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http://epx.phys.tohoku.ac.jp/Kickoff2011/	
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学術創成研究（2006-2010)の成果をもとに、ILCの物理・測
定器のための特別推進研究(2011-2015)が採択された。 

『LCのための最先端測定器の国際的新展開』 
 

現在の参加研究機関 
東北大、KEK、東京大、信州大、九州大、佐賀大 

 
是非一緒に研究しましょう！	



ILC Reference Design Report (2007 Aug.)	

Ｓｉｇｎｕｐ	
世界　　　約1800名	
　　　　　　　325機関	
　　　　　　　40カ国　　　　　　	

Reference Design Report
                                 Executive Summary

August 2007
ILC-REPORT-2007-001

international linear collider

Reference Design Report
                                 Physics at the ILC

August 2007
ILC-REPORT-2007-001

international linear collider

Reference Design Report
                                           Accelerator

August 2007
ILC-REPORT-2007-001

international linear collider

Reference Design Report
                                            Detectors

August 2007
ILC-REPORT-2007-001

international linear collider

http://www.linearcollider.org/cms/?pid=1000437	

物理� 加速器� 測定器�
日本　　  208名（2位）	
　　　　　　　42機関　　　　　　	

アジア�

欧州�

北米�

加速器� 測定器�
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ILC upgrade	
(up to 1TeV)	


Tevatron	

LEP	
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電子� 陽電子�

素粒子（電子）とその反粒子（陽電子）の純粋な反応�
全エネルギーが反応に使われ、エネルギーをコントロールできる�
「エネルギーさえ足りれば」圧倒的な発見能力・情報量をもつ�

 
	LHC (Large Hadron Collider) 

ILC (International Linear Collider)�

陽子・陽子の衝突は複合粒子同士の衝突�
一部のエネルギーが反応に関与する。�
圧倒的に高いエネルギーに到達して新粒子・新現象を発見する�

LHC+ILC = 一気に新しい物理の原理と法則を決めることができる�
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•  LHCは今後ますます衝突輝度が上がる	  
(high	  rate,	  high	  background)	  
– その環境で性能を維持することが重要	  
–  ILCのための測定器開発と方向性が異なる	  

M. Nessi @ICFA seminar 2011	

LHCでのハドロン衝突事象	
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Superior Characteristics of ILC 
n  Electron/positron collision (elementary process) 

n  Fixed Energy & Scan (controllable)  
n  Controllable beam polarization 
n  Very sensitive detectors 
n  Trigger free 
n  Precise theoretical calculation (<1%) 

電子�

陽電子�

偏極�

決まったエネルギー�
＆　決まった運動量�

トリガーフリー�

精密な理論計算�

全情報再構成�



  
Precise mass, Spin and Coupling constants Determination 

Top quark	 SUSY	 Higgs  e+e- → ZH 

 Tunable Beam Energy Energy Scan	

Mass resolution    typically  50 – 100 MeV	



COBE  1990年�
角度分解能＝10°  �
温度の揺らぎ＝10-5度�

WMAP  2003年�
角度分解能＝10’            �
宇宙年齢＝137±2億年�

高精度�

LHC	

ILC	



まずは陽子, 次に電子  

Open	  new	  road	  	

Make	  up	  the	  road	  	

Higgs	  Par5cle	  Study	

A. Suzuki	
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– 原理的には圧倒的に精密な研究が可能	  

– これまでにない高性能の測定器で実現	



ILC：シャワーの個々の 
粒子の軌跡を検出 

新しい概念: 
高精細測定器によるPFA (Particle Flow Algorithm) 

LHC �

LHC：ジェットのエネルギーをまとめて測定 

13 

1 mm�

二次粒子、三次粒子 

PFA   
• クォークのエネルギー分解能を飛躍的に向上 
• 崩壊点測定によるクォークタイプの同定 
→ 将来のエネルギーフロンテイア測定器の標準 

ILC�
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Particle Flow Analysis  (developed at LEP) 
ジェットのエネルギーを精度よく決めるために�

