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概要 
COMET 実験はミューオン-電子(𝜇 − 𝑒)転換過程を探索する実験であり、茨城県東海村の

J-PARC ハドロン実験施設において計画されている。COMET 実験は単一事象発見感度に

よって Phase-I と Phase-II の二段階で行われ、Phase-I では𝒪(10−15)、Phase-II では

𝒪(10−17)である。Phase-I では、粒子の運動量を測定する円筒型ドリフトチェンバー

(Cylindrical Drift Chamber: CDC)と、電子を同定し検出器全体にトリガー信号を送る円筒

型トリガー検出器(Cylindrical Trigger Hodoscope: CTH)を組み合わせて信号電子の検出を

行う。CTH はプラスチックシンチレータと閾値型チェレンコフ検出器から構成される。各

検出器の信号は前置増幅回路によって増幅・整形され、COTTRI-FE(COmeT TRIgger 

FrontEnd)という読み出し回路でデジタル化し、さらに後段へ送られる。 

CTH のチェレンコフ検出器は屈折率 1.5 の UV アクリルで設計されてきたが、その運動

量閾値では排除できないミューオンが入射する可能性があることがわかってきた。そのた

め、より厳しく電子とその他の荷電粒子を分けることができるチェレンコフ検出器の性能

が必要である。本研究ではその候補の一つであるシリカエアロゲルに対して宇宙線を用い

た光量測定を行い、今後の開発に向けて有用な情報を得ることができた。 

前置増幅回路には DAC(Digital to Analog Converter)が搭載されており、COTTRI-FE か

ら通信によりトリガー発行の閾値を設定できるようになっている。現在の設計では、

COTTRI-FE から送られた差動信号を前置増幅回路上でシングルエンド信号へ変換し DAC

を操作する。しかし、CTH は1 MeVの中性子等量換算で1012 個/cm2、ガンマ線で2 kGyと

いう放射線耐性が要求されているが、信号変換回路の部品がその要求を満たしていないた

め改善が必要だった。そこで、シングルエンド信号を COTTRI-FE から DAC に直接送る

方法を提案した。シングルエンド通信はノイズ耐性が低いことが懸念されるため、本研究

では通信速度を変更しながら本実験で想定される長さより十分長い 10 m のケーブルを用

いて通信試験を行い、実用的な通信速度において通信ができることを確認した。これによ

り、今後の開発に向けて選択肢を新たに示すことができた。 

COTTRI-FE には ADC(Analog to Digital Converter)と TDC(Time to Digital Converter)の

機能が必要である。そのため、TDC を FPGA(Field-Programmable Gate Array)上に実装し

た。本研究では時間差が既知の 2 つの信号を入力して時間差を測定し、実装した TDC が

時間分解能 1 ns 以下という要求値を満たしていることを確認した。今後、COTTRI-FE は

ADC と TDC を統合して処理をする機能を追加する必要がある。 
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第1章  

序論 

 

1.1 標準模型 

標準模型(Standard Model: SM)は素粒子物理学における理論体系の一つであり、多くの

現象をよく説明する。標準模型は図 1.1 に示す素粒子によって構成されている。物質を構

成する 6 種類のクォークと 6 種類のレプトン、力を媒介する 4 種類のゲージ粒子、そして

素粒子の質量の起源となるヒッグス粒子である。SM は 2012 年のヒッグス粒子の発見[1] 

[2] により完成を迎えた。ところが、SM にはニュートリノ振動[3] や物質優勢宇宙などの

説明できない現象が存在する。例えば、ニュートリノ振動はニュートリノが質量ゼロの粒

子であることを前提として組み込まれている SM では説明することができない。このよう

な現象を説明するため、素粒子物理学では SM を超える理論 (Beyond Standard Model: 

BSM)が強く求められている。 

 

 

 

図 1.1 SM に登場する素粒子の一覧。物質を構成する 12 種類のフェルミオン、力を伝え

る 4 種類のゲージ粒子、質量の起源となるヒッグス粒子、それらの反物質で構成されてい

る。 
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1.2 荷電レプトンフレーバー保存を破る物理 

SM では素粒子の相互作用の前後においてレプトン数は保存する。しかし、ニュートリ

ノ振動が観測され[3] 、中性レプトンフレーバー保存が破られることがわかった。しか

し、荷電レプトンのフレーバー保存の破れ(Charged Lepton Flavor Violation: cLFV)は未だ

発見されていない。 

ニュートリノに質量があると仮定する拡張された SM では cLFV は起こり得る現象であ

り、例えば𝜇 → 𝑒𝛾という cLFV 過程の分岐比は、

BR(𝜇 → 𝑒𝛾) =
3𝛼

32𝜋
|∑ 𝑈𝑒𝑗𝑈𝜇𝑗

∗ 𝑚𝜈𝑗
2

𝑀𝑊
2  3

𝑗=1 |
2

, (1.1) 

として表される[4] 。ここで、𝛼は微細構造定数、𝑚𝜈𝑗はニュートリノ質量、𝑀𝑊は𝑊ボソ

ンの質量 、𝑈𝑖𝑗は PMNS(Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata)行列の成分である。この分

岐比はニュートリノ質量が非常に大きい場合(~ 1 eV)を仮定したとしてもBR(𝜇 → 𝑒𝛾) <

10−54 と極めて小さく、観測は困難である。ところが、複数の BSM ではこの分岐比が大

きくなることを予言しており、例えばこの𝜇 → 𝑒𝛾 は超対称性大統一理論において最大で

BR(𝜇 → 𝑒𝛾) ~ 𝒪(10−15) [5] と観測可能な程度になる。そのため、cLFV の発見が BSM の裏

付けとなることから、cLFV 過程が探索手法として注目されている。 

 

1.2.1  𝝁 − 𝒆転換過程 

 ミューオンにおける cLFV 過程として𝜇 → 𝑒𝛾 以外に、原子核に束縛されたミューオンの

ニュートリノを放出しない崩壊がある。物質中で静止したミューオンはその物質の原子核

に束縛され、ミューオニック原子を生成する。束縛されたミューオンは1𝑠軌道へ遷移し、

そこで崩壊する。このときミューオンは、ミューオニック原子の軌道上でニュートリノを

放出する崩壊(Decay In Orbit: DIO) 

𝜇− → 𝑒− + 𝜈𝜇 + �̅�𝑒 , (1.2) 

または、質量数𝐴、原子番号𝑍の原子核𝑁(𝐴, 𝑍)において 

𝜇− + 𝑁(𝐴, 𝑍) → 𝜈𝜇 + 𝑁(𝐴, 𝑍 − 1), (1.3) 

という捕獲反応により崩壊することが知られている。しかし、cLFV 過程が存在する場

合、 

𝜇− + 𝑁(𝐴, 𝑍) → 𝑒− + 𝑁(𝐴, 𝑍) (1.4) 
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という崩壊過程が起こり得る。これをミューオン-電子(𝜇 − 𝑒)転換過程と呼ぶ。また、ミュ

ーオニック原子核中のミューオンの寿命は真空中より短い。その値は原子核によって異な

り、Al 原子核中の場合は𝜏Al = 864.0 ± 1.0 nsである[6] 。 

 

1.2.2  𝝁 − 𝒆転換過程探索実験 

 式(1.4)の過程で放出される電子は二体崩壊のため自然単位系で、 

𝐸𝜇𝑒 = 𝑚𝜇 − 𝐵𝜇 − 𝐸rec , (1.5) 

というエネルギーを持つ。ここで、𝐸𝜇𝑒は𝜇 − 𝑒転換過程で放出される電子のエネルギー、

𝑚𝜇はミューオンの静止質量、𝐵𝜇はミューオニック原子の1𝑠軌道上での束縛エネルギー、

𝐸recは原子核の反跳エネルギーである。𝐸recは原子核の質量を𝑀とすると、 

𝐸rec ≈
(𝑚𝜇 − 𝐵𝜇)

2

2𝑀
, (1.6) 

と近似することができる。この反跳エネルギーは小さいため無視することができて、𝜇 − 𝑒

転換過程によって放出される電子のエネルギーは、 

𝐸𝜇𝑒 ≈ 𝑚𝜇 − 𝐵𝜇 , (1.7) 

となる。Al 原子の場合、𝐸𝜇𝑒は104.97 MeVである。𝜇 − 𝑒転換過程探索実験において、この

単色のエネルギーを持つ電子を捕らえることが主な目的となる。 

スイスのポール・シェラー研究所(PSI)で行われた SINDRUM-II 実験では標的に Au 原子

が用いられ、90%の信頼度で、 

BR(𝜇− + Au → 𝑒− + Au) < 7 × 10−13, (1.8) 

が得られている[7] 。 

 

 

