
現状のIACTの弱点と改善の可能性

Disclaimer
“将来計画“のように夢+アイディアのある話ではないですすみません
IACTは一度は“天下統一”された分野なので、“現状考察モード“+”反省モード”で参ります

大石 理子（宇宙線研）
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• “木舟プロット”を眺めて気づくこと

• IACTの“三重苦“
✓狭い視野・低いduty factor・高い雑音レベル

✓長時間観測の意義と検出器の「賞味期限」

• CTAの感度曲線をベースに考えてみる（定常ソース仮定）

✓感度を決めている（制限している）要素は何か

✓「どこを」「どうすれば」感度を下げられそう？

• IACT、ガンマ観測以外の使い途

✓Hadronic interaction model検証周辺の話
今この枠でホットなのはSII（Steller Intensity Interferometry)だと思いますが、今回は割愛…

• IACTを用いた偏光測定手法検討
（山形大学の研究活動を紹介させて頂きます）
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木舟プロット, fine-bin version

Draw the "Kifune" plot - the integral number of high energy sources detected as a function of year - in the style of a plot developped by Tadashi Kifune (for 
example http://adsabs.harvard.edu/abs/1996NCimC..19..953K).
The data for the number of X-ray and HE (GeV) gamma-ray sources come from a page on HEASARC maintained by Stephen A. Drake (retrieved 2017-09-
28) : https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/heasarc/headates/how_many_xray.html
The data for the number of VHE (TeV) gamma-ray sources is from TeVCat maintained by Deirdre Horan and Scott Wakely (retrieved 2017-09-
28) : http://tevcat.uchicago.edu/

https://github.com/sfegan/kifune-plot
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10倍以上の開き

時間経過に対する天体
数の伸び方が異なる
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CTAの感度曲線から：アレイ構成
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大口径望遠鏡 (LST)  ： 20 GeV – 3 TeV,  FOV 4.3 deg
中口径望遠鏡 (MST) ： 80 GeV – 5 TeV,  FOV 7.7/7.5/7.6 deg
小口径望遠鏡 (SST)  ： 1 TeV – 100 TeV, FOV 10.5 deg

*99台構成のアレイが公式サイトには掲載されているが、アレイ構成については再度検討中

https://www.cta-observatory.org/science/cta-performance/



IACTの”三重苦”

• 視野が狭い ( オーダーで10-3 sr )

✓突発天体観測は別の検出器からの位置情報が頼り

(follow-up観測)

• Duty factorが小さい

✓昼間× 天文薄明×、満月期×、曇×

“fine”（晴れ）では不十分、”clear”（快晴）がよい

✓ （かつては）typical 10% →年間 870 時間

✓月光期：雑音レベルが高く本来の性能値は出せない

• （ガンマに対して）背景雑音の量が多い

✓しばしば直接観測の人々との意思疎通を困難にさせる

✓検出光子数で感度が決まっているわけではない…

✓ “Photon list”は存在しない

✓雑音排除力がガンマ線検出器としての性能の肝

SΩT
S: >104m , 良い
Ω: 貧弱
T: 良いとは言い難い

SN比

粒子識別力
直接観測と比較して
大幅に損するところ
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視野が狭い （大きさ比較）

z< 60 deg ( p sr )
直径 7.5deg ( 0.01 sr )の場合
(おおよそCTA中口径望遠鏡の視野サイズ*）

*カメラの物理的なサイズ（シャワー撮像に対するサイズ）、
ガンマ線に対して有効な視野はさらに狭くなる （=オーダーで 10-3 sr)

IACTでの突発天体即時観測を困難にしている最大要因

このくらい
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WFOV 検出器
• 従ってWFOV検出器の筋手がいいのは確か

