
現代の物理と放射線のシミュレーション

現代の物理について考える

Geant4によるシミュレーション
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ストークスの法則

粘性率 η [Ns/m2]の流体中
を運動する
半径 r [m]の球体に働く
抵抗力 R [N]は
速度 V [m/s]に比例し

𝑅 = 6𝜋𝑟𝜂𝑉

と表すことができる。
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電気素量の測定原理

重力=浮力+抵抗力

𝐹𝑔 = 𝐹𝑏 + 𝑅0

𝑟 =
9𝜂𝑉0

2𝑔 𝜎 − 𝜌

空気の粘性率η [Ns/m2]

重力加速度g [m/s2]

粒子の密度σ [Kg/m3]

空気の密度ρ [kg/m3]
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電気素量の測定原理

重力+抵抗力=浮力+静電気力

𝐹𝑔 + 𝑅1 = 𝐹𝑏 + 𝐹𝑒

𝑞 =
6𝜋𝑟𝜂𝑑

𝑃
𝑉0 + 𝑉1

帯電量q [C]

極板間の電圧P [V]

極板間の間隔d [m]
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測定手順

1. 噴霧器を用いて２つの平
行な極板間に帯電粒子
を発生させる．

2. 噴霧直後に極板間に電
場をかけて帯電量の小さ
な粒子を選別．

3. 対象を決めて粒子の運
動速度から帯電量を測
定．

4. ３の測定を繰り返し，最大
公約量または最小値から
電気素量を推定．
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油滴を用いた測定

𝑒 = 2.07 ± 0.14 × 10−19
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油滴を用いた測定
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電子と原子核の発見
 電子の発見１８９７年

１８９５年にX線が
発見された

１８９６年にはベク
レルがウラン化
合物から放射能を
発見

１８９９年には透過力
でα線、β線が区別
ついでγ線も識別

1909年、ミリカンが
素電荷を測定



原子の世界へ扉が開かれた
 結晶を見たり、水素の電気分解などで原子を推測

 1900年にプランクがボルツマン定数とプランク定数を
計算、光の比熱理論

 熱力学の知識と原子論から原子の世界が明らかにな
る

 原子の世界は電子ボルトで記述すると実験には都合
が良い（これは最近のこと、単位をMKSAにした）

 水素原子では電子が13.6電子ボルトで結合してい
る。電子の質量は５１１keV

 結合定数は1/137, 変換定数は197eV・nm

 原子の大きさは電子質量と結合定数の積の逆数
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特殊相対性と一般相対性の発見
絶対静止空間というのはない

光速度不変の原理
地球が光の速さの半分で走っても
光は同じ速さで四方に伝わる。
質量はエネルギーに転換する
粒子の質量は座標系によらない

宇宙の中心はどこか分からない

重力場のなかを落下している人は平坦な
空間の中にいる
外から見た人は光が曲がっているように見える
重力レンズ：アベル２２１８、スマイル星雲



アインシュタイン方程式

時空のゆがみ
を記述する変数

宇宙の膨張・収縮を
記述する定数

物質の存在や変化を
記述する変数

ちなみに…
マクスウェル方程式は

電場と磁場を
記述する項

電荷と電流を
記述する項

を微分して

できる量
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光量子仮説

 光電効果ははく検電器で実演可能

 殺菌灯の紫外線で電子を跳ね飛ばす

 研究室ではガンマ線スペクトルを計測
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巨大加速器が稼働中

 ATLAS, CMS実験でhiggs粒子が検出
 電子やミューオンに壊れるとバックグランドは少ない

 標準理論で見つけられていなかった最後の
粒子

 理論の人は標準理論を越えた物理を提示し
ている

 超対称性、Extra Dimension

 Higgs粒子がいくつもある理論
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The BIG challenge in 2012: PILE-UP

Zμμ

14

Experiment’s 
design value 
(expected to be
reached at L=1034 !) 

Z μμ event from 2012 data with 25 reconstructed vertices



Note: huge efforts and progress from theory community to compute NLO/NNLO 
cross-sections for Higgs production and for (often complex !) backgrounds 
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Most sensitive 
channels 
120<mH<130 GeV:
H WW(*)

 lνlν
H γγ, H 4l
H ττ, W/ZH
W/Z bb

√s=7  8 TeV: 
 Higgs cross-section increases by ~ 1.3 for mH ~ 125 GeV
 Similar increase for several irreducible backgrounds: e.g. 1.2-1.25 for γγ, di-bosons
 Reducible backgrounds increase more: e.g. 1.3-1.4 for tt, Zbb
 Expected increase in Higgs sensitivity: 10-15%

SM Higgs production cross-section and decay modes



mγγ spectrum fit, for each category, with
Crystal Ball + Gaussian for signal plus 
background model optimised (with MC) 
to minimize biases
Max deviation of background model from 
expected background distribution taken 
as systematic uncertainty

Total after selections: 59059 events

Main systematic uncertainties



H 4l mass spectrum after all selections: 2011+2012 data

Discrepancy has negligible impact on the 
low-mass region < 160 GeV
(no change in results if in the fit ZZ is constrained 
to its uncertainty or left free)

m(4l) > 160 GeV
(dominated by ZZ background):
147 ± 11 events expected
191 observed

