は式（2.2）から推定すると、鉛 1mm を通過する

際に~50m の位置ずれ、~60mrad の角度ずれが生じるため、スキャンバックで ECC 中を繋い

でいくことは困難である。しかし、数百 MeV 以上の電子（陽電子）の追い上げに成功し、電子

対に辿り着いた場合は、その上流 10 枚をスキャンして電磁シャワーの起源を探索する（さらに

継続する場合は再度スキャンバックするか、追加のスキャンを行う）。電磁シャワーの始まりが

電子対の場合は0崩壊の線起因と断定出来る。1 本の孤立した飛跡だった場合は反応の→e

崩壊の可能性があり、特に QE（準弾性散乱）反応では陽子の他にタウ粒子しか放出されないた

め、娘粒子の電磁シャワーのスキャンバックは反応の探索にとって大変重要である。電磁シャ

ワーの始まりが 1 本でその飛跡と IP5（Impact Parameter）10m 未満で組む二次粒子が見つ

かった場合には、eCC 反応と判断される。 

 

 

  

 

 

                                                   
4 2008 - 2009 年のイベントの反応点探索時に設定されていた UTS でのスキャンの条件下では、0 - 

0.4(rad)の飛跡に対して、乳剤層 2 層共に検出される効率は 93％であった。1 層のみ検出された場合、も

う 1 層の飛跡の有無を人間の目視により確認して回復するため、実際の飛跡検出効率は～95％あると推定

している。 
5 ニュートリノ反応点とその飛跡との距離。理想的には二次粒子の IP は 0m であるが、鉛中で散乱され

る量と角度測定精度により、0<IP<10m となる飛跡を反応点から放出された飛跡としている。 
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図 2.22 （左）ECC の 57 枚のフィルムを粘着シートに貼り付けて、1 枚のシートにしたもの。 

（右）スキャンバックをするための自動飛跡読み取り装置 UTS とシートを送る装置が一体化し

たシステム、プレートチェンジャー。 

 

 

 

図 2.23 スキャンバック法によるニュートリノ反応点の予測。3 枚連続で飛跡が確認されない場

合は、最後に確認されたプレートを反応点が起こった最接近場所として、その周辺 1×1cm2 の

領域を 10 枚に渡ってスキャンする（赤線の領域）。プレート番号の定義は、CS に近い最下流の

プレートを PL01 として上流に向かって番号増加する。最上流は PL57 である。 

 

 

 

 

 

 

 

5 mm 

CS ECC 

× × 
× 

プレート10枚 

～ 

03  02  01  プレート番号 

5mm 
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2.4.2 反応点の特定 

 

 反応点付近の全飛跡情報を用いた解析方法を NETSCAN法と言いDONuTで開発された手法

である[39]。OPERA では、スキャンしたデータの中から飛跡を再構成する条件として、各プレ

ートの飛跡検出効率を 60％とし、最大 2 プレートのスキップ（inefficiency）を許容した 3 プレ

ートのヒットを要求する場合に、99％以上の飛跡再構成効率を達成するために必要なプレート

枚数は尐なくとも 7 枚である。また、1GeV 以上の二次粒子の約 95％が 0 <  < 0.4rad の範囲

内に含まれる。7 枚スキャンされる中に前述の角度範囲の飛跡を捉えるには、半径 r = 1.3mm×

7plate×0.4rad ~ 3.6mm の領域が最低限必要である。更に、日にスキャンしなければならな

い CS の数~14,15 イベントと反応点特定のためにスキャンする ECC の数イベントである。

以上のことを考慮して、スキャンバックしてストップしたプレートから上流 3 枚と下流 7 枚と

した。検出される反応は 1000 イベント以上の中に 1 個含まれている程度の確率なので、スピ

ーディーに反応点を特定し、崩壊事象を見つけることが優先されているためである。この枚数は

反応点探索並びに短寿命なタウ粒子の崩壊点探索には十分と考えられている。しかし、この時点

で得られる情報は反応点の位置と二次粒子の本数だけで、運動量やミューオン以外の荷電粒子の

種類については分からない。このため、このデータセット（約 1.2 放射長分の物質量）から得ら

れる電子の同定効率は約 50％程度しかない。 

 図 2.24 のように反応点付近の全飛跡情報を再構成する（500MeV/c で 3相当で、最大 2 枚の

プレートのスキップを許容し、各プレートの飛跡の認識効率 84％の場合に、99％以上の飛跡再

構成効率を達成する設定[40]）。次に、4 枚以上繋がるような飛跡を選び出す。この本数によっ

て宇宙線によるアライメントが正しいかどうかがチェックされる。正しいと判断されると、その

中からスキャンバックした飛跡を選び出し[41]、それと IP 数m 以内で組むような飛跡を選び

出す。これらの飛跡情報を元に鉛中の反応点の位置を特定する。また、CS で複数の飛跡が 1 点

に収束することが分かるイベントについては、その位置（x，y，z）を予測し、その付近のデー

タを取得後、飛跡の再構成をして反応点の特定を行う。高エネルギー二次粒子が 2 本以上ある

場合や下流で発生したイベントは精度よく予測点が求められるので、有効な手段である。しかし、

二次粒子の運動量が 1～数 GeV しかない OPERA 実験では、ECC 中での鉛による散乱量によっ

て、中～上流のイベントについては反応点予測に対する不定性が大きくなるため、現在は 10％

ほどの反応点探索に使われている。上記のような反応点の特定は、3D グラフィック・ビューア

ーを用いた二次粒子の選び出しが出来る OPERA 用のツールが開発され、1 イベントあたりおよ

そ 30 分で行っている[42]。反応点の位置が特定された後は、IP の条件を緩めて 線探索や崩壊

点探索を行う。 
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図 2.24 スキャンバックによりストップした付近の全飛跡情報（位置範囲１cm2（±5mm）、角

度範囲 tan|θ|≦0.6 ）（図①②）から、スキャンバックした飛跡を選び出し（図③）、その飛跡

と数m で組む飛跡を選び出して二次粒子の特定ならびに反応点の決定を行う（図④）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ③ 

② ① 
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第 3 章 OPERA 実験における→e振動解析 

 

3.1 →e振動解析の可能性 

 

現在の 3 flavor の枠組みでの解析では、“残されたパラメータ13の精密測定”が为要な物理目

的となっている。これは 2

32

2

31 mm  という仮定を正しいものとして、振動解析を行っている。

しかし、この仮定の正しさは、 2

31m 自体を測定してこそ証明され、また 3 flavor の枠組みの正

しさも証明されるものである。一方で、この 3 flavor の枠組みでは説明が付かない LSND をは

じめとするニュートリノ振動アノマリーについては、現在もその要因は解明されていない。これ

は、数 100MeV 領域のニュートリノ反応の理解の欠乏によるものなのか、新種のニュートリノ

の導入の必要性を示唆するものなか決着をつけなければならない。それには、異なるエネルギー

のニュートリノを使ってその真偽を確かめる必要がある。 

OPERA では、およそ 10 年前から CNGS ニュートリノビームでの→e appearance 法によ

る13 の感度について議論しており、OPERA で得られる全イベントの解析によりm2 ~ 10-2 

(eV2)の領域でCHOOZが出していた結果の 5倍の感度が得られると推定していた（図 3.1）[39]。

OPERA の設計では、ニュートリノのエネルギーE（GeV）と距離 L（km）は、20＜L/E＜100

の範囲を包含しているため、m2>0.01（eV2）の領域に対して混合角に対する制限を与えるこ

とが出来る。また、OPERA で検出するニュートリノ反応数は、CC 反応数にして~1000 個

/1year（4×1019POT/year の場合）なので、sin22に対しても 10-3~10-2 の領域の制限を与える

ことが出来る。このように OPERA 実験では→e振動解析において、13への制限並びに LSND

アノマリーと言われる領域について、同時に結果を示すことが出来る。 

 

 

3.2 OPERA 実験におけるe反応 

 

 eCC 反応の同定は、反応点から発生した電子（以下 primary 電子）の同定により行われる。

解析対象は、ミューオンが同定されていない NC-like の事象である（図 3.3）。NC 反応の中で

0崩壊からの線が反応点付近で電子対生成を起こした場合、多くの検出器は十分な位置分解能

をもたないため primary 電子と誤認してしまい、これがeCC 反応の同定における为要なバック

グラウンドとなる。一方、ECC は位置分解能が優れた原子核乾板を使用し、交互に積層する鉛

1mm は 0.18 放射長と細かなセグメンテーションのため、線による電子対の発生点を推定する

ことが可能である。また、ECC で検出するeCC 反応は、図 3.2 のように反応点から放出された

飛跡ごとにミクロン精度での 3 次元再構成が可能であるために、対象となる粒子が 1 本の電子

なのか、 線により生成された電子対なのかを識別することが出来る（図 2.20）。 

このように、OPERA では低バックグラウンド下でのe反応の検出が可能である。4 章では、こ

の特徴を生かし、e反応探索ならびにe反応のバックグラウンドの推定を行ったことを述べる。 
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5 章では、e 反応の期待値をシミュレーションで推定するに当たり、e 反応探索に用いた

NC-like 反応について各解析プロセスでデータとシミュレーションの比較をする。 

6 章では検出したe反応を用いて→e振動解析を行う。OPERA で検出するe反応の大半は、

ビーム起因（以下 beam e）のものである。振動により出現したe反応（以下 oscillated e）を

効果的に抽出するためには、振動により期待されるエネルギースペクトルを考慮して、解析対象

に応じたエネルギー領域を決めなければならない。3 flavor での解析の場合は、m2~10-3（eV2）

が为な対象領域となるため、ニュートリノのエネルギーが小さい方に oscillated eが出現しやす

い。一方で、LSND アノマリーの解析の場合はm2>1（eV2）が対象領域であるため、質量差が

パラメータに含まれる sin2(1.27m2L/E)の項は 1 より十分大きな値をとるため、0<E<40

（GeV2）のスペクトル上では、その値は 1/2 に平均化される。これにより、oscillated eのエネ

ルギースペクトルは、ほぼビームののエネルギースペクトルを再現する。これらのことを踏ま

えて、振動解析に最適な（S/N が最大となる）エネルギー領域を決定し、振動パラメータの制限

を行う。 

 

 

 

 

図 3.1 2002 年当時、5 年間のニュートリノ照射の解析をおこなった時に達成される OPERA

の13の感度予想曲線（90％C.L.）。 
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図 3.2  ECC で捉えたeCC 反応（左）と NC 反応（右）の模式図。実線は荷電粒子の飛跡、

点線は線を表す。eCC 反応では反応点から 1 本の飛跡として primary 電子が放出され、ECC

中で発達した電磁シャワーの飛跡が CS でも捉えられる。その多くは、類似した角度の飛跡が限

られた領域に集まる特徴がある。NC 反応でも0崩壊からの線が電子対生成し電磁シャワー

を作る。しかし、シャワーの発生点を特定し、電子対として観測することが出来る。 

 

 

 

図 3.3 Target Tracker で捕えたeCC 反応のシグナル。上図：検出器全体。ミューオンのよう

に長く貫通する飛跡はない。下図：拡大した絵。赤い四角は反応が起こった ECC。 

反応が起こった ECC の下流の Target Tracker では 2 ウォールにわたってアクティビティが高

い。primary 電子による ECC 中での電磁シャワーの発達が伺え、CS でもシャワーの飛跡が複

数本検出されることが期待される。 

ECC CS eCC 反応 
ECC CS NC 反応 
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第 4 章 電子ニュートリノ反応の探索 

 

4.1  e反応探索 

 

第 2 章で説明したように、OPERA 実験は ECC 中で反応から生じた粒子の探索に最適化

した解析を行っている。ECC 中の飛跡データは、反応点から最大下流 7 枚のデータが全てのイ

ベントについて得られている（図 4.1 (a)）。しかし、反応点から下流 7 枚（鉛 7 枚分〜1.2X0相

当）では、電磁シャワーの発達が不十分であるため、ハドロンと電子の識別を行う事が出来ず、

ミューオンと同定される飛跡がなく崩壊トポロジーもない事象は NC-like 反応に分類されてし

まう。e反応を高い効率で検出・同定するには電磁シャワーの発達が始まる下流 10 枚以上（現

行の 1.5 倍、図 4.2）のデータが必要であるが、反応の検出を最優先で行っている現状におい

て、全ての飛跡に対して電子の同定に十分なデータ取りは出来なかった。 

私は、CS 上に記録された飛跡情報の中に、ECC 中で発達した電磁ャワーの飛跡が記録されて

いる点に着目し、CS 上で電磁シャワー起因の飛跡を選び出す事で、効率的にe反応の候補とな

る事象を選び出す手法を提案し開発した。これにより、詳細解析を行う候補事象数を大幅に削減

し、対象となる限られたイベントのみ電子同定に十分な追加データの取得によりe探索を行った。

抽出された候補事象の中では、同時に primary 電子の候補となる飛跡も選ばれるので、その飛

跡についてのみ粒子同定に必要なデータの取得・解析をすることで効率的に電子同定を行うこと

が出来る。 

 

 

4.1.1 e反応探索の枠組み 

 

候補事象の選び出しは、まず初めに、ニュートリノ反応点から生じた全ての荷電粒子を、角度

と位置の情報を用いて CS 上に投影する。電子の飛跡の投影先の周辺には、電子起因のシャワー

の飛跡が複数本記録されている事が期待される。更に、これらの飛跡は、投影元の飛跡の角度と

の強い相関も期待される。一方、荷電ハドロンの飛跡の投影先は、ハドロンが二次反応を起こす

場合を除き、ハドロン飛跡 1 本が記録される（図 4.1 の（b））。このような CS 上で記録される

飛跡の描像の違いを利用する事で、電子とハドロンの効率的な識別を行う。具体的には、次節で

述べるように、投影された飛跡と CS 上での飛跡との間の位置差、角度差、それを満たす飛跡の

本数の条件を与える事により行う。 

この手法での为なノイズ成分は、 

① 反応点から生成された0 →2 が反応点直近の鉛中で電子対生成する 

② 反応点から生成された荷電ハドロンの飛跡の近傍に0が放出され、解析データより下流の

領域で線が電子対生成する 

2 つのケースである。生成した電子対は原子核乾板中に 2 本の並走した飛跡として記録されてい
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るが、解析データ中では 1 本の飛跡と認識される場合がある。 線起因の電子も、primary 電子

と同様の条件を満たす様なシャワー飛跡を CS 上に残すため、光学顕微鏡を用いた目視観察を行

う事で、反応点直下のプレート上で電子対なのか 1 本の孤立した飛跡であるのかを確認し、①

によるノイズの除去を行う。そして、1 本の孤立した飛跡であれば、その飛跡に沿った反応点か

ら CS までの間のデータを新たに取得し、解析することにより電子同定を行い②のノイズ除去を

行う（図 4.1 の（c））。 

 

 

 

図 4.1 e反応探索の手順 (a) 反応点から生じた二次粒子と CS の飛跡情報。これらがニュー

トリノ反応点探索で得られるデータセット。(b) 二次粒子を反応点から CS に投影する。(c) 投

影した場所を中心に半径 2mm 以内に 3 本以上角度差が 150mrad となる飛跡がある場合、その

二次粒子の下流のデータを取り、粒子同定を行う。 

 

