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TPCとは
TPC：Time Projection Chamber

ILDは中央飛跡検出器としてTPCを採用

ILD

TPC

飛跡を3次元的に再構成するのが役割

時間　射影　　　　　箱

電場 E

磁場 B
© Rey.Hori/KEK

読み出し部 読み出し部

衝突点

2.8mm	ピッチで配置された
フィールドストリップ 
→	均一な電場を形成 

ソレノイドマグネット 

約200個のモジュール
読み出し装置の最小単位
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検出の仕組み
入射した粒子が 
ガス分子を電離する

電離電子が電場と 
逆向きに移動する

電気信号として読み出し 
（x,y方向）

電場 E

読み出し部

荷電粒子

具体的な増幅・読み出しの方法は後ほど
x

y

z

ドリフト時間から 
z方向の位置を測定

Arベースのガス

増幅部

増幅部で電子を増幅
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ILCの中央飛跡検出器に求められること

高い効率で荷電粒子の飛跡のすべてを再構成すること！
それによって何がわかるのか？

①運動量の測定 ②2飛跡の分離 ③粒子の判別

VTX

TPCECAL

HCAL

シミュレーションで得られたILDの飛跡 

磁場による飛跡の曲が
り具合から計算できる

カロリーメータと飛跡
を一対一対応させる 

dE/dxを使って 
粒子の種類を判別する 

u
s

K+
u
d

π+

https://www.ilcild.org

Ex.
TPC

ECAL

HCAL
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ILD全体の運動量の目標

ILCの中央飛跡検出器に求められること

①運動量の測定
� 1

PT
= 2⇥ 10�5GeV �1

ILCの目的の一つである
ヒッグス質量の精密測定

反跳質量法で測定
ヒッグスと同時生成した粒子の運動量を測定し、
運動量保存則からヒッグスの質量を測定

運動量の高精度の測定はヒッグス精密測定に不可欠

1

■ 研究紹介

ILCの物理
東京大学 素粒子物理国際研究センター

田 辺 友 彦
tomohiko@icepp.s.u-tokyo.ac.jp

2014年 3月 1日

1 はじめに
国際リニアコライダー計画 (International Linear Col-

lider: ILC) の技術設計書 (Technical Design Report:

TDR)が，国際協力による研究開発を経て，2012年末
に完成し，2013年 6月に公開された [1, 2, 3, 4, 5]。次
世代大型加速器計画として現在技術的に建設準備が整っ
ているのは ILCのみである。今後，最終設計や政府間交
渉などを経て，ILC実現を目指すフェーズに来ている。
ILCの物理的意義は，LHCによるヒッグス粒子1発見

でより確固たるものとなった。LHCでの h → ZZ∗ 崩
壊の観測は，ILCでの e+e− → Zh随伴生成過程 (図 1

左)を保証している。ILCのマシン設計では，まず重心
系エネルギー √

s = 250 − 500 GeVをカバーし，その
後√

s = 1 TeVへアップグレードすることを想定してい
る。これは，ヒッグス質量が約 125 GeVに決まったこ
とで明確となった物理ターゲット (図 2にしめす生成断
面積参照)と非常によくマッチングしている。すなわち，

•
√
s = 250 GeVにおける Zh随伴生成過程の研究

•
√
s = 350 GeV付近の tt対生成，およびWW 融
合過程 (図 1右)によるヒッグス生成の研究

•
√
s = 500 GeVでのヒッグス自己結合とトップ湯川
結合の直接測定，高統計によるヒッグス精密測定

•
√
s = 1 TeVにおけるヒッグス自己結合とトップ湯
川結合の精密測定

これら重要な物理研究をワンパッケージでできる計画は
ILCのみである。また新粒子直接探索という観点におい
ても e+e−のフロンティアマシンとしてエネルギー拡張
性の高い線形加速器が魅力的である。LHCでは見つけ
にくいカラーを持たない粒子や縮退した質量スペクトル
を持つような Higgsinoなどの粒子群に対しても，ILC

