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論 文 内 容 の 要 旨 
 申請論文は，写真乾板中の記録としてとらえた新種の原子核（ダブルハイパー核）の核種を同定す

るために，その崩壊で発する娘核の電荷を識別する手法を確立したものである。この新種の原子核内

に含まれる，ストレンジクォークを一つ持つラムダ粒子間，および二つ含むグザイ粒子と核子との間

の相互作用の解明は，通常原子核の数倍の高密度で太陽質量の数倍の質量を持つ中性子星の性質の理

解につながると期待されている。 
 第 1 章では，過去に 12 例検出されたダブルハイパー核の中で，生成・崩壊過程が同定できたので

はわずか 2 例しかなく，その原因が運動学的解析では崩壊の娘粒子の電荷が自由度を持つことである

と指摘している。この問題の解決に，記録された娘核飛跡の顕微鏡の光軸に対する角度と乾板中の深

さの情報を過去の手法に付加させることの重要性を指摘している。 
第 2 章では，上記の角度・深さの情報を得るべく，5 種の電荷をもつ 8 種の原子核を 3 種類の角度

で乾板に照射した，理化学研究所での実験の詳細が示されている。 
 第 3 章では，8 種の照射原子核のうち，1H，4He，7Li，9Be および 11B の飛跡の体積に着目し，乾

板に水平に照射した深さ較正用の陽子飛跡で，深さ方向の補正関数を求めた。この関数で補正しなが

ら，5 種の電荷の原子核の飛跡の体積に対する角度依存性を見出した。静止点からの飛程 100 m に

対して識別程度を Ashman’s D を指標に評価したところ，光軸に対する角度が約 35o～90o間では，5
種の原子核間でよい識別（D > 2）が可能と分かった。また角度 90oの粒子について静止点からの飛程

と識別可能性を検討し，85 m 以上の飛程で識別が良いこと，4He と 7Li，9Be と 11B との識別には飛

程が 50 m 以上あればよいことを見出した。 
 第 4 章では，乾板中に存在する自然放射性同位元素の崩壊に伴うアルファ線の飛跡を較正に用い，

生成・崩壊過程を運動学的解析では 7 通りまでしか絞り込めなかったダブルハイパー核事象に本開発

手法を適用し，定量的に 95％の信頼性で過程を決定することに成功した。 
 第 5 章では，第 4 章までの開発の動機と手法，またその適用の結果をまとめている。現在進められ

ている実験で得られるであろうダブルハイパー核事象の多くが，この手法により同定される可能性が

示唆されている。 
 

論文審査結果の要旨 
 本論文は，ダブルハイパー核の核種同定に，運動学的改正に加えて飛跡の体積から娘核の電荷を識別す

る手法を開発した研究である。その開発成果の主要な点は，以下のとおりである。 
(1) 過去の手法では不十分であった，飛跡の乾板中での深さと角度に着目し，それらで補正する手法を見出

したこと。 
(2) この補正により，5 種の荷電粒子（1H，4He，7Li，9Be および 11B）の識別に有効な飛程を見出したこと。 
(3) 開発した手法を，運動学的解析だけでは同定できなかったダブルハイパー核候補への適用法を示し，そ

の結果，定量的に娘核の核種を示し，候補の同定に成功したこと。 
本論文の主たる部分および成果に関連する部分は査読付きの論文として発表されていることを確認した。特

に主たる部分は，第 1 著者として 3 編（2 編は proceedings，1 編は研究所の progress report，いずれも査

読付き）が発刊されている。以上から，本論文は博士（工学）の学術論文として価値あるものと認められる。 
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最終試験結果の要旨 
 平成 30 年 2 月 15 日に学術論文公聴会を開催し，質疑・討論を行った。また，その終了後に，主査・

副査 3 名出席のもとで，口頭試問を行い，これを最終試験とした。その結果，論文提出者が博士（工

学）の取得に必要な学力を有していることを確認できたので，最終試験に合格とした。 
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