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30分でお話しすること
• ILC実験のための飛跡検出器に関する (非専門家向けの初
歩的な) 説明です。 

• 前半でILC実験に必要な中央飛跡検出器とはどのようなも
のか議論し、後半はTPC (タイム•プロジェクション•チェ
ンバー) の基本とその開発状況について簡単に触れます。 

• ILC測定器のことをよく知ってる方々は、ナイトセッショ
ンでの難しい議論に備える時間にしてください m(_ _)m



飛跡検出？トラッキング？

飛跡検出器 
英語では“トラッキング•ディテクター”

または“トラッカー”



飛跡検出？トラッキング？

トラッキング Tracking: 
英和辞典をひくと「 1. 〔痕跡などを〕た
どること、追う［追跡する］こと」



飛跡検出？トラッキング？

ある冬の日にハンブルクの運河にて撮影



飛跡検出？トラッキング？

ある冬の日にハンブルクの運河にて撮影



飛跡検出器の基本
昨日の末原君の講義ノート (ページ

15~20) で復習してください。ざっくりお
さらいすると、 

荷電粒子の電離作用を利用して、空間•時
間情報を再構成することができる。 

磁場の下での曲率半径を測ることによって、
運動量測定器として機能する。



ILC測定器の飛跡検出器に必要な性能
ILCで目指す物理 → 終状態に多重パー
トンが出現 → 多重ジェット事象の正確
な再構成がILC実験の成否を分ける！ 
→ ILC測定器は、PFA (パーティクル•
フロー解析) に最適化された測定器 (詳
しくは、末原君•大谷さんの講義参照) 
→ 飛跡検出器とカロリメータの情報を
１対１対応 

PFAにおいて、ジェットのエネルギー
の60%程度は飛跡検出器で決定される 

ILC測定器の飛跡検出器には、優れた運
動量分解能と飛跡再構成能力が必要！



ILC測定器の飛跡検出器に必要な性能
ILC実験の使命はヒッグス•ボソンを
精密測定すること！ 

反跳質量法によるヒッグスの測定が
飛跡検出器に対する最も厳しい要求 
(重心系衝突エネルギー250GeVの
ILC実験におけるフラッグシップ測
定)
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ILC測定器の飛跡検出器に必要な性能

飛跡検出器システム全体 (崩壊点検出器•
内部飛跡検出器•中央飛跡検出器•前方飛
跡検出器の合わせ技) で運動量分解能: 
δpT / pT = 2 × 10-5•pT [GeV] 

を目指す！



ILC測定器の“中央”飛跡検出器 
に必要な性能

測定器最適化に強く依存します！ 
目標運動量分解能: 

δpT / pT ~ 1 × 10-4•pT [GeV] 
として議論を進めましょう



同じ目標で２つの異なるアプローチ
ILDコンセプトとSiDコンセプト 



同じ目標で２つの異なるアプローチ
ILDコンセプトとSiDコンセプト 

TPC (タイム•プロジェクション
•チェンバー)

５層シリコンストリップ•トラッカー

中央飛跡検出器が大きく異なる！



同じ目標で２つの異なるアプローチ

Requirement for transverse 
single point resolution

Required point resolution:        & # of samples: n

LDC: (B, l) = (4 T, 120 cm)

GLD: (B, l) = (3 T, 165 cm)

R&D item: Good s_rp for long drift distance (z ~ 2.3 m)?
Ionized primary electrons drift to

   readout pad curling up B-field

- Dispersion of charge cloud strongly

    depends on B-fields & drift distance

- B-fields dependence of s_ph

Understand performance of

   prototype TPCs in higher B-fields
“Proof of Principle” -> Large prototype
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Katsumasa Ikematsu (DESY) / ACFA8

運動量分解能は測定点の数: n と測定点の位置分解能:σrφ と 
磁場の強さ: B と飛跡検出長: L で決まる！

ILD TPC: 大きな中央飛跡検出器で沢山の (連続的) 測定点 (磁場は
3.5T) 

SiD Si-Tracker: コンパクトな中央飛跡検出器で高磁場 (5T) のも
と高精度測定 (最大12測定点)



同じ目標で２つの異なるアプローチ: 
測定点の違い

ILD SiD



同じ目標で２つの異なるアプローチ: 
物質量の違い

ILD SiD



ILD-TPCの現在のデザインパラメタ
Part II 2.3. The ILD TPC System

Table 2.3.1: Performance and design parameters for the TPC with standard
electronics and pad readout.

Parameter

Geometrical parameters
r
in

r
out

z

329 mm 1808 mm ± 2350 mm

Solid angle coverage Up to cos ✓ ' 0.98 (10 pad rows)

TPC material budget ' 0.05 X
0

including outer fieldcage in r

< 0.25 X
0

for readout endcaps in z

Number of pads/timebuckets ' 1-2 ⇥ 106/1000 per endcap

Pad pitch/ no.padrows ' 1⇥ 6 mm2 for 220 padrows

�
point

in r� ' 60 µm for zero drift, < 100 µm overall

�
point

in rz ' 0.4 � 1.4 mm (for zero – full drift)

2-hit resolution in r� ' 2 mm

2-hit resolution in rz ' 6 mm

dE/dx resolution ' 5 %

Momentum resolution at B=3.5 T �(1/pt) ' 10�4/GeV/c (TPC only)

the LCTPC collaboration [59, 60, 30, 61].