1.3  本論文の構成 

 本論文では、第 2 章で COMET 実験、第 3 章でトリガー検出器について述べる。第 4 章

ではチェレンコフ検出器の新たな素材の候補であるシリカエアロゲルに対して行った光量

測定について述べる。第 5 章では前置増幅回路の改良として行った調査について述べる。

第 6 章では読み出し回路に実装した時間測定機能の開発・評価について述べる。最後に、

第 7 章において本論文の結論を述べる。 
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第2章  

COMET 実験 

 

 COMET 実験は Al 原子核中での𝜇 − 𝑒転換過程を探索する実験であり、茨城県東海村の

J-PARC ハドロン実験施設において計画されている。本実験は単一事象発見感度によって

Phase-I と Phase-II の 2 段階に分けて行う。Phase-I では𝒪(10−15) の感度で転換過程の早

期発見と背景事象の測定を、Phase-II では𝒪(10−17) の感度による精密測定を目的とする。

Phase-II での測定感度は先行実験の SINDRUM-II 実験の 10000 倍である。また、ミューオ

ニック原子を生成するためのミューオン静止標的には Al を用いる。そのため、第 1 章で説

明した通り、𝜇 − 𝑒転換過程が起これば𝐸𝜇𝑒 = 104.97 MeV の単色エネルギーを持つ電子が

放出される。 

 本章では、本研究に関わる COMET 実験 Phase-I について説明する。 

 

2.1  J-PARC 

 J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex)は、茨城県東海村にある大強度陽

子加速器施設であり、素粒子物理や原子核物理、物質科学、生命科学、原子力など様々な

分野の最先端研究が行われている。図 2.1 に J-PARC 施設の俯瞰図を示す。 

J-PARC の加速器は LINAC(Linear Accelerator)、RCS(Rapid Cycling Synchrotron)、

MR(Main Ring)の 3 台で構成されている。LINAC では負水素イオンを400 MeVまで加速す

る。LINAC から出力された負水素ビームは荷電変換用炭素薄膜により陽子ビームに変換さ

れてから RCS へ入射される。RCS では陽子を3 GeVまで加速し、MR と物質・生命科学実

験施設へ送る。MR では陽子を30 GeVまで加速してニュートリノ実験施設やハドロン実験

施設へ送り、各施設で様々な実験が行われる。COMET 実験では、MR において8 GeVまで

加速された陽子ビームを用いる。COMET 実験はハドロン実験施設で行う。ハドロン実験

施設の全体図を図 2.2 に示す。 
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図 2.1  J-PARC 施設の俯瞰写真[8] 。 

 

 

  

 

図 2.2  ハドロン実験施設の見取図。COMET 実験では B-Line が新たに建設され用いられ

る。左側の MR から陽子ビームが実験施設へ送られる。 
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2.2  COMET 実験 Phase-I 

 

2.2.1 概要 

 Phase-I の実験セットアップ全体図を図 2.3 で示す。MR で作られた 3.2 kW、8 GeV の

陽子ビームをパイオン生成標的に衝突させ、発生したパイオンをパイオン捕獲ソレノイド

によって輸送ソレノイドへ導く。パイオンは輸送中にミューオンへ崩壊し、検出器で囲ま

れたミューオン静止標的で止めてミューオニック原子を生成させる。そして、ミューオニ

ック原子の崩壊から放出される電子を円筒型検出器システムにより検出する。発生したミ

ューオンのうち高い運動量を持つものが飛行中に崩壊すると、信号電子と同じ 105 MeV/c

を持つ電子が発生し得る。そのため、Phase-I では輸送ソレノイドを 90 度湾曲させ、高い

運動量を持つミューオンを取り除き、40 MeV/c 程度のミューオンを効率よく輸送する。 

 

 

図 2.3  Phase-I の実験セットアップ全体図。 

 

パルス陽子ビーム 

 COMET 実験ではパルス構造の陽子ビームが用いる。図 2.4 に示すように、陽子バンチ

の入射後の短い時間にビーム由来の背景事象が発生する。それに対して、ミューオニック

原子は 0.86 ㎲の長い寿命を持つ。したがって、陽子バンチのタイミングから十分遅らせ

てトリガーを掛けることで効果的にビーム由来の背景事象を取り除くことができる。これ

により大強度陽子ビームが使用可能となるため、統計量を大幅に向上させ、目標測定感度

を達成する。 
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図 2.4  パルス化された陽子ビームの時間構造と信号事象と背景事象。 

 

 

背景事象 

 主な背景事象は、ミューオニック原子の DIO 由来の電子である。図 2.5 で示すように、

Al 原子を用いる場合、DIO 電子のエネルギーは信号電子のエネルギー近傍まで分布する。

したがって、これを識別するために検出器には高いエネルギー・運動量分解能が必要であ

る。COMET 実験における背景事象を表 2.1 にまとめる。 

 

 

図 2.5 Al 原子核における DIO 由来電子のエネルギー分布[9] 。横軸はエネルギー、縦軸は

ミューオンの崩壊幅で規格化した微分部分幅で、崩壊確率に相当する。縦軸が、左図は線

形表示、右図は対数表示である。 
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背景事象 説明 

ミューオンの DIO DIO で放出される電子。最も多い 

ミューオン捕獲反応 生成される荷電粒子や中性子から電子が放出 

ミューオン・パイオン 

の放射性捕獲反応 
生成された𝛾線による電子・陽電子が対生成される 

ビーム起源 
ビーム中の電子やミューオン・パイオンの崩壊により放出

される荷電粒子による 

宇宙線ミューオン起源 宇宙線ミューオン由来の電子 

表 2.1 背景事象の一覧。 

 

2.2.2 検出器 

円筒型検出器システム(Cylindrical Detector: CyDet) 

Phase-I の主な検出器であり、粒子の運動量測定と識別を行う。図 2.6 に全体図を示

す。円筒型トリガー検出器(Cylindrical Trigger Hodoscope: CTH)と円筒型ドリフトチェン

バー(Cylindrical Drift Chamber: CDC)で構成されている。中心にミューオン静止標的があ

り、囲うように内側からが CTH、CDC が配置されている。そしてそれらは 1 T の磁場ソ

レノイドの中に挿入されている。静止標的から放出される電子は磁場を受けて螺旋軌道を

描いて運動し、CDC 内を通って軌跡を残したのち CTH へ入射する。この電子の運動量を

測定することで𝜇 − 𝑒転換過程の探索が行われる。そして、宇宙線による背景事象を除去す

るため、検出器全体が宇宙線 Veto 検出器によって覆われている。 

 

 

図 2.6  円筒型検出器システムの全体図。左がビーム上流、右が下流である。 
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ミューオン静止標的 

厚さ 200 ㎛、半径 100 mm のアルミニウム板を 50 mm 間隔に 17 枚設置する。入射さ

れたミューオンはこの静止標的で運動エネルギーを失い、停止する。そして Al 原子核との

クーロン相互作用により捕獲され、ミューオニック原子を生成する。 

 

円筒型ドリフトチェンバー(Cylindrical Drift Chamber: CDC) 

荷電粒子の軌跡を測定し、再構成することでその粒子の運動量を精密に計測する検出器

である。形状は半径 83.5 cm、長さ約 1.6 m の円筒型であり、半径 50 cm から 80 cm の領

域で飛跡の運動量を測定する。DIO による背景事象と信号電子を識別するために、運動量

分解能𝜎𝑝 < 200 keV/cが要求されている。 

 

円筒型トリガー検出器(Cylindrical Trigger Hodoscope: CTH) 

電子とそれ以外の荷電粒子を識別し、トリガー信号をデータ収集システムへ送る役割を

持つ検出器である。CDC の内側に上流と下流に分けられて配置されている。本研究はこの

検出器の開発に向けて、信号増幅回路の改良、読み出し回路の開発、そして検出器の新た

な素材に対する性能評価を行った。 

 

 

宇宙線 Veto 検出器(Cosmic Ray Veto: CRV) 

 宇宙線ミューオンによる背景事象を排除するために、宇宙線 Veto 検出器で検出器システ

ムの上半分を覆う。CRV で信号が検出されたときに取得された事象は、宇宙線由来の背景

事象の可能性があるとして信号事象の候補から排除する。プラスチックシンチレータと波

長変換ファイバーと SiPM(Silicon PhotoMultiplier)光検出器で構成され、~1 ㎱の時間分解

能、99%以上の検出効率が要求されている。 
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第3章  

トリガー検出器 
 

3.1  役割と要求 

 COMET 実験におけるトリガー検出器 CTH の役割を以下に挙げる。 

 

・電子の識別 

閾値型チェレンコフ検出器によって電子とその他の荷電粒子を識別し、電子が入

射したときのみトリガーを発行する。 

 

