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研究成果の概要： 

本研究では、高輝度Ｂファクトリー実験において、ガンマ線が検出器中で対生成を起こす現象

を利用して、クォーク間相互作用の研究方法に新しい測定手順を展開することを目指した。ま

ず、中性Ｂ中間子が二つのπ０中間子に崩壊する過程において、対生成現象を利用して時間に

依存するＣＰの破れを測定する方法を開発した。またＢ中間子が K*とγに崩壊する過程から標

準模型を超える物理に対する制限を得るための条件を得た。SIO 技術を用いた新しい検出器の

読み出しシステムの準備をおこなった。 
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１．研究開始当初の背景 
(1)クォーク間の相互作用を詳しく研究する
分野をフレイバー物理という。この研究は、
小林・益川行列のユニタリティを検証し、ま
た、理論的予測からのずれにより、標準模型
を超える新物理を探索することが主な目的
である。 
(2)フレイバー物理を研究するには、Ｂ中間
子の様々な崩壊パターンを観測し、ＣＰの破
れを測定する。Ｂファクトリー実験により、
この研究分野が急速に進み、小林・益川理論
の検証がなされた。 
(3)今後の動向としては、TeV エネルギースケ
ールに存在すると予想されている標準模型
を超える新物理を探索することがメインと

なる。これは、2009 年度からヨーロッパで本
格的に稼働するＬＨＣ実験との相乗効果に
より、新物理モデルの決定という大変重要な
研究課題となる。 
２．研究の目的 
本研究では、フレイバー物理を新しい測定方
法から、別の角度から展開していく手法を開
発し、新物理探索に必要な解析方法と検出器
を開発することを目的とする。 
３．研究の方法 
(1)中性Ｂ中間子が二つの中性π粒子に崩壊
する過程において、Ｂ中間子が崩壊する位置
を精度良く測定することが、ガンマ線の対生
成現象を利用することによって、可能になる
ことを示す。この測定により、この崩壊モー
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ドでの時間に依存するＣＰの破れを測定す
ることが可能となり、小林・益川のＣＰを破
る位相φ２を不定性なしに測定することが
可能となる。 
(2)Ｂ中間子が K*中間子とガンマ線に崩壊す
る過程は、FCNC(Flavor Changing Neutral 
Current)相互作用といい、この崩壊過程で、
質量がＢ中間子の２５倍もあるトップクォ
ークが不確定性原理により一瞬だけ現れる。
もし、TeV スケールに新粒子が存在するなら
ば、この粒子もごく短時間だけ現れることが
でき、この効果は、この崩壊過程の標準模型
の理論的な予想値からのずれとなって現れ
る。本研究では、この崩壊過程で生じるガン
マ線が電子対生成を起こす現象から、ガンマ
線の偏光を測定する手法を開発する。標準模
型では、ガンマ線は 100％の確率で円偏光し
ているが、新物理が存在すると円偏光からの
ずれがみつかる。 
(3)ガンマ線電子対生成現象を効率よく測定
するためには、今現在存在する検出器では難
しい。そこで、シミュレーションにより、タ
ングステンとシリコン検出器をサンドウィ
ッチした検出器のデザインを決定する。 
(4)Ｂファクトリー実験で用いられているシ
リコン検出器は、ストリップ型である。しか
し、Ｂファクトリー実験が高輝度化されると、
ビーム強度が大変大きいので、ビーム起源の
バックグランドが高くなり、ストリップシリ
コン検出器は使用不可能になる。そこで、放
射線耐性があり、ビームバックグランドに強
い検出器が必要となる。本研究の課題は、こ
の検出器無しでは実行不可能である。そこで、
SOI(Silicon On Insulator)技術を用いた検
出器の開発を行う。 
４．研究成果 

