
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。 

Σp散乱実験 
(E40)

中性⼦子過剰 
Λハイパー核 
⽣生成実験(E10)

Λハイパー核 
γ線分光実験(E13)

K中間⼦子原⼦子核 
K-pp探索実験(E15)

ΣN相互作⽤用、特に 
Σ-n相互作⽤用を決定 
する。

中性⼦子過剰核内でのΛN相互作⽤用、 
特にΛN-ΣN結合によるΛNN3体⼒力力を 
調べる。

KN相互作⽤用を確定 
する

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6

ΛH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。

中性⼦子過剰Λハイパー核分光実験(E10)
 　E10実験では2012年12⽉月および2013年1⽉月に6

ΛH
の反応分光実験が⾏行行われた。この実験では6Li標的
に(π-,Κ+)反応を⽤用いることにより、2つの陽⼦子を
中性⼦子とΛ粒⼦子に変換させ、中性⼦子過剰Λハイ
パー核である6

ΛHを⽣生成し、その束縛エネルギー
から中性⼦子過剰な環境下でのΛN相互作⽤用やΛNN
の3体⼒力力の情報を引き出すことを⽬目的としている。 
右図にミッシングマスのスペクトルを⽰示す。6

ΛH
の状態が予想されるミッシングマスの4

ΛH+2nの崩
壊閾値付近にピークを観測することは出来きな
かった。 
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gion around the 4
!
H+2n threshold. For the estimation of the

number of events which associate to the production of a state,
we set a missing-mass window of ±2!, where ! is rms of the
missing-mass resolution (! = 1.36MeV/c2). There are 3 events
in the threshold region within the missing-mass window. There-
fore, we interpret the 3 events as observed events which include
background and possible signal events.
Another necessary information for the upper limit estimation

is the number of background events. Population of events are
observed in the missing-mass region lower than 5780 MeV/c2
where we do not expect any physical backgrounds. The level of
the event population averaged in the range from 5700 to 5780
MeV/c2 is (0.39 ± 0.05) events per 1 MeV/c2. These events are
instrumental background due to particle miss-identifications,
and a similar level of backgrounds are expected also at the
4
!
H+2n threshold. The number of background events is esti-
mated by multiplying the background level and the width of the
missing-mass window.
If the Poisson statistics is used, the upper limit of the num-

ber of signal events is estimated to be 4.80 at 90% confidence
level. Although we assume a flat distribution of the background
events, the missing-mass dependence of the background level is
not well known due to the low statistics. Therefore, we employ
another upper limit of 6.68 events coming from the background
free hypothesis as a conservative estimation.
As shown in Fig.5, the di"erential cross sections are roughly

0.1 nb/sr per event for the observed 3 events. However, the dif-
ferential cross sections largely depend on the observed scatter-
ing angles and may have a statistical bias. If an event happens
to be observed at the forward angle, the cross section is under-
estimated, and vice versa, in our setup. To avoid the bias of the
observation, we estimate the di"erential cross section averaged
over the selected angular range, from 2! to 14!, and we obtain
a value of 0.18 nb/sr for 1 event. By using the value, the upper
limit of the di"erential cross section averaged in the scattering
angle from 2! to 14! is estimated to be 1.2 nb/sr at 90% confi-
dence level.

4. Discussion

In our measurement, neither significant peak structure nor a
large yield is observed around the 4

!
H+2n particle decay thresh-

old in the missing-mass spectrum of the 6Li("",K+) reaction.
The 6

!
H hypernucleus is believed to have the 4

!
H+2n structure

dominantly and to have the 0+ ground and the 1+ excited states
which are analogous to the 0+ and 1+ spin-doublets in 4

!
H. As

far as the FINUDA result is concerned [21], the observed 6
!
H

candidate events were interpreted as the primary population of
the excited 1+ state by the (K"stopped, "

+) reaction followed by
the #-ray transition to the ground 0+ state because the direct
population of the 0+ state should be suppressed due to the small
spin-flip amplitude. The FINUDA results indicate that the ex-
cited 1+ state, whose excitation energy is estimated to be 1
MeV, should be particle bound, otherwise the #-ray transition
to the 0+ ground state should be impossible. If the 1+ state is
bound and the production cross section is comparable with that
for 10

!
Li of 11.3 nb/sr, more than 60 events should be observed
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Figure 5: Missing-mass spectrum of the 6Li("",K+) reaction at 1.2 GeV/c. The
ordinate shows the double di"erential cross section averaged over the angular
range from 2 to 14 degrees. A magnified view around the ! bound region
is shown in the inset. The arrow labeled as 4

!
H+2n shows the particle decay

threshold (5801.7 MeV/c2).

as a peak in the ! bound region in the missing-mass spectrum
of the 6Li("",K+) reaction. Therefore, our observation is in
conflict with the simple interpretation of the FINUDA observa-
tion.
Hiyama et al. [15] suggested that the both 0+ and 1+ states

are unbound. If it is the case, production cross sections may be
smaller than the sensitivity of our measurement due to the broad
wave-functions of the unbound states which have small over-
laps with the wave-function in the initial 6Li nucleus. Gal and
Millener [14] discussed another possible interpretation of the
FINUDA observation. They suggested a possibility of an un-
bound 1+ state, whose particle decay width is extremely small
and comparable with that of the M1 # decay to the ground 0+
state due to kinematical and dynamical suppression of the emis-
sion of two neutrons from the 1+ excited state. The FINUDA
collaboration also discussed another scenario for the spectrum
of 6
!
H in which two out of the three candidate events came from

the population of the spin-triplet states, 1+, 2+ and 3+, at around
3 MeV excitation [31]. Therefore, it is interesting to compare
our upper limit, 1.2 nb/sr, with quantitative theoretical estima-
tions of the production cross sections because the cross sections
are sensitive to the binding energies and the wave-functions of
the low-lying states.

5. Summary

We performed the measurement of the 6Li("",K+) reaction
at the beammomentumof 1.2 GeV/c. No significant peak struc-
ture is observed around the 4

!
H+2n threshold. The upper limit

of the di"erential cross section in the scattering angle from 2! to
14! is estimated to be 1.2 nb/sr at the 90% confidence level. The
result does not favor the simple interpretation of the FINUDA
observation and it suggests reconsideration of the structure of

5

6Li(π-, K+)反応のミッシングマススペクトル。図
中のスペクトルはΛ束縛領域を拡⼤大したものであ
る。4

ΛH+2nの⽮矢印が崩壊閾値に対応する。



Σp散乱実験のための円筒形ファイバー検出器の開発 (E40)

 　 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

ΛHeおよび19
ΛF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 
K1 .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
した。残念ながらJ-PARCハドロン
ホールでの放射性物質の漏洩事故のた
め実験が遅延することになってしまっ
た。 

この結果から6
ΛH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10
ΛLi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)

 　 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。

 　 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。

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。

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。
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
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。