（WFOV detectorについてはおそらく他の方から紹介があると思うので割愛）

• 実現していないのにはそれなりの理由がある

• 技術面で ( 2 sr coverと仮定して）

✓広範囲に渡って歪みが小さい光学系が必要

✓レンズがあまり好まれない理由：光量損失

✓チェレンコフ光のスペクトルは ∝λ-2

✓0.1 degreeのピクセルサイズ で2 sr をカバー
→ ピクセル数 が 106 近くになる

(技術的にはここをやりたい方はたくさんいるはず）

✓BG trigger rateが高すぎる?(DAQ圧迫）

✓(ガンマ線検出器として）online VETO信号がない

✓参考：CTA-LST のトリガーレート*:  5 kHz

✓単純に立体角比で スケールすると  2 MHz

✓そしてそのほとんどが雑音（ゴミ）….
* 天頂近傍第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会

4.3 deg

“この解像度で立体角

×４５0倍でお願いします”

7

4.4×10-3 sr



中途半端な視野サイズではダメなわけ

…CTAにはdivergent pointing modeがある
✓ すべての望遠鏡を同じ方向に

向けて感度・角度分解能を向上
させるモード

✓ 望遠鏡のサブセットごとに違う
方向を向けて視野サイズを稼ぐ
モード(Divergent pointing 
mode)

どちらも観測モードの違いとして
同じ装置で実行可能
• MST 24台 FOV 7.5 deg
• （SST 70台 FOV 10.5 deg）

Divergent pointing
モードの視野に十分勝たなければ
ならない

Donini+, ICRC2019

1
5

 d
e

gree
s

“それではある程度視野を分割して個別の望遠鏡でカバーさせればいいのでは”
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Duty factorが小さい

• 2016-02-17 のIceCube multipleｔ event 多波長観測の時に起きたこと

好条件 × × 好条件

天文
薄明

天文
薄明

• 2021/3/21の東京の例：月齢 7.7

昼間 観測不能 月光下

天文
薄明

0:00 4:15 19:23 0:12 4:14

さらにここに天候要因が加わる
(かつてはtypical 10%)

MAGIC : “天気が悪い” ので観測できない
VERITAS : “満月期 ” なので観測できない
HESS : “赤緯 +40 ° （北半球ソース） なので” 観測できない

☀
🌙

24 時間中
best condition観測: 4.25 時間
悪条件観測:  4.5 時間 → 36%

Aharonian+ 2006

雲が通過すると
トリガーレートが
顕著に下落する

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会

観測 観測
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Duty factorが小さい(2)

• 常時全天カバーのためには異なる経度緯度地点に複数の観測拠点が必要
（観測網の形成）
• 天候条件を加味するとさらに冗長度があった方がよい
• エネルギーしきい値は観測の天頂角に強く依存する（検出器高度にも依る）
• …CTAは南北それぞれ１ステーションずつ

✓ CTA時代以降も時間変動天体狙いの装置設置は正当化できる”かも”しれない
(が、現実にそれではCTA以外の計画を立てられなかったという過去事例)

La Palma

Paranal

Arizona

Windhoek

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 10



雑音レベルが高い

NGC253 (starburst galaxy)
H.E.S.S.

177 時間分のデータ使用
(観測は 241 時間)
“ガンマ線らしい”事象を選択した後の
q2 plot

現行装置にとっては最弱クラス, 0.3% Crab のガンマ線源の例

• IACTのほぼすべてのエネルギー帯において

background-free観測には程遠い

• I信号数が感度を決める最大要因ではない（一部エネルギー帯を除く）
Fermi-LATとの比較で”有効面積が104 m2で1万倍!”はよく言われるが、こ
れがメリットとなるのは超高フラックスの突発天体だけ。IACTは雑音である宇宙
線に対しても広大な有効面積を持っている

• なお直接観測の人の想定する“background”は銀河面からの拡散ガンマ線“だった
り”等方ガンマ線成分“だったりするので注意が必要

Abramowski+ (2012)

雑音(ほぼガンマ線ではない、陽子＋電子)

信号

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 11



LATの有感領域との直接比較：定常源の場合

60 GeV

定常ソースについてはCTAが完成しても< 60 GeVでは
（有効面積について実際に>104 m2 が達成できていても）
今のLATが達成している感度より悪い
既に観測時間を延ばしても感度改善しない領域に到達している

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 12



感度が光子数では決まらない領域（定常源)

信号(S)を一切増やさなくとも、雑音(B)を減らせば感度は改善する
とりわけ低エネルギーでは、「この方法でガンマ線が検出できます」の後に即座に
「この方法で雑音が除去できます」が続かないと、ガンマ線の検出器としては成立しない….