2.3.1 Design of the TPC

The main parameters for the TPC are summarised in Table 2.3.1. The overall
dimensions of the ILD detector and the TPC have been optimised to obtain the best
physics performance, as described in the ILD Letter of Intent (LoI) [1]. The design
goal has been to maintain a very low material budget and to achieve the required
single and double-point resolution. The mechanical structure of the TPC consists
of an endplate, where the readout of the amplified signals takes place using custom-
designed electronics, and a fieldcage, made from advanced composite materials. Two
options for the gas amplification systems are Micromegas [62] and Gas Electron
Multipliers (GEM) [63]. At present either option would use pads of size ⇡ 1⇥ 6 mm2,
resulting in about 106 pads per endplate. An alternative technology of a pixelated
readout with much smaller pitch is being investigated [64].

The readout endplate (figure 2.3.1) is a concentric assembly of modules. The
modules are self-contained and integrate the gas amplification, readout electronics,
supply voltages, and cooling [65].
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ILD-TPC目標運動量分解能: 
δpT / pT ~ 1 × 10-4•pT [GeV] 

を達成するには 
長い飛跡検出長 (特に z 方向 = ドリフト
方向) に渡って、σrφ ＜ 100μm の位置

分解能が必要！

ILD-TPCに必要とされる性能



ILD-TPC目標運動量分解能: 
δpT / pT ~ 1 × 10-4•pT [GeV] 

を達成するには 
長い飛跡検出長 (特に z 方向 = ドリフト
方向) に渡って、σrφ ＜ 100μm の位置

分解能が必要！

ILD-TPCに必要とされる性能

どのようなTPCを開発する必要がある
か議論する前に、 

TPCの原理についておさらいします。



電極端板
電気信号読み出し装置

リング状の金属→痕跡を移動

入射
粒子 (細かく区切られた電極 )

容器内には一様な電場

ガスで満たされた円
筒状の容器と，端部
に設置された電極

TPCの動作原理
‣ TPC = タイム・プロジェクション・チェンバー 
‣ ビーム同士の衝突によって発生する多数の高エネルギー荷電粒子の三
次元位置情報を高分解能でデジタル的に記録できる！



電極端板
電気信号読み出し装置

リング状の金属→痕跡を移動

入射
粒子

1. イオン化

( 細かく区切られた電極 )

TPC 内を荷電粒
子が走り抜ける 
→ 飛跡に沿って
ガス分子が電離

‣ TPC = タイム・プロジェクション・チェンバー 
‣ ビーム同士の衝突によって発生する多数の高エネルギー荷電粒子の三
次元位置情報を高分解能でデジタル的に記録できる！

TPCの動作原理



電極端板
電気信号読み出し装置

リング状の金属→痕跡を移動

入射
粒子

1. イオン化

2. 電子が拡散し
ながら移動

( 細かく区切られた電極 )

容器内の電場に
よって，電離電子
は信号読み出し装
置に向かって移動

‣ TPC = タイム・プロジェクション・チェンバー 
‣ ビーム同士の衝突によって発生する多数の高エネルギー荷電粒子の三
次元位置情報を高分解能でデジタル的に記録できる！

TPCの動作原理



‣ TPC = タイム・プロジェクション・チェンバー 
‣ ビーム同士の衝突によって発生する多数の高エネルギー荷電粒子の三
次元位置情報を高分解能でデジタル的に記録できる！

電極端板
電気信号読み出し装置

リング状の金属→痕跡を移動

入射
粒子

1. イオン化

2. 電子が拡散し
ながら移動

3. 読み出し

( 細かく区切られた電極 )
電子が到達した電極 
→ ２次元情報 (射影: 
プロジェクション)

読み出し電極では
電子が到達した時
刻も記録 → 元の
飛跡を３次元的に
再構成可能

TPCの動作原理



つまり、TPCの開発は端部に配置される
２次元位置検出器の開発に集約されます 
(もちろん、システムとして動かなければ意味がないので、

フィールドケージなどの開発も大切です)

ILD-TPC開発



歴史上の２次元位置検出器: 泡箱

素晴らしい２次元位置
分解能を持つ飛跡検出
器であり素粒子物理学
の発展に大きな寄与を
果たしたが、いかんせ
ん遅いし、電子的な信
号処理ができなかっ
た！ (写真から飛跡を
解析する必要あり)



２次元位置検出器: ワイヤーチェンバー
ワイヤーの作る高電場を電子増幅器
として利用し、荷電粒子の通過を電
気的に捉えることで、1960年代後期
から70年代初頭の素粒子実験に革命

を起こした



２次元位置検出器: ワイヤーチェンバー
ワイヤーの作る高電場を電子増幅器
として利用し、荷電粒子の通過を電
気的に捉えることで、1960年代後期
から70年代初頭の素粒子実験に革命