・高い運動エネルギーを持つ電子の選別 

主な背景事象である DIO により放出される電子の運動量は、信号電子に比べて小

さい。素電荷を持つ荷電粒子が磁場𝐵 [T]中を運動量𝑝 [GeV c⁄ ]で運動するとき、そ

の軌道半径𝑅 [m]は次のように表せる。 

𝑅 =
𝑝

0.3𝐵
. (3.1) 

CTH では幾何学的な位置関係により電子の軌道半径に制限を与え、100 MeV付近

の電子を効率よく検出する。 

 

・イベント時間の測定 

CDC を含めた検出器全体のイベント時間を CTH の測定時間で定義する。したが

って、CDC が要求されている運動量分解能200 keV/cを達成するために CTH には

1 ns以下の時間分解能が要求される。 

  

 また、実験環境下ではパイオンを生成する過程において、大量の中性子やガンマ線が発

生して検出器を損傷させる。中性子については1 MeV の中性子等量換算で1011 個/cm2の

流量に相当する損傷が、ガンマ線については200 kGy 相当の損傷が予想されている。その

ため、CTH はこれらの損傷への耐性が必要であり、この数値に安全係数 10 をかけた中性

子1012 個/cm2 、ガンマ線2 kGy が CTH には要求されている。他に、検出器は磁場中で使

用されるため 1 T の磁場耐性が要求される。そして、検出器の信号ノイズ比(S/N)は 20 と

いう大きな数値を目標値とした。これら CTH に対する要求値を表 3.1 にまとめた。 
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内容 要求値 

磁場耐性 1 T 

時間分解能 1 ns 以下 

放射線耐性 中性子 1012 個/cm2、ガンマ線 2 kGy 

S/N 比 20 以上 

表 3.1  CTH の要求値。 

 

 

3.2  検出器デザイン 

 CTH は後述するプラスチックシンチレータと UV アクリルのチェレンコフ輻射体を独立

に 1 層ずつ重ねたモジュールにより構成される。プラスチックシンチレータは 300×110

×5 mm3、チェレンコフ輻射体は 300×110×10 mm3 である。検出器のサイズは先行研

究によって決められた[10] 。両検出器のビーム軸方向の長さは、信号電子に対するアクセ

プタンスに関する最適化により決定した。幅は、モジュール 48 個を円筒形に隣と重なる

ようにして並べられるように 110 mm とした。厚みについても最適化により決定した。そ

して、プラスチックシンチレータとチェレンコフ輻射体にアクリルのライトガイドを取り

付けて集光し、光検出器には磁場中で使用が可能なファインメッシュ型光電子増倍管を用

いる。図 3.1 に CTH モジュールの設計図を、図 3.2 に CTH がどのように配置されるかを

示す。また、構成要素の品番や型番を表 3.2 にまとめた。 

 プラスチックシンチレータを用いる理由は以下の 3 点が挙げられる。1 つ目は、時間応

答性に優れるためである。一般にプラスチックシンチレータはシンチレーション光の発生

量が多く、使用する EJ-230 は 0.5 ns の早い立ち上がり時間を持つため、十分な時間分解

能が期待できる。2 つ目は、DIO 電子による背景事象の低減のためである。DIO による低

運動量の電子が片方の検出器のみで検出される場合があるため、2 種類の検出器の信号で

コインシデンスを取ることでそのような背景事象を減らすことができる。3 つ目は、検出

位置の確定ができるからである。ライトガイドにアクリルを使用しているため、ライトガ

イド部においてチェレンコフ光が発生しうる。これに対し、シンチレータの発光量がチェ

レンコフ光より多いことを利用して、読み出し側で十分な閾値を設定することによりこの

ようなライトガイドにおいて生じる背景事象を減らすことができる。 

 次節から、これらの検出器、読み出し回路の特徴と動作について示す。 
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図 3.1 下流側の CTH モジュール[11] 。黄色がライトガイド、青が厚さ 10 mm のチェレン

コフ検出器、赤が厚さ 5 mm のプラスチックシンチレータである。上流側ではライトガイ

ドの長さがこれより短くなっている。 

 

 

図 3.2 トリガー検出器の配置図[11] 。 

 

 

名称 品名・型番号 メーカー 

プラスチックシンチレータ 

チェレンコフ検出器 

光学グリス 

光検出器 

反射材 

EJ-230[12]  

アクリライト#000[13]  

EJ-550[14]  

ファインメッシュ型 PMT H8409-70[15]  

Vikuiti ESR[16]  

ELJEN 

三菱ケミカル 

ELJEN 

Hamamatsu 

3M 

表 3.2 トリガー検出器の構成要素の品名・型番号[10] 。 
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3.3  プラスチックシンチレータ 

 荷電粒子が物質中を通過するとき、電磁相互作用によって物質中の分子が励起される。

分子の種類によっては、脱励起の際に受け取ったエネルギーを光として放出する。この過

程をシンチレーションと呼び、これを起こす物質をシンチレータという。この現象は、原

子核・素粒子実験において荷電粒子を検出するためによく用いられる。通常、光を電気信

号に変える光検出器を接続して使用する。 

 ポリスチレンなどのプラスチックで作られたものをプラスチックシンチレータ、無機結

晶で作られたものを無機シンチレータと言う。芳香族のプラスチックシンチレータは放出

される光の紫外線領域を利用しやすい波長に変換するための蛍光物質が 1%程度混ぜて使

用られる。また、蛍光共鳴エネルギー移動と呼ばれる励起エネルギーが直接的な電子のや

り取りで移動する過程を通して、エネルギーを蛍光物質へ移動させることもできる。この

過程は時間的に非常に短く、結果として発光の立ち上がり時間を 1 ns 未満、減衰時間を

2–3 ns と短くすることができる。 

 

3.4  閾値型チェレンコフ検出器 

 電荷𝑞の荷電粒子が屈折率𝑛の媒質中を速さ𝑣 > 𝑐/𝑛で通過するとき、チェレンコフ放射に

より光子が円錐状に放出される。この時、放出される単位長さあたりの光子数は 

𝑑𝑁

𝑑𝜆 
=

2𝜋𝛼𝑞2

𝜆2
(1 −

1

𝑛2𝛽2
) , (3.2) 

と表される。ここで、𝜆は光子の波長、𝛼は微細構造定数である。この時、光子が放出され

る角度𝜃𝐶(チェレンコフ角)は 

cos𝜃𝑐 =
1

𝑛𝛽
,     𝛽 ≡

𝑣

𝑐
, (3.3) 

である。 

 チェレンコフ検出器は主に 2 種類あり、Ring Imaging Cherenkov(RICH)検出器と閾値型

チェレンコフ検出器である。前者はチェレンコフ角𝜃𝐶を測定し、𝛽を計算することにより

粒子の検出・識別を行う。後者はチェレンコフ放射が発生する条件𝛽 > 1/𝑛 を利用して、

検出したい荷電粒子のみチェレンコフ放射が起こるように媒質の屈折率を選ぶことで識別

する。屈折率 1.5 の物質を選んだ場合の運動量閾値を表 3.3 に示す。CTH には閾値型チェ

レンコフ検出器を用いており、電子をそれ以外のミューオンや陽子などから識別する。 
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粒子 静止質量 [MeV/c2] 運動量閾値 [MeV/c] 

𝑒± 0.511 0.457 

𝜇± 105.7 94.5 

𝜋± 139.6 124.9 

𝑝 938.3 839.2 

表 3.3 各粒子の𝑛 = 1.5 での運動量閾値。なお𝛽𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 = 1 𝑛⁄ = 0.67 である。 

 

3.5  光検出器 

 光検出器とは光を電気信号に変換するセンサーであり、高エネルギー実験だけでなく産

業・医療と様々な分野で用いられている。これより、CTH で用いられている光検出器につ

いて説明する。 

3.5.1 光電子増倍管 

 光電子増倍管(Photomultiplier Tube: PMT)は光センサーの中でも極めて高感度、高速応答

な光検出器である。光子を電子へ変換する陰極(光電面)、収束電極、ダイノード(電子増倍

部)、電子を集める陽極で構成され、それらが真空の容器に収められている。図 3.3 に

PMT の構造図を示す。光子が光電面に入射すると、光電効果により光電子が放出される。

この光電子は収束電極によってダイノードへ導かれ、ダイノードと衝突し二次電子を放出

する。一般的な PMT ではこのダイノードが複数段あり、この衝突過程を繰り返して二次

電子は指数関数的に増倍される。そして、増倍された二次電子は陽極に集められて信号と

して出力される。電子の輸送率を理想的な 1 と仮定したとき、𝑛段のダイノードを持つ

PMT の陽極-陰極間に電圧𝑉を供給すると。PMT 全体のゲイン𝜇は 

𝜇 =
𝐴𝑛

(𝑛 + 1)𝛼𝑛
∙ 𝑉𝛼𝑛, (3.4) 