CTA South site arrayの50 h感度曲線を例にとって：

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 13

感度：
検出できるフラックス値の下限

CTAの感度決定の３条件

✓ 信号数 Ng ≥ 10
✓ Li&Ma Significance≥５
(バックグラウンドの統計ゆらぎ
に対する信号超過の有意度）
✓ 信号雑音比 S/B ≥ 0.05



長時間観測の意義と検出器の“賞味期限”

(Piron 2015)

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会
14280 hours2.8 hours

観測時間と感度の関係 （横軸範囲が広い）



長時間観測の意義と検出器の“賞味期限”

(Piron 2015)

t-1

t-1

t-1/2

t0
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長時間観測の意義と検出器の“賞味期限”

(Piron 2015)

t-1

t-1

t-1/2

t0

280 hours2.8 hours

t0 : “これ以上観測しても無駄”
“賞味期限”がBG-freeの実験に比べて短い

現行のIACTで
一定時間(100 h
程度)観測した定常ソースは重要なもの
を除きそれ以上観測しない傾向
（しても意味ない） 第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 16



長時間観測の意義と検出器の“賞味期限”

• 考えようによっては視野が狭いため、少しずつ観測すること
によって延命されているとも言える

• CherenkovのWFOVの装置は定常ガンマ線源については
短期間で賞味期限が来る
✓実質１年？

• その後は突発天体専用機としてどうぞ
✓突発天体狙いなら CTAと競争力をもつ感度でなくてもよいことに

はなる（CTAと異なる時間帯に観測できる経度であることは必要）

• 背景雑音を減らすことができれば、定常ソースの観測装置
としての寿命は延びる

t-1/2 で支配される世界から t-1の世界へ

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 17



感度曲線（CTA ver.)どこをどう下げられる？

CTA South*の点源ガンマ線に対する感度
In 現実世界（陽子と電子の雑音あり）

*99台構成のアレイが公式サイトに掲載されているが、アレイの構成につい
ては再度検討中

ガンマ線に対す
る有効面積を
変化させず、
“雑音を削る“
ことだけでどこ
まで行けるか
考えてみる

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 18
以降、IRFデータはhttps://www.cta-observatory.org/science/cta-performance/から

https://www.cta-observatory.org/science/cta-performance/


感度曲線（CTA ver.)どこをどう下げられる？

“もしもこの世から陽子を完全に除去できたなら”*

公開されている数値情報だけを使用
*上の図は陽子を除去するためのevent selectionが入っている状態の有効面積が
使われているので、さらにファクターでよくなる余地がある

第一段階：“電子の床”を目指す

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 19

https://www.cta-observatory.org/science/cta



感度曲線（CTA ver.)どこをどう下げられる？

“もしもこの世から陽子を完全に除去できたなら”*
第一段階：“電子の床”を目指す

桁で変わるほどの変化は見込めない?
低エネルギー側では一定の効果
100 GeV帯はすでに電子の床に到達

公開されている数値情報だけを使用
＊上の図は陽子を除去するためのevent selectionが入っている状態の有効面積が
使われているので、さらにファクターでよくなる余地がある

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 20



感度曲線（CTA ver.)

“もしも電子も完全に除去できたなら”
＝background-free観測が実現”*

これは < TeVで大きい（桁で異なる）効果がある
ただし今のIACTは電子とガンマの識別を要求した
仕様ではない

信号数で感度が決まる場合

公開されている数値情報だけを使用
＊上の図は陽子を除去するためのevent selectionが入っている状態の有効面積が
使われているので、さらにファクターでよくなる余地がある

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 21



エネルギー帯ごとに分けて

• Gamma/hadronのキレはよい

• スペクトルがソフトな(-3.3)電子
の影響は小さくなる

• 感度は光子数で決まる

• Exposure 勝負
（狭い視野）× (低duty factor)

※個人の感想です SSTの皆さんごめんなさい

E > 20 TeV

視野も大きく（ 2 sr ) duty factorも大きい(100%) 
地表粒子検出器タイプの実験に頑張ってもらえばいいの
ではないか…

点線：BG電子のみ

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 22

IACTでやるのは

しんどい



エネルギー帯ごとに分けて

• Li& Ma significanceが決定要因

• 雑音の主成分は陽子

• ガンマ線と誤認される陽子事象は

電磁成分比率が高い（どの位置から見ても

判別が難しい）

• 陽子を間違えずに陽子と認識するには…?

