
FASERによるLHCでのニュートリノ測定と 
新ガンマ線観測検出器のアイディアの紹介 
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稲田 知大 (ICRR, UTokyo)
第四回 空気シャワー観測による宇宙線の起源探索勉強会

h"
ps

://
w

w
w.

sy
m

m
et

ry
m

ag
az

in
e.

or
g/

ar
4c

le
/a

-4
ny

-n
ew

-e
xp

er
im

en
t-a

t-t
he

-lh
c



3

LHC-FASER 実験

ニュートリノ・新粒子

ForwArd Search ExpeRiment at the LHC 
　・ATLAS実験の前方に検出器を配置 
　　  Run3 (2022-2024)に向けて準備中 

研究の2本柱 
　・GeV 程度の軽い長寿命の新粒子探索 
　・TeV 領域のニュートリノ研究

　　衝突点での生成と検出器内の反応の両側面から研究ができる！

ビーム方向

※今回のトークは物理学会でのFASER関連発表を基にしています
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FASER collaboration

日本からの参加は 
・九州大学 
　・有賀智子さん(FASERν spokesperson) 
　・音野さん(Silicone tracker 責任者) 
・千葉大学 (1月にBernから異動) 
　・有賀昭貴さん(FASERν deputy spokesperson) 
・名古屋大学 
　・中野さん、佐藤さん、六條さん (Emulsion) 
・KEK 
　・田窪さん(Interface tracker)

日本からのContributionが 
とても重要！

~70 people
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FASERνで狙う物理
高エネルギーニュートリノ反応
・高エネルギー領域における3 世代
ニュートリノの検出とCC反応断面積測定  

FASER Collabora4on, arXiv:1908.02310

・NC反応も測定 arXiv: 2012.10500 

・Charm粒子生成を伴うν反応 
　・quark mixing and QCD  

・Beauty粒子生成を伴うν反応 
　・Lepton flavor universalityの検証? 
　・SMからの予想だと (0.1) events in Run3O
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FASERνで狙う物理
超前方ハドロン生成

・ニュートリノの生成源は、 , hyperon, charmの崩壊 
　- 特に高エネルギーニュートリノとタウニュートリノは主にcharmの崩壊由来 
・ニュートリノを測定することにより、超前方領域のハドロンを生成 
　- これまでの実験と相補的にパラメータ空間をカバー  
　　・pp->(c->D->ν)X production 
     

!, K

by Felix Kling

FASERν: η>8.8
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FASERνで狙う物理
宇宙線物理との関わり

A. Fedynitch et. al., Pos ICRC2017(2018) 1019 K.H. Kampert, M. Unger, Astropart. Phys. 35, 660 (2012),  
H.P. Dembinski et al., EPJ Web Conf. 210, 02004 (2019)  

prompt 大気ニュートリノの理解と制限 
・重心系14 TeV -> 100 PeV 陽子 in lab frame  
　・衝突点付近で崩壊するcharmed mesonからの 
　　νはIceCube等の宇宙ニュートリノ観測のBG 
・FASERνで直接測定し、生成機構の理解へ

ハドロン相互作用模型へのInput 
・超前方からπ-> , K-> の測定により   
　現行モデルをimprove/validate

"e "#
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FASER検出器の概略
エマルション/タングステン検出器を用いて3世代ニュートリノを識別 
・ミューオンID : 飛程および幾何学的、運動学的情報により行う。 
・ミューオン電荷：FASERスペクトロメータと組み合わせることで求める 
・ニュートリノエネルギー：幾何学的・運動学情報を用いた多変量解析



ニュートリノフラックス
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・豊富な高エネルギーニュートリノが期待される 
・反応数を最大化するため、ビーム軸上に検出器を設置する

LHC Run3 (150fb-1)でのCC反応の期待値

同じpropagation(RIVET-module)を用いて 
generator(DPMJET/SIBYLL/Pythia8)の比較

同じgenerator(DPMJET)を用いて 
propagation(FLUKA/BDSIM/RIVET)の比較



バックグラウンドの見積もり
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LHC加速器実験エリア

主要な背景事象：ATLASビーム衝突点で生成された高エネルギミューオン 
・FLUKA シミュレーションを用いて実験ホールにおけるミューオンフラックスを見積もった

・In situ measurements of charged particle BG
Particles from the  
LHC beamline

Particles from the  
ATLAS IP

FLUKA :  (muon only), TH18 :   
MC and measurements are consistent, 1Hz/cm2で高エネルギーミューオンが到来

2 ! 104 (tracks/fb"1/cm2) (2.6 ± 0.7) ! 104 (tracks/fb"1/cm2)



2018年 パイロットランデータ
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目的 
・背景事象の測定およびニュートリノ反応検出 

標的質量～30kgのエマルション検出器 
- 鉛(1 mm・100層)とタングステン(0.5 mm・120層) 
- 1.5ヶ月間のexposure ~12.2 fb-1 照射

2 × 2 mm2 data



2018年 パイロットランデータ解析
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・LHCにおけるニュートリノ反応の初観測を目指して解析を実施 
　- パイロットランにおける主要な背景事象は、検出器上流でのミューオン反応 
　で生成された中性ハドロンの反応 
　- パイロットランの検出器は小さいため、ミューオンIDができず背景事象が多い