はエネルギーが十分であれば発見できる大きな可能性を
持っている。

1ここではヒッグス粒子は小文字の h で表記する。超対称性など，
標準模型を超える物理への期待を込めるものである。

Z

e−

e+

h

Z

W

W

e−

e+

νe

h

νe

図 1: ILC におけるおもなヒッグス生成過程。(左)

e+e− → Zh随伴生成。(右) WW 融合による e+e− →
ννh過程。

本稿ではまず ILCの基本性能を概観した上で，上記
の ILC物理のキーポイントを解説していく。詳細につ
いては TDR の第二巻 [2] や，2013 年に行われた米国
Snowmass Processに提出された ILC物理に関するホワ
イトペーパー [6, 7, 8, 9]などを参照されたい。
また加速器設計や研究開発については既に高エネル

ギーニュースに掲載された記事を，測定器の詳細につい
ては次号掲載予定の記事を参照されたい。

2 ILCの基本性能
LHCなどの pp衝突実験では陽子加速の容易さから高

エネルギーに到達できるものの，背景事象の多さがネッ
クとなるため，みやすいシグナルを扱うのが解析の基幹
となる。また断面積絶対値測定などにおいては初期状態
のパートン運動量分布の不定性が常に伴う。これに対し，
ILCなど e+e−衝突実験は基本粒子の対消滅反応をみる
ため，四元運動量の保存が適用可能であり，バックグラ
ウンドの少ないクリーンな環境での解析ができる。シグ
ナルはみやすいものに限らず，基本的にすべてのモード
での解析を行う。崩壊モードを限定せずに高い検出効率
を持つので新粒子探索などにおいてとくにその威力を
発揮する。また e+e−反応は実験的にも理論的にもよく
理解されており，グローバルな系統誤差は基本的に小さ
い。ビームエネルギー制御が可能で，精密測定など，断

247

/γ

運動量分解能：良運動量分解能：悪

素粒子同士の直線加速器の強み



yumia@post.kek.jp 72017.7.23　夏の合宿

①運動量の測定

飛跡検出長L

飛跡の曲がり具合←曲率半径Rを求める

Gluckstern Formula
�
PT

P
T

'

s✓
↵0�

x

BL2

◆2 ✓ 720

n+ 4

◆
P 2
T

+

✓
↵0C

BL

◆2 ✓10

7

✓
X

X0

◆◆

R

2 = (R� x)2 +

✓
L

2

◆2

R >> x とすると

PT = 0.3BR ' 0.3BL

2

8x

R ' L

2

8x

ILCの中央飛跡検出器に求められること

多重散乱
位置分解能 σx, 測定点 n, 磁場 B, 飛跡検出長 L　に依存

運動量の精度の評価＝運動量分解能
R.L.	Gluckstern,	NIM	24	(1963),	381	
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ILCの中央飛跡検出器に求められること

位置分解能 σx

×

×

×
Hit pointTrack

×
residual

htemp
Entries  11202
Mean  0.05051− 
RMS     0.232

0.8− 0.6− 0.4− 0.2− 0 0.2 0.4 0.6 0.80

200

400

600

800

1000

1200
htemp

Entries  11202
Mean  0.05051− 
RMS     0.232

dxin {serialrow==44&&nhits==1&&dxin>-0.8&&dxin<0.8&&chi2<40000&&fi0>-9999&&fi0<9999&&fi0loc>4.69&&fi0loc<4.76&&tnl>-9999&&tnl<9999&&nTrks<=1&&cpa>-8&&cpa<2}

�
x

=

s
1

N
eff

�
�

0
0 + (C

D

2)z
�

有効電子数 Neff

有効電子数 Neff 
拡散定数 CD 
ドリフト距離 z      に依存 N:電子数

r�hit � r�track[mm]

# 
of

 h
its

Neff =

⌧
1

N

�D
(1 + f)2

E��1

f:相対的な1電子の
増幅の変動

※実際の測定より少し簡略化しています
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ILCの中央飛跡検出器に求められること

ILDのパラメータ： 
                 B=3.5 T 
                 測定点200点 
                 飛跡検出長1.5 m

TPCの運動量の目標

σx＜100 μm

①運動量の測定

� 1
PT

= 1⇥ 10�4GeV �1

ILC TDR volume4, 211,2012
位置分解能（3GEM, 4 T, small TPC prototype, T2K gas）

TPCで達成すべき位置分解能は
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ILCの中央飛跡検出器に求められること