(1)中性Ｂ中間子が二つの中性π中間子に崩

壊する過程で、Ｂ中間子の崩壊位置を再構成

する方法を開発した。まずモンテカルロシミ

ュレーションにより、Bファクトリー実験

(Belle実験）において、B0→π０π０の崩壊位

置を決定することができる効率とその精度を

求めた。B0の崩壊位置を再構成するアルゴリ

ズムを考案し、それに必要な情報をDSTファイ

ルに残すよう工夫した。その結果、B0→π０π
０の崩壊位置を測定することが原理的に可能

であることを示すことができた。 

 B0→π０π０の分岐比が低いために、現存す

るデータからでは、統計が足りずCPの破れは

測ることができない。そこでB→Dπ０崩壊を用

いることにより、実データで原理検証を行っ

た。その結果、データとモンテカルロシミュ

レーションの予言はほぼ一致し、原理検証に

成功した。 

 B0→π０π０崩壊の崩壊位置分解能と分岐比

、将来の高輝度Ｂファクトリー実験で貯めら

れるデータ量を用いて、ＣＰを破る位相φ２

の測定精度を見積もった。図１は得られた結

果である。横軸はφ２、縦軸はパラメター決

定における有意差を表す。点線は、本研究が

開発した手法を用いない場合で、７つの多重

解が現れてしまう。一方、ガンマ線が対生成

を起こす現象を用い、本研究で開発した解析

方法を用いると、緑色の領域にまで制限する

ことができる。 

 

 
 図１ ＣＰを破る位相φの決定精度。点線

が本研究の手法を使わない場合、緑色が本研

究の手法をつかう場合に得られる決定精度。 

 

 本研究で開発したφ２決定方法は、他の方

法よりも系統誤差が５分の１程度に抑えるこ

とができ、統計制度さえあがれば最も強力な

手法となる。高輝度Ｂファクトリー実験で、

この角度を２度以下の精度で決定することが

できれば、小林・益川理論の予想値からのズ

レを議論することができ、新物理に大きなヒ

ントを与えることができる。 

 Belle実験において、B0→π＋πー崩壊におい

て、ＣＰの破れを測定した。Belle実験は、世

界で最も多くのＢ中間子データを持つので、

世界最高の決定精度を得ることができる。こ

の崩壊モードでのＣＰの破れは、以前から行

われていたが、決定精度がいまひとつであっ

た。本研究代表者は、π中間子とバックグラ

ンドとなるＫ中間子を効率よく分離する変数

を新たに解析方法に導入することにより、Ｃ

Ｐの破れの決定精度を極限にまで高めること

ができた。図２は、その測定結果を表す。横

軸は時間を表し、図(a)は、Ｂ中間子または反

Ｂ中間子がπ＋πーに崩壊した時間分布を示

し、(b)は、その非対称性をプロットしたもの

である。Ｂ中間子と反Ｂ中間子がπ＋πーに崩

壊する数が明らかに異なることがわかった。

この違いは、直接的ＣＰの破れの発見である

。実際その統計的有意性は５．５σであり、

世界では初めて、Ｂ中間子における直接的Ｃ

Ｐの破れを５σ以上の有意差で観測すること

ができた。また、時間に依存するＣＰの破れ

（図では、sin関数のようなカーブの振幅）も 



 

 

 

 
 図2：B0→π＋πー崩壊による時間に依存する

ＣＰの破れの測定結果。横軸は時間を表す。

(a)はＢ中間子（実線）と反Ｂ中間子（点線）

がπ＋πーに崩壊した時間分布をプロットし

たもの。(b)はその非対称性をプロットしたも

の。Ｂ中間子と反Ｂ中間子が崩壊する数の違

いが直接的ＣＰの破れである。 

 

 
 

図３：φ２の制限の図。横軸はφ２、縦軸は

有意差を洗わず。横線は１σの線で、曲線と

囲まれた領域がφ２の１σの制限領域となる

。 

 

 

５σで観測された。 
 この解析からＣＰを破る位相φ２を当時
では世界最高の精度で測定することができ、
φ２＝（97±11）度を得た。図３は、角度φ
２の制限を示すプロットである。 
(2)中性Ｂ中間子が K*中間子とガンマ線に崩
壊する過程において、ガンマ線の偏光を測定
する方法を開発した。K*中間子は、Ｋ中間し
とπ中間子に崩壊する。また、ガンマ線は、
電子対生成をおこすと、電子と陽電子をつく
る。Ｋ中間子とπ中間しが張る平面と、電子 