• → とりこぼしている成分(m?)をしっかり

拾えばよい？High density array?

✓ mの場合はIACTである必要はない…

✓ m のチェレンコフ発光しきいエネルギー

@2,000m asl → 6 GeV

発光していないmも多い

• 信号数の条件による限界も近い

1 < E < 20 TeV

点線：BG電子のみ

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 23



こういう事象
EEM/Eprimary>75% くらいの第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 24



エネルギー帯ごとに分けて

• Li& Ma significanceが決定要因

• 電子が主要雑音

✓すでにほぼ”床”に到達している

✓ここは“固い“。シャワーでは電子
とガンマ線はほとんど見分けられ
ない

✓今のIACTの原理限界と言えば
そうとも言える

• もうDirect Cherenkovくらいしか
突破口はない?

0.1  < E < 1 TeV

点線：BG電子のみ

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 25



電子とガンマ線（と参考のために陽子）

300 GeV 300 GeV 900 GeV

位置ずれは
地磁気の影響による

g と e-のシャワー
の違いは初段の違い
電子の方が早く発達
する
（これ由来でXmaxも
２０ｇ cm-2違う）

シャワー形成前の方が
明確な差異があり
ここの情報が引き
出せれば強力だが..
(直接観測がＶＥＴＯ信
号として使用している
もの）

チェレンコフ光の
生成点をプロット

WE

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 26

ガンマ線
電子 陽子



電子とガンマ線の違いとDirect Cherenkov
• 念のため:電荷の大きい（＝発光量が多い）重元素については、IACTで実

際にＤirect Cherenkov光は測定されている(Aharonian+ 2007など)

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 27

単位長さあたりのチェレンコフ光子放出数:

𝑑𝑁𝑐
𝑑𝑠

= 2𝜋𝑍2𝛼න
sin2𝜃𝑐
𝜆2

𝑑𝜆

• 電荷の小さい粒子（電子も陽子もZ=1)については圧倒的に下段の
シャワーの方が明るいため、検出できない

Aharonian+ 2007



HESSでのstudy:Direct Cherenkovで電
子とガンマ線は分離できるか

Edwards+ (TeVPA2015)

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 28
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電子 ガンマ



シャワーの縦方向発展の情報を
機械学習(classification) に入れ込んだ結果

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 30



黒線はガンマ線の実データ
（pureなガンマ線サンプルは選べないが、
超強力なソースについてはON-OFF差分でexcess分の
パラメータ分布がわかる）

これはとても立派（実excessのガンマ線の分布は確かにガンマ線MC
とよく合致しており、電子の分布ともきちんと異なっている）

しかし、”陽子“も”電子“も同時に捨ててガンマ線を拾うのは簡単ではないとも
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この方法では限界が近そう

• LSTの方がカメラ解像度が細かい＆low energyで相
対的にシャワーが暗くなるので多少は改善される可能
性はある（同じような解析をやってみて発展させていくこ
とはできるかも）

• だが、今のIACTの構成のまま解析だけでなんとかしよ
うとするのは無理がある

• シャワー形成前の光子が捕まえられたとて、Z=1の空気
チェレンコフでは絶対的な光子数が少なすぎる

• Crazy ideaが必要か

• （なお、分かりやすいstoryであるため、electron 
Direct Cherenkovが好きな人は結構多い..）
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エネルギー帯ごとに分けて

• S/B比率(>0.05)が主要因

• 観測時間を延ばしても感度は改
善しない。雑音除去率向上必須

• 主要雑音：スペクトルがソフトな
ので電子…ではなくて
陽子に戻る

• この領域はIACTでも
ガンマ線とハドロンを見分けるの
がとても難しい….