 

4.1.2 探索条件の設定 

 

e 反応の反応点から放出される電子が CS 上でどのように記録されるかをシミュレーション

により調べ、探索手法の条件を決定した。 

m2 >1（eV2）の場合、振動により生じるe のエネルギー分布はの分布（平均 17GeV）と

等しい。Muon Spectrometer により再構成されたミューオンの運動量の平均は約 10GeV である

ことから、primary 電子の平均エネルギーも同程度と考えられる。そこで、10GeV の電子の ECC

中でのシャワー発達の様子や、通過する鉛の枚数によって CS で捉えられるシャワーの飛跡の拡

がりとその本数の分布を調べるために、GEANT4 によりシミュレーションデータを生成し分析

した（図 4.2 はシミュレーションにより生成された 1 イベントの 10GeV の電磁シャワーの投影

図）。シャワーの飛跡の再構成の条件は CS と同様（エネルギー閾値は 30MeV、角度範囲は 0.6rad

未満、検出効率は 65％（CS で全 4 乳剤層での飛跡の検出を要求したときの値））にした。図 4.3

と図 4.4 は電子が鉛板 10、20、30、40、50 枚と通過したときのシャワーの飛跡の位置分布と角

度分布を表す。 

電磁シャワーは入射角に対して垂直な平面では入射点を中心に等方的に拡がる。電磁シャワー

(c) (b) 

CS 

(a) 

ECC 
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のビーム軸に対する垂直な平面方向の拡がり RMは次式のように表すことができる。 

         RM = X0・ES / EC 

X0は放射長、ESは scale energy（~21MeV）、ECは critical energy を表す。鉛の場合、X0は 5.6mm

で、本解析では ECを CS で検出する飛跡のエネルギー閾値 50MeV を代入すると、RM = 2.2mm

となる。図 4.2 で薄ピンク色は半径 2mm、さらに薄緑色までは半径 3mm の領域を表す。また、

図 4.5 は、電子が鉛板 10、20、30、40、50 枚と通過したときに、シャワー軸（シャワーの投影

位置に相当）を中心に半径 1～3mm の円内にシャワーの飛跡がどの程度存在するかを表したも

のである。半径が大きいほど検出効率は高いが、4.1.1 で説明した②のような荷電ハドロン＋0

→2の電磁シャワーが領域内に混入する割合も増加する。特に、ECC の下流（CS に近い場所）

で起こった反応については、探索する領域の面積に比例して混入する確率が上がる。以上から、

ノイズとなる飛跡の混入を抑えつつ比較的上流まで検出効率を保つような条件として半径 2mm

とした。 

次に、半径 2mm 以内に入る飛跡のうち、入射方向との角度差を 100、150、200、250mrad

と変えて、各プレートでの飛跡の本数分布をプロットした（図 4.6）。どの角度許容値でも鉛板

10 枚を超えた所からシャワーの発達が始まる。角度許容値を大きくすると検出効率は上がるが、

一方で、それに伴いノイズの増加により解析すべきイベントも増加する。同じ角度許容値では、

シャワーの飛跡本数許容値を小さくすると検出効率は上がるが、ノイズの混入も増加する。これ

らの事を考慮し、本数の条件は 3 本以上、角度の条件は 150mrad 以下とした。 

 

 

 

図 4.2 10GeV の電子を ECC に照射した時のシミュレーションデータ。飛跡の検出効率は 65％

で 30MeV 以上になる電子の飛跡（CS の全 4 乳剤層で飛跡の検出を要求した場合と同等）を表

している。電子の角度は（0,0）で入射され、シャワーの飛跡の角度範囲は 0.6rad 未満。薄ピン

ク色は半径 2mm、薄緑色まで合わせた領域は半径 3mm の範囲を表す。 

1cm 

7.3cm 

e
- 

10 20 30 50 40 
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図 4.3 10GeV 電子を ECC に照射して、（左上）鉛板 10 枚=10mm、（右上）20 枚=20mm、（左

下）30 枚=30mm、（右下）40 枚=40mm 通過した時点でのシャワー飛跡の角度の拡がりを表す

（シミュレーション）。 

 

 

 

図 4.4 1000 イベント分の 10GeV 電子を ECC に照射した場合の電子飛跡の位置分布の深さご

とのヒストグラム（シミュレーション）。（左上）鉛板 10 枚=10mm、（右上）20 枚=20mm、（左

下）30 枚=30mm、（右下）40 枚=40mm 通過した時点でのシャワー飛跡の位置の拡がりを表す。 
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図 4.5 10GeV の電子を ECC 中で発達させ、鉛板 10 枚ごとにその深さにおける全飛跡数に対

して半径 1～3mm の円内に存在するシャワー飛跡の割合（Y 軸）を示したもの（シミュレーシ

ョン）。 

 

 

 

 

図 4.6 10GeV の電子の ECC 中における各プレート（または直下に装着した CS）での電磁シ

ャワー飛跡の平均本数分布。ここでの飛跡の本数は、電子の入射角とシャワー飛跡との角度差を

100、150、200、250mrad と変化させたもの（シミュレーション）。 
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4.1.3 e候補事象の探索 

 

4.1.2 で設定した条件で以下の順に探索を行う。 

 

① 反応点から生じた全ての荷電粒子を角度と位置の情報を用いて ECC の最下流にある CS

に投影する。CS 上の位置を中心として半径 2mm の円内に投影した粒子の角度との差が

150mrad 以内になる飛跡を選び出す。その飛跡数が 3 本以上となるような primary の飛

跡を選び出す。 

② 候補となる飛跡は、反応点直下のプレート上で 1 本の孤立した飛跡であることを確認し、

線 conversion による電子対の可能性を否定する。 

③ その飛跡に沿った反応点から CS 間のデータを新たに取得し、解析することにより、電子

の同定を行い、電子と同定されたイベントをeCC 反応とする 

 

解析対象は、2008 年・2009 年の反応点探索済みのミューオンが検出されなかった NC-like

反応 505 イベントである。 

 

以下、日本の解析担当分である 241 イベントについてデータサンプルの分析をしながら、上

記の手順に従い候補事象の選び出しの結果を説明する。 

241 イベントの ECC 中の反応点の深さ分布は、上流（プレート番号が大きい方）になるにつ

れて徐々に減尐がみられ、特にプレート 50より上流での落ち込みが大きいことが分かっている。 

 

 

 

図 4.7 日本で解析した NC-like 反応 241 イベントの反応点プレート分布。右側が上流、ニュー

トリノ飛来方向。プレート10枚ごとの分布であるが、右端のビンはPL50-57までのサンプル数。 
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241 イベントの 731 本の二次粒子を CS に外挿したときに半径 2mm 以内・角度差 150mrad

以内の条件を満たす CS の飛跡本数の分布を図 4.8 に示した。このうち更に 3 本以上の探索条件

を満たす飛跡は 58 本（イベント数は 38）である。ただし、S-UTS の飛跡読み取りの inefficiecy

を考慮するため、データ上で反応点直下からさらに 2 枚下流のプレートまでの間に発生した飛

跡を解析対象にした。これにより、母数の 8％まで primary 電子の候補飛跡を絞り込むことが

出来た。数 10 本の類似の飛跡が CS で検出されるようなイベントは明らかにe探索の候補事象

になる。 

 

図 4.8 241 イベントの反応点から発生した二次粒子を CS に外挿した先で条件を満たす飛跡

の本数分布。横軸は条件を満たす CS の飛跡本数を表す。 

 

  

探索条件を満たす 38 イベント（58 本の飛跡）について、反応点から発生した飛跡かどうかを

目視で確認した。結果、7 イベント（8 本の飛跡）が反応点直下のフィルムでは検出されず、候

補事象から除外した。反応点直下で検出された飛跡は、1 本の飛跡か電子対かを確認した。その

結果、2 イベント（2 本の飛跡）が反応点直下のフィルムで電子対として観測された。残る 29

イベント（48 本の飛跡）に対して、以下のようにして電子同定を行った。 
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目視での電子同定 

 電磁シャワーは、高エネルギーの電子程放出する線数が多く、反応点から比較的浅いところ

で電子対が観測される確率が非常に高い。顕微鏡による目視観察で1枚1枚下流に追い下げた6。

最初の電子対は、反応点から 9枚下流のプレートまでの間で半径 50micron以内に観測された（図

4.9）。さらに追い下げると似た角度の飛跡が顕微鏡１視野内（120×150m2）に複数本表れ、

電磁シャワーの発達が観測された。このような飛跡が 8 イベントで観測され、これらをe 反応

と同定した。 

 

 

 

図 4.9 日本の 8個のe反応の primary電子が最初に電子対が観測されるまでに要した反応点直

下のプレートからの距離をプレート枚数で表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 この工程をフォローダウンと言い、反応点探索時に行った ECC 下流から上流に飛跡を追い上げるスキャ

ンバックとは逆に、反応点から下流に向かって追い下げる。運動量測定や粒子同定に用いられ、特定の飛

跡だけの情報を得る場合は効率的な手法である。 

2008+2009 

NC-like反応 

①電磁成分の選び出し 

 ②電子と線の識別 

③電子同

定 

16 eCC反応 

505 

77 

79（86） 
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4.1.4 探索結果 

 

505 個の NC-like 反応に対し、e反応探索を行った結果 17 イベントをeCC 反応と同定した。

全体の流れと候補事象の数の推移を図 4.10 に示した。505 個の NC-like 反応に対し前節で示し

た条件を課し、電磁成分の選び出し（①）により 87 イベントを選び出した。この中から飛跡の

発生点を確認し、反応点直下のプレートより下流のプレートから発生するような電子対を除去し

た結果、80 イベントになった。次に、反応点直下のプレートで電子候補となる孤立した 1 本の

飛跡か 線による電子対生成かを識別した（②）。その結果、76 イベントに電子候補となる飛跡

候補を確認した。それらの飛跡について、追加のデータ取得により電子同定を行い（③）、17 イ

ベントのeCC 反応を同定した。 

③の結果として、反応点直下のプレートで 1 本の飛跡と確認されたにも関わらず、電子と同

定されなかったものは、大きく分けて 2 つ場合に分かれる。（Ⅰ）下流域のイベントで反応点か

ら放出された荷電ハドロンの飛跡と CS で検出した飛跡とが 1 対 1 対応し、電子ではないことを

確認した（図 4.11）。（Ⅱ）反応点から放出された荷電ハドロンと、それに近い角度に放出され

た0の崩壊による線が反応点より下流で生成した電磁シャワーによるもので、primary 電子で

はないことを確認した（図 4.12）。 

 

 

 

図 4.10 505 個の NC-like 反応に対するe反応探索の流れ。①②③は本文中の括弧内の数字と

対応する。 

 

 

 

80 

②電子対の確認

による電子候補

と 線の識別 
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17 

76 

①電磁成分 

の選び出し 

2008+2009 

NC-like反応 
505 

87 
飛跡発生点の確認に

よる線の除去 
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図 4.11 （左）ECC 中で再構成されたニュートリノ反応により生成された二次粒子を XY 平面

に投影した図（右）CS 上に左図の二次粒子を投影した図。黒色の矢印は CS で検出した飛跡（始

点は検出した位置、矢印の長さは角度の大きさ（以下同様の図では説明を略す））を表し、青点

は CS 上に投影された二次粒子の位置、＋は反応点の位置を表す。赤丸は半径 2mm の円で、そ

の中心にある飛跡に対して探索条件を満たす CS の飛跡が 3 本以上含まれていることを表す。3

本全て反応点から発生した荷電ハドロンの飛跡と一致する。このようなケースは、最下流からプ

レート 10 枚以内で起こった反応に多く見られる。 

 

 

 

図 4.12 （左）ECC 中で再構成されたニュートリノ反応により生成された二次粒子を XY 平面

に投影した図（右）CS 上に左図の二次粒子を投影した図。黒色の矢印は CS で検出した飛跡を

表し、青点は CS 上に投影された二次粒子の位置、＋は反応点の位置を表す。赤丸は半径 2mm

の円で、その中心にある飛跡に対して探索条件を満たす CS の飛跡が 3 本以上含まれていること

を表す。円の上部にある電磁シャワーの飛跡は、候補となる飛跡と似た角度で生成された0 崩

壊による線が電子対生成を起こした結果である。このようなケースは、二次粒子の多重度が大

きい反応に見られる。 

 

→e
+
e

- 

hadron 

2mm 

2mm 
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4.2 反応点探索中の電子同定 

 

 2.4.1 のスキャンバックによる反応点探索で説明したように、CS で検出した電磁シャワーの

飛跡のみ ECC への接続が成功し電子対に辿り着いた場合（図 4.13 の左図）、上流 10 枚のスキ

ャンをしてそのデータ内から電磁シャワーの起源を探索する（図 4.13 の中央の図）。この時点で、

スキャンバックしている飛跡は電子（陽電子）であると同定される。さらに、上流のデータを追

加し、電磁シャワーの起源の特定とニュートリノ反応点の特定を行う。この時、電磁シャワーの

始まりが図 4.13の右図のように 1本の孤立した飛跡であり、且つ、他の荷電ハドロンと IP<10m

で vertex を組む場合、このイベントをeCC 反応とする。 

 今回の解析に用いた 2008・2009 年の NC-like 反応の中に、4.1 で行った探索条件は満たさな

いが反応点探索中に電子同定され、eCC 反応に分類されたものが 2 イベントある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.13 反応点探索中の電子同定及びeCC 反応が検出される流れ。（左）CS で検出された飛跡

を ECC へ繋ぐ。黒線で CS と ECC 間が繋がっている飛跡が接続成功したもの。それらが ECC

中で電子対として確認されたら、上流 10 枚をデータ取得する。赤線で囲まれた部分がスキャン

領域。1 プレート当たり 1cm2スキャンする。（中央）データの中から電磁シャワーの起源を探索

する。（右）さらに上流のデータを取得し、その中から反応点を特定する。この時、電磁シャワ

ーの起源が 1 本の孤立した飛跡として検出され、他の荷電ハドロンと vertex を組む場合にeCC

反応とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECC CS 
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4.3 検出したeCC 反応 

 

 4.1、4.2 より、2008・2009 年のデータの中からeCC 反応と同定されたものは、17＋2 で合

計 19 イベントである。 

 

 

4.3.1 eCC 反応 2 例の紹介 

 

①イベント：9201065192 ブリック：123715 

 

図 4.14 TT で捉えたシグナル。 

 

 

 

図 4.15 CS で検出された飛跡（青い矢印）群の図。薄い灰色部分がスキャンされた領域。青い
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矢印の始点は飛跡の位置、矢印の長さは飛跡の角度の大きさを表す。また、赤の点線は ECC の

最上流まで外挿した場合の位置の変化を表す。これにより、複数本の飛跡がこの ECC 中で終息

するように見える場合は、その位置にニュートリノ反応点があると推測できる。右のリストは飛

跡の角度情報。 

 

 

このイベントは、ID:9800365 の飛跡を追い上げて反応点を特定した。途中 1 視野(120m×

150m)内に似た角度の飛跡を複数本見つけるが、反応点では１本の飛跡。反応点付近のデータ

より primary 電子のほかに 2 本のハドロンと 1 本の線（電子対）が再構成された。 

 

 

 