ILD 

ILCでの測定器（提案例）�

SiD 



The SiD group 
 
Location of LOI and  
supporting documents 
http://silicondetector.org/display/SiD/LOI 
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The ILD group 
 
Location of LOI and  
supporting documents 
http://www.ilcild.org/documents/ild-letter-of-intent	

•  LOI signatories 
–  695　名  
–  32　カ国 
–  148 研究機関 

•  LOI signatories 
–  240　名  
–  17　カ国 
–  77 研究機関 



Jet	  (quark)	  	  の再構成	  

•  WとZのジェットを分離するには、　　　　　　　　　　が必要。	  
•  A	  promising	  technique	  :	  PFA	  (ParKcle	  Flow	  Algorithm)	  

–  荷電粒子は飛跡検出器で、中性粒子はカロリメータで測定	
–  測定したエネルギーの重複を解くことが鍵	  

! 

"E /E = 0.6 / E(GeV)

! 

"E /E = 0.3/ E(GeV)

! 

e+e" #$$ WW ,$$ ZZ

! 

W /Z" jj

! 

"E /E = 0.3/ E

Goal	Current	

2011/11/25	   S.	  Yamashita	  for	  ILC	   16	  



ILC測定器が目標とする具体的な性能 
■  Vertexing   

l  ~1/5 rbeampipe,< 1/30 pixel size (wrt LHC)  

■  Tracking 
l  ~1/6 material, ~1/10 resolution (wrt LHC)  

 
■  Jet energy (quark reconstruction) 

l  ~1/2 resolution (wrt LHC) by PFA 

! 

" ip = 5µm #10µm / psin3 / 2$

! (1 / p) = 2!10"5 /GeV

! 

"E /E = 0.3/ E(GeV)

! 

(h " bb ,cc ,# +#$)

  

! 

(e+e" # Zh# !+!"X; incl. h# nothing)

ヒッグスの再発見を１日で達成	
2011/11/25	 S.	  Yamashita	  for	  ILC	 17	



ILD	 SiD	

MagneKc	  Field	 3.5	  T	 5	  T	

Vertex	  pixel	  detectors	 6	  (3	  pairs)	  or	  5	  layers	  (no	  disks)	  
Technology	  open	  

5	  barrel	  layers	  +	  4	  disks	  
Technology	  open	  

Si	  strip	  trackers	   2	  barrel	  +	  7	  forward	  disks	  (3	  of	  the	  disks	  are	  
pixel),	  Outer	  and	  end	  of	  TPC	  

5	  barrel	  layers	  +	  4	  forward	  disks/side	  

TPC	   GEM	  or	  MicroMEGAS	  
Pad	  (or	  Si-‐pixel)	  readout	  

None	

ECAL	   Si-‐W	  or	  Scint-‐W	   Si-‐W	  30	  layers,	  pixel	  (4mm)2	  

HCAL	 Scint-‐Kle	  or	  Digital-‐HCAL	  +	  Fe	   Digital	  HCAL	  with	  RPC	  readout	  with	  (1cm)2	  cell	
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•  どちらもPFAに最適化したコンセプト。ソレノイド磁石はHCALの外。!
•  ピクセル検出器は、ILCのバンチ構造に対応できる技術を開発中!
•  ILD!

–  中央飛跡検出器：B=3.5T、TPCとシリコン検出器の組み合わせ!
–  ECAL: Si-W and/or Scint-W、HCAL：Analog or Semi-digital!

•  SiD!
–  中央飛跡検出器：B=5T、シリコン検出器だけで構築!
–  ECAL：Si-W、HCAL: Digital!

•  ひとつのIPをILDとSiDで共有。『Push-Pull』方式で入れ替え。 !