 
図４：中性Ｂ中間子が K*中間子とガンマ線に
崩壊する過程を用いた時に得られる、新物理
パラメータの制限。赤で囲ってある領域は、
ガンマ線の偏光測定で制限できる領域。青の
点線で囲ってあるところは、時間に依存する
ＣＰの破れから制限できる領域。緑の領域は、
両方の情報を使った場合に得られる領域。バ
ツ印は、仮定した新物理のパラメータを表す。
左の二つ図(a), (c)は 50/ab のデータ、右の
(b), (d)は 500/ab のデータ統計量での制限
を表す。 
 
 
 
と陽電子が張る平面の間の角度を測定すれ
ば、ガンマ線の偏光を測定することができる。
本研究では、電子対生成で生じた電子と陽電
子の発生位置を精度よく測定するアルゴリ
ズムを開発し、電子と陽電子が張る平面をも
とめる方法を開発した。しかしながら、電子
と陽電子の発生直後の開き角が大変せまい
（１度程度）、電子、陽電子の検出器中での
多重散乱の影響があり、測定アルゴリズムの
性能は考えたほど改善しなかった。 
 標準模型では、弱い相互作用は左向きの素
粒子としか反応しない。一方、新物理が存在
すると、右巻きの粒子との相互作用も起きる。
そこで、右巻き相互作用の大きさ（Ｒ）とそ
の位相（φＲ）について、二つのモデルパラ
メータを考え、ガンマ線偏光測定からどの程
度パラメータ領域に制限を与えることがで
きるかを調べた。図４はその制限を示す。こ
の制限では、時間に依存するＣＰの破れから
得られる制限も示した。図にあるようにガン
マ線の偏光測定からは、十分な制限が得られ
ないことがわかった。パラメータにも依存す
るが、偏光測定が十分発揮するのは、500/ab
データを貯めた時で、このデータ量は、現在
Ｂファクトリー実験が持っているデータ量
の 500 倍であり、あまり現実的でない。ガン
マ線の偏光測定は、不可能ではないが、物理



 

 

研究にはあまりインパクトがないことがわ
かったので、この研究はこの時点でストップ
することにした。しかし、将来ＬＨＣでの高
輝度実験などで、ガンマ線の偏光測定が可能
となるかもしれない。国際ワークシップでこ
の議論をしたところ、ヒッグス粒子が二つの
ガンマ線に崩壊するモードで、ガンマ線の偏
光を測定すれば、ＣやＰパリティなどのヒッ
グス粒子の基本的性質が測定可能かもしれ
ないというアイディアもあった。 
(3)ガンマ線が電子対生成を起こす効率を良
くする検出器のデザインを、シミュレーショ
ンを用いて行った。現在 Belle 実験では、最
内層に４層のシリコンストリップ検出器を
用いている。この検出器は、荷電粒子の位置
を 10 ミクロンの精度で測定することが可能
である。荷電粒子の多重散乱をさけるために、
シリコン検出器は、300 ミクロンと大変薄い。
対生成を故意に起こすために、薄いタングス
テンをシリコン検出器に張ることを提案す
る。タングステンは、密度が大きいので、薄
くても、多重散乱の影響が大きく、荷電粒子
位置測定精度が悪くなることが予想される。
この研究では、シミュレーションを用いて、
どのシリコン層にどれくらいの厚みのタン
グステンを張り付けると、どういう影響が出
るのかを詳しく調べた。その結果、第２，３
層目のみに張り付ければ、位置分解能を損な
わずにかつ対生成効率を３倍に増やすこと
が可能であることを示すことができた。 
(4)ガンマ線対生成を利用したフレイバー物
理研究は、将来の高輝度 Bファクトリー実験
で真価を発揮する。高輝度Ｂファクトリー実
験では、大変強い電子・陽電子ビームを用い
るために放射線による影響が多大で、現在の
シリコンストリップはもはや使用できない
ことがわかっている。そこで、SOI (Silicon 
On Insulator) 技術を用いたピクセル検出器
の開発にとりかかった。本研究期間中に Bフ
ァクトリー実験用のピクセル検出器プロト
タイプの設計・製作を行い、読み出しテスト
を行った。ＵＳＢ接続でデータを読み出すシ
ステムを開発し、ベータ線を照射したところ、
ランダウ分布のような付与エネルギー分布
を得ることができ、荷電粒子の検出に成功し
た。また、可視光をあてることにより、マス
クを用いてイメージングにも成功した。これ
らの結果は、学会で発表された。 
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