②2飛跡の分離

→PFAにおいてカロリーメーターでは 
　中性粒子だけ測定したい 
→荷電粒子の信号は取り除きたい

ILDのコンセプト：Particle Flow Analysis
すべての粒子を重複なくそれぞれの測定器で検出する

カロリーメータと飛跡を一対一対応させる必要がある

2飛跡分解能の目標値：2 mm

2つの飛跡が分離できないと1本飛跡を逃していることに
なるので効率が下がる

＋
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ILCの中央飛跡検出器に求められること

③粒子の判別

どうやって判別する？

dE/dx
単位距離あたりのエネルギー損失

dE/dx分解能の目標値 ' 5 %

粒子の種類を判別する 

運動量に対するdE/dxの値は 
粒子に固有なので粒子が識別できる
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つまり、目標値を測定器で測れるものに翻訳すると・・・

位置分解能 効率

ILCの中央飛跡検出器に求められること

と

今回はこの位置分解能をどう達成するか 
に注目してお話しします

高い位置分解能を達成するために考えられた読み出しの方法

MPGD
ここから、さっき飛ばした読み出しの話をします
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MPGD

MPGD: Micro-Pattern Gas Detector

2次元位置情報と高精度の時間情報が得られる
位置分解能がよく、不感領域が少ない

微細構造を増幅に使用したガス検出器

Asian group 
2GEM

DESY group 
3GEM

Scalay group
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例：アジアグループのTPC

増幅GEM


zゲートGEM

パッドプレーン

The Module Gas Electron Multiplier(ガス増幅器)

70μm
140μm

1 
Pad

lower part:176 Pads/Rows

Upper part :192 Pads/Rows

5.26 mm

about 1.2mm

28 
Rows

Pad Plane（陽極）

T2Kガスを使用   Ar : CF4 : iC4H10 = 95 : 3 : 2
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GEM

断面図

100μm

液晶ポリマー(絶縁体)

銅

1996年にCERNのFabio Sauliが開発

高電圧を印加し高電場を形成

電気力線が密な所で電子が
気体原子に衝突・電離 
（＝電子雪崩）

GEMを複数枚重ねて使用することで電荷を数千~万倍に増幅できる 
ただし・・・陽イオンも同時に発生 
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T2Kガス

Ar(アルゴン) 希ガス ⇒比較的低電圧でガス増幅率が高くなる  

CF4(フロン)

・磁場中で電子の横方向拡散を抑制しやすい 
⇒位置分解能が良くなる 
・ドリフト速度が速い 
・クエンチング作用を持つ  

iC4H10 
(イソブタン)

・クエンチング作用を持つ  
・ペニング効果で電子の増幅率を高くする  
ペニング効果:原子の準安定励起状態がこれよりも小さいイオン化ポテン
シャルの分子や原子に衝突すると、イオン化ポテンシャルの低い分子や
原子が電離する現象  

T2Kガス   Ar : CF4 : iC4H10 = 95 : 3 : 2



yumia@post.kek.jp 172017.5.22 MPGD2017

イオンフィードバック問題

バンチ

3つのイオンディスクによる位置分解能の悪化：60μm（シミュレーションより）

1つのバンチトレインによる陽イオンは1cm幅のディスク状になる 
イソブタンイオンのドリフト速度（電場による移動速度）0.37cm/ms（ドリフト電場 230V/cm） 
トレイン間は200 msなので次のトレインが来るまでに74 cm進む 
最長ドリフト距離は2.2 mなので、2.2 m÷0.74 m　　3 個 
→TPCの中には3つの陽イオンディスクが存在することになる

'

増幅で発生した陽イオンがドリフト領域に逆流→電場を歪ませ位置分解能が悪化

無視できない大きさ

読み出し部陰極
※TPCの半分だけ表示
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ゲートGEM

光学的開口度= 82 %　　厚さ25 µm

（ゲートGEM）GEMをゲートとして利用＝高開口度GEM型ゲート装置

335µm

31µm

高磁場中での電子透過率≒光学的開口度

株式会社フジクラと共同開発

10µm

12.5µm

2µm
31µm

ゲートは陽イオンを阻止する一方電子が通るのを邪魔してはいけない
→電子透過率も重要

2006年　Fabio Sauliが提案

アジアグループだけでなくほかのグループのモジュールにも搭載予定
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ゲートGEM
ゲートOPEN ゲートCLOSE