と表される。ここで、𝐴は定数、𝛼はダイノードの形状や材質によって決まり、0.7–0.8 の

値を取る。したがって、PMT のゲインは供給電圧とダイノードの段数に依存し、一般的な

PMT では105–107の高いゲインを持つ。 

 通常 PMT は磁場中で使用すると光電子の輸送が阻害されることで、ゲインが低下す

る。しかし、次項で説明するファインメッシュダイノード構造を持つ PMT のように 1 T

以上の磁場中において動作が可能なものもある。 

 また、PMT は構造の単純さから中性子による性能低下が起こりにくい、光電面の大きな

ものを製造することができるという特徴がある。 
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図 3.3 光電子増倍管の構造図[17] 。 

 

3.5.2 ファインメッシュ型 PMT 

ファインメッシュ型 PMT(Fine Mesh Photomultiplier Tube: FM-PMT)は 1 T 以上の磁場中

で使用可能な PMT として開発されたものある。ダイノードがメッシュ型になっており、

このメッシュダイノードに電子が衝突することで電子数が増倍する。図 3.4 に FM-PMT の

構造図を示す。メッシュダイノードの段数が複数段あるもののゲインは一般的な PMT と

同等な105– 107程度である。CTH は 1 T の磁場中で用いられるため、光検出器としてこの

FM-PMT を採用する予定である。 

FM-PMT は磁場中での使用が可能だが、磁場が 0 T の時と比較して 1 T の磁場中ではゲ

インが1– 2 桁低下する。このゲイン低下の対策として以下の 2 つを講じる。 

 

・FM-PMT を磁場の方向に対して 30 度の角度をつけて使用する 

磁場中での FM-PMT のゲインが最良となるのが磁場に対して 30 度であることから、

ゲインの低下を最小限に抑えることができる[17] 。 

・増幅器の使用 

FM-PMT の信号を増幅回路に通して増幅することでゲインの低下を補う。 

 

図 3.4 ファインメッシュ型 PMT の構造[17] 。 
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3.6  フロントエンド回路 

3.6.1 前置増幅回路 

 前述したように、FM-PMT のゲイン低下を補うために PMT の後段に取り付ける増幅回

路である。CTH のフロントエンド回路であるので CTH-FE と呼ぶ。図 3.5 に CTH-FE の

外観を示す。オペアンプとコンパレータ、DAC(Digital to Analog Converter)によって構成

されている。オペアンプ回路による信号波形の増幅と整形を行い、コンパレータにより

DAC に設定された電圧閾値を信号が超えた場合に信号を出す役割を持つ。基板は使用する

PMT と同じサイズとなっており FM-PMT の底面に取り付けて使用する。 

 

図 3.5  CTH-FE の外観 

 

3.6.2 COTTRI-FE 

 COTTRI-FE(COmeT TRIgger FrontEnd)はCTH-FEの出力を処理する読み出し回路であ

る。外観を図3.6に示す。COTTRI-FEには、Xilinx社のArtix-7 FPGA(Field-Programmable 

Gate Array)が搭載されている。FPGAとは、製造後に購入者や設計者が内部の論理回路を

設定することができる集積回路である。それゆえ、専用の設計ツールによりファームウェ

アを作成し、これに書き込むことで何度も論理回路を作り替えることができる。 

COTTRI-FEにはADC(Analog to Digital Converter)とTDC(Time to Digital Converter)の機

能を実装する。1 枚で前置増幅回路16 個からの信号を処理して波形取得、トリガー発

行、トリガー時刻の取得を行う。 

COTTRI-FEには8 bit フラッシュADCが搭載され、100 MHzのサンプリングレートで波

形を取得する。取得した波形や外部からのデジタル信号により波形データを後段のデータ

収集システムへ送る。データの流れを図3.7に示す。 

COTTRI-FEへの要求は、波形が線形性良く取得できること、ランダムな入力に対して30 

kHzまで99.9%以上の検出効率を持つこと、内部遅延が200 ns未満であることの3点が挙げ

られる。現在のCOTTRI-FEはこれらすべてを満たしていることが確認されている[18] 。 
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図 3.6  COTTRI-FE の外観。 

  

 

 

図 3.7 COTTRI-FE のデータの流れ。1 枚の COTTRI-FE には 16 個の CTH-FE が接続され

る。16 ch の ADC により波形を取得し、その波高や外部からのデジタル信号により波形デ

ータを後段のデータ収集システムへ送る。現在の COTTRI-FE はプロトタイプであるた

め、デジタル入力チャンネルはテスト用の 4 ch のみになっている。 
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第4章  

宇宙線ミューオンを用いた 

シリカエアロゲルの光量測定 
 

 UV アクリルを用いたチェレンコフ検出器では排除できない 100 MeV/c 程度の運動量を

持つミューオンが CTH に入射することがわかってきた。そのため、UV アクリルより屈折

率の小さいチェレンコフ輻射体を用いて、より厳しい運動量閾値を設定することができる

チェレンコフ検出器が必要である。チェレンコフ輻射体の候補の一つであるシリカエアロ

ゲルについて、CTH のチェレンコフ検出器に使用可能かどうかを議論するための材料を得

る目的で光量の測定を行った。 

4.1 シリカエアロゲル 

 シリカエアロゲルは、シリカ(SiO2)微粒子が3次元ネットワーク構造を持ち、その隙間に

空気が含まれているものである。体積の95%以上が空洞であるため、密度がとても小さく

0.02–0.32 g/cm3である。また、シリカエアロゲルの屈折率は1.01–1.15であり、気体と液

体の中間の屈折率を持つ物質として閾値型チェレンコフ検出器において有用な物質であ

る。表4.1のようにシリカエアロゲルは UV アクリルより大きな運動量閾値を設定できるこ

とがわかる。 

 

粒子 
UV アクリル(n=1.49)の 

運動量閾値[MeV/c] 

シリカエアロゲル(n=1.05)の 

運動量閾値[MeV/c] 

𝑒− 0.463 1.60 

𝜇− 95.6 330 

𝜋± 126.4 436 

𝑝 126.4 2930 

表 4.1 UV アクリルとシリカエアロゲルの運動量閾値の違い。 

  

光量測定には千葉大学の粒子線物理学研究室が開発したシリカエアロゲルを使用した。

使用したシリカエアロゲルは 2 種類あり、諸パラメータを表 4.2 にまとめた。その片方の

写真を図 4.1 に示す。透明度が非常に高いことがわかる。 
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 JPMR1-3b JPMR1-2b 

Ref. Index (abs.) 1.0527 1.0528 

Trans. Length [mm] 35.0 33.9 

Thickness [mm] 20.5 20.1 

Size [mm] 100×100 100×90 

表 4.2 光量測定に用いたシリカエアロゲルサンプルの諸パラメータ。これらは製作した千

葉大学が測定したものである。 

 

 

図 4.1 実験に使用したシリカエアロゲル(JPMR1-3b)。非常に透明度が高い。 

 

4.2 宇宙線ミューオン 

 宇宙空間から地球へ降り注ぐ高エネルギー粒子のことを宇宙線と呼ぶ。地球大気内へ到

達するものを一次宇宙線と呼び、約 90%が陽子、約 8％がアルファ粒子、その他が約 1%

である。これらは大気中の原子核と衝突し、パイオンなどの二次宇宙線を生成する。そし

て、パイオンなどは飛翔中に崩壊し、ミューオンを放出する。地上に到達する二次宇宙線

の大部分はミューオンである。天頂角𝜃から飛来するミューオンの強度はcos2 𝜃 に比例す

ることが知られている[19] 。 

 

 

図 4.2 天頂角θ。 
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4.3 実験装置とセットアップ 

 反射材に ESR を使用した。ESR とは3M 社で開発された鏡面反射タイプの多層膜フィ

ルムである。シリカエアロゲルは非常に脆いため、直接硬さのある ESR を巻くことがで

きない。そのため、内壁に反射材を貼った Al ケースを製作し、その中にシリカエアロゲル

を入れることで発生したチェレンコフ光を反射により集められるようにした。Al ケースの

模式図を図4.3に示す。Al ケースの内部は102×102 mm2であり、反射材を貼った上でシリ

カエアロゲルを傷つけることなく出し入れできるようにシリカエアロゲルのサイズよりの

約2 mm 大きくしている。深さは21 mm と41 mm の2種類製作し、厚さによる変化を測定

できるようにし、以下のパターンで測定した。 

 

・JPMR1-3bを1 枚のみの場合、厚さ約20 mm (深さ21 mmのケースで測定) 

・JPMR1-3bとJPMR1-2bの2枚の場合、厚さ約40 mm (深さ41 mmのケースで測定) 

・シリカエアロゲルなしの場合 (深さ21 mmケースで測定) 

 