E< 0.1 TeV

点線：BG電子のみ

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 33



ガンマと陽子と電子、<50 GeVの世界

ガンマ線のシャワー
形状自体が拡がって
乱れている
→原理的に陽子との分離
が困難に

エネルギーが低すぎてシャ
ワーがしっかり発達しない
（個別の反応の変動の影
響を受けやすい）

地磁気の影響で東西方向
にシャワーが“開く”

位置ずれは
地磁気の影響によるWE

30 GeV γ 30 GeV e- 90 GeV p
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ガンマと陽子と電子、<50 GeVの世界
ガンマ線のシャワー
形状自体が拡がって
乱れている
→原理的に陽子との分離
が困難に

エネルギーが低すぎてシャ
ワーがしっかり発達しない
（個別の反応の変動の影
響を受けやすい）

地磁気の影響で東西方向
にシャワーが“開く”

（余談）皆既月食時の月
の影を使ってVERITASが
陽電子を測定しようとした
ことはある（Bird, 
ICRC2015)
（陽子の影は見えていた)

地磁気で
大きく曲がる

位置ずれは
地磁気の影響によるWE

30 GeV γ 30 GeV e- 90 GeV p
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解析で頑張る：機械学習って素敵&無敵？
• Classification（分類）..機械学習の出番？

• 学習用のMCとデータが大変よく合致していれば優等生

お手本
微妙な違いが判る機械学習

“残りの３つは
すべて手本とは
異なる”

• 実際はチェレンコフの
シャワー部分は
完全に同一

• 背景雑音量、望遠鏡の集
光効率が変わっている
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解析で頑張る：機械学習って素敵&無敵？
• 学習用のMCとデータが大変よく合致していれば優等生

• 逆に、学習用MCと実データ（の条件）が合致していないと大惨事にもなる

• 現在のIACTでよく使われるgamma/hadron分離の学習サンプルは

賢い
機械学習

超高精度の
MC

（学習サンプル）

ガンマ線
MC

雑音(主に陽子)
実データ

”お手本の
信頼度が
なければ
機能しない“

で行われることが多く
MC-Data間合致が保証
されないと
大変に危険である…

Holler+ 2020

• 銀河面などは視野の中でも背景光の明るさが異なる
• HESSは夜光のパターン等、run毎に変化する要素を取

り込んだ run-wise MC を導入

• “賢い機械学習“は高精度のMCなくして
は成り立たない
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Low-energy: 設置高度との関係性
• 設置高度を上げる （現状は2,000m a.s.l. 前後が多い)

→ チェレンコフ光密度が向上

→同じ口径の望遠鏡ならエネルギーしきい値が下がる
なので 5@5 計画 = 5GeV at 5 km alt. などの発案があった。
(Aharonian+ 2001）

100 GeV のガンマ線からのチェレンコフ光子密度、標高別 1,000 events 平均

N

CORSIKA標準大気での
大気透過率考慮
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Low-energy: 設置高度との関係性

100 GeV のガンマ線からのチェレンコフ光子密度、標高別 1,000 events 平均

N

4000 m

2000 m

100 m

南北

東西

ガンマ線を拾うとい
う点では
大きなメリット
陽子電子排除は
また別の話
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ここまでの話の振り返り
• IACTの３弱点

✓視野狭い duty factor小さい 雑音多すぎ

• 広視野検出器

✓筋手はよいが技術的困難も多し 突発天体専用とある程度割り切る必要も

• Duty factor

✓個別サイトでの改善は原理的に不可能

✓観測網形成形成することでcoverageは改善される

（が、過去にこの論理は通せなかったのも事実)

• 雑音が多い

✓エネルギー帯によって対応が異なる

✓ E> 20 TeV: 雑音排除は既に良好。Exposure弱者のIACTで頑張る意義は疑問

✓ 1 – 20 TeV: 主雑音陽子。high-density arrayで多少削れそうだが、大幅改善は
見込めない

✓ 100 GeV -1 TeV: 主雑音電子。現在のIACTの構成では電子の床の突破は難しい。
新しいアイディアが必要。成功すれば感度は桁で改善する。冒険者求む