~ 1.3 times more ZZ events in data 
than SM prediction in agreement 

with measured ZZ cross-section in 4l 
final states at √s = 8 TeV

Measured  σ (ZZ) = 9.3 ± 1.2 pb
SM (NLO) σ (ZZ) = 7.4± 0.4 pb
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H 4l mass spectrum after all selections: 2011+2012 data
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Enhanced by relaxing cuts on 
m12, m34 and pT(μ4)

Peak at m(4l) ~ 90 GeV from
single-resonant Z 4l production

Observed: 57 events
Expected: 65 ± 5



H 4l mass spectrum after all selections: 2011+2012 data
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4μ candidate with m4μ= 125.1 GeV

pT (muons)= 36.1, 47.5, 26.4, 71 .7GeV   m12= 86.3 GeV, m34= 31.6 GeV
15 reconstructed vertices
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4e candidate with m4e= 124.6   GeV

pT (electrons)= 24.9, 53.9, 61.9, 17.8 GeV m12= 70.6 GeV, m34= 44.7 GeV
12 reconstructed vertices
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2e2μ candidate with m2e2μ= 123.9 GeV

pT (e,e,μ,μ)= 18.7, 76, 19.6, 7.9 GeV,    m (e+e-)= 87.9 GeV, m(μ+μ-) =19.6 GeV
12 reconstructed vertices
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2011 data 2012 data

2011+2012 data

Excluded (95% CL): 
130-170 GeV
Expected: xxxx GeV

Excluded (95% CL): 
131-162, 170-460 GeV
Expected:  
124-164, 176-500 GeV
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Consistency of the data with 
the background-only expectation

Global 2011+2012 (including LEE over full 110-141 GeV range): 2.5σ

Data sample  mH of max deviation  local p-value  local significance  expected from SM Higgs

2011                   125 GeV 1.1%                 2.3 σ 1.5 σ 
2012                  125.5 GeV 0.4%                 2.7 σ 2.1 σ

2011+2012                125 GeV               0.03%                3.4 σ 2.6 σ

Fitted signal strength

Best-fit value at 125 GeV: μ=1.3 ± 0.6 



標準理論に至る道

 パリティの非保存と弱い相互作用
 当初は非保存の原因を相互作用に求めた
 磁気能率計算の2からのずれ、g-2実験
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ニュートリノに微細な質量
 ミューオンニュートリノ（１９６２）の発
見から５３年経過（写真）

 この写真はスパークチェンバーが背
景、阪大の宮本重徳と名大の福井
崇時が発明

 太陽ニュートリノ欠損、と言う兆候が
あった

 スパークチェンバーは学生実験でよ
く製作される、高圧スイッチが必要
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ニュートリノ振動の発見

 KAMIOKANDEです
でに兆候があった

 Super 
KAMIOKANDEで決
定的な証拠

 ３世代特にνμが混合
で半減する

 Lはkm, EはGeV, mは
eVの単位
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放射線のシミュレーターgeant4

 Geant4は測定器の応答をシミュレートし擬似
データを生成するツール
 基礎物理学の実験に不可欠、医学利用も

 Geant4を計算機にinstall, 教育用にpython
のインターフェースをinstall
 アプリが利用可能になる

 単純な物質の中で起こる現象
 lesson1

 制動輻射による電磁シャワーの発達
 Lesson2、物理プロセスのon/offが可能
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単純な物質の中で起こる現象

 物質の種類や厚みを変えてみる

 入射粒子の種類やエネルギーを変えてみる
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cd g4py or work/g4py
source setupG4py.sh
cd examples/education/lesson1
Python Lesson1.py

左上のiconをクリックしてtanmatsu
とタイプして端末を起動する。
端末ではtabキーが推測してくれる



粒子と物質の相互作用のシミュレーション

 光子

 光電効果：phot、コンプトン散乱:compt、対生成:conv

 電子、陽電子

 多重散乱、:msc、イオン化:eIoni、制動輻射:eBrem、対消
滅:anihil

 ミューオン

 多重散乱、:msc、イオン化:muIoni、制動輻射:muBrem

 陽子

 多重散乱、:msc、イオン化：hIoni
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cd g4py or work/g4py
cd examples/education/lesson2
python ExN03.py または demo.py

粒子の相互作用をON/OFFしてみる

多重散乱は物質の核子よるもの。イオン化は物質の電子を跳ね飛ばすもの



backup
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ATLASのイベントディスプレイのatlantisを使う

cd

cd AtlantisJava-09-16-03-10

java –jar atlantis.jar
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端末で、まずトップディレクトリに戻って、設定ファイルなどがあるディ
レクトリに移動。その後アーカイブファイルを指定してJavaを起動

File MenuからRead Event Locallyを選択、2011HiggsJiveXMLを選択
最初のイベントを開く

衝突点のようすはr-ZプロジェクションとZoom/Move/Rotateが選択された
状態でマウスドラッグする
電子やミューオンはハドロンカロリメータの外側にある。指マークが選択された
状態でクリックすると数値が右下に表示される