ESRなどのシリカエアロゲル以外の物質が発光していないかどうかを確認するため、シリ

カエアロゲルなしの場合を測定した。 

Alケースの底面には、光量を測定用のPMT(Hamamatsu H7415[20] )に合わせて⌀33 mm

の穴を開けた。ESR(3M)はAlケース内部の各面に合わせて切り、貼り付けた。PMTは⌀28 

mmの入射窓を持つため、底面に貼ったESRにはPMTの入射窓と同じ⌀28 mmの穴を開け

た。PMTは入射窓がシリカエアロゲルと直接接触するような位置でアルミフレームにより

固定した。固定した様子を図4.4に示す。 

 

 

図 4.3 Al ケースの模式図。この図は深さ 21 mm のものだが、2 段重ねで使用するための深

さ 41 mm で他の寸法は同じである Al ケースも製作した。 
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図 4.4 PMT と Al ケースを固定した様子。アルミフレームの枠組みにそれぞれ固定した。 

 

4.3.1 トリガーシステム 

宇宙線がシリカエアロゲルを通過したときのみ波形を取得するため、図 4.5 のように 4

枚のトリガー用シンチレータを Al ケースの上下に配置した。上部には 100×50×10 mm3

のシンチレータと 80×30×1 mm3のシンチレータを 1 つずつ、下部には 80×30×1 mm3

のシンチレータを 2 枚用いた。そのシンチレータを順に A、B、C、D と呼ぶことにする。

シンチレータ A には 10 個の MPPC(Multi Pixel Photon Counter, Hamamatsu S12572-

100P[21] )、シンチレータ B には PMT(Hamamatsu H7415) 、そしてシンチレータ C とシ

ンチレータ D には PMT(Hamamatsu R7600U[22] )を取り付けた。MPPC とは浜松ホトニ

クスが開発した半導体光検出器である。トリガー用シンチレータについての上記の情報は

表 4.3 にまとめた。トリガー用シンチレータの位置関係により、宇宙線が PMT の入射窓

を通るイベントを取り除いている。 

 

図 4.5 トリガー用シンチレータとの位置関係。 
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 シンチレータ A シンチレータ B シンチレータ C シンチレータ D 

サイズ [mm] 100×80×10 80×30×1.0 80×30×1.0 80×30×1.0 

光検出器 MPPC PMT(H7415) PMT(R7600U) PMT(R7600U) 

位置 上部 上部 下部 下部 

表 4.3 トリガー用シンチレータのサイズや使用した光検出器。 

 

 

 

図 4.6 トリガー用シンチレータを Al ケースに取り付けた様子。 

  

 

4.3.2 データ収集システム 

 使用したデータ収集システムを図 4.7 に、使用した NIM(Nuclear Instrument Modules)モ

ジュールを表 4.4 に示す。上部のシンチレータ A、B の OR 信号と下部のシンチレータ

C、D の OR 信号の AND 信号をトリガー信号としてシリカエアロゲルを宇宙線が通過した

イベントについてのデータを取得した。このトリガー信号のタイミングで、シリカエアロ

ゲルに取り付けた PMT からの波形とシンチレータ B、C、D に取り付けた PMT の波形を

DRS4 Evaluation Board[23] を用いて取得した。トリガー用シンチレータの波形を記録

し、オフラインで宇宙線入射パターンに関する解析できるようにした。 
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図 4.7 データ収集システムの模式図。青が検出器、黄色が NIM モジュールである。 

 

種類 型番号 メーカー 

8 ch Discriminator N023 豊伸 

4 ch Coincidence N017 豊伸 

8 ch Analog Divider - KEK 

2 ch Variable 

Attenuator 

N-TM 224a テクノランドコーポレーション 

Level Translator 726 Phillips Scientific 

表 4.4 使用した NIM モジュール一覧。 

 

DRS4 Evaluation Board 

波形取得の使用した DRS4 Evaluation Board は、PSI で開発された DRS4 と呼ばれる

ASIC(Application Specific Integrated Circuit)1チップを搭載した Waveform Digitizer であ

る。DRS4 は 1 つの入力チャンネルに 1024 個のキャパシタが割り当てられており、各キ

ャパシタで入力波形の電圧を一定の時間間隔で測定することで波形の取得を行う。サンプ

リングレートは最大 5 GHz、ダイナミックレンジは 1 V である。DRS4 Evaluation Board 

は USB を通して PC と接続して使用する。本研究では、5 GHz のサンプリングレートで

動作させ、各波形を取得した。 

PMT の出力する電荷量𝑄は式(4.1)のような計算で求めた。1 つのイベントで 1024 点の

データ点𝑉𝑖が得られ、250 から 600 の範囲を Gate として総和をとった。𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒はトリ

ガータイミングの前で計算したベースラインである。 

𝑄 = ∑ (𝑉𝑖

600

𝑖=250

− 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒), 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 ≡
1

240
∑ 𝑉𝑖

249

𝑖=10

. (4.1) 

 
1 特定の用途に特化した集積回路の総称。 
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波形データの始めと終わりの数点では正しく測定できなかったため、それらの点は解析に

は用いなかった。 

 

図 4.8 シリカエアロゲルに取り付けた PMT から得た波形。100 イベント重ね書きしてい

る。左がシリカエアロゲル 1 枚のみの場合、右がシリカエアロゲル 2 枚の場合である。Gate

の範囲で総和をとって電荷量を計算し、電荷量スペクトラムを得た。 

4.4  データ解析 

 取得した電荷量スペクトラムから光電子数と宇宙線の経路長の関係を求めるために、使

用した PMT(H7415, No. LA6734)の 1 光電子あたりの電荷量の測定と宇宙線の経路長のシ

ミュレーションを行った。 

 

4.4.1  PMT ゲイン測定 

 

ゲイン測定セットアップ  

PMTゲイン測定のセットアップを図4.9に示す。暗箱の中にPMT(Hamamatsu 

H7415MOD)と青色LED(Light Emitting Diode)光源を設置した。LEDはFG(Function 

Generator、Keysight Technologies 8116A)により矩形波を入力して発光させ、その光が

PMTに直接入るようにした。PMTの窓材と光源は120 mm離れた距離に設置し、PMTから

2、3光電子の信号が出力されるようにした。PMTの供給電圧は光量測定時と等しい

−1600 Vで測定を行った。 

 

図 4.9 PMT ゲイン測定のセットアップ。 
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ゲイン測定結果 

 取得した波形に対し、一定区間で積分することで電荷スペクトラムを得た。この電荷量

スペクトラムから光電子ピーク間隔を求めるために、各光子電子数に応じたガウス分布を

ポアソン分布で畳み込んだ関数、 

 

でフィッティングした。パラメータの意味を表 4.5 に示す。求めるべき換算係数は光電子

数に応じたピークの間隔である。得られたフィッティング結果を図 4.10 に示す。 

 

パラメータ 意味 

𝑁0 規格化定数 

𝜇 平均光電子数 

𝜎1 1 p.e.ピークの標準偏差 

𝑄0 0 p.e.位置 

𝑄1 ピーク間隔 

表 4.5 フィッティングパラメータ。 

 

 

図 4.10 PMT ゲイン測定で得られた電荷量スペクトラムとそのフィッティング結果。青の

実線が測定値、青の点線が各光電子数に応じたガウス分布、緑の実線がフィットした関数

である。また、横軸が電荷量、縦軸がカウント数である。 

𝑆(𝑥) = 𝑁0 ∑
𝜇𝑛e−𝜇 

𝑛!
×

1

𝜎1√2𝜋𝑛
exp

∞

𝑛=1

(−
(𝑥 − 𝑄0 − 𝑛𝑄1)2

2𝑛𝜎1
2 ) , (4.2) 
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このフィッティングにより、1 光電子あたりの電荷量として、 

𝑄1 = 18.31 ± 0.23 [ch], (4.3) 

が得られた。以降の光量測定における解析では、この値を用いて電荷量スペクトラムを光

電子スペクトラムに変換して行った。 

 

4.4.2 宇宙線の経路長シミュレーション 

 宇宙線の経路について、図 4.12 で示すような 2 パターンについて考える。 

 

経路 1. シンチレータ B とシンチレータ C を通過する、ほとんど垂直に入射する経路。 

  B ∩ C ∩ D̅。 

経路 2. シンチレータ B とシンチレータ D を通過する、大きな天頂角で入射する経路。 

  B ∩ C̅ ∩ D。 

 

各経路について、宇宙線がシリカエアロゲル中をどれだけの長さ通るか Geant4[24] [25] 

を用いたシミュレーションにより求めた。トリガー用シンチレータと Aｌケース、シリカ

エアロゲルのジオメトリ(図 4.11)を作成し、天頂角分布がcos2 𝜃 に従うように1 GeV のミ

ューオンを入射した。経路 1 または 2 を通ったときの平均経路長を計算した。シミュレー

ション結果を図 4.13 に示し、得られた平均経路長は表 4.6 にまとめた。 

 