図 4.16 ECC 中で捉えたeCC 反応。（上図）横から ECC を見たときの図。primary 電子は電

磁シャワーの発達が見られ、反応点から 5 枚下流のプレートから始まる近接する 2 本の飛跡が

見られる。（下図）上から ECC を見たときの図。primary 電子は反応点から 1 本の飛跡として

放出されており、一方、左下の線による電子対生成では 2 本の飛跡が見られ、ECC 中で電子

と線の識別が出来ることを表している。 

 

2mm 

electron 
hadron2 

hadron1 

gamma 
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②イベント：9218038732 ブリック：57098 

 

図 4.17 TT で捉えたシグナル。 

 

 

 

 

図 4.18 CS で検出された飛跡群（青い矢印）の図。青い矢印の始点は飛跡の位置、矢印の長さ

は飛跡の角度の大きさを表す。また、赤の点線は ECC の最上流まで外挿した場合の位置の変化

を表す。薄い灰色部分がスキャンされた領域。右のリストは飛跡の角度情報。 
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CS の飛跡を用いて直接 ECC 内でのニュートリノ反応点を予測し、その付近のデータから反応

点探索が行われ、二次粒子は 5 本のハドロンだと判断されていた。 

その後、探索を行った結果、5 本の内１本を primary 電子と同定した。 

 

 

 

 

図 4.19  ECC 中で捉えたeCC 反応。上図は横から、下図は上流側から ECC を見たときの図。

primary 電子は電磁シャワーの発達がみられる。primary 電子のほかに 4 本のハドロンの飛跡

が反応点から発生している。 
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4.3.2 TT によるeエネルギーの再構成 

 

本解析では、ECC のデータはニュートリノ反応が起こった ECC のみを用いている。図 4.13

から、同定された 19 イベントの約 50％は反応点が PL20 までの下流域に分布する。Appendix B

で説明するように、電子のエネルギー測定には、各プレートでの電磁シャワーの飛跡本数・シャ

ワーの長さ方向に対する本数分布の変化・円錐又は円の半径方向に対する飛跡密度の関係を用い

る。また、±や K±の運動量測定は、多重電磁散乱によるプレート間の角度の変化により推定す

る。下流のイベントではデータが取得できるプレート枚数が尐ないために、エネルギーや運動量

の推定に用いる情報量が尐なく、それによる統計誤差が大きくなる。 

そこで、TT を用いてe 反応のニュートリノエネルギーを推定することを検討した。TT は为

に荷電ハドロンが残したシグナル情報から再構成されるハドロンの全エネルギー（以下 Ehad）

を測定することが出来る。図 2.15 のように、Ehad と Spectrometer で測定されたミューオンの

運動量を合計したCC 反応のエネルギー分布は、データとシミュレーションとの間に良い一致

が得られているので、Ehad の値を用いたeのエネルギー推定の可能を考えた。eCC 反応の場

合、平均的な描像としては、ニュートリノエネルギーのおよそ半分を電磁成分として検出器中に

シグナルを残す。そのため、TT の最初の 2 ウォールには電磁シャワーによる山型の大きなシグ

ナルが見られる。それより下流のウォールではECC中で電磁シャワーのエネルギーは吸収され、

NC 反応と類似した荷電ハドロンによるシグナルのみが残る（図 2.9、図 3.3）。この違いを考慮

するため、eCC 反応のシミュレーションデータから TT で再構成された Ehad（Ehad,rec）とe

エネルギー（E,true）の関係式（式 4.1）を導出し、その関数を用いて実際のe 反応のエネルギ

ー推定を行った（図 4.20）。図 4.21 は上記の手法で推定されるエネルギー分解能を表す。 
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図 4.20 （左）シミュレーションによる真のeのエネルギー（横軸）と TT で再構成された Ehad

（縦軸）との関係。（右）シミュレーションによる真のeのエネルギー（横軸）と式 4.1 により

TT で再構成された Ehad から推定したeのエネルギー（縦軸）の関係 

 

 

 

 

図 4.21 TT により再構成されたe反応のエネルギー分解能。X 軸はシミュレーションにおける

真のeエネルギーの値。Y 軸は再構成されたエネルギー（Ehad,rec）と真のエネルギー（Etrue）と

の差の RMS を真のエネルギーで割った値（E/Etrue）。実線は 0～100GeV の領域でフィッティ

ングを行った時の近似曲線を表す。この曲線の等式は、E/Etrue = 0.37+0.74/sqrt(Etrue) である。 
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4.3.3 19 イベントのまとめ 

 

 

Event ECC 1ry tracks vtx PL IP [m] E_rec 

[GeV] 

226195054 79239 1e+7h+1 43 3.6 122.7 

226395185 48483 1e 15 Ns=1 21.6 

235990918 111165 1e+2h+2 17 1.6 126.7 

236878897 93347 1e+3h 26 0.3 165 

9162064902 121872 1e+4h 21 0.3 55.1 

9177016997 98472 1e+5h+3 13 0.4 56.4 

9197043461 40009 1e+1h+2 30 1.6 32.5 

9201065192 123715 1e+2h+1 23 0.9 61.8 

9203100936 4249 1e+3h+1 27 0.2 46.4 

9218038732 57098 1e+4h 26 2.3 23.2 

9232004195 112293 1e+10h+2 12 0.9 165 

9263028113 30202 1e+8h+1 13 0.4 103.0 

9290026555 84000 1e+1h 23 0.6 10.3 

9296074371 154798 1e+3h 09 3.0 13.5 

9301040593 96038 1e+3h+2 15 2.4 48.3 

9302000526 106972 1e+1h 12 1.1 17.5 

9322059646 90377 1e+1h 15 1.0 17.1 

9173042169 142415 1e+2h 46 0.1 13.2 

218200851 5538 1e+4h 54 3.5 41.2 

表 4.1 19 個のeCC 反応のリスト。水色の 17 イベントは 4.1 の探索条件を満たす。白色の 2

イベントは反応点探索中に電子同定されたもの。1ry tracks = ニュートリノ反応の二次粒子で

ECC のデータ取得により再構成された飛跡。E_rec = TT により測定されたニュートリノエネ

ルギー。 
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図 4.22 の左図は 19 個のeCC 反応の反応点の深さ分布である。特に PL10～30 でのイベント

数が他の領域に比べて有意に多い。PL30 以上の中～上流域では、元となる NC-like 反応の全デ

ータサンプルでも上流に向けて分布が減尐していることと、ECC 中での電磁シャワーの終息に

より CS では飛跡が検出されず探索条件を満たさないことが原因と考えられる。また PL10 未

満のごく下流の領域では、電磁シャワーが未発達なために CS で探索条件を満たすだけの電磁シ

ャワー起因の飛跡がないことが原因である。 

 

 図 4.22 の右図は、primary 電子以外に荷電ハドロンも生成されたイベント 18 個の IP 分布で

ある。全て IP が 5m 未満であることから、同定された電子はe反応により生成された電子で

ある可能性が極めて高く、崩壊事象が含まれる可能性がないことを表している。（1 イベントは

primary 電子のみなので、IP は測定不可。） 

 

 

 

 

 

 

図 4.22 （左）19 個のeCC 反応の反応点の深さ分布。番号が大きいほうが上流。（右）18 個の

eCC 反応における primary 電子の反応点に対する IP 分布。 
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4.4 e反応探索におけるバックグラウンド事象の推定 

 

 e反応のバックグラウンドになる为な原因は以下の 3 点である。 

① NC 反応の0→2のを primary 電子と誤認する 

② NC 反応の0の Dalitz decay を primary 電子と誤認する 

③ CC 反応の→e 崩壊を primary 電子と誤認する 

さらに、0崩壊の線よるバックグラウンドの混入を抑えるために、電子と同定された飛跡に対

しては、そのエネルギー E > 1GeV の条件を課す。 

 

このうち①については次の様にしてデータからバックグラウンド事象数を推定した。 

実際に反応点が特定された CC-like 及び NC-like イベントを用いて線の電子対生成により 1本

の電子として検出されるイベント数を調べた。そして、CC-like と NC-like 間で異なる検出効率

の校正を CS のカバー領域、反応点の ECC 中での深さ分布、イベントのエネルギー分布から行

い、NC-like イベントでのバックグラウンド事象探索に相当するイベントの数を見積もる。最後

に、反応点直下のプレートでの線の誤認混入率を、反応点直下のプレートから 1 枚目、2 枚

目下流のプレートでの検出率から見積もる。 

 

 

4.4.1 データによる0→2からのバックグラウンド候補事象の検出



 0→2のを primary 電子と誤認するのは、この線がニュートリノ反応を起こした鉛中で電

子対生成を行い、生成される電子・陽電子へのエネルギー分配が非対称な為に、低エネルギーの

電子（または陽電子）が対となる飛跡として認識されない場合に起こる（図 4.23）。 

 

 

図 4.23 NC イベントの0→2からのバックグラウンド事象になる図。 薄い灰色は鉛板、薄

い黄色は OPERA フィルムの乳剤部分、黒点は検出された飛跡、黒点線は再構成された荷電ハ

ドロンの飛跡、青点線は電子（陽電子）の飛跡。 



 64 

このような事象の混入率を見積もるために、e反応探索と同様の手法を用いて、 線の電子対

生成を探索した。この探索には、プレート 03 より上流7で反応点が特定された 2008・2009・2010

年の 1106 イベント（NC-like : 275  CC-like : 831）を用いた。CC-like イベントについてはミ

ューオン以外に 1 本以上の荷電ハドロンが伴っている事象を対象とした。 線の電子対生成の探

索は以下のように行った。 

 

① 反応点直下のフィルムからさらに 1 枚又は 2 枚下流のフィルムから発生する飛跡を角度

と位置の情報を用いて ECC の最下流にある CS に投影する。CS 上の位置を中心として半

径 2mm の円内に投影した粒子の角度との差が 150mrad 以内になる飛跡を選び出す。 

その飛跡の本数が 3 本以上ある下線のような飛跡を選び出す。 

② その飛跡に対して発生点付近で 1 本の孤立した飛跡なのか、対となる飛跡があるのかを

調べる。 

 

図 4.24 バックグラウンド探索の手順 (a) 反応点直下のプレートからさらに 1 枚又は 2 枚下

流のフィルムから生じた飛跡を発生点から CS に投影する (b) 投影した場所を中心に半径

2mm以内に 3本以上角度差が 150mrad 以内になる飛跡がある場合、その発生点付近を調べる。 

 

 

 反応点直下プレートから 1 枚又は 2 枚下流から検出され始める飛跡を用いた理由は、純粋な

線の電子対生成からのバックグラウンドを見積もる為である。 

②の孤立した飛跡なのか電子対なのかを判断する上で留意すべき点は、電子対の発生直後は 2

本の飛跡同士が近接しているために、1 本の飛跡と観測されることがある。この場合、2 本の飛

跡が重なっているために、最小電離粒子と比べて濃い飛跡として観察される。しかし、鉛 1mm

を通過することで散乱されるため、下流のプレートでは近傍に似た角度の飛跡が 2 本観測され

る。これにより線の電子対生成と同定する。 

 

 

 

                                                   
7 ECC の中で最下流プレートが 01 で最上流が 57。 

ECC CS 

(b) (a) 
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探索の結果は、①の条件を満たすイベント数は 52、検出された 線は 58 本であった（表 4.2）。 

 

 

 NC-like CC-like 

イベント数 20 32 

線数 vtx_PL－1 

    vtx_PL－2 

15 16 

8 19 

表 4.2 バックグラウンド候補事象探索で探索条件を満たしたイベント数と検出された線数。 

 

 

 

 

図 4.25 （左）19 個のe反応イベントの primary 電子の角度分布（右）バックグラウンド事象

探索において観測された線の角度分布 

 

 

図 4.25 の左図と右図から、このバックグラウンド事象の探索に用いた線のサンプルはe 反

応の角度範囲をカバーしていると言える。 

 

 

次に、58 本の 線の電子対生成による電子対のうち 33 組は、電子対生成した直下のプレート

で 2 本の飛跡として観測することが出来た。その 2 本の飛跡同士の角度差と位置ずれを測定し

た。エネルギーが高い（＞数 GeV）線の電子対生成では、2 本の角度差が小さい電子対が多く、

そのような電子対はもう１枚下流のプレートでも、大きな角度差や位置ずれは見られず同じよう

な位置関係を保持している。（角度差＜20mrad かつ位置ずれ＜10m の領域）このように、電

子対が生成されてから 1 枚目又は 2 枚目下流のプレートで 2 本の飛跡が確認できれば、確実に 

線の電子対生成を検出したことになる。しかし、全てがエネルギー高い線とは限らず、2 枚目
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のプレートでは 1 本の飛跡しか観測されないこともある。そのような電子対について考察する。 

位置ずれが 10m 以内のところで、ノイズ飛跡（ECC のプレート間アライメント用または輸

送時の宇宙線）によって電子対になる頻度を推定する。混入する可能性があるノイズは（全角度：

-0.5 < x <0.5, -0.5 < y < 0.5）~10-4本で（primary 電子の角度を考慮するとさらに）、角度の制

限を自分自身の角度との差を 80mrad 以内にすると、更に 10 分の 1 以下になり、この電子対が

偽物である確率は無視出来る程度である。 

また、角度差が 50mrad 以上、位置ずれが 20m 以上あるような電子対については、どちら

かの飛跡が低エネルギーであるために鉛中で大きく散乱を受けた可能性が高い。線は物質中で

は散乱されないため、エネルギーが高い電子（陽電子）については反応点に対する方向精度もハ

ドロンと同程度である。しかし、低エネルギーの電子は鉛中で大きく散乱され、方向精度は悪く

なる。よって、2 本の飛跡の反応点に対する IP を比較することで、エネルギーが低いことで鉛

1mm を通過した 2 枚目のプレートで見失ってしまうことに説明が付くと考えられる。これを図

4.26 の赤丸でマークした 2 イベントについてデータで確認した。 

 

表 4.3 より、IP と電子（陽電子）のエネルギーとの間には相関関係があると言える。 





 

図 4.26 バックグラウンド事象探索において観測された→e+e-のうち、最初のプレートで電子

対として検出された 2 本の飛跡の角度差（x 軸）と位置ずれ（y 軸）。 

 

 

 

 x(rad) y(rad) IP(m) 次の下流プレートでの飛跡の有無 

Ev:901476 -0.014 0.035 18 次の下流プレートに繋がる 

-0.040 0.075 174 次の下流プレートで見失う 
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Ev:1002747 -0.027 -0.018 5 次の下流プレートに繋がる 

-0.084 -0.067 113 次の下流プレートで見失う 

表 4.3 角度差が 50mrad 以上、位置ずれが 20m 以上あるような電子対 2 組の角度とそれぞれ

の反応点に対する IP、次の下流プレートでの飛跡の有無についてまとめた表。 

 

以上のことを確認した結果、線が電子対生成した飛跡が孤立した飛跡として検出され、電子

（陽電子）のエネルギーが 1GeV 以上あるバックグラウンド候補事象を 1 イベント検出した。 

 