陰極

ゲートGEM

陽極

e-
陰極

ゲートGEM

増幅GEM

陽極
増幅GEM

陽イオン

バンチトレインとバンチトレインの間にゲートを閉じれば
陽イオンディスクをなくせる

電圧 電圧
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読み出しの仕組みまとめ

陰極

ゲートGEM

増幅GEM

陽極

ゲート
OPEN
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エンドプレート
読み出しモジュールを組み込み、フィールドケージにセット 

プロトタイプ 設計（TDRより）



yumia@post.kek.jp 222017.7.23　夏の合宿

読み出しエレクトロニクス
※注　これはプロトタイプ

2 cm角くらいの大きさで、モジュールの裏につけられるような 
低物質量の新しいエレクトロニクスを開発中

TPCFE CardPower& 
readout cables

陽極からの
カプトン 
ケーブル

ASIC

＝物質量が多い
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冷却システム
パッド基板の発熱問題 ⇒ 改善策 : 気液2相CO2冷却システム  

• 液体が気体に変わるときの熱(潜熱)を利用 
• 低物質量で高効率 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最近のアップデート

位置分解能：まだ3.5 Tに外挿していないが、目標の100 μm以下を 
　　　　　　　　達成する見込み

電子透過率：平均的に電子透過率80 %を達成している。 
　　　　　　　　磁場0Tで行ったプロトタイプでの結果ともほぼ一致

ゲートGEMを搭載したモジュールの初めてのビーム試験を行った
2016年10月～11月＠DESY

dE/dx分解能：見積もりで5 %を達成する見込み
詳しくはナイトセッション・ヤングセッションで！

5 GeV 電子ビーム, B = 1 T, ゲートGEM電圧 3.5 V
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まとめ
TPC：Time Projection Chamber

目的：高い効率で荷電粒子の飛跡のすべてを再構成すること

方法：MPGD

それによって　　運動量測定 
　  　　　　　　2飛跡分離 

　　　　　　　　　　　　　　　粒子の判別　　などを行う

各国が色々なデザインを研究中
現在アジアグループは位置分解能を良くするための 
ゲートGEMを研究中 
                            →目標の位置分解能を達成する見込み

→低物質量化・さらなる性能向上のため様々な要素の研究開発をしていく
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Thank you for your attention .

今回のスライド作成にあたり、藤井先生をはじめLCTPCグループの皆様に多大
なご支援をいただきました。 

また、昨年の庄司さんのスライドを参考にさせていただきました。 

ありがとうございました。
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Back up



yumia@post.kek.jp 282017.7.23　夏の合宿

飛跡検出器の歴史
1952年    泡箱

※検出のしくみ自体は昔から変わっていない 
測定方法：写真から解析 
信号増幅：なし 

ドナルドグレーザーが発明。 
粒子の入射に同期してフラッシュがたかれ、
カメラが次々と粒子の反応を記録。 
毎年100万枚もの写真が撮られ、原子核や素
粒子の反応の詳しい性質が調べられた。

https://www2.kek.jp/ja/newskek/2009/sepoct/awabako.html
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飛跡検出器の歴史

測定方法：電気的に読み出し 
信号増幅：ワイヤーの作る高磁場 

ただしE×B効果で位置分解能が悪化してしまうの
でILCのTPCでは使えなかった

1960~70年代    ワイヤーチェンバー
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0.2

0.4
0.6
0.8

1 htmp
Entries  41390
Mean x  0.09979
Mean y  0.3068
RMS x   1.156
RMS y   0.275

htmp
Entries  41390
Mean x  0.09979
Mean y  0.3068
RMS x   1.156
RMS y   0.275

normchg:drphi {module==3&&row==16&&ndf>40&&chi2<10000&&fi0loc>4.64&&fi0loc<4.72&&cpa>-8&&cpa<2&&nTrks<=1}standard deviation

r�hit � r�i�th pad center[mm]

How to get electron transmission

hit in question included in 
the track fit

excluded from 
the fit
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Rate of Neff≒Electron transmission rate

Calculate Neff

GM resolution（σrφ）

�PR
2 = �PR(0)

2 + (CD
2)z

Pad responce（σPR）

�r� =

s

�0
2 +

(CD
2)

Neff
z

plot vs distance Z

Neff =

��
1

N

���
G

Ḡ

�2
���1

How to get electron transmission

N effective

Neff (w/Gate)

Neff (w/oGate)

⇡ Re.t.

Diffusion constant

plot vs distance Z
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Field shaper

• To arrange the electric filed