ILDとSiD	



19 19 19 

Detectors and a Hall 

At beam position 

At garage position 



ILC測定器 ：各検出器の性能	
•  各検出器の性能＊組織化⊗大きい(ILD) 
•  VTX/飛跡測定器/CAL＊PFA 

ILD LHC 倍 

VTX pixel : 5μm 150μm 30 

　飛跡検出器 σ/p: 5x10-5 p 10-3 p 20 

カロリメータ cell : 0.5cm ~20cm 40 

jet分け/運動量分解能	PFA 
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With respect to detectors at LHC: 
■ Vertex Detector  
■ Inner　layer     3～6 times closer to IP 
■ Pixel size                            1 / 30 
■ Materials  　　           1 / 30 

■ Tracking Detector  
■ Materials in Tracker  　1 / 6 
■ Track mom. resolution  　1 / 20 

■ Calorimeter 
■ EM cal granularity  　1 / 40  

■ Impact Parameter resolution: < 5µm + 10µm / p(GeV) sin-3/2 θ 	


■  Jet energy resolution:  dE/E < 0.3 / √E(GeV) 
■  Excellent Hermeticity: down to θ < 5--10 mrad (active mask) 

ILC 実験の基本理念�
事象をファイマン図を見るがごとくに見る	

LHC測定器の１桁上を行く性能を目指して�

CAL 

ILD 



ILC測定器の開発・設計グループ	
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M. Demarteau	

2011/11/25	  

•  タテ（測定器コンセプトグループ） 
•  ヨコ（コンセプトグループを超えたR&Dグループ） 
•  CLIC測定器グループとの連携も始まっている	



VTX（崩壊点検出器）!
•  ビームパイプに近づく 
•  ビームバックグラウンドが増える 
•  位置測定精度をあげる 
•  小さいピクセル 
•  b/c quark tagging  
 (クォークの種類を識別） 

IP 
X 

b/c 

e+ e- 

hadrons 
崩壊点	

tagging 
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Vertex detector •  Challenges  
–  High hit rate by e+/e- pair background 

•  High readout speed (~20/1ms) 
•  Very fine pixel size (~5x5 µm2) 

–  Very low mass (0.1 – 0.2 %X0/layer) 
wafers and support structure 

–  Excellent spatial resolution (σ<3µm) 

•  Various Sensor technologies  
–  Fine pixel CCD (FPCCD) 
–  Monolithic active pixel sensor 

(MAPS) 
–  Depleted FET sensor (DEPFET) 
–  3D pixel sensors (SOI) 

•  Possible spin-offs  
–  X-ray astronomy 
–  Protein crystallography 
–  Electron microscopy 
–  ……….. 

FPCCD 

MAPS 

DEPFET 

SOI 

3D (V-integration) 

pixel 
Detector 
ROIC 
Processor 

MPI（独）	

IPHS(仏) etal	

KEK/東北大	

KEK/FNAL/LBL etal	



FPCCD for VTX detector!
•  半導体センサー!
•  Fine Pixel CCD!

–  5μm角<<<100μm!
–  厚さ50μm <<<300μm!

•  ILC bunch train 間隔200ms
で読み出す!

–  読み出し回路の開発! e+ 
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飛跡検出器	
•  磁場Bで軌跡を曲げ、曲率半
径Rを測る 

•  運動量p=0.3BR 
•  σ/p ∝ p/√NpointBL2  

–  外径を大きく 
–  多数点測定 

⇒TPC 

Z 

H 

B 
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TPC: Time Projection Chamber!
•  電子を電場でEndplateまで運ぶ	

End Plate での位置と時間測定	

GEM 
	

ガス増幅	
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28 28 28 

TPC	

MicroMEGAS GEM Ingrid TimePix 
テスト・ビーム (DESY) 

１０カ国	
３２機関	
約１００名	
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•  Goal:  develop ILD TPC!
•  ~200 points per track!
•  R = 1.8m, L=4.3m!
•  MPGD!

– GEM or MicroMEGAS!
•  Read out!

– 1x5 mm2 pads!
–  CMOS pixel option under R&D!

•  ‘Large’ prototype made!
–  D = 0.7m, L=0.6m!
–  Beam test under 1T (DESY)!
–  Both GEM and MicroMEGAS!
–  So far so good. Data is being 

analyzed!
–  Issue: !