図 4.27 と図 4.28 はバックグラウンド候補事象のイベントの描像である。図 4.27 より TT で

のアクティビティが小さく、ニュートリノのエネルギーも小さいことが推定される（TT でe反

応と仮定してニュートリノのエネルギーを推定した場合 10.3GeV である）。Muon Spectrometer

まで届く飛跡は、途中から 2 本に分離している。このことから、この飛跡は Spectrometer 内で

二次反応をおこしたハドロンと判断した。図 4.28 の上図と左下図で示すように、このイベント

では反応点（PL08 直上の鉛中）から 2 本のハドロンと、1 枚下流のプレート（PL07）では 1

本の線の電子対生成を検出した。残りの 2 本の線は反応点から 3 枚下流のプレートで検出し

た電子対のため、探索対象飛跡から除外する。PL07 で発生した飛跡（図 4.28 上図または左下

図の青丸部分）を目視観察すると、その周辺には対となる飛跡が観察されなかった。下流まで目

視で追い下げた結果、PL07 から PL03 までは 1 本の飛跡であり、PL02 でこの飛跡のほかに

50mm 離れたところで電子対を検出した。PL01 でもこの電子対を検出した。これにより、図

4.28 の右下図で見られる CS 上でのシャワーの飛跡は、PL07 で生成した電子対の電磁シャワー

のものと確認した。 

 

 

図 4.27 バックグラウンド候補事象の TT で捉えたシグナル。ピンクの四角はニュートリ

ノ反応が起こった ECC。黄土色の muon spectrometer でシグナルが見られるが、シグナルの描

像（真ん中付近で 2 本の飛跡が生じたように見える）やニュートリノ反応が起こった ECC の位

置を考慮すると、この飛跡はハドロンであると推定される。 
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図 4.28 バックグラウンド候補事象の反応点付近の図とCSで検出された飛跡群の図。（上）ECC

中で再構成されたニュートリノ反応により生成された二次粒子を横から見た図。（左下）XY 平

面に投影した図。（右下）CS 上に左下図の二次粒子を投影した図。黒色の矢印は CS で検出され

た飛跡を表し、青点は CS 上に投影された二次粒子の位置、＋は反応点の位置を表す。赤丸は半

径 2mm の円で、その中心にある飛跡に対して探索条件を満たす CS の飛跡が 3 本以上含まれて

いることを表す。×は探索対象飛跡から除外されたが、これらも線の電子対生成により発生し

た飛跡で、CS では複数本のシャワーの飛跡を検出した。 

 

 

4.4.2  0→2からのバックグラウンド数の推定



 今回のバックグラウンド推定に用いたイベントは CC-like イベントも含まれる。これを、

NC-like イベントの反応点直下プレートで観測される線の電子対生成によるバックグラウンド

事象探索と同様の扱いにするために、以下に示す 4 種のパラメータを使って規格化し、バック

グラウンド数の推定を行った。 

 

CS のスキャンエリア 

 CS は、ニュートリノ反応が起こったであろう ECC の直下の TT にヒットがある領域をスキ

ャンする。CC イベントは、ミューオンが強い相互作用をしないので、物質中で大きく角度変化

2mm 

PL08 

PL07 

PL06 

PL05 
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を起こすことがなく TT に点列上にヒットを残す。その情報からニュートリノ反応が起こった

ECC を容易に特定することができ、ミューオンが通過したであろう場所を～10cm2以内に絞り

込むことが出来る。一方で、NC イベントは荷電レプトンであるミューオンがないため、ハドロ

ンの全飛跡情報を使って反応点探索を行う。どのイベントも CS はほぼ全面積～100cm2をスキ

ャンしている。反応点から生じた二次粒子の CS 上での投影位置が CS のスキャンエリアに含ま

れる割合を CC-like イベントと NC-like イベントで比較したものを表 3.4 に示す。 

 

 

CC-like NC-like 

88% 95% 

表 4.4 反応点から生じた二次粒子の CS 上での投影位置が CS のスキャンエリアに含まれる割

合。 

 

 

ECC 中で反応点が特定されたイベントのハドロンのエネルギー分布 

  CC-like イベントは、ミューオンの高い位置同定性能により、TT のヒット数が尐ない（ハド

ロンの生成数が尐ない）イベントでも、ECC 並びに反応点の特定に成功する確率が高い。一方、

NC-like イベントでは、TT のヒットが尐ない（生成ハドロン数が尐ない・ハドロンの運動量が

低い）ことが理由で ECC 並びに反応点の特定に成功する確率が低い。これらの影響を見るため

に、TT で再構成されたハドロンのエネルギー分布で確認した。 

 

図 4.29 バックグラウンド探索に用いたイベントのハドロンのエネルギー分布。CC-like（実線）

と NC-like（点線）に分けて、エネルギー分布を 10GeV ごとにプロットした。X 軸はハドロン

のエネルギー、Y 軸は TT でのトリガー数を母数とした（検出効率を反映させた）割合を示す。 

 

CC 

NC 
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反応点の深さ（プレート分布） 

 CC イベントはミューオンを CS から ECC に繋ぐことが出来れば、そのまま反応点にたどり

着く確率が極めて高い。NC イベントはニュートリノがおよそ半分のエネルギーを持っていき、

残りのエネルギーを数本のハドロンで分け合うので、ミューオンに比べて横向き運動量を持って

放出され、運動量も低い。そのため上流で起こった NC イベントは、反応が起こった ECC から

ハドロンが出て行く、鉛中で強い相互作用による二次反応を起こし、より角度をもった低い運動

量のハドロンを生成してしまう、といった原因で CC イベントに比べて上流の反応点特定効率が

低下している。（図 4.30） 

 

 

 

図 4.30 バックグラウンド探索に用いたイベントの反応点プレート分布。CC-like（実線）と

NC-like（点線）に分けて、反応点が特定されたそれぞれのイベント数を母数として、反応点の

プレート番号が 4~21（下流）、22~39（中流）、40~57（上流）の 3 つに分けて、全体における

割合を示した。57 が最上流で探索に用いたサンプルの中で最下流が 4 。NC-like イベントは

CC-like イベントに比べて下流の比率が高く、上流では低い。 

 

 

線の電子対生成の確率 

 探索に用いた線のサンプルは、反応点直下からさらに 1 枚、2 枚下流のプレートで検出さ

れた電子対である。バックグラウンド事象の対象となるのは、ニュートリノ反応を起こした鉛中

で生成する電子対であるから、線の ECC 中での電子対生成の割合を考慮して、探索したイベ

ント数に変換した。二次粒子の0 の崩壊により生成した線数を Nとすると、鉛中での

conversion length8は 7.2mm なので 

                                                   
8 線が物質を通過中に電子対生成によりその本数が 1/e に減尐する物質の厚さを表す。conversion 

CC 

NC 
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反応点から直下のプレートで検出される電子対数は、反応点が鉛mm 中で均等に分布するこ

とを考慮すると、 

 
1

0
0 ))

2.7
exp(1( dz

z
NN 

 

と表すことが出来る。さらに、1mm の鉛を通過中に電子対生成して 1 枚下流のプレートで検出

される電子対の数を N1、もう１枚鉛を通過中に電子対生成して反応点直下から 2 枚下流のプレ

ートで検出される電子対の数を N2とすると、 

))
2.7

1
exp(1()(

))
2.7

1
exp(1()(

102

01





NNN

NNN 

 

となる。N1を 1 とすると、N0 : N1 : N2 = 0.53 : 1 : 0.93 となり、求めたい N0の推定に対し

(N1+N2)/N0～3.6 倍相当のイベントで探索を行ったことになる。 

 

図 4.31 バックグラウンド事象探索（鉛 2mm 分）で用いたニュートリノ反応点直下のプレー

トから更に 1 枚または 2 枚下流のプレートで検出される電子対の数 N1、N2と反応点直下（平均

鉛 0.5mm 分）のプレートで検出される電子対の数 N0。 

 

 

 以上 4 点を考慮に入れて規格化した探索に用いたイベント数は 3012 個相当である。バック

グラウンド候補事象が１イベント観測されたことから、505 個の NC イベントを用いたe反応探

索における NC イベントの0→2からのバックグラウンドは、(1±1)×505／3012 ~ 0.17±0.17

イベントと推定した。 

また、シミュレーションで同様の手法を再現して推定した期待値は 0±0.2 イベントで、デー

タからの推定と一致する。 

                                                                                                                                                     
length~9/7×X0（X0は放射長） 

N0 

N1 

N2 

鉛 1mm 
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4.4.3 全体のバックグラウンドの推定

 

0の Dalitz decay（0 →e+e- ）からのバックグラウンド 

 このケースがバックグラウンド事象となるのは、0 の崩壊により生成された電子・陽電子の

エネルギーが非対称で、片方は 1GeV 以上の電子または陽電子として同定され、もう一方は低

エネルギー（＜100MeV）のため鉛中で大きな散乱を受け、反応点直下のプレートでは飛跡とし

て再構成されなかった場合である。これは 3.5.1 で述べたガンマ線が反応点から直下のプレート

までの間にエネルギーが非対称な電子対生成を起こした描像と良く似ている。よって、3.5.1 の

ケースと Dalitz decay からのバックグラウンド数の比率 NBG(→e+e-) : NBG(Dalitz)を求めた。 

NC イベントで生成された0の数を Npi0とすると、反応点から直下のプレートまでに線が電子

対生成する確率は 6.6%、0が Dalitz decay するのは約 1％、どちらのケースも電子と陽電子の

エネルギーが非対称になる確率 Pasyは等しいとすると、  

asyeeBG
PNN 


066.020

)( 
 

asyDalitzBG PNN  01.00)( 
 

2 式より NBG(→e+e-) : NBG(Dalitz) ~ 13 : 1 となる。3.5.2 で推定したように →e+e-からのバックグ

ラウンド値は 0.17 と小さく、Dalitz deacay からのバックグラウンドはその 13 分の 1 で無視で

きる程度である。また、シミュレーションでの期待値は 0±0.2 イベントで、データからの推定

と一致する。 

 

 

→e 崩壊からのバックグラウンド 

 このケースは、→eの short flight decay において IP が小さい（5～20m : ニュートリノ反

応が鉛のどの深さで起こったかによって異なる）ものが、e反応と同定されてしまう。CC 反

応のシミュレーションデータから→e 崩壊し、かつ IP が 10m 未満になるようなイベントを

抽出してバックグラウンド期待値を推定したところ、0.3±0.1 イベントであった。同定された

19 個のe反応の IP 分布を見ても、全て 5m 以下でシミュレーションの結果の妥当性を示して

いる（図 4.22 右図）。 

 

以上より、0→2からと→eからの合わせた全体のバックグラウンド事象を、0.5±0.3 イベ

ントと推定した。 
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第 5 章 シミュレーションによるe反応検出効率の評価 

 

5.1 シミュレーションの概要

 

 振動解析のためにe反応の期待値を得るには、シミュレーションにより種々の CNGS ニュー

トリノビームフラックスを再現し、OPERA 検出器でニュートリノ反応を生成させ、ECC 中で

の二次粒子の振る舞いを原子核乾板に記録されたデータとして出力したものを、実際の解析の流

れに沿った手順でニュートリノ反応の検出効率の推定を行わなければならない。5.1 では、

OPERA 検出器で反応するイベント数の推定に用いたシミュレーションツールと算出方法につ

いて説明する。 

 

 

5.1.1 CNGS のビームフラックス 

 

 OPERA は Near Detector を持たないが、そのビームの組成やフラックスを精度良く推定出来

るのは、1990 年代に使用されていた CERN の WANF muon neutrino beam に関する研究が十

分に行われていたからである。 

WANF のニュートリノビームは、SPS で 450GeV/c に加速した陽子をベリリウムに照射して

生成する二次粒子（の場合は为に
, K+）の崩壊から得られる。二次粒子のハドロンの角度分

布や運動量分布については SPY や NA56[44]といった実験で詳細に研究された。また、生成さ

れたニュートリノについては、NOMAD 実験[45]の 130 万もの大量のCC 反応のデータで検証

されている。CNGS beam はその起源が WANF beam と類似していることから、NOMAD で使

用していた FLUKA のコード[46]を標的（ベリリウム→グラファイト）、加速される陽子の運動

量（450GeV/c → 400GeV/c）、ニュートリノの検出器までの飛行距離（1km → 732km）を変

更し、Gran Sasso でのニュートリノフラックス並びに成分の見積もりを行っている。 

 FLUKA での陽子－グラファイトの衝突による二次粒子は、Dual Parton model を元に考え

られた hadron－nucleon の反応モデルから生成される。高エネルギー（P>5GeV/c）粒子につい

ては、Gribov－Glauber のモデル[47]によるハドロンシャワーの生成の後に、核内での核子との

衝突（Generalised Intranuclear Cascade）を起こさせる。ニュートリノの親粒子である
 や

K±、K0の崩壊は、decay pipe (~1km)内で 10m 毎に平均化したサンプリングを行い、ニュート

リノの角度分布は exp(-(1-cos)/0.25) (は陽子ビームとニュートリノとでなす角度)に従うもの

とした。生成されるのフラックスを確かめるために、ビームラインの最後方に設置されている

muon pit でミューオンの角度分布をシミュレーションと比較した結果が図 5.1 である。データ

とシミュレーション間で良い一致していることが見られ、のビームのフラックスとしては 5％
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図 5.1 CNGS beam line の muon pit（図 2.3 の二次粒子の吸収のための鉄の塊の後方に設置さ

れたミューオン検出器）で測定されたミューオンの分布。横軸はビーム中心からのずれ量（cm）

を表す。縦軸は陽子数に対するミューオンの数。（左）ビーム軸から横方向のずれを表す。（右）

ビーム軸から縦方向のずれを表す。 

 

 

5.1.2 OPERA のイベントジェネレータ 

 

OPERA 検出器中におけるニュートリノ反応のシミュレーションは、NOMAD 実験で使用し

ていたジェネレータを OPERA 用に改良したもので、NEGN[48]と呼ぶ。反応の素過程ごとに以

下の様に分けられている。 

Deep Inelastic Scattering (DIS)：LEPTO 6.1 によりニュートリノ－核子非弾性散乱を行い、

二次粒子のハドロンは JETSET 7.4 により生成。 

Quasi-Elastic (QE)：Lewellyn Smith formulation[49]を基に生成。 

Resonat：Rein-Sehgal model[50]を基に生成。 

全ての過程において、核内における二次粒子の再反応によるハドロン生成の効果を考慮に入れ、

二次粒子の検出器中の振る舞いについては GEANT 3 により行った。 

 

 

5.1.3 OPERA 検出器でのニュートリノ反応数 

 

 OPERA 検出器で検出されるニュートリノ反応数を推定するためには、2 章や 4 章で述べたよ

うな複雑な解析の流れをシミュレーションによって再現しなければならない。そのために、ECC

中で beam eと oscillated eの荷電カレント反応、の中性カレント反応を生成させ、CS や TT

でのシグナル情報も再現させたシミュレーションデータを作った。荷電カレント反応における

DIS 反応では、標的である ECC の为成分の鉛が中性子（d クォーク）過剰核のため、陽子対中

性子比が 1：1 の標的で得られるニュートリノ反応数に対して 1.07 倍の反応数になる。この値

● Measurement        Simulation 
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は、鉛の場合、N（中性子数）=125.2、Z（陽子数）＝82、Z（質量数）＝207.2 で、中性子と陽

子それぞれを対象にした反応断面積の比 R＝n/p=2.04（実験値）を以下の式に代入して得た。 

AR

ZRN
f isonon

)1(

)(2




  

以上より、ニュートリノの反応断面積は、
RESQEisononDIS fEE   )()(  と表すことが出

来る。 

 

OPERA で観測するe反応は、beam e、oscillated eで、e反応と誤認してしまうバックグ

ラウンドはNC の起因とCC の→e 起因のものである。従って、観測されるeCC 反応検出

数の期待値 Nexpは、beam eの期待値 Nbeam, oscillated eの期待値 Nosc、NC の起因のバッ

クグラウンドの期待値 NNC、CC の→e 起因のバックグラウンドの期待値
eN


を用いること

で、次のように表される。  

eNCoscbeam NNNNN  exp
    （式 5.1） 

また、Nbeam、Noscは以下の式で表される。 

dEEEMN
IDloc

eCCebeam     )()(           （式 5.2） 

dEEEPEMN
IDloc

eCCosc     )(),()(          （式 5.3） 

ここで、はビームフラックス、P は→e振動確率 、CCはニュートリノの荷電カレント反応

断面積、loc は反応点検出効率、ID はe を同定した 2 つの手法による同定効率、M は OPERA

検出器ターゲット部分の質量を表す。    

 

以上の式を用いて、実際の解析と同じ流れでニュートリノ反応点探索並びにe反応同定を行い、

エネルギー毎のe反応の検出効率を求めた。 

 

 

 

5.2 NC-like イベントでの検証 

 

 この節では、実際のニュートリノ反応検出までの解析の流れがシミュレーションで再現されて

いるかを NC-like イベントを用いて検証する。NC-like イベントはミューオンが Electronic 

Detector で同定されなかったイベントなので、ミューオン以外の飛跡を用いて反応点探索を行

うという点でe反応の反応点探索と類似していると想定される。検証は、反応点探索における各

プロセスで比較を行った。5.2.1ではTTにより予測されたECCに装着されたCSの解析により、

検出された飛跡を用いて検証する。5.2.2 では、CS で検出された飛跡を ECC に接続し、反応点

探索並びに反応点の特定を行った結果、反応点の深さ分布や再構成された二次粒子の本数分布を
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用いて検証する。シミュレーションは OPERA で原子核乾板のデータ解析用に開発された

OpEmuRec（Appendix D.を参照）というツールである。 

 

 

5.2.1  CS での飛跡検出   

 

CSの乳剤1層の飛跡認識効率は図5.2に示す通りで、4層全ヒットを要求したときは70～80％

になる。この様な条件で CS の飛跡検出を推定した時、CS で検出された飛跡の角度分布と本数

分布は図 5.2 と 5.3 のようになる。y>0.4rad の領域に統計誤差では説明出来ない超過が見られ

る。これは OPERA 検出器のビーム軸とは逆方向から降り注ぐ宇宙線が原因と考えられる。こ

の方向には物質量が尐なく、他の角度に比べて宇宙線の影響を受けやすいためである。宇宙線の

x の分布は一様であるので、図 5.3 の右図から推定される宇宙線起源の飛跡は約 300 本を考慮

しても、x の角度分布はデータとシミュレーション間に良い一致が見られると見なせる。また、

図 5.4 の本数分布については、宇宙線起源の飛跡は 1 イベント当たり 300/470 ~ 0.6 本であるか

ら、データに宇宙線の本数を考慮すると、データとシミュレーション間に良い一致が見られる。 

 

 

 

図 5.2 テスト照射したデータから推定した CS の乳剤層 1 層分の角度毎の飛跡検出効率。横軸

は角度（ 22

yx   ）、縦軸は検出効率を表す。 
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図 5.3 CS で検出した飛跡の角度分布。左図はx、右図はy の分布を表す。赤のクロスがデー

タ、青線がシミュレーション。シミュレーションはデータと積分値が同じになるように正規化し

た。yの 0.4rad 以上でシミュレーションに対してデータの超過が見られるが、これは、地上で

山が無い方向から入射して来る宇宙線ミューオンを捕らえたものである。 

 

 

 

 

図 5.4 イベント毎に CS で検出された飛跡の本数分布。赤のクロスがデータ、青線がシミュレ

ーション。シミュレーションはデータと積分値が同じになるように規格化した。横軸は 1 イベ

ントの CS で検出する飛跡の本数を表す。 
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5.2.2  ECC 中での反応点の特定 

 

 CS で検出された飛跡を ECC へ繋げて反応点探索を行うかどうかは、以下の条件のどちらか

を満たした場合に実行される。これらの条件はシミュレーションにも適用されている。 

  1：ECC 中で収束するように見える飛跡が 2 本以上ある 

  2：尐なくとも 1 本の飛跡をビーム下流側に延長した線上に TT のヒットが複数ある 

 

 反応点探索とは、CS から ECC への繋ぎが成功した飛跡を検出されなくなるまで追い上げる

（スキャンバックする）ことである。シミュレーションでは、スキャンバックした飛跡が 5 プ

レート続けて検出されなかった場合、最後に飛跡が検出されたプレートを”vertex plate”とする。

実際のデータ解析では、欧州ではシミュレーションと同様の条件で、日本では 3 プレート続け

て飛跡が検出されなかった場合に vertex plate が定義される9。また、シミュレーションではス

キャンバックで決定した vertex plate と真の vertex plate との差が 5 枚以内であれば、反応点

探索成功とする。次に、vertex plate 近傍での volume scan データから飛跡再構成をしてニュ

ートリノ反応点の特定を行う。 

 

上記の反応点の特定に至るまでの過程がシミュレーションで正しく再現されているか、日本と

欧州合わせて 434 個の NC-like イベントのデータを用いて行った。シミュレーションで PL03

より上流で特定したイベントを対象としているため、データも同様条件でサンプルを選び出して

比較した。 

図 5.5 より、vertex plate の分布はエラーの範囲内で一致しており、スキャンバックの過程は

正しく再現していると推定する。次に、図 5.6 に反応点から放出された荷電粒子の本数（NS）

分布を示した。NS が 2 以上ではデータとシミュレーション間で比較的合っていると言えるが、

NS=1 では統計のエラーでは説明出来ない超過が見られる。ここで、PL03 より上流で反応点特

定された日本で解析した 214 イベントを用いて、NS=1 の 41 イベントの TT でのシグナルの描

像や反応点探索の過程を確認し、NS=1 が妥当な結果かどうかを再評価した。その結果が表 5.1

である。24 イベントについては、検出した 1 本の荷電ハドロンの他に 線や核破砕片の飛跡を

検出しており、また TT では他の荷電ハドロンのシグナルが見られないことから、NS=1 の判断

は正しいとした。残りの 17 イベントは、TT のシグナルから他の荷電ハドロンが存在する可能

性が高いものや、反応点から放出されたとする飛跡を荷電ハドロンと仮定した時に TT のシグナ

ルと不一致が見られる、という理由で全二次粒子の再構成に失敗した、又はニュートリノ反応点

の特定を間違ったイベントとした。この結果、データの NS＝1 の分布から 17 イベントを除き

シミュレーションの分布と再比較したところ、その分布に一致が見られた（図 5.7）。 

                                                   
9 シミュレーションではスキャンデータ中の 1 プレートにつき乳剤層 2 層にヒットがある飛跡のみを用いた vertex 

plate の判定を行うため、5 プレート中 2 プレートのシグナルを要求する（欧州ではこのデータを元に目視確認を行う）。

一方、日本での判定は、スキャンデータ中の乳剤層 2 層中 1 層以上のヒットがある飛跡に加え、目視による確認を行う。

このような条件下では vertex plate の判定を間違う確率は共に 1％未満になり、どちらも同程度の efficiency で行われ

ていると想定される。 
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しかし、NS=1 で見られたシミュレーションとの不一致は、データ解析において発生する問題 

（ECC の移動時に起こるプレート間のずれによるニュートリノ照射時のアライメントの消失

や efficiency が低いフィルムによる、スキャンバック時のプレート間接続の失敗率の上昇やデー

タ中での飛跡再構成率の低下による本数分布の差異）をシミュレーションに組み込めていないこ

とから生じる。現在、直接の検証は未完であるが、この中で反応点の探索に失敗した（反応が起

こったプレート自体が間違っている）イベントが 50％（17 / 2～9 イベント）混入していると仮

定すると、シミュレーションで期待される ECC 中でのニュートリノ反応検出数の絶対値に関し

て、データは 9 / 214 ~ 4%程度尐ないことが推定される。  

 

 

          

図 5.5 vertex plate が 04 以上の 398 イベントの vertex plate 分布。赤のクロスはデータ、青

の実線はシミュレーション。横軸は特定された反応点のプレート番号を表し、番号が大きい程上

流を表す。プレート番号 57 が最上流。シミュレーションはデータと積分値が同じになるように

規格化した。 

 

図 5.6 398 イベント（vertex plate 04 以上）の再構成された荷電ハドロンの本数分布。赤のク

ロスはデータ、青の実線はシミュレーション。NS=1 にデータの超過が見られる原因は、反応点

の誤認によるものと飛跡再構成の効率が低いサンプルによる二次粒子の本数の減尐によるもの。 

シミュレーションはデータと積分値が同じになるように規格化した。 
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判断結果 反応数 判断した理由 

正しい 24 ・荷電ハドロンの他に線又は核破砕片が付随している 

・TT のシグナルから、角度許容値（<0.6rad）内の荷電ハドロンが

他に見当たらない 

間違い 

又は 

判断に困る 

17 ・TT のシグナルから、角度許容値内の荷電ハドロンが他に存在す

る可能性が高い 

・再構成された飛跡を荷電ハドロンとした時の TT のシグナルとの

整合性がない。 

表 5.1 vertex plate が 04 以上の日本で解析した NS=1 の 41 イベントを再評価した結果。 

 

 

 

 

図 5.7 （左図）日本で解析した vertex plate が 04 以上の NC-like 反応 214 イベントの再構成

された荷電ハドロンの本数分布。（右図）NS=1 のイベントの反応点特定について再評価した後

の 197 イベントの荷電ハドロンの本数分布。どちらも、シミュレーションはデータと積分値が

同じになるように規格化した。 

 

 

 

5.3 系統誤差 

 

5.3.1 ニュートリノフラックスの系統誤差 

 

 5.1 で説明したように、OPERA で使っているニュートリノフラックスの推定は、NOMAD で

使用していた FLUKA のコードを CNGS ビーム用に適用している[46]。 

NOMAD では、WANF のビームフラックスの系統誤差を作る为な要因として、①二次粒子の

生成（ : 3.4%  e : 3.9%）②陽子ビームの拡がり（ : 5.6%  e : 5.8%）があり、これらから

推定される系統誤差は、で 6.8％、eは 7.4％としている。この推定に対して、検出されたCC

反応とeCC 反応のデータ／シミュレーション比は図 5.7 のようになっており、visible energy
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が 50GeV 以下のところでは 10％以内の精度でデータとシミュレーションが一致している。よっ

て、NOMAD では全体としてのビームフラックスの系統誤差はもeも 8％としている[51]。 

OPERA では、NOMAD とのビームラインの違い、ニュートリノ反応断面積の不定性等も含

めて、もeも OPERA 検出器でのトリガーまでを考慮したビームフラックスに付く系統誤差は、

10％と推定した[34]。図 5.8 は検出器でトリガーされた全ニュートリノ反応をシミュレーション

と比較したものである。右端がシミュレーションでのトリガー推定値を表し、縦の長い線が系統

誤差 5％を表している。ビームの組成より 99%以上がと推定されており、このプロットから

反応全体（CC-like＋NC-like）としてはビームフラックスが 5％未満であることが想定される。

しかし、e 反応探索の対象となる NC-like 反応のトリガー数に対する系統誤差は研究途中であ

り、また、e自身も Target Tracker の情報だけからは抽出できないため、現解析段階での 10％

の系統誤差は妥当な値と考えている。 

 

 

図 5.8  RUN year 毎に OPERA 検出器でトリガーしたイベント数。横軸は年を表し、右端はシ

ミュレーション（MC）での推定値を表している。縦線は、データについては統計誤差を表し、

MC は短線が統計誤差、長線は 5％の系統誤差を表す。縦軸の単位はターゲットの質量 1kton、

陽子数 1019POT 当たりのイベント数を表す。 

 

 

5.3.2 NC-like イベント検出効率の系統誤差 

 

5.2 で説明したシミュレーションを行い、ニュートリノ反応 NC-like 反応の検出時における系

統誤差を CS から ECC への接続時に選ばれる飛跡の条件を変えることで見積もった。１本でも

検出した場合（最も緩い条件）と 2 本以上を検出かつその内の 1 本は延長上に TT のシグナルが

あるもの（確実に荷電ハドロン）を要求する場合（最も厳しい条件）とで検出効率を推定した。 

結果、表 5.2 のようになり、反応検出における系統誤差を 8％と見積もった。 
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イベントの選定条件 検出効率 

1 本以上の飛跡が CS で検出 0.565±0.05 平均 

0.525 2 本以上の飛跡が CS で検出し、その内 1

本は TT のシグナルと一致が見られる 

0.484±0.05 

表 5.2 イベントの選定条件別の検出効率。 

 

 

5.3.3 eCC 反応検出効率の系統誤差 

 

反応点探索については、5.2 で説明したシミュレーションに電磁シャワーをスキャンバックす

ることによる反応点探索中に電子同定される確率も組み込んだ。また、反応点が特定されたもの

については、第 4 章で行った反応点付近の情報と CS の情報を使ったe反応探索についても再現

させ、電子同定も含めた検出効率としてその系統誤差をエネルギー毎に推定した。低エネルギー

のeCC 反応では、生成される電子のエネルギーが低く、電磁シャワーの発達も小さく ECC 内

で終息しやすい。さらに、生成される荷電ハドロンの数も尐なくなることから、検出効率の大幅

な低下が見られる。また、CS で検出された飛跡の本数を変化させて系統誤差を推定しているた

め、荷電粒子の生成が尐ない低エネルギー領域は、その不定性が大きくなると考えられる。結果、

検出効率に付く系統誤差は、E<10GeV では 20％、E>10GeV では 10%となった。 

 

 

図 5.9 eエネルギー10GeV 毎のe反応の検出効率。横軸はシミュレーションの truth のeエネ

ルギー。横軸は検出効率。縦線は系統誤差を表し、その値は検出効率×10％（E<10GeV）ま

たは×20％（E>=10GeV）と与えた。 
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5.4  e反応検出効率の評価 

 

5.4.1 e反応探索による電子同定 

 

表 5.2 は、OPERA 検出器内で起こったニュートリノ反応を実際の解析と同じ手順で反応点探

索を行い、反応点が特定されたイベントに対し、4.1.3 で示したように反応点から放出された全

荷電粒子について CS 上に投影し、条件を満たすイベントの数をeCC(beam), eCC(oscillated), 

NC( converting, 0 Dalitz decay) に分けて、各過程におけるシミュレーション（MC）による

期待値とデータ（Data）を示した。eCC(oscillated)の期待値は、式 6.1 に以下の値を代入して 

得た。質量の二乗差については Normal Hierarchy（NH）を仮定した。 

0),026.0(sin1.02sin

,311.0sin,5.0sin),(1050.7,)(1032.2

13

2

13

2

12

2

23

2252

12

232

23

2

31








eVmeVmm
 

 