✓< 100 GeV： 陽子とガンマのキレ（分離）が悪くなる。<50 GeVは地磁気の影響も
強く、ｆineなImagingが分離を促進できるか疑問。原理限界？
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IACT：ガンマ線観測以外の使い途

• IACT界隈のNon-gamma-ray science

✓Steller Intensity Interferometry 
(光学干渉計としての使用）

✓宇宙線化学組成計測
(重元素についてはDirect Cherenkov光を測定することで
部分的にdirect cosmic-ray detectorとして機能）

✓ハドロン相互作用検証

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 41

“Effect of the uncertainty in the hadronic interaction models 
on the estimation of the sensitivity of the Cherenkov 
Telescope Array”
M. Ohishi, L. Arbeletche, V. de Souza,G. Maier, K. Bernlöhr,                

A. Moralejo Olaizola, J. Bregeon, L. Arrabito, T. Yoshikoshi

mixed composition of authors…
from VERITAS ,  Auger,
HESS, MAGIC
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Sh

再構築エネルギー(Erec)の平均
VS 真のエネルギー(Etrue)

粒子がガンマ線であることを仮定して
エネルギー構築

<Erec>/Etrue VS Etrue

1/3
pの相互作用から
の電磁成分供給

p→m

Trigger bias
+ m decay

5%
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Mean Reduced Scaled WIDTH
“シャワーの横方向の拡がり”

Mean Reduced Scaled LENGTH
“シャワーの縦方向の拡がり”

シャワー極大高度
（観測面からの測定）

• 1.0 TeV < Erec < 10 TeV

• イベント数で規格化（絶対値
の違いは考慮されていない）

• このエネルギー帯で
gamma/hadronに最も有効な
のはMRSW

• MRSWのgamma-like region
にモデル間で違いがみられる

• SIBYLL2.1cとEPOS-LHCは
gamma-like regionにイベン
トが多い



Gamma/hadron separation MVA parameter
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同じ信号収率のところで比較すると
雑音の残留率が高いものは
ガンマ線感度が悪くなる
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+30% +100%
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Discussion(1)

• QGSJET-II-03(pre-LHC),

QGSJET-II-04, EPOS-LHC, SIBYLL2.3c (post-LHC)

✓ QGSJET-II-03 と QGSJET-II-04の比較 （LHCによるmodel tuneの効果)

• Gamma-likeでない標準的な陽子事象については event rateに１０％ の差異

• Gamma-likeな陽子事象を選別していくと モデル間の差異が小さくなる (3%)

✓ QGSJET-II-04, EPOS-LHC, SIBYLL2.3cの比較(post-LHC モデル間の差異）

• Gamma-likeでない標準的な陽子事象については event rateに10%の差異

• Gamma-likeな事象を選別していくと モデル間の差異が大きくなる（50 -120%)

→QGSJET-IIのLHC測定結果によるmodel tuningは、ガンマ線感度推
定には大きい影響を与えなかった（宇宙線原子核成分の測定には影響
を与える）。それよりもモデル間の物理記述の差異の方がガンマ線感度
推定により大きい影響を与える。
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Discussion(2)

• IACTの宇宙線陽子データを相互作用モデル検証に使用するメリット
• 専用の観測時間や特殊な観測モードを必要とせず、ガンマ線天体の観測と

完全に両立可能（バックグラウンドデータの再利用）
• 現存のチェレンコフ望遠鏡についても既存の観測データを再活用できる
（VERITAS, HESS, MAGICからのfeedback推奨）

• Gamma-likeな陽子事象頻度を相互作用モデル検証に使用する
メリット：
✓モデル間の差異が大きくなる部分にフォーカスできる
✓Gamma-likeに見える宇宙線原子核はほぼ陽子のみであり、Helium以降の

重元素の寄与は 数 %である。このため、宇宙線の化学組成の不定性に影響
を受けにくいモデル検証が可能
（ミューオン数を用いたモデル検証では宇宙線化学組成の不定性の影