バックグラウンド

• パイロットランにおける主要な背景事象は、検出器上流での
ミューオン反応で生成された中性ハドロンの反応

10

𝜇 𝐾

track数 (/fb-1/cm2)
パイロットランモジュールでの測定値 𝟏. ퟕ ± 𝟎. 𝟏 × 𝟏𝟎ퟒ

FLUKAによる期待値 (E>10 GeV) 2 × 10

𝜇フラックス

𝜇エネルギースペクトラム

中性ハドロンの生成

ニュートリノ反応との
エネルギーの違い

反応点の検出効率

MC

FLUKA 
(by F. Cerruti's group)

検出した反応点の例

・tanθ<0.1の飛跡が5本以上というカットを適用 

・検出した事象に対して、多変量解析を実施 

・結果：ニュートリノシグナルがあるとして矛盾がない、significanceは確認中
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実験エリアの整備

2019年春

2020年秋

2020年冬

2021年春

3月9日 新粒子探索用の全検出器の設置完了 
ニュートリノ研究用の検出器は2021年秋を予定

急ピッチで実験準備が進行中！！



2022年からのビーム照射に向けて

• 2022－2024年にかけて9回程度に分けてデータ
取得する。

• エマルション製造は、名大にて毎回50 m2製造
する。

• パッキング、現像はCERNの暗室にて行う。
• 読み出しはHTS-1/HTS-2にて実施する。

– HTS-1の場合、1日5時間のマシンタイムとして、
~3ヶ月/50 m2

• 検出器構造の構築
– FASER𝜈 box (1つ目) が完成した。
– 4月にインストールのテストを行う。
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~38 sub-
modules

14

T. Ariga at JPS 2021



FASERスペクトロメータとのインターフェース 
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 反応からのミューオンを接続することにより、ミューオンの電荷測定が可能 

 - FASER#下流にシリコンストリップ検出器からなるインターフェース検出器を導入し 
　FASER#上流にはveto検出器を設置 

"#/"̄#



タイムライン

年3回予定している
各インストールの数ヶ月前に
エマルションフィルムを
製造して⽤いる。
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2021
Jan Mar May Jul Sep Nov

2022
Jan

Emulsion 
detector

IFT / veto

Offline Simulations, reconstruction software

Construction of FASER𝜈box

Preparation of dark room

Procurement of tungsten plates

Test of emulsion films

Emulsion 
production (1)

Construction and 
installation (1)

Assembly 
of IFT / veto

Installation 
of IFT / vetoTests

Preparation of 
the components

1回⽬のインストールに向けて

FASER𝝂の流れ

2022年2月から
ビーム照射
開始予定
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“将来計画” Forward Physics Facility at LHC
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FASER/FASERνの今後 
・Forward Physics Facility at LHC is ongoing  
より汎用的なdetectorを置き、多様な物理をカバー 
Kickoff Meeting:  https://indico.cern.ch/event/955956/overview

by Felix Kling



まとめ (FASER part)
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FASERνは、現在の加速器によって生成できる最高エネルギーのニュートリノを研究する 
- TeV 領域での3世代ニュートリノの反応断面積測定 
- 超前方領域のハドロン生成の研究 

2018年パイロットランのデータ解析により、LHCにおけるニュートリノ反応候補を初観測 

2022年からのビーム照射に向けて準備を進めている 

2027年からのHL-LHCに向けた、専用の実験施設 (Forward Physics Facility)の検討も開始
し、今後さらなる進展が期待 



新ガンマ線観測検出器のアイディアの紹介 
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こんなのがありますという紹介 
with 野田さん



新ガンマ線観測検出器のアイディアの紹介 
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High Altitude Detection of Astronomical Radiation 
・GRB, 特にPrompt 放射の検出に特化?したガンマ線観測検出器
・Site : 4300 m a.s.l. in Tibet, China 
・18961 PMTs of 5cm in diameter



プロトタイプ
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~10 ns

CRは取れたみたい。 

CR/γはどうする？ ミューオン veto?



プロトタイプ
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~10 ns

CRは取れたみたい。 
CR/γはどうする？ ミューオン veto?

トリガーレート
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コメント（野田 et al.）
• g/h？PMT 18000本で視野60度だとLSTの4-5倍くらいのピクセル
サイズ（0.5度）なので、IACTとしては粗い


• 水を厚くする意味？水をレンズにするだけなら薄い方がいい？


• 大型化した場合、PMT焦点面を耐圧しないといけない。保守
は水の量が少ないほうが楽。が、アクリルのたわみ？


• この形なら水チェレンコフ検出器として動きそう（動かさない
と耐圧にするメリットがない）。昼間・天気が悪い時は、蓋
を閉じて水チェレンコフとして使う？


• IACTのときは水チェレンコフが邪魔（プロトタイプでミュー
オン見えるはず）。側面PMTでVeto？反射で鳴っちゃう？


• Ethが10 GeVは信じがたい。おそらく外挿してるだけ
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