まず始めに、2008 年と 2009 年の全イベントの TT によるトリガー数は、MC の期待値は 5776

±577 に対して、データでは 5255±72 であった。この値を元にして、以下の様にイベントセレ

クションを行い、e反応検出までの評価を行う。①②では MC はビームの系統誤差（10％）の

みを計上した。③～⑤はさらに検出効率の系統誤差（10％）も含めた合計 14％の系統誤差を計

上した。データは統計誤差を表す。 

 

①トリガーされた全イベントから、ミューオンの定義に当てはまる飛跡が TT で検出されなかっ

たイベントを NC-like 反応（表中では NC 反応と略記）としてe反応探索の対象イベントとし

た。MC では、実際のデータで混入が想定される、検出器周辺でのニュートリノ反応の二次粒子

が進入することによりシグナルと誤認されるイベント（External event）の数も推定して加算し

た。 

 

②TT のシグナルから予測された ECC に装着された CS の解析を行い、ニュートリノ反応起因

の飛跡を検出したイベント数を表す。External event の OPERA 検出器内での飛跡は、大角度

や低エネルギーの成分が多く CS での飛跡検出効率も極めて低いと予想されるので、CS track 

found の数は OPERA 検出器で生成されたニュートリノ反応に対してのみ検出効率を考慮した

値である。 

*データが MC に比べて互いの誤差 1σ以上の差が見られる理由の一つとして、データでは MC

には含まれないバックグラウンド（On time の飛跡候補であるが、OPERA 検出器の前方にある

岩盤で反応を起こしたイベントの二次粒子等）の成分が含まれるためである。 

 

③CS で検出した飛跡をもとに、ECC へ接続してニュートリノ反応点を特定したイベント数を表

す。 

**データと MC で誤差の範囲内で矛盾は見られないが、データの中には 5.2.2 で考察したように
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NS=1 のイベントについては反応点の特定が不確実なものが含まれており、全体として約 4％の

不定性があると考えられる。この成分を推定すると 450×0.04 ~ 20 となり、これをデータから

排除すると、~430±21 となる。 

 

④反応点を特定したイベントについて 4.1 で行った探索条件を満たすイベント数を表す。 

 

⑤VTX→CS で選ばれたイベントの詳細解析（電子同定）を行った結果、e反応と確定したイ 

ベント数を表す。MC では、電子の飛跡が VTX→CS の条件を満たすかどうかを判断しているた 

め条件を満たしたと同時にe反応とみなした。 

 

NC からのバックグラウンドは、斜体で示した converting と Dalitz decay が要因となる。こ

れらは VTX→CS の条件を要求したことで無視出来る程度の数まで減尐する。さらに、条件を満

たした電子のエネルギーについては 1GeV 以上を要求することで、MC では 0 になる。第 6 章

の振動解析では、データから推定した値 0.17±0.17 を用いる。 

 

表 5.3 から、VTX→CS によるe反応探索においてデータとシミュレーションは誤差の範囲内で

良く一致していると言える。現在、データ解析上で生じる問題点をシミュレーションに完全に組

み込まれていない過程もある。これは、検出効率につく系統誤差を推定する際に考慮に入れるべ

き点であり、これは今後の課題である。 

 

 

 

 ① triggered 

as 0mu events 

② CS track 

found located 

MC e beam 39.5±4.0 27.2±2.7 

oscillated (3 flavor) 4.2±0.4 2.6±0.3 

NC 反応 total 1572±157 611±61 

（ converting） --- --- 

（Dalitz decay） --- --- 

CC  →e --- --- 

Total  1615.7±157 640.8±61 

Data  1508±39 745*±27 
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 ③ located ④ VTX→CS ⑤confirmed 

MC e beam 22.1±3.1 18.6±2.6 18.6±2.6 

oscillated (3 flavor) 2.2±0.3 1.3±0.2 1.3±0.2 

NC 反応 total 492±64 71±9 0 

（ converting） (29) (0.4) 0 

（Dalitz decay） (16) (0) 0 

CC  →e --- --- <0.3 

Total  516.3±64 90.9±9.5 20.2±2.7 

Data  450**±21 72±8 17±4 

表 5.3 e反応探索における過程でシミュレーションにより推定されるイベント数の推移とデー

タとの比較。 

 

 

 

5.4.2 反応点探索時の電子同定 

 

 シミュレーションでe反応数の推定をする際には、“VTX→CS で電子同定されるもの”（表 5.3

のⅡ）と“反応点探索時に電子同定されるもの”（表 5.3 のⅢ）を or で選択した場合の期待値（表

5.3 のⅠ）が求められている。全期待値 20.6（beam:19.4  oscillated:1.4）に対して VTX→CS

で同定されるものは 19.9 （beam:18.6  oscillated:1.3）なので、VTX→CS の条件を満たさず、

反応点探索時に電子同定されるものの期待値は 0.9±0.1（sys）個（表 5.3 のⅠ－Ⅱ）である。

それに対し、データでは 2±1.4（stat）個のe反応を検出したことから、エラーの範囲内でデー

タとシミュレーション間に一致がみられ、反応点探索時に電子同定される過程もシミュレーショ

ンで再現されていると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5.4 シミュレーションによるe反応検出手法毎の期待値。電子同定の手法はⅡ（VTX→CS）

とⅢ（shower SB）の二種類あるが、どちらの手法でも電子同定される場合Ⅰが大半である。

shower SB だけで電子同定されるイベント数の期待値はⅠ－Ⅱで求められる。 

 

 

 beam oscillated 合計 

Ⅰ：All （Ⅱor Ⅲ） 19.4 1.4 20.8 

Ⅱ：VTX→CS 18.6 1.3 19.9 

Ⅲ：shower SB 18.2 1.3 19.5 

Ⅰ－Ⅱ 0.8 0.1 0.9 
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5.4.3 検出手法についての考察 

 

図 5.9 は、eイベントの検出手法の内訳をデータとシミュレーション（MC）について示した

ものである。MC では約 90％（18.6 / 20.8）のイベントが両手法でも電子同定されると推定して

いる。これは、MC では CS で検出された全飛跡を反応点探索させていることが要因となってい

る。しかし、実際のデータ解析では、人が飛跡の選択を行いながら反応点探索を行うため、必ず

しも電磁シャワーの飛跡が用いられているとは限らない。そのため、両手法による電子同定率は

60％弱（11 / 19）に留まる。このような中で、反応点周辺と CS の飛跡情報を用いる手法 VTX

→CS を行うことで、検出効率を向上させ、かつ、バイアスが尐ないe反応の検出を可能にした。 

 

 

 

図 5.9 反応点周辺と CS の飛跡情報を用いた探索手法（VTX→CS）（赤の円）と反応点探索時

に電子同定されるもの（青の円）の内訳を表したもの。紫の数字は両手法によりe反応と同定さ

れた数を表す。 

 

 

5.4.4 期待値と観測値のエネルギー分布 

 

図 5.10 は、検出した 19 個のe反応と系統誤差を考慮したe反応の期待値のエネルギー分布

である。NC からのバックグラウンド期待値は 4.4 で行ったデータからの推定値を用いた。デ

ータの横方向の誤差は、TTによるエネルギー再構成の分解能を反映させてその間隔を決定した。 

e反応検出の観点では、誤差の範囲内で観測値とは一致している。この分布を用いて、6 章で振

動解析を行う。 

 

 

6 2 11 

反応点探索時

に電子同定 
VTX→CS 

データ 

0.9 

18.6 

1.3 

MC 



 87 

図 5.10 再構成されたeのエネルギー分布。横軸は、TT で再構成したeのエネルギーを表す。

縦軸は、10GeV毎の検出数を表す。ピンクの領域は beam eからの期待値を、青の領域は 3 flavor 

oscillation からの期待値（ ,5.0sin),(1050.7,)(1032.2 23

2252

12

232

32

2

13 
 eVmeVmm  

を仮定したを代入し、 HierarchyNormal0,311.0sin 12

2
  ）を、カーキ色と緑色の領域は、それ

ぞれ→e からと NC の0起因のバックグラウンドの期待値を表す。黒点はデータを表し、デー

ビンはエネルギー分解能（図 4.21 参照）を元に 0-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-90, 90-160 GeV

と設定した。青の横線はその幅を表す。各ビンのデータ点は、その領域で検出されたイベント数

を 10GeV 毎の検出数に平均化されている。その値に付く統計誤差はポワソン分布に従う。 
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第 6 章  →e振動解析 

 

 この章では、検出した 19 個のe 反応と第 5 章で述べた期待値を用いて、標準的な 3 flavor 

oscillation の解析と LSND-MiniBooNE で見られるアノマリーに関して 2 flavor oscillation の

立場から制限を与える。 

OPERA 実験で検出するe反応は、ビーム起因のe（以下 beam e）反応が大半を占め、→

e振動解析ではこれが为要バックグラウンドとなる。そのために、シミュレーションにより推定

した beam e 反応のエネルギー分布に対して、シグナルである→e 振動によるe（以下

oscillated e）反応の検出の感度が最も高くなる領域を推定し、そのエネルギー領域において振

動パラメータの制限を行った。表 6.1 はシミュレーションにより推定されるニュートリノエネル

ギーのカット毎の期待値と観測値（Data）を表す。この値を用いて振動解析を行う。 

 

 

 

 

表 6.1 エネルギーカットによるe 反応の期待値と観測値。3 flavor oscillation でも 2 flavor 

oscillation でも共通のバックグラウンドとなるのは、NC の0起因と→e と beam eである（合

計は上から 4 行目）。2 flavor oscillation の解析を行う時は、更に 3flavor oscillation による

oscillated eもバックグラウンドとして計上する（合計は上から 6 行目）。 

 

 

 

6.1 3 flavor oscillations

  

 3 flavor における oscillated eのエネルギースペクトルを推定するために、（1.6）に示した混

合行列をフレーバーの成分ごとに展開・近似して得られる→eの振動確率は以下の様に表すこ

とが出来る。 
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 （式 6.1） 

ただし、 )(732,27.1,cos,sin
2

kmLELCS ijijijijijij    を表す。 

ここに、各パラメータにはこれまでの実験により得られた以下のような測定値（質量の二乗差は

Normal Hierarchy（NH）での値）と、=0 とを代入して振動確率 P を求めた。 

 

311.0sin,5.0sin),(1050.7,)(1032.2 12

2

23

2252

12

232

32 
 eVmeVm  

 

1~sin,)(1032.2 23

2232

32 eVm


 の領域における振動は、エネルギーが低い程振動確率が大

きくなるため、バックグラウンドとなる beam eの数に対する oscillated eの数の割合も大きく

なる。ここで、シミュレーションにより TT で再構成された visible energy から推定したeエネ

ルギーを用いて、 の時の)(1032.2
232

31 eVm


 )(/ beamBGBGosc NNNN  が最大になるような、

エネルギー領域を求め（図 6.1）、最適なエネルギーカットは E < 20 GeV と推定した。この領域

での
eNCbeamosc NNNN  ,,,13_
の期待値は、それぞれ 1.0, 4.2, 0.2, 0.2（Nexp = 5.6）で、観測さ

れた値 Nobsは 4 イベントであり、有意なシグナルは検出されなかった。 

 

  3 flavor oscillation の解析おいて、観測した値の有意性について Feldman and Cousins 法[52] 

（以下 F＆C）で推定し、90％C.L の信頼度（90％C.L.）で排除領域を与えた。 

 

系統誤差をを考慮するため NBGを式 6.2 のように定義し、10000 回の試行を行って 90％C.L を

決定した。ニュートリノフラックスと検出効率に付く系統誤差を
eff


と

、
eNC NN  と に付

く統計誤差を
sta として、それぞれをガウス分布に従わせた。 

)1()1()()1()1( effstaeNCeffbeamBG NNNN  
 

    （式 6.2） 

ただし、
staeff 


、、

のシグマの値は、0.1、0.1、0.2 である。 

 

結果、排除される領域は図 6.2 のようになり、T2K が許容している )(107
232

13 eVm


 の全

領域並びに )(104.2
232

13 eVm


 において 44.0)2(sin 13

2
 での振動を排除した。 
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図 6.1  式 6.1 に 1.02sin,)(1032.2 13

2232

31 
 eVm を代入した時に推定される

)(/ beamBGBGosc NNNN  のエネルギー依存性。ニュートリノのエネルギーは再構成されたシミ

ュレーションの値を表す。 

 

 

 

 

図 6.2 3 flavor oscillation（NH）における→e振動の 90％C.L.の排除領域（青線より右部分）。

横軸は sin2(213)を、縦軸はm213を表す。薄赤色の帯状の領域は T2K が 2011 年に報告した時

点での 90％C.L の許容領域を表す。緑線は 1999 年の CHOOZ の 90％C.L.の排除領域を表す。

黄色と赤の点並びに横線は、（黄）T2K が 2012 年に報告した、（赤）DayaBay が 2013 年に報

告したm213=2.4×10-3（eV2）での 68％C.L.の sin2(213)の領域を示す。 

 

E_MCrec [GeV] 

N
o
s
c
 /

 s
q
rt

(N
B

G
) 
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6.2 2 flavor oscillations  

 

 LSND や MiniBooNE は、標準的な 3 フレーバー間の振動では許容されないm2 > 0.01(eV2)、

sin22の領域で振動を観測したという結果を報告した。KARMEN は 2 つの実験が言う

多くの領域を, NOMAD[53], CHOOZ[54], BUGEY[55]は部分的に排除した結果を報告した。こ

の観測現象の解釈には 1～3 種の sterile neutrino を導入した諸説[32]はあるが、どれも全ての

実験結果を説明できる完全な理論ではない。OPERA では、LSND や MiniBooNE と同様のシン

プルな 2 フレーバー間の振動モデルで、その振動確率を 

)/27.1(sin)2(sin
222

ELmP newnew          （式 6.3） 

と定義して、解析を行った。 

LSND や MiniBooNE の実験結果の検証のため、式 6.3 に 005.02sin,)(5.0
222

 newnew eVm 

を代入して Nosc を求め、 )(/ beamBGBGosc NNNN  が最大になるような、エネルギー領域を求め

（図 6.3）、最適なエネルギーカットを E < 30 GeV と推定した。ここでのシグナルとは 3 flavor 

oscillation における13の効果を除いた oscillated eを指す。このエネルギー領域でのバックグ

ラウンド期待値は、
eNCbeamosc NNNN  ,,,13_
がそれぞれ 1.3, 7.7, 0.2, 0.3 となり、合計 9.4 イ

ベントとなる。それに対して、観測された値は 6 イベントである。 

3 flavor oscillationsの解析とｓ同様に、F&C法で 90% C.L.における sin2(2new)のupper limit

を求めた結果、m2 > 0.1(eV2)の領域で 5.0×10-3 であった。 

しかし、F&C 法では、今回のようなバックグラウンド期待に対し観測値が尐ない場合、求め

た値が本来の物理結果よりも過大評価したものである可能性を指摘しており、このような場合に

は、観測値とバックグラウンド期待値が同じ時に与えられる感度（sensitivity）も評価する必要

性を説いている。sin2(2new)=9.7×10-3であった。 

 

また、本解析において 68%C.L.での統計誤差を付けた場合、期待されるシグナル数は 

Ns = Nobs - NBG  

= 6+3.2-2.4(stat) – 9.5±1.3(sys) 

= -3.5+3.6-2.4(stat)±1.3(sys) 

である。負の値をもつことは物理的な値としては不自然であり、F&C 法での推定の妥当性を考

えるために、ベイズ推定[56]でも upper limit と sensitivity を求めた。 

 

ベイズ推定は、 BGs nn  を平均値としたポワソン分布を尤度関数 )|( BGsobs nnnL  として与え

る。更に、事前分布を与え、シグナルが見込まれる物理的に有効な領域のみを評価出来る様にし

て、事後確率密度 )|( obss nnp を定義した（式 6.4）。 









0
')''|(

)|(
)|(

sBGsobs

BGsobs

obss

dnnnnL

nnnL
nnp    （式 6.4） 

これにより、C.L.の定義は式 6.5 のようになる。 
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   （式 6.5） 

求まる値は nsの upper limit なので、その値から sin2(2new)としての upper limit を推定する。 

次に、バックグラウンドに付く不定性を組み込むために、F&C 法と同様に式 6.2 に従い 10000

回試行して NBGを推定し、式 6.6 のように事後分布 p’ を定義しなおした。 

 

         

 











0
')''|(

)|(

)|('
nMC

i

sBGsobsbi

nMC

i

BGsobsbi

obss

dnnnnL

nnnL

nnp    （式 6.6） 

 

これを式 6.5 に代入して得られた 90% C.L.での sin2(2new) の upper limit は 7.2×10-3で、

sensitivity は 10.4×10-3であった。図 6.4 は、ベイズ推定と F&C 法による排除領域を表したも

のである。sensitivity は双方の結果に違いはないが、upper limit についてはベイズ推定による

値の方が sensitivity との差が小さく、観測値がバックグラウンド期待値より尐ない場合に、よ

り適切な統計手法ではないかと推測される。OPERA では、ベイズ推定による結果を他実験との

比較に用いることにして排除領域を表した（図 6.5）。これは、アノマリーを報告している LSND

と MiniBooNE の 90% C.L.での許容領域をほぼ排除しており、同 CNGS ニュートリノビームを

用いた ICARUS[57]に比べて 1.5 倍の感度である。 

 

 

 

図 6.3  式 6.3 に 005.02sin,)(5.0
222

 newnew eVm  を 代 入 し た 時 に 推 定 さ れ る

)(/ beamBGBGosc NNNN  のエネルギー依存性。ニュートリノのエネルギーは再構成されたシミ

ュレーションの値を表す。 
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図 6.4 ベイズ推定と F&C 法による 90% C.L.での upper limit と感度（Nobs =NBGの場合）で表

した排除領域。感度は両手法間で一致が見られるが、upper limit はベイズ推定法に比べて F&C

法が過大評価した結果を与える。 

 

 

図 6.5  2 flavor oscillation における→e振動の排除領域（upper limit）。青線が OPERA の

ベイズ推定による 90%C.L.の排除領域を表す。薄青色（90%C.L.）と灰色（99%C.L.）の領域は

LSND の、黄緑色（90%C.L.）と明るい緑色（99%C.L.）の線で囲まれた領域は MiniBooNE の

許容領域を表す。紺色の破線は BUGEY、同色の点線は CHOOZ、黄色の線は KARMEN、紫色

の線は NOMAD の 90%C.L.の排除領域を表す。また、赤線は OPERA と同じ CNGS beam を用

いた ICARUS の 90%C.L.を表す。 
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6.3 展望 

 

今回の解析は、データサンプルを 2008 年・2009 年に限定して行った。また反応点が特定さ

れたイベントに限定し CS のシャワー飛跡をトリガー条件にしているためにシグナル領域

（E<30GeV）では、e の検出効率は 50％を下回る。そのために、統計誤差による制限が振動

解析の感度を決めている。今後の解析は、電磁シャワーのトリガーの役割を ECC に担わせる。

ECC 中の複数枚のフィルムをスキャンして再構成された飛跡の中から電磁シャワーの飛跡を選

び出す。CS では検出されない ECC 中で終息した電磁シャワーを ECC 中で捉えることで、反応

点が特定されたイベントについては電子同定効率を向上させ、反応点探索が未完に終わっていた

イベントについては、ニュートリノ反応点の探索効率を向上させることが可能である。これらの

効果により検出効率を 1.5 倍の 70～80％に引き上げ、2010～2012 年のデータを加えることで

サンプル数は約 3 倍になることから、統計数は 4～5 倍になると推定している。 

ニュートリノエネルギーの推定については、分解能の向上が必須である。現行の TT でのエネ

ルギー再構成手法に ECC 中での反応点のビーム軸方向の深さを考慮に入れ、ECC 内での電磁

シャワーのエネルギー吸収量を見積もり、TT により再構成された値に補正をかけて推定を行い

分解能を向上させる。ECC でのエネルギー推定は、下流 ECC に電磁シャワーや荷電ハドロン

を外挿し、複数の ECC を用いたエネルギー測定・運動量測定を行う。これにより、反応点が下

流のイベントでも上流のイベントと同程度の分解能でエネルギー測定が可能になる。 

エネルギー分解能の向上と統計数の増加により、シグナル領域でのエネルギー分布も振動解析

のパラメータとして考慮に入れることが可能になり。これにより振動パラメータへの制限は、2 

flavor oscillation では、sin2(2)の upper limit は～1×10-3の領域での排除が見込め、LSND ア

ノマリーといわれた未解決の問題に 2 flavor の枠組みからのアプローチについて決着がつけら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

第 7 章 まとめ 

 

 OPERA 実験の为目的である反応検出のための解析では、反応点の特定と短寿命の粒子の

崩壊を捉えることに特化されており、ECC のデータセットは反応点直下から下流 7 枚分のプレ

ートで十分である。しかし、そのデータだけでは電子同定には不十分である。そこで、私は ECC

の最下流に装着した CS（OPERA フィルム 2 枚を重ねた検出器）で捉えた飛跡情報の中から、

eCC 反応により反応点から発生した電子の電磁シャワーの手がかりを検出することがトリガー

になると考えた。ECC 中で再構成されたニュートリノ反応の二次粒子の飛跡情報と組み合わせ

ることで、e反応の候補となるイベントを効率的に選び出す手法を提案した。 

ニュートリノ反応点から放出された全二次粒子を CSに外挿した位置を中心に半径 2mmの円

内に、二次粒子との角度差 150mrad 以内の飛跡が 3 本以上存在する二次粒子を反応点から発生

した電子の飛跡候補とし、詳細解析の対象イベントとした。 

今回のe 反応探索の対象となるイベントは、2008 年、2009 年のニュートリノ照射（5.25×

1019POT）でトリガーされた 5255 イベントの中から、ECC 中で反応点を特定したミューオン

が同定されていない NC-like の 505 イベントである。上記の探索条件を満たすイベントは 87 個

あった。これらのイベント内の反応点から発生した電子の飛跡候補は、反応点直下のプレート上

で電子対ではなく 1 本の飛跡であることを確認する。その後、下流に向かって 1 枚 1 枚フィル

ムを目視で追い下げながら、シャワー飛跡の多重化、鉛板中での散乱の変化を元に電子同定を行

った。その結果、17 イベントをe反応と同定した。 

また、同様の手法により、e反応の为要バックグラウンドである0崩壊からの線の電子対生

成が反応点から発生する電子と誤認される数の推定を行った。バックグラウンドの探索には、

2008・2009・2010 年の 1106 イベント（NC -like: 275  CC-like : 831）を用いた。線の純度

を上げるため、反応点直下で検出された飛跡を省き、1 枚・2 枚下流のプレートより発生した飛

跡を CS に外挿して解析対象のイベントを選び出した。結果、52 イベント 58 本の線が選ばれ

た。これらの線の電子対生成による電子対の発生点を目視で観察し、類似の角度を持つ 2 本の

飛跡が近接した電子対か 1 本の飛跡かを確認した。58 本の内 1 本の線が電子対として検出さ

れず、この 1 イベントがバックグラウンド候補事象となった。以上の解析を NC-like イベント

を対象としたバックグラウンド事象探索に規格化した。結果、NC-like イベント 3012 個に対し、

1 個のバックグラウンド候補事象の検出したことに相当する（E=10.3GeV）。これより、e 反

応探索を行った 505 イベントに対する0 崩壊からの線によるバックグラウンドの混入数は

0.17±0.17 個と推定した。 

上記の手法とは別に、通常のニュートリノ反応点探索時に電子同定された 2 イベントを含め

て、2008 年・2009 年のデータサンプル中 19 イベントのe反応を同定した。ビームに混入して

いるeはに対して 0.95％で、エネルギー分布はと比較して高エネルギー側にテールを引く。

振動解析では検出したe 反応中にビームe の混入率を下げるため、エネルギーの高いe 反応を

除きS/Nを上げた解析を行った。3 flavor oscillationの解析では20GeV以下の領域を対象とし、
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F＆C 法を用いて評価を行った。結果、 )(1032.2
232

13 eVm


 において 44.0)2(sin 13

2
 で

の振動を排除した。一方、2 flavor oscillation では、30GeV 以下の領域を対象としたところ、

sin2(2)の upper limit は 5.0×10-3（90％C.L.）、感度は 9.7×10-3であった（F&C 法）。また、

F&C 法における upper limit の過大評価を避ける為、ベイズ推定による評価も行った。結果、

sin2(2)の upper limit は 7.2×10-3（90％C.L.）、感度は 10.4×10-3であった。これは、LSND

や MiniBooNE が振動を許容している領域の多くを排除する新たな結果である。1GeV 以下のニ

ュートリノ反応の研究の不十分さが指摘される中、異なるエネルギー領域の実験での検証は意義

があることである。 
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Appendix 

 

A．OPERA フィルム 

OPERA フィルムは、縦横 10.0cm×12.5cm、厚さ 205m のプラスチック・ベースに両側 44m

の原子核乳剤を塗布した葉書サイズのフィルムである。（図 2.7 の右図）フィルムに荷電粒子が

通過すると、粒子のエネルギー損失により乳剤中に含まれる臭化銀がイオン化し潜像核として記

録され、現像により銀粒子の点列として観察されるようになる。これまでのエマルション実験で

は、研究者によって乳剤の塗布・乾燥作業を行っていたが、OPERA 実験は 1200 万枚＝15 万

m2 という膨大な量のフィルムを均一なクォリティーでの作製が要求された。そのため、富士フ

ィルム社と名古屋大学が共同で原子核乾板に特化した機械塗布技術、さらに蓄積されたバックグ

ラウンド飛跡を大幅に軽減する「リフレッシュ機能」を持たせた OPERA フィルムを開発・生

産を行った。 

リフレッシュ機能：フィルムを 30℃98％の高温高湿の環境下に 3 日間置くことで最小電離粒子

を 98％消去できる。 

日本で 1 回リフレッシュ処理を行った上でイタリアに輸送し、CS に使うフィルムは GranSasso

地下で再度同様の処理を行った。よって、CS に使われているフィルム中にはニュートリノ反応

起因の飛跡のみ記録されている。 

 

 

図 A-1 OPERA フィルムの電子顕微鏡による断面写真 

 

図 A-2 （左）リフレッシュ処理をする前に現像したフィルム（右）リフレッシュ処理後に現像

したフィルム 
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B. NN（Neural Network）による電子のエネルギー測定 

 

Neural Network （NN）による電子同定 

電子のエネルギー測定を行うには、スキャンデータでも電子と同定されなければならない。こ

の手法も目視での同定と類似しており、ターゲットとする飛跡が ECC の下流に向かって延長し

た時に、シャワーとしての条件を満たす飛跡候補が各プレートでどのように観測されるかがポイ

ントとなっている。そのために、反応点から最下流までのスキャンデータを用いてシャワーの再

構成をおこなう。 

 

1：Fiducial Volume カットを行う。 

電子同定を行う飛跡の最上流の角度を軸として、円錐角=25mrad で下流に向かってその半径

が 700m（プレート枚数にして約 20 枚分）になるまで延長し、それより下流は半径 700m

の円柱として延長していく10。 

2：1 の領域に含まれる全飛跡が対象となり、最上流の飛跡を基準として、角度差< 150mrad、

位置ずれ（各飛跡を基準となる飛跡に向かって延長した時に描かれる直線と基準の飛跡との距

離）dr < 150m の条件を満たす下流の飛跡をシャワー候補飛跡とする。 

3：2 で選ばれた飛跡が基準となって、さらに下流のプレートに下線の条件を満たす飛跡を探す

ことを最下流のプレートまで繰り返し行う。検出効率を落とさないように 3 枚先のプレート

まで候補飛跡を探す。 

上記の工程により再構成された飛跡のデータを NNによって電子同定（e/ separation）を行う。 

 A：各プレートでの飛跡の multiplicity 

 B：シャワーの長さ方向における multiplicity の変化 

 C：基準となる飛跡と条件を満たした候補飛跡との角度差・位置ずれの分布と平均値 

を元に、NN によって電子同定を行う。 

 

 

 

Neural Network （NN）による電子のエネルギー測定 

 エネルギー測定は、一定のバックグラウンド下で行うため、各イベントの全プレートに対し飛

跡密度が 23 本／sr・mm2となるように飛跡を選択する。選ばれた飛跡群を用いて上記の様に電

磁シャワーを再構成していくが、角度差は < 130mrad に変更して 1～3 の工程を行う。 

エネルギーが 0～30GeV、入射角が 0 < x,y < 0.6rad の 10000 本の MC データを用いて、以下

のことを考慮に入れたエネルギー推定を行うように NN を教育した。 

A’：各プレートでの飛跡の multiplicity 

B’：シャワーの長さ方向における multiplicity の変化 

C’：円錐の半径方向と飛跡密度の相関関係 

                                                   
10 この条件は、シミュレーションによりバックグラウンドが最小となる最適なパラメータが選ばれた。 
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 さらに飛跡の検出効率を反映させるために、選ばれた飛跡群から ECC に照射されたアライメ

ント用の宇宙線を再構成して、各プレートの角度毎の検出効率を求める。NN では検出効率毎の

アルゴリズムが用意されており、その値に応じた NN を選択し、エネルギー推定を行う。 

 

NN によるエネルギー推定の精度を調べるために、1000 イベントの oscillated eの内、角度

が 0.1rad 未満の 1ry 電子を選んで、MC truth（EMC）と NN により再構成されたエネルギー

（EREC）との比較を行った（図 B.1）。20GeV 付近までは ERECは EMCをよく再現している。ま

た、2GeV と 4GeV の電子を ECC に照射したテストビーム・データによるエネルギー再構成は、

/E が 30～40％の精度で再現されている（図 B.2）。 

 

図 B.1  oscillated eの MC データの内、角度が 0.1rad 未満の 1ry 電子の MC truth のエネル

ギー（X 軸）と NN により再構成されたエネルギー（Y 軸）のプロット 

 

図 B.2 2GeV（左）と 4GeV（右）の電子を ECC に照射したテストビームのデータを NN によ

りエネルギー再構成した結果。プレート 40 枚分のデータを用いた。 
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C. 19 イベントのリスト 