響が無視できないこととは対照的）

• Gamma-likeな陽子事象頻度を使用するデメリット
✓検出器較正の精度に影響を受けやすい（広範なパラメータ分布のごくわずか

一部のtail成分を使用するため）。
✓Non-gamma-likeな領域の事象も併せて、モデルと実データの間の合致評

価を慎重に行うべき
第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 56



Discussion
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これからやる、やれること

• 現存のIACTによる相互作用検証
✓ 新しいデータ取得は不要、バックグラウンドデータ再利用
✓ Telescope multiplicityを高く設定してシャワー再構築精度を上げられる方が

好ましい

• Low-energy modelの影響評価
✓ Prototype機ができた今、protonに加えてHeliumのシミュレーションも行い宇

宙線データのMCとのmatchingを評価する意義は上がってきている

✓ Heについては low/high-energy modelの切り替え点は 320 GeV.
ＩＡＣＴの感度領域にしっかり入る上、UrQMDとFLUKAではcross sectionに有
意な違いがある

• モデル評価のための解析手法の改善
✓ 今回の仕事のコンセプトは、あくまでガンマ線感度曲線の標準解析でどういう差

異がでるか

✓ モデル間の差異への検出感度を向上を目的とした解析手法の改善（単純にモ
デル間classificationの機械学習を導入すればよさそう）

✓ ミューオン情報との統合
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CTAができるのを待つ必要はないぞ…
VERITAS, HESS, MAGICがあるではないか…
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PDG review 2020

✓ 鉄だけIACTの測定結果が
記載されている

✓ 陽子や他の元素もIACTの
点を打ちたい（打てるほ
どに核 種の分解能を上
げられる解析を確立した
い）

✓ MCの不定性を空気シャ
ワーの部分（ハドロン相
互作用）も装置応答の部
分もきっちり潰して、原
子核成分についてもIACT
の観測量をMCで精度よく
再現できるようにしたい

✓ その暁にはOFF-source差
し引きという危険行為を
できれば撲滅したい…



IACTを用いたガンマ線の
偏光測定手法の検討

GRBからの高エネルギー光子の偏光測定に

よる量子重力理論の検証

山形大学 郡司修一先生
木村友香さん（B4）

の研究発表資料から抜粋させて頂きました

“The study on quantum gravity theory through polarization measurements 

of high energy gamma rays from gamma ray bursts”

S. Gunji, M. Ohishi, T. Yoshikoshi, T. Sako, International conference “Cosmic Acceleration” 
@Kavli IPMU, 2020 Feb

“畳み込みニューラルネットワークを用いた高エネルギーガンマ線の
偏光検出原理の研究” 木村友香、 山形大学理学部 卒業論文(2020年度）
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CORSIKA使用
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偏光の方向を知るには

Maximon & Olsen (1962)
によれば最初の電子・陽電子対の方
向は偏光方向とは垂直に出やすい

20 GeVのガンマ線からの
チェレンコフ光子の地上で
のパターン例

最初の電子·陽電子対からのチェレンコフ光を
抽出できれば偏光の情報が得られる 65
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解析の流れ

✓ 地表に到達したチェレンコフ光子から、最初の対生成由来のチェレンコフ
光子の候補を選び出す

✓ 残ったチェレンコフ光のパターンに対し、シミュレーションの真の電子陽電
子射出方向を出力するようにニューラルネットワークを学習させる

✓ テストデータサンプルに対して上記のニューラルネットを適用し、電子陽
電子対の射出方向の推定精度を評価する
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最初の対生成のチェレンコフ光を取り出すには

• チェレンコフ光の発生高度が分離に有効な情報

• チェレンコフ光の“位置”と“検出面での入射方向”は分かって
いる

• ガンマ線の入射方向とコア位置はステレオ観測で推定可能

✓ 左図の再構築で発生高度は精度よく推定できる
✓ 赤いビンの近傍が最初の対生成からの
チェレンコフ光と推定される

68

横軸：チェレンコフ光
子の推定発生高度
縦軸：光子数



高度で選別したチェレンコフ光子から偏光の
方向を推定する（Deep Learning)