•  ion feedback, thin endplate!

Beam with GEM	Prototype endplate	

LC-TPC collaboration	

2011/11/25	



カロリメータ	
•  中性粒子測定：カロリメータ 
•  Jet内粒子の分離が重要⇒PFA 

–  内径を大きく 
–  吸収体を選ぶ(EMはW） 
–  3D 細分化  
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(この図はCMS測定器）	



281 physicists/engineers  from 47 institutes 
and 12 countries coming from the 3 regions 
(Asia, America and Europe)	

CAlorimeter for 	
the LInear Collider  Experiment	

Electromagnetic CAL : 

•  Scintillator-Tungsten 

•  Silicon-Tungsten 

•  MAPS (Monolithic Active Pixel Sensor)	

Hadron CAL : 

•  Analog HCAL  (scintillator-based) 

•  Digital  HCAL 

31 

Si sensor prototype  
with 5x5mm2 pad size 

MPPC prototype 



超細分化カロリメータのためのセンサー	

GLD-ECAL-Scintillator-layer model 

TT 1/April/06

particles

X-Layer

Z-Layer

1cmx4cmx2mm

1cmx4cmx2mm

MPPC R/O with WLSF

MPC R/O with WLSF

absorber plate
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•  2400~3000 m2  
•  Silicon pad 5mm x 5mm (~1億ch) 
•  Scintillator strip 5mm x45mm  



超細分化された次世代型カロリメータ 

33 

学術創成： 
小型シンチレータストリップとMPPCを用い
たカロリメータ(ScECAL)の要素技術の確立 
 
特別推進研究： 
n  ScECALのさらなる細分化とシステム化 
n  大量生産可能な高性能シリコンパッド検出器 
n  コストまで含めて最適化したハイブリッド
カロリメータの実現 

2.4mm

1.9mm
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CALICE - Beam Tests	

34	

v  Main	  beam	  tests,	  using	  π,	  µ,	  e	  beams:	  
v  2006-‐7	  	  

v  SiW	  ECAL	  +	  AHCAL	  +	  TCMT	  @	  CERN	  
v  2007	  	  	  	  	  

v  Small	  DHCAL	  test	  @	  Fermilab	  
v  2008	  	  	  	  	  

v  SiW	  ECAL	  +	  AHCAL	  +	  TCMT	  @	  Fermilab	  
v  2009	  	  	  	  	  

v  Scint-‐W	  ECAL	  +	  AHCAL	  +	  TCMT	  @	  Fermilab	  
v  Standalone	  RPC	  and	  Micromegas	  tests	  @	  CERN	  

v  2010	  	  	  	  	  
v  SiW	  ECAL	  +	  DHCAL	  +	  TCMT	  @	  Fermilab	  

	
There is no perfect Hadron shower MC, but 
results are more or less consistent with MC. 	
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電子� 陽電子�

素粒子（電子）とその反粒子（陽電子）の純粋な反応�
全エネルギーが反応に使われ、エネルギーをコントロールできる�
「エネルギーさえ足りれば」圧倒的な発見能力・情報量をもつ�

 
	LHC (Large Hadron Collider) 

ILC (International Linear Collider)�

陽子・陽子の衝突は複合粒子同士の衝突�
一部のエネルギーが反応に関与する。�
圧倒的に高いエネルギーに到達して新粒子・新現象を発見する�

LHC+ILC = 一気に新しい物理の原理と法則を決めることができる�



最も重要なもの＝物理と加速器のエネルギー　　　�
�

                          最重要・喫緊の課題 �
�

１．技術：超伝導空洞の安定製造技術、ナノビーム制御、測定器�
　　　　　　　　　　　　　　　　→　国際協力�
�

２．物理：ヒッグス粒子等、新粒子生成に必要な最小エネルギーの確定�
　　　　　（ヒッグス工場、新粒子工場となる初期エネルギーの最適化）�

　　　　　　　　　　　　　　　　 →　LHC results to come soon !�


