A02班活動報告 (2013年度)
中性⼦子星のinner core、特にその境界から少し内側の密度ρ~2-3ρ0(ρ０は核密度)の領域
では、中性⼦子が主成分だがハイペロンが発⽣生すると考えられている。この領域での中性
⼦子星核物質を理解するため、世界最⾼高強度の陽⼦子加速器施設J-PARCにおいて、ストレ
ンジネスS=-1のバリオン系の相互作⽤用を4つの実験を通して調べる。
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1年の活動のまとめ
2012年12⽉月から2013年1⽉月に⾏行行われた中性⼦子過剰Λハイパー核分光実験(E10)実験の
解析が精⼒力力的に⾏行行われ、実験結果が論⽂文投稿された。6Li標的を⽤用いて(π-,Κ+)反応の
ミッシングマスから6ΛHハイパー核の探索を⾏行行ったが、予想される質量領域にピーク
を確認することは出来ず、1.2nb/srという⾮非常に厳しい⽣生成断⾯面積の上限値を設定
することになった。Λハイパー核γ線分光実験(E13)およびK中間⼦子原⼦子核探索実験
(E15)実験は2013年5⽉月から6⽉月にかけてビームタイムがアサインされていた。精⼒力力
的に実験準備をすすめ、ビームタイムを待っていたが、J-PARCハドロンホールでの
放射性物質の漏洩事故の影響で、E15実験は予定の半分のデータ収集に終わり、E13
実験は物理データをとることが出来なかった。ハドロンホールの⼀一刻も早い再開が
待たれる。Σp散乱実験(E40)では円筒形ファイバー検出器とBGOカロリメーターか
らなる陽⼦子検出器の開発を進めている。
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この結果から6ΛHの(π-,Κ+)反応での反応断⾯面積の上限値として1.2 nb/srという値が得ら
れた。この値は同じ反応での10ΛLiの反応断⾯面積の約1/10であり、⾮非常に厳しい上限値と
⾔言える。この⽣生成断⾯面積は状態の束縛エネルギーや波動関数とも密接に関係するため、
理論計算との⽐比較することで更なる理解が待たれる。
この結果は投稿論⽂文(H. Sugimura et al. Phys. Lett. B729 (2014) 39-44)として発表され
た。

Λハイパー核γ線分光実験 (E13)

 　 E13実験では、Λハイパー核から放
出されるγ線のエネルギーを精密に測
定し、Λハイパー核のレベル構造を数
keVの精度で決定し、ΛN相互作⽤用を
明らかにします。E13の1stステージで
は、 4 Λ Heおよび 19 Λ Fからのγ線を測定
し、ΛN相互作⽤用の荷電対称性の破れ
の検証やΛN相互作⽤用の距離依存性を
調べます。
 　 そのため新たに⼤大型γ線検出器群
「Hyperball-J」を建設し、J-PARC
K 1 . 8 ビ ー ム ラ イ ン に 設 置 し ま し た。
Hyperball-Jは冷凍機冷却によるゲル
マニウム検出器が28台とそれを取り囲
むPWO検出器からなります。2013年
の6⽉月にアサインされたビームタイム
に向け、Hyperball-Jおよびスペクト
ロメーターのコミッショニングを順調
に⾏行行い、ビーム受け⼊入れ可能な状態で
上の写真はSKSマグネットの前に設置されたHyperball-Jのである。
した。残念ながらJ-PARCハドロン 緑の四⾓角で囲まれた標的周囲の様⼦子が左下の写真で、標的を取り
ホールでの放射性物質の漏洩事故のた 囲むようにゲルマニウム検出器が配置される。右下の写真は検出
器設置時のメンバーの写真である。
め実験が遅延することになってしまっ
た。
 　 またK中間⼦子原⼦子核探索実験(E15)も同じく事故の影響を受けた。3He標的を⽤用いて
(K-, n)反応を⽤用いてK-ppからなるK中間⼦子原⼦子核を探索する実験中に、事故が起きて
しまい、予定の約半分のデータ収集に留まった。

Σp散乱実験のための円筒形ファイバー検出器の開発 (E40)

CFT製作段階の検出器の端⾯面の写真。内側が
φ層、外側がU層に対応する。

 　 E40実験は液体⽔水素標的を取り囲む円筒形ファイ
バー検出器(CFT)およびBGOカロリメーターからなる
散乱陽⼦子検出器の開発を⾏行行った。CFTはビーム⽅方向に
平⾏行行にファイバーを配置するφ層とファイバーを螺旋
状に配置するU層を交互に配置することによって3次元
トラッキングが可能な⾶飛跡検出器である。まず、2層
のφ層と1層のU層からなるプロトタイプを製作し、検
出器の製作⽅方法を確⽴立立し、また陽⼦子を検出することに
よって性能評価を⾏行行った。特にBGOカロリメーターと
組み合わせたpp散乱を⽤用いたテスト実験では⼗十分に
pp散乱事象を同定することが可能であることを確認す
ることが出来た。