 

ハドロンの運動量は angle 法により測定した。この手法は 8.0GeV/c まで測定可能なので、それ

より高い運動量が見込まれる飛跡の運動量は>8.0GeV/c と記載した。 

また、検出はされたがセグメント数が尐ない飛跡は運動量測定が出来ず、数値が入っていない。 

phi angle と Pt missing については ECC 内で測定された全ての飛跡情報を用いて推定した。 

 

 

① Event : 226195054  ECC : 79239 

 

vertex plate 43 

primary tracks 1e+7h+1 

vertex に対する電子の IP (mm) 3.6 

E_rec by TT (GeV) 122.7 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.0883  0.0709 9.8±3.2 

2 hadron1 -0.1080  0.0574 2.34+3.07-0.86 

3 hadron2 -0.1314  0.0187 0.67+0.53-0.21 

4 hadron3 -0.0618  0.1704 2.87+2.37-0.89 

5 hadron4 0.0059  0.1458 >8.0 

6 hadron5 0.0418  0.1011 >8.0 

7 hadron6 0.0555  0.0948 >8.0 

8 hadron7 0.1262  -0.0978 1.23+0.93-0.37 

9 gamma 0.0320  -0.0044 17.1±3.8 

phi angle (degree) 130 

Pt missing (GeV/c) 1.1 

 

 

② Event : 226395185  ECC : 48483 

 

vertex plate 15 

primary tracks 1e 

vertex に対する電子の IP (mm) --- 

E_rec by TT (GeV) 21.6 
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 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron 0.0125 -0.0163 2.3±1.6 

Pt missing (GeV/c) 0.2 

 

 

③ Event : 2359909918  ECC : 111165 

 

vertex plate 17 

primary tracks 1e+2h+2 

vertex に対する電子の IP (mm) 1.6 

E_rec by TT (GeV) 126.7 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.0208  0.0789 9.2±3.4 

2 hadron1 0.0065  0.0378 1.76+1.46-0.55 

3 hadron2 0.2052 -0.2463 1.06+0.81-0.32 

4 gamma1 -0.0646 -0.0157 1.43±0.51 

5 gamma2 -0.1097 -0.0705 1.87±0,65 

phi angle (degree) 128 

Pt missing (GeV/c) 0.5 

 

 

④ Event : 236878897  ECC : 93347 

 

vertex plate 26 

primary tracks 1e+3h 

vertex に対する電子の IP (mm) 0.3 

E_rec by TT (GeV) 165 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.0273  0.0777 9.2±3.4 

2 hadron1 0.0708  -0.016 2.55+3.56-0.91 

3 hadron2 -0.0045  -0.0125 >8.0 

4 hadron3 -0.0387  0.0393 >8.0 

phi angle (degree) 123 

Pt missing (GeV/c) 1.0 
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⑤ Event : 9162064902  ECC : 121872 

 

vertex plate 21 

primary tracks 1e+4h+(1gray) 

vertex に対する電子の IP (mm) 0.3 

E_rec by TT (GeV) 55.1 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.009  0.028 4.9±2.3 

2 hadron1 0.017  0.129 >8.0 

3 hadron2 -0.155  0.244 3.77+4.86-1.36 

4 hadron3 -0.166  0.319 1.31+0.83-0.34 

5 hadron4  0.311  -0.120 1.61+1.37-0.51 

(6) (gray)  (0.188  -0.287) --- 

phi angle (degree) 170 

Pt missing (GeV/c) 0.9 

 

 

⑥ Event : 9177016997  ECC : 98472 

 

vertex plate 13 

primary tracks 1e+5h+3 

vertex に対する電子の IP (mm) 0.4 

E_rec by TT (GeV) 56.4 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.0873  0.0017 2.3±1.2 

2 hadron1 0.1672  0.0029 2.03+1.17-0.54 

3 hadron2 0.1799  -0.0165 0.60+0.30-0.14 

4 hadron3 0.1686  0.0913 2.25 

5 hadron4 0.0629  -0.0611 2.76+3.74-1.01 

6 hadron5 0.0890  0.1338 >8.0 

7 gamma1 0.1937  -0.1864 0.79 

8 gamma2 0.2058  0.3590 1.19 

9 gamma3 -0.1041  0.2330 0.41 
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phi angle (degree) 140 

Pt missing (GeV/c) 1.4 

 

 

⑦ Event : 9197043461  ECC : 40009 

 

vertex plate 30 

primary tracks 1e+1h+2 

vertex に対する電子の IP (mm) 1.6 

E_rec by TT (GeV) 32.5 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.0572  0.1604 15.4±4.2 

2 hadron 0.1031  0.4788 --- 

3 gamma1 0.0504  -0.0553 2.03 

4 gamma2 0.0718  -0.0503 1.86 

phi angle (degree) 159 

Pt missing (GeV/c) 1.5 

 

 

⑧ Event : 9201065192  ECC : 123715 

 

vertex plate 23 

primary tracks 1e+2h+1 

vertex に対する電子の IP (mm) 0.9 

E_rec by TT (GeV) 61.8 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.013  0.062 11.5±3.3 

2 hadron1 0.195  -0.101 3.71+3.73-1.24 

3 hadron2 -0.339  0.030 0.34+0.54-0.13 

4 gamma -0.223  -0.101 0.89±0.50 

phi angle (degree) 134 

Pt missing (GeV/c) 0.7 
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⑨ Event : 9203100936  ECC : 4249 

 

vertex plate 27 

primary tracks 1e+3h+1 

vertex に対する電子の IP (mm) 0.2 

E_rec by TT (GeV) 46.4 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.013  0.062 18.1±5.8 

2 hadron1 0.070  0.052 4.00+3.93-1.33 

3 hadron2 0.079  0.083 2.89+2.11-0.85 

4 hadron3 -0.098  0.092 >8.0 

5 gamma  -0.132  0.049 0.86±0.40 

phi angle (degree) 62 

Pt missing (GeV/c) 0.9 

 

 

⑩ Event : 9218038732  ECC : 57098 

 

vertex plate 26 

primary tracks 1e+4h 

vertex に対する電子の IP (mm) 2.3 

E_rec by TT (GeV) 23.2 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron 0.008  0.022 18.1±5.8 

2 hadron1 -0.288  -0.135 1.25+0.91-0.37 

3 hadron2 0.202  0.128 1.58+0.99-0.44 

4 hadron3 -0.184  0.051 1.02+0.57-0.27 

5 hadron4  -0.585  0.001 --- 

phi angle (degree) 72 

Pt missing (GeV/c) 0.7 
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⑪ Event : 9232004195  ECC : 112293 

 

vertex plate 12 

primary tracks 1e+10h+2 

vertex に対する電子の IP (mm) 0.9 

E_rec by TT (GeV) 165 

 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.0005  0.1140 5.2±2.8 

2 hadron1 -0.0280  0.1548 >8.0 

3 hadron2 0.3480  0.1590 0.87+1.33-0.37 

4 hadron3 0.0021  0.1017 >8.0 

5 hadron4 -0.0893  -0.2027 0.84+3.26-0.37 

6 hadron5 0.0997  0.1736 1.30+1.30-0.43 

7 hadron6 -0.0151  0.0727 6.48+18.42-2.75 

8 hadron7 0.0290  0.1104 4.92+9.18-1.93 

9 hadron8 0.3215  -0.2059 0.42+0.38-0.13 

10 hadron9 -0.5080  -0.0597 0.34+0.36-0.12 

11 hadron10 0.2312  0.2952 0.12+0.18-0.04 

12 gamma1 0.0101  0.0983 1.48 

13 gamma2 0.0083  0.0933 1.92 

phi angle (degree) 9 

Pt missing (GeV/c) 1.7 

 

 

⑫ Event : 9263028113  ECC : 30202 

 

vertex plate 13 

primary tracks 1e+8h+1 

vertex に対する電子の IP (mm) 0.4 

E_rec by TT (GeV) 103.0 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron 0.0463  -0.0164 3.7±2.3 

2 hadron1 -0.0147  0.0713 >8.0 
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3 hadron2 0.0120  0.0993 1.44+1.51-0.49 

4 hadron3 -0.0383  0.1089 >8.0 

5 hadron4 -0.0370  0.1157 3.64+5.16-1.34 

6 hadron5 -0.0144  0.2671 1.11+∞-0.55 

7 hadron6 -01720  0.1232 2.20+3.62-0.85 

8 hadron7 -0.0975  0.0.0718 >8.0 

9 hadron8 -0.1218  0.0651 3.48+6.21-1.36 

10 gamma1 0.0082  0.1406 2.14 

phi angle (degree) 153 

Pt missing (GeV/c) 2.6 

 

 

⑬ Event : 9290026555  ECC : 84000 

 

vertex plate 23 

primary tracks 1e+1h 

vertex に対する電子の IP (mm) 0.6 

E_rec by TT (GeV) 10.3 

 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.0169 -0.0116 3.1±1.1 

2 hadron -0.4383  -0.0310 1.26+1.54-0.45 

phi angle (degree) 65 

Pt missing (GeV/c) 0.7 

 

 

⑭ Event : 9296074371  ECC : 154798 

 

vertex plate 09 

primary tracks 1e+3h 

vertex に対する電子の IP (mm) 3.0 

E_rec by TT (GeV) 13.5 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.0485  0.0336 1.8±1.3 
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2 hadron1 -0.0621  0.1175 1.25+1.34-0.43 

3 hadron2 0.1326  -0.0572 2.17+2.88-0.79 

4 hadron3 0.1885  -0.1240 0.70+0.79-0.20 

phi angle (degree) 72 

Pt missing (GeV/c) 0.7 

 

 

⑮ Event : 9301040593  ECC : 96038 

 

vertex plate 15 

primary tracks 1e+3h+2 

vertex に対する電子の IP (mm) 2.4 

E_rec by TT (GeV) 48.3 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron 0.0205  -0.0056 7.0±3.1 

2 hadron1 -0.0228  0.1127 5.67+9.37-2.19 

3 hadron2 -0.0970  0.1082 6.55+∞-3.25 

4 hadron3 0.1825  -0.2568 >8.0 

5 gamma1 -0.0084  0.0391 1.88 

6 gamma2 0.0610  0.1080 0.40 

phi angle (degree) 150 

Pt missing (GeV/c) 0.6 

 

 

⑯ Event : 9302000526  ECC : 106972 

 

vertex plate 12 

primary tracks 1e+1h 

vertex に対する電子の IP (mm) 1.1 

E_rec by TT (GeV) 17.5 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.195  0.079 2.6±0.9 

2 hadron 0.174  -0.056 3.36+1.12-1.12 

phi angle (degree) 153 
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Pt missing (GeV/c) 0.3 

 

 

⑰ Event : 9322059646  ECC : 90377 

 

vertex plate 15 

primary tracks 1e+1h(backward proton) 

vertex に対する電子の IP (mm) 1.0 

E_rec by TT (GeV) 17.1 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron -0.060  0.044 7.6±3.3 

2 hadron 0.482  0.008 0.54+0.45-0.17 

phi angle (degree) 174 

Pt missing (GeV/c) 0.2 

 

 

⑱ Event : 9173042169  ECC : 142415 

 

vertex plate 46 

primary tracks 1e+2h 

vertex に対する電子の IP (mm) 0.1 

E_rec by TT (GeV) 13.2 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron 0.0247 -0.0380 13.7±3.7 

2 hadron1 -0.2986  0.3416 0.85 

3 hadron2 -0.4267 -0.3259 0.66 

phi angle (degree) 102 

Pt missing (GeV/c) 1.4 

 

 

⑲ Event : 218200851  ECC : 5538 

 

vertex plate 54 

primary tracks 1e+4h 
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vertex に対する電子の IP (mm) 0.1 

E_rec by TT (GeV) 41.2 

 

 particle x, y  (rad) momentum (GeV/c) 

1 electron 0.0773  0.0443 23.3±3.8 

2 hadron1 -0.1824  -0.1977 0.53+1.77-0.23 

3 hadron2 -0.0774  0.2609 1.10+1.86-0.52 

4 hadron3 0.1066  -0.0728 0.96+0.94-0.25 

5 gamma1 -0.249  -0.0838 1.29+2.57-0.51 

phi angle (degree) 153 

Pt missing (GeV/c) 1.6 
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D. OpEmuRec 

 

  原子核乾板のデータ解析の流れを再現したもので、欧州のデータ解析にはこの枠組みが使われ

ている。Framework for Emulsion Data Reconstruction (FEDRA)と Systema di Salerno 

(SySal)の 2 種類のツールがあり、前者は ECC 中のフィルム間の飛跡の接続を重視したプログ

ラムで、後者はフィルム上での飛跡の再構成を重視したプログラムである。CS と反応点周辺の

スキャンでは 0.6rad までのデータ取得を行う。 

  

CS の解析：ミューオンが Electronic Detector で同定されているイベント（CC-like）は、4×

6cm2, ミューオンが同定されていないイベント（NC-like）は Target Tracker のシグナルから推

定したスキャン領域（大半の NC-like イベントは全面積 10×12cm2）を読み取り装置でフィル

ム 2 枚をスキャンする。フィルム 1 枚当たり 2 層の乳剤層があり、CS での飛跡検出は 2 層×2

枚の 4層ヒットしたものを対象とする。1層当たりの検出効率は図 5.2に示す通りである。まず、

各フィルムで 2 層間の接続（角度ずれ 50mard 以内、位置ずれ 30m 以内）を行い、さらに 2

枚のフィルム間の接続（角度ずれ 10mrad 以内、位置ずれ 8m 以内）を行う。このようにして

4 層を直線的に貫通する飛跡を選び出し、その位置と角度を用いて 5mm 離れた ECC への接続

を行う。ただし、角度が 0.4rad 以内の飛跡に限る。 

 

Scan Back：ECC の最下流のフィルムで CS で検出した飛跡から予測した位置を中心に 3×

3mm2の領域のスキャンを行い、飛跡が検出された場合は、更に上流のフィルムで前フィルムか

らの予測位置を中心に 390mm×310mm のエリアをスキャンして飛跡を検出する、という流れ

を継続していく。この時のフィルム間の接続の条件は、角度ずれ 30+50× mrad 以内、位置ず

れ 80＋6×m 以内である。5 枚のフィルムで続けて飛跡が検出されなかった場合、最後に飛跡

が検出されたフィルムを”stopping point”として、その近傍にニュートリノ反応点が存在すると

推定される。（シミュレーションでは、CS で検出された全ての飛跡について SB する。一方、デ

ータ解析では TT のシグナルと一致が見られるようなハドロンと推定される飛跡を選択的に SB

する場合が大半である。） 

 

反応点の特定：stopping point を中心として 1cm2の領域を上流側 5 枚、下流側 10 枚のスキャ

ンを行い、ニュートリノ反応起因の飛跡を再構成して反応点を特定する。飛跡の再構成は、2 枚

の連続するフィルムで飛跡が検出された場合に 3 スキップ（3 枚連続で検出されない）を許容し

たフィルム間の接続を行う。その中から、はじめに SB した飛跡をスキャンデータの中から抽出

し、その IP<10m で組むような飛跡を選び出し、それらをニュートリノ反応起因の飛跡として

反応点の位置を特定する。 

 


