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研究成果概要
１．宇宙線異方性のデータ解析
	
  平成 25 年度は、主に TA SD(地表検出器)で得られた低エネルギー側(0.5EeV 以上)の空
気シャワー解析の最適化を行い、宇宙線異方性の探索を行った。最適化の結果、イベン
ト数が 1018eV 付近で約 10 倍に増加した。また、シャワーフロントのフィット関数を最
適化により角度分解能が約 20%向上した。S800 からエネルギーへ変換するテーブルの再
定義も行った。以上のデータを用いて、
（１）1018eV 領域の中性粒子(中性子、ガンマ線)
放射天体の北天探査、および（２）1018eV 領域の大規模宇宙線異方性の探査 を行った。
（１）1018eV 領域の中性粒子放射天体の北天探査 	
  文献[1][2]
2008 年 5 月から 2012 年 10 月の 4.4 年間のデータを用いて、1018eV(=1EeV)領域の中性
粒子を放射する点源の探査を行った。角度分解能は 1018eV 以上で 3 度程度である。エネ
ルギーE(EeV)を持つ中性子は崩壊長が〜E×9.2kpc であり、ガンマ線は平均自由行程が
〜 E0.9 ×330kpc であるので、源はほとんど銀河系内に限られる。約 17 万イベント
(>0.5EeV)の空気シャワーデータを解析した結果、北天領域に有意な信号は得られなかっ
た。したがって、各赤緯ごとに点源に対する平均的なフラックス上限値(95%C.L.)を計算
した。現時点で、これらの上限値は 1018eV 領域の点源の北天探査としては最も厳しい。
（２）1018eV 領域の大規模宇宙線異方性の探査	
  文献[3][4]
	
  AGASA(+Akeno 20km2 Array)コラボレーションは、1984 年から 1999 年のデータを
用いて、1018.0eV-1018.4eV のエネルギー領域で宇宙線の大規模異方性の兆候を見つけた。
銀河中心方向とシグナス方向に、それぞれ 4.5σと 3.9σの宇宙線超過と、反銀河中心に	
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Fig. 2: Assumed AGASA anisotropy formed by the 2D
Gaussian shape with the σs = 13◦ . The color contour
shows the relative intensities which are averaged over 20◦
radius circle at each coordinate. The open circes show the
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ント(AGASA
1.6 倍)を用いて、この大規模異方性を検証した。MC
シミュレーション
The cross marksの
indicate
the Galactic center (G.C.) and
the Anti-Galactic center (Anti-G.C.), while the solid curve
によると、AGASA の結果が真であるとすると５−６σの宇宙線の超過または欠損が期待
indicates the Galactic plane.

された（図１a）。しかし、今回の探索では有意な異方性は観測されなかった (図１b)。
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