 

図 4.12 宇宙線の経路の模式図。 
図 4.11 シミュレーションのジオメト

リ。赤がトリガー用シンチレータ、青

がシリカエアロゲル、白が Al ケース。 
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条件 経路長 [mm] 

厚さ 20.5 mm、経路 1 22.6 ± 3.9 

厚さ 40.6 mm、経路 1 42.8 ± 4.3 

厚さ 20.5 mm、経路 2 60.6 ± 12.2  

厚さ 40.6 mm、経路 2 72.1 ± 10.9 

表 4.6 シミュレーションから得られた宇宙線の経路長。誤差範囲は標準偏差である。 

 

以降、経路 1、2 に対する解析にこの経路長を用いる。 

  

 

図 4.13 シミュレーションによる宇宙線の経路長のヒストグラム。上 2 つが経路 1、下 2 つ

が経路 2。左 2 つがシリカエアロゲル 1 枚の場合、右 2 つがシリカエアロゲル 2 枚の場合

である。 
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4.4.3 解析 

 トリガー用シンチレータの波高が Gate 範囲内で−30 mV を下回った場合、そのシンチ

レータを宇宙線が通過したと判定した。そして、宇宙線が通過したトリガー用シンチレー

タの組み合わせに応じて、シリカエアロゲルからの波形データを経路 1、2 の場合に分類

した。そして、それぞれの電荷量スペクトラムのピークに対してガウシアンフィットを行

い、平均電荷量を求めた。電荷量スペクトラムとフィッティング結果を図 4.14 に示す。 

 

 

 

図 4.14 各経路における電荷量スペクトラムとフィッティング結果。上 2 つが経路 1、下 2

つが経路 2。左２つがシリカエアロゲル 1 枚のみの場合、右 2 つがシリカエアロゲル 2 枚

の場合である。 

 

 

フィッティングにより得られた平均電荷量に対し、式(4.3)の 1 光電子当たりの電荷量チ

ャンネルを用いて平均光電子数とした結果を表 4.7 に示す。誤差範囲はピーク間隔に対す

る誤差とこのフィッティングにおける誤差から誤差の伝播により求めた。 
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また、シリカエアロゲルを入れなかった場合の測定結果に対して同様の解析を行なっ

た。図 4.15 は取得した波形を 1000 イベント重ね書きしたものである。図 4.16 は電荷量

スペクトラムとそのピークに対するガウス分布によるフィッティングの結果である。得ら

れたシリカエアロゲルなしの場合の平均光電子数を表 4.8 に示す。 

 

 

図 4.15 シリカエアロゲルなしの場合の波形。1000 イベント重ね書きしている。左が経路

1 のとき、右が経路 2 のときである。 

 

 

 

図 4.16 シリカエアロゲルなしの場合の電荷スペクトラムとフィッティング結果。 

経路 経路長 [mm] 平均光電子数 

1 22.6 ± 3.9 11.0 ± 0.1 

1 42.8 ± 4.3 15.2 ± 0.2 

2 60.6 ± 12.2  18.2 ± 0.5 

2 72.1 ± 10.9 22.9 ± 0.4 

表 4.7 宇宙線の経路長に対する平均光電子数。 
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条件 平均光電子数 

深さ 20 mm、経路 1 1.80 ± 0.04 

深さ 20 mm、経路 2 3.9 ± 0.1 

表 4.8 深さ 20 mm の Al ケースで測定したシリカエアロゲルなしの場合の平均光電子数。

誤差範囲はシリカエアロゲル有りと同様に求めた。 

 

4.5 考察 

 式(3.2)より、チェレンコフ放射によって発生する光子数は通過した経路長に比例する。

測定したシリカエアロゲルの平均光電子数をシミュレーションにより求めた経路長に対し

てプロットしたものを図 4.17 に示す。経路長が長くなることに対応して平均光電子数が増

加しており、経路長と光量の関係を測定することができていると言える。 

シリカエアロゲルなしの状態で計測された光電子は、PMT の暗電流によるもの、ESR

などの宇宙線との相互作用による発光、空気でのチェレンコフ放射などから考えられる。

今回の測定では宇宙線の入射タイミングにおいて測定をしていることと、図 4.15 において

トリガータイミング以前に信号がまったく見られないことから暗電流による影響は小さい

ことがわかる。また、空気で起こるチェレンコフ光は空気の屈折率を 1.00029 として式

(3.2)を用いると、PMT の感度がある 300 nm から 650 nm の光子数は約 1 個であり、PMT 

H7415 の量子効率は約 20%であることより光電子は 0.2 個程度しか現れないため無視で

きる。残る可能性として、ESR や両面テープが発光している可能性があるため、より厳密

な光量測定のためには ESR や両面テープを入れない状態での測定が必要である。 

現在の CTH のチェレンコフ輻射体の厚さは 10 mm である。測定結果から、今回使用し

たシリカエアロゲルを同じ厚さの 10 mm で用いると約 7 光電子が期待できることがわか

った。CTH のチェレンコフ検出器において使用する場合は、ライトガイドなどの影響を加

味した詳細な計算が改めて必要になるが、素材を検討するための有用な情報を得ることが

できたと言える。 

 



 

31 

 

図 4.17 測定したシリカエアロゲルの経路長と平均光電子数。丸形の点がシリカエアロゲ

ルを入れたとき、四角形の点が入れていない場合の測定結果。 
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第5章  

前置増幅回路の改良 
 

5.1 現行デザインと設計変更 

 CTH-FE の計測ダイアグラムを図5.1に示す。CTH-FE は PMT の信号をオペアンプ回路で

増幅し、差動信号として COTTRI-FE へ送信する。同時に、デジタルポテンショメータの

DAC から出力される電圧閾値を増幅後の信号電圧が上回ったときには波高弁別信号を

LVDS(Low Voltage Differential Signaling)で COTTRI-FE へ出力する。この DAC の出力電

圧、つまり CTH-FE の波高弁別器の閾値は、別途接続する専用機器により個別に設定す

る。また、CTH-FE から COTTRI-FE への信号が差動信号や LVDS を用いているのは、ノ

イズ耐性が期待されるからである。CTH-FE の各部品は電源電圧5 V で動作するため、±

7.5 V を供給して基板上の降圧レギュレータ IC により±5 V を生成し使用している。 

 

 

図 5.1 現行 CTH-FE のシステムダイアグラム。黒い矢印はシングルエンド信号、赤は差動

信号、橙色は LVDS の流れを表す。 

 

SPI (Serial Peripheral Interface) 

 SPIは同期式、全二重のMaster-Slave型インターフェイスであり、データはMasterから

のクロックの立ち上がりまたは立ち下がりエッジによって同期が取られる[26] 。比較的低

速なデータ転送を行うデバイスに利用される。信号線はSCK(Serial Clock)、MISO(Master 

In Slave In)、MOSI(Master Out Slave In)、そしてSS(Slave Select)の 4 本で構成される。

SS以外は複数のSlaveで共有することができ、Masterは通信する対象のSSをLowレベルに

することで通信を開始する。SPIにおけるMasterとSlaveの接続例を図 5.2 に、通信タイミ

ングの例を図 5.3 に示す。 
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図 5.2 SPI における Master と Slave の関係 

 

 

 

図 5.3 SPI の通信タイミングの例。Mater は SS を Low にし、SCLK に同期して MOSI か

らデータ出力をする。そのとき同時に Slave も SCLK に同期して MISO からデータを出力

する。 

 

 COMET 実験 Phase-I 環境下では、専用機器から 96 枚の CTH-FE すべての閾値を設定

することは配線や設置場所の関係から難しく、現実的ではない。そのため、DAC の設定を

COTTRI-FE により行えるようにすることとした。主な設計変更は、専用機器と DAC の間

の SPI(Serial Peripheral Interface)信号をシングルエンドから LVDS に変換することであ

る。確実に通信ができるようにノイズ耐性が高い LVDS にする。その方法として、LVDS

変換 IC の動作電圧によって以下の 2 つが考えられた。 

 

1. 動作電圧 5 V の LVDS 変換 IC を載せる 

2. 動作電源 3.3 V の LVDS 変換 IC を載せ、その電源確保のため 3.3 V レギュレータ

IC を載せる 

 

しかし、上記の 2 つの手法は用いることができないことが CTH に求められる放射線耐性

の試験においてわかった[18] 。そのため、その試験が行われた LVDS 変換 IC やレギュレ

ータ IC 以外で放射線耐性を持つものを探すか、LVDS に変換しない方法を考える必要があ

る。また、LVDS に変換すると信号線の数が倍になるため、COTTRI-FE の FPGA にある
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ピンが足りなくなることがわかっている。そのため、LVDS 化する場合は COTTRI-FE 上