を起こした

MWPC (多線式比例計数箱) 開発
の功績により1992年シャルパッ
クにノーベル賞が授与された

TPCの端部検出器にも、これ
までMWPCが使われてきた



MWPCをILD-TPCに採用できない理由しかしILDならではの問題も

これまでに実績のあるTPCではMWPCが使われていた。
しかしILDでは磁場の強さが3.5Tになり、ワイヤー近傍で生じる
ExB成分による信号電子の広がりが無視できなくなってきた。
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Large ExB effect

300 µm

Garfieldシミュレーション
(4Tの場合)

飛跡にそってできた電子がワイヤ-近傍で広がっている様子

実際の測定結果(小型TPC)
位置分解能300µm程度のところで平らになっ
ている(ExBによる広がりによる寄与が主と
なる)。
ILD-TPCでは100µmが目標。

4T

ILD-TPCは3.5Tの磁場中で運転するため、ワイヤー近傍にお
けるE×B効果により電子の広がりが大きくなってしまい、目標

の位置分解能を達成することは不可能！



２次元位置検出器: MPGD時代の到来
Micro-Pattern Gas Detectors

Astrid Münnich (DESY) Large Prototype TPC for the ILC 3

MPGD: Micro-Pattern Gas Detectors 
１次元ワイヤーの呪縛から解放され、２次元電子増幅の時代がやってきた！



２次元位置検出器: MPGD時代の到来
Micro-Pattern Gas Detectors

Astrid Münnich (DESY) Large Prototype TPC for the ILC 3

MPGDは良いこと尽くめ！ 
1. ガス増幅領域が小さい (穴径) ので、位置分解能の向上が期待できる



２次元位置検出器: MPGD時代の到来
Micro-Pattern Gas Detectors

Astrid Münnich (DESY) Large Prototype TPC for the ILC 3

MPGDは良いこと尽くめ！ 
2. ワイヤーと違い特定の方向に依存しない２次元検出配置を採用できる



２次元位置検出器: MPGD時代の到来
Micro-Pattern Gas Detectors

Astrid Münnich (DESY) Large Prototype TPC for the ILC 3

MPGDは良いこと尽くめ！ 
3. 直接、電子をパッドで収集することが出来るので、横方向広がりが小さく２ヒット分離に有利



２次元位置検出器: MPGD時代の到来
Micro-Pattern Gas Detectors

Astrid Münnich (DESY) Large Prototype TPC for the ILC 3

MPGDは良いこと尽くめ！ 
4. ドリフト領域への陽イオンの滲み出しを抑制する機能を備えている



ILD-TPC開発の現状: ICHEP2014より
Micromegas with Pads

Compact AFTER (T2K) electronics mounted directly
on the back side of each Micromegas module

3⇥7 mm2 large pads

24 rows with 72 pads

1728 pads per module

Resistive foil to spread charge

Fully equipped endplate with 7 modules
with 12000 channels

Astrid Münnich (DESY) Large Prototype TPC for the ILC 8



GEMs with Pads

Asian GEM module:

2 GEMs, 100 µm thick, without
side support

1.2 ⇥ 5.4 mm2 pads, 28 pad rows

DESY GEM module:

Triple CERN GEM, 50 µm thick,
with thin ceramics frame

1.26 ⇥ 5.85 mm2 pads, 28 rows

About 5000 pads per
module for both module types

ALTRO (modified ALICE TPC)
readout electronics ⇡ 10000 channels

Next step: SALTRO (improved
integration)

Astrid Münnich (DESY) Large Prototype TPC for the ILC 7

ILD-TPC開発の現状: ICHEP2014より



Results: Point Resolution

Di↵erent modules in the LP

B=1 T, T2K Gas:
Ar(95%)CF4(3%)iC4H10(2%)

E
low

=130-140 V/cm:
! minimal transverse di↵usion

E
high

=230-240 V/cm:
! maximum drift velocity

All modules show comparable resolution.
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Preliminary

(* di↵erent analysis and cuts for Micromegas,

one module only)

Extrapolation from small GEM
prototype data at 4T meets
requirements for single point
resolution.

Astrid Münnich (DESY) Large Prototype TPC for the ILC 9

ILD-TPC開発の現状: ICHEP2014より



Status and Challenges

Status:

MPGD technologies established

First integration tests of modules in the LP successful

Single point resolution meets requirements stated in the ILC TDR

Things we still need to do:

Long term stability and production of MPGD technologies

Understand, minimize and correct field distortions

Demonstrate momentum resolution ! external reference needed

Limit ion back flow ! design a gating scheme

Design and build a new field cage (started), endplate (done) and cathode

Design and build next generation of electronics

Environmental control, calibration etc.

Detector integration

Astrid Münnich (DESY) Large Prototype TPC for the ILC 10

ILD-TPC開発の現状: ICHEP2014より



ILD-TPC開発の現状: まとめの代わりに

詳しい開発項目とその状況 (特に
日本グループの成果について) は、
2014年 ILC測定器開発特別推
進研究年会 (今年12月に開催) 
をぜひ聞きに来てください。