• 学習データセットの準備

• 下処理

✓畳み込みによるリング画像潰れ（一つのリングのように見える）を
避けるため

• 10,000枚の画像を学習サンプルとして準備

x,y座標から
r,q座標へ
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準備したサンプルを使用した学習の経過

RMSE＝
yi :ネットワークの予測値、ti :正解値

n :ミニバッチの数

途中から学習が進まなくなる

70
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ネットワークの改良と理想的データサンプル

• ニューラルネットワークの性能が悪いのか、データサンプル
の画像品質がよくないのか？

• 問題を切り分けるため、理想的なデータサンプルを作成し、
ニューラルネットワークに通して検証、またネットワークのパ
ラメータを調整して改良

学習が進んでいる

許容誤差１０度として
この範囲内で正しい
答えを出せた割合
60% → 98%に改善

71



• これでネットワークの方は改善できたとし、元のデータサンプ
ルに戻して試してみたが、精度は改善せず（許容誤差内に再
構築できたものは13%)

• だが問題は切り分けられた（画像サンプルの質の方に問題が
ある）と言える
✓２つのリングがきれいに分離していない事象が多いと考えられる

• 今後必要なこととして
✓さらに画像に下処理を施す

✓ディープラーニング判定に適した画像のみをpre-selection する

などが考えられる

ここまでのまとめとこれから

Challengingだけれど前進してますね！(by 大石） 72



Backup slides
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（ちょっと脱線）感度曲線と解析効率

• 同じMCデータ、誰が解析しても大体同じ感度曲線…にはならない

✓ 注）現在の感度曲線は２つの異なる解析ツールでクロスチェックが行われた結果であり、他の

人が再現できないという意味ではない

• ギリギリのところでバランスを取って最適化

✓夜光をできるだけ排除しつつ、チェレンコフ光を残す

✓陽子・電子をできるだけ排除しつつ、ガンマ線を残す

• 最適バランスに到達するため、解析各部に過去の知見を利用

✓ 波形→電荷量への積分方法

✓ イメージクリーニング

✓ シャワー到来方向、エネルギー再構築 (機械学習のパラメータなど)

✓ ガンマ・ハドロン分離（エネルギー依存性考慮など）

✓ カット最適化のメソッド etc.

同じMCデータセットでも、ビギナー解析とexpert(15年選手）解析の間で
結果の感度曲線が一桁違うのは珍しいことではない…
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（とても）個人的には
• WFOV Ω

✓わかりやすいのでやりたい人が多そう：突発天体 →餅は餅屋に（GRBはGRB屋に）

• 世界観測網構築 T

✓その論理が通せたら今の状態にはなってない…

✓突発＋時間変動天体狙いだけでコスト回収できるくらいにコストダウン（金額もマンパ
ワーも）が必要 ガンマ以外の副産物用途があればなおよし

• 少しずつ雑音を削る SN比

✓先ず原理限界をきっちり把握。 simulationの力が生かされるところ

✓ 100 GeV帯の電子排除は達成できれば大きいので冒険する価値があるが、Direct 
Cherenkovそのものはもう有望ではなさそう。一旦Crazy ideaの領域にいかないと

✓エネルギー帯によってはCherenkovのImagingだけで粒子種同定は危険すぎるので
は（大気や夜光が変化することを考えると）。補助的な情報が必要。

• 高地

✓有効面積？小さくなっても大事なのはS/BとS/√B

✓高地で”かなりまじめにbackground評価“までやった研究があるかまだ網羅できて
いない（自分でできることである分、必ず誰かが先にやっている）

第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 78



短時間超高フラックス天体の観測ならば…
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• 超高フラックス（超高S/N）の突発天体観測についてはLATとの比較では得をする
• が、超高フラックス → 高い感度必要なし → 既存のIACTで検出できる

観測時間と感度の関係

105

https://www.cta-observatory.org/science/cta-performance/



第4回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会 80

500 GeV
gamma
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E= 1 TeV gamma E= 3 TeV proton

非常に明るいガンマ線源の場合でさえ
トリガー事象の中のガンマ線の割合は<1 %
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