に LVDS 用マルチプレクサ・デマルチプレクサが複数必要となる。他に、CTH-FE の基板

面積は限られており、LVDS レシーバ・トランシーバと 3.3 V レギュレータが部品サイズ

のよっては実装できない可能もある。 

 

5.2 改良案 

 DAC を COTTRI-FE から制御するための方法として、DAC と COTTRI-FE をシングルエ

ンドのまま接続することを考えた。この方法では、新たに放射線耐性の試験を行う必要も

なく、FPGA のピンが足りない問題に対しても、SPI 通信は信号線を複数の Slave で共有

することができるため、COTTRI-FE 側の変更を少なく解決することができる。 

 シングルエンド信号をケーブルによって配線する際にノイズによる影響を考慮する必要

がある。一般にシングルエンド信号はノイズの影響を受けやすいため、長い配線ではあま

り用いられない。しかし、この案では信号が 3.3 V という高い振幅をもつデジタル信号で

あること、DAC との通信は低速でよいことから一定のノイズ耐性があり、シングルエンド

信号のまま DAC と COTTRI-FE をケーブルで接続できると考える。 

 この改良案を用いることができるかどうかを調べるため十分長いケーブルでのシングル

エンド通信試験を行い、通信が可能であることの確認を行った。この際、通信速度を変え

て速度による影響も確認した。また、その信号線を複数の DAC で共有することができる

かどうかについても試験を行った。 

 

5.3 シングルエンド通信試験 

CTH-FE 上の DAC である MCP41050 と 10 m のケーブルを用いてシングルエンド信号

で通信し、通信速度を変更しながら DAC の出力設定の書き込み・読み出しができるかど

うかを確認した。COTTRI-FE にはシングルエンド出力ができる端子がないため、測定に

は NXP セミコンダクターズ社の LPC1768 というマイクロコントローラ[27] を使用した。

通信速度の変更は SPI の SCLK の周波数を変更することで行い、2 kHz から 1 MHz までの

範囲で試験を行った。設定値をマイクロコントローラから DAC へ書き込み、その内容を

読み込むという動作を数 kHz ずつ SCLK の周波数を高くしながら 100 回程度行い、通信

成功率を測定した。また、同時に出力が変更できているかどうかをオシロスコープにより

確認をした。 

信号の反射対策を特に取らずに接続しているため、高速な通信はできないと考えられ

る。そのため MCP41050 のデータシート上の最大クロックは 10 MHz[28] であるが、十分

な速度である 1 MHz までの範囲で試験を行っている。DAC の設定は数バイトの通信であ
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るため、1 MHz なら数十㎲程度で終了する。2 kHz 未満のクロック周波数はマイクロコン

トローラの仕様上出力できなかったため確認していない。 

また、COMET 実験 Phase-I において CTH-FE と COTTRI-FE の間の配線は 10 m より

短いため、十分長い 10 m のケーブルで試験を行った。 

 

5.3.1 セットアップ 

 ケーブルは 4 芯シールド線を用いた。セットアップを図 5.4 に示す。マイクロコントロ

ーラと DAC の間の信号線は抵抗分圧によって生成した 3.3 V にプルアップした。 

 

 

 

図 5.4 10 m ケーブル通信試験セットアップ。 

 

 

 

図 5.5 シングルエンド通信試験に使用した CTH-FE。信号線を 3.3 V にプルアップするた

めの抵抗を取り付けた。 

 

5.3.2 結果 

 SCLK の周波数を 2 kHz から 1 MHz まで変更した結果、どの周波数においても 100%の

通信成功率であった。マイクロコントローラから出力される 1 MHz の SCLK 波形を図 5.6

に示す。図 5.6 に示す SCLK の波形は、左側が DAC と接続する前であり、右側が接続し
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た状態で CTH-FE 上で測定した波形である。図 5.7 には周波数が 2 kHz のときに CTH-FE

上で測定した接続後の SCLK の波形を示す。 

 

 

図 5.6 10 m ケーブル通信試験における SCLK の波形(SCLK = 1 MHz)。左がマイクロコント

ローラと DAC の接続前、右は接続後である。 

 

 

図 5.7 10 m ケーブル通信試験における SCLK の波形(SCLK = 2 kHz)。 

 

図 5.6 の右で波形が大きく崩れているが、これは反射が起こったためと考えている。信

号波形も同様に歪んでいることが予想されるが通信に失敗することはなかった。また、反

射の影響による歪みは 100 ns 程度しかないため、図 5.7 では 1 MHz のときには大きく見

えていた歪みがほとんど見られず、低速化で信号がより鮮明になることがわかる。 

以上の結果より、シングルエンド信号において CTH-FE 上の DAC との通信が長いケー

ブルを用いて、十分な速度で通信が可能であることが確認できた。 

 

5.4 並列接続試験 

 SPI 通信では SS 以外の信号線を複数の Slave で共有できる。そこで、CTH-FE に使用

している MCP41050 において並列化して通信ができることを確かめた。COTTRI-FE では



 

37 

CTH-FE の信号を 4 ch ずつまとめて処理している。したがって、並列化をするのであれば

同様に 4 つずつ、あるいはその倍の 8 ch ずつまとめることが適当である。本研究における

並列接続試験では、DAC との通信線を共有させる際、4 ch と 8 ch の 2 パターンで行っ

た。試験の結果は前述のシングルエンド通信試験と同様に通信成功率を調べることで評価

した。 

 

5.4.1 セットアップ 

 信号の並列化において、現在のCTH-FEには他のCTH-FEに信号を送る機能はない。その

ため、分配基板を作成して信号の並列化を行った。図 5.8 で示すように、SCLK、MOSI、

MISOを並列に各CTH-FEに接続し、通信対象を選ぶ役割をもつSSはCTH-FEの数だけ用意

した。4 ch試験では分配基板は 1 つだけ、8 ch試験では 2 つ用いた。マイクロコントロー

ラから分配基板までの配線には、シングルエンド通信試験で使用した 10 mのシールド線を

用いた。図 5.9 に分配基板と配線した様子を示す。CTH-FEに並列接続用のコネクタを追

加し、近くのCTH-FEにケーブルで接続することを想定して、コネクタと 20 cm程度のケ

ーブルを用いて信号を共有させた。 

 

図 5.8 並列接続試験セットアップ。SPI 通信の SCLK、MOSI、MISO を共有させた。SS

は CTH-FE の数だけ接続した。 

 

 

図 5.9 分配基板(左)と接続した様子(右)。 
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5.4.2 結果 

 クロック周波数 2 kHz から 1 MHz までの範囲で、4 ch の場合と 8 ch の場合どちらにお

いても通信成功率は 100%であった。図 5.10 にクロック周波数 1 MHz のときの、図 5.11

に 100 kHz のときの SCLK 波形を示す。 

 

 

図 5.10 並列接続試験における 8 ch 接続時の SCLK 波形(SCLK = 1 MHz)。左が元波形、右

がマイクロコントローラに 10 m ケーブルを接続した後の波形。 

 

 

 

図 5.11 並列接続試験における 8 ch 接続時の SCLK 波形(SCLK = 100 kHz)。 

 

 10 m のケーブルを使用しているため、シングルエンド通信試験と同様に反射の影響で波

形が歪んでいる様子が確認できる。これもクロック周波数を下げることで影響を小さくで

きることがわかる。この並列接続時の波形の方が 1 ch だけの時と比較して波形がより歪ん

でいる。10 m ケーブルの反射の影響が大きいため、これが 4 ch や 8 ch と並列接続した影

響であるとは断定することはできない。 
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5.5 今後 

 シングルエンド通信試験と並列接続試験により、CTH-FE 上の DAC と COTTRI-FE は

LVDS を用いずに直接接続できる可能性が示された。配線を正しく設計することで信号の

反射は抑制することができ、DAC と COTTRI-FE の間のケーブルはより短いことが想定さ

れるため通信は今回の試験より安定するはずである。また、本提案手法では通信の電圧レ

ベルを COTTRI-FE 側の 3.3 V に合わせていたが、COTTRI-FE に 5 V 出力できるドライバ

を載せる方法を取ることもできる。 

 今後は本研究の結果をもとに、COTTRI-FE 側の開発者と協議をしながら開発を行う。 
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第6章  

COTTRI-FE への TDC 実装 
 

6.1 TDC 
 CTH への信号の入力タイミングを得るために、CTH-FE に波高弁別回路を設けて検出器

からの信号が閾値を超えた場合にデジタル信号を出力する機構を搭載した。CDC において

高い運動量分解能を実現するために、CTH ではこの信号の入力時刻を 1 ns 以下の時間分

解能で取得する必要がある。時間情報の取得は CTH-FE からの波高弁別信号を COTTRI-

FE に入力し、その時刻を COTTRI-FE の TDC 機能により行う。この TDC 測定精度が

CTH の時間分解能となるため、COTTRI-FE の TDC には測定精度 1 ns が要求される。こ

の TDC 機能を COTTRI-FE のファームウェア上に実装した。 

 現在の COTTRI-FE はプロトタイプのため波高分別信号を入力する端子がない。そのた

め、テスト用端子である NIM 入力端子を使用して開発を行った。 

 

6.2 ファームウェア開発 

 時間分解能 1 ns を実現するためには、高速なカウンタによる方法があるが、これには 1 

GHz 以上のクロックが必要になる。しかし、COTTRI-FE に用いられている FPGA(Xilinx 

Artix-7[29] )は 500 MHz 以下のクロックしか生成することができない。そこで、4 倍過サン

プリング法を用いた。この手法では、90 度ずつ位相をずらした 400 MHz のクロックを 4

つ生成し、それらの立ち上がりと入力信号のエッジを比較することで 1.6 GHz 相当のカウ

ンタを実装することができる。これにより時間分解能 0.625 ns が実現できる。 

COTTRI-FE のファームウェアに実装した TDC の概念図を図 6.1 に示す。位相をずらし

たクロックの半分の周波数の Half クロックにより Coarse カウンタを作った。信号の入力

時刻は、 

𝑇Start = 𝑁𝑇clk + Δ𝑇coarse1 − Δ𝑇1, (6.1) 

𝑇Stop = (𝑁 + 2)𝑇clk + Δ𝑇coarse2 − Δ𝑇2, (6.2) 

𝑇 = 𝑇Stop − 𝑇Start, (6.3) 

と計算される。 

ここで、。𝑇𝑐𝑜𝑎𝑟𝑠𝑒は Coarse カウンタの立ち上がりから入力信号を最初に検出するクロッ

クの立ち上がりまでの時間差である。𝑇𝑐𝑙𝑘は 400 MHz クロックの周期である。Δ𝑇1とΔ𝑇2は

測定することができない時間差であり、時間分解能の限界値はΔ𝑇1 + Δ𝑇2 ≤ 2𝑇clkになる。 

 開発には Xilinx 社が提供する Vivado[31]  2018.3 を使用した。 
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図 6.1 4 倍過サンプリング法のクロックタイミング。COTTRI-FE に入力されたデジタル信

号の立ち上がりタイミングを、90 度ずつ位相をずらしたクロックの立ち上がりタイミング

で時間により決定する。 

 

6.2.1 TDC のシステムダイアグラム 

 COTTRI-FE のファームウェアに実装した TDC のデータの流れを説明する。図 6.2 にそ

のそのシステムダイアグラムを示す。1 枚の COTTRI-FE には CTH-FE が 16 個接続される

ため、16 チャンネルの Start 信号入力と 1 チャンネルの Stop 信号の入力を設けた。入力

された信号は各位相で動作するフリップフロップを通してエッジが検出され、Coarse カウ

ンタと 32 bit カウンタで加算され時刻データとなる。そしてこの時刻データが有効である

場合は Ring Buffer に保存されていく。データ収集システムからの読み出しトリガー信号を

検出すると、バッファ内の時刻データを送信用データにフォーマットし、SiTCP[32] モジ

ュールへ送る。その後データは SPF+(Small Form Factor Pluggable Plus)で送信される。 

 入力信号を初めに受け取る各位相のフリップフロップは制約によって位置を固定化し、

入力端子からの配線遅延の差を50 ㎰以内にした。また、位相の異なるフリップフロップ

間で信号の受け渡しが確実にできるように、位相差が270度になるようにした。そして、

各チャンネルで同じ Coarse カウンタを用いることで、チャンネル間の時間差はチャンネ

ル毎の配線遅延のみとなった。これは最大で200 ㎰程度あるが、一定の時間差になるので

後で補正することができる。 
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図 6.2 COTTRI-FE のファームウェアに実装した TDC のシステムダイアグラム。入力され

た信号の時刻を Ring Buffer に保存し、読み出しトリガーによって SiTCP モジュールへ送

りデータ収集システムに送信する。 

 

 また、外部クロックには Kyocera, KC7050Y200.000L30EZU(200 MHz、保証周波数安定

度：±50 ppm、 弾性表面波発振器)[33] を使用した。そして、そのクロックから Xilinx 社

が提供するライブラリである MMCM(Mixed-Mode Clock Manager[34] )モジュールを利用

して各クロックを生成した。 

 

6.3 性能評価 

測定精度 1 ns 以下を満たしているかどうかについて試験を行い、評価した。 

6.3.1 セットアップ 

 図 6.3 で示すようなセットアップで試験を行った。タイムキャリブレータ(ORTEC 

462[35] )から出力される Start 信号と Stop 信号を COTTRI-FE に入力し時間差を測定し

た。タイムキャリブレータの信号の時間差𝑇setは、 

𝑇set = 𝑇period × 𝑁, (6.4) 

である。ここで、𝑇periodは設定できる周期、𝑁は 2 以上のランダムな整数である。周期を

10 ns に設定し、Start 信号と Stop 信号の時間差を 10 ns の倍数の時間差になるようにし

た。COTTRI-FE は Media Convertor を通して DAQ PC と接続してデータの取得を行っ

た。 
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図 6.3 TDC 性能評価試験セットアップ 

6.3.2 結果と考察 

取得した時間から時間差を計算した。ヒストグラムにしたものの一部を図 6.4 に示す。

そして、平均と標準偏差を各ピークから±5 ns の範囲で計算した。結果を図 6.5 に示す。

各 Delay Time において平均 400 イベントあった。 

 

 

図 6.4 COTTRI-FE で取得した時間差ヒストグラム。10 ns から 60 ns の部分を拡大したも

の。 

 

図 6.5 測定した測定精度(左)と設定した時間と平均のずれ(右)。各設定時間あたり平均 400

イベントから計算した。 
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測定精度は 10 ns の点がもっとも悪く、𝜎 = 0.27 nsである。10 ns の点を除けば、630 

ns における𝜎 = 0.22 nsが最大である。今回の測定においては、要求値である 1 ns 以下を

満たしていることが確認できる。この 10 ns において悪化した理由は、Time Calibrator の

出力する時間差の式(6.4)により𝑁 = 1が保証されていないことが原因の可能性がある。し

かし、実装した TDC に何らかの問題がある可能が排除できない。そのため、ORTEC 462

以外を用いて測定を行うことや、別の信号源からの信号を分配して、片方を遅延させて 10 

ns 以下の時間差における測定を行うことにより調査する必要がある。 

また、設定した時間差と測定時間のずれにおいて、測定時間に一定のずれが見られる。

これは Start・Stop チャンネルの配線遅延の差だけでは説明できない。FPGA 内の入力端

子から Start・Stop チャンネルまでの配線遅延の差は約 100 ㎰しかなく、基板上に数 cm

の配線長の差もないため残りの 200 ㎰程の差は生じえない。これについて詳しく調査する

必要がある。ずれが確認されるものの、Delay Time の増加に対して一定の時間分解能と測

定時間差が得られている。 

 今後は、時間差 10 ns における分解能の悪化とオフセット値の原因について調査をす

る必要がある。また、時刻情報と波形情報を同時に取得することが COTTRI-FE には求め

られているため、両者のデータを統合して処理する機能を開発しなければならない。 
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第7章  

結論 
 

COMET 実験 Phase-I で使用するトリガー検出器の開発を行った。トリガー検出器に用

いられるチェレンコフ輻射体の素材の候補であるシリカエアロゲルに対して、宇宙線を用

いた光量測定を行い、シリカエアロゲルの厚さと光電子数の関係を測定することができ

た。今後のチェレンコフ検出器の輻射体を選択する上で、有用な情報を得た。しかし、シ

リカエアロゲルなしの場合においても発光が検出されているため、これについて調査が必

要である。 

また、前置増幅回路の改良を行い、DAC と読み出し回路である COTTRI-FE をシングル

エンド信号によって接続する方法を提案し、実用化できることを 10 m のケーブルを用い

た通信試験により確認した。さらに、複数の前置増幅回路でこの通信の信号を共有するこ

とで配線を減らす方法についても通信試験を行い、4 個または 8 個で共有化できることを

確認できた。 

最後に、COTTRI-FE のファームウェアに TDC の実装を行い、測定精度 1 ns 以下であ

ることを確認するために性能評価を行った。その結果、測定精度が 1 ns 以下であることが

確認できた。しかし、時間差 10 ns において精度が悪化していたため、調査が必要であ

る。また、測定値と予想される値との間に約 0.3 ns のずれが見られた。この値は時間差に

依らないほぼ一定値ではあったが、内部の配線遅延では説明できないため原因を探る必要

がある。この研究では基礎的な部分しか組み込むことができなかったため、今後は時刻情

報と波形情報を同時に処理する機能を開発することが求められる。 
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