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研究成果の概要（和文）：本研究では将来の高輝度実験施設における測定器開発研究を推進した。特に、高輝度Bファ
クトリー実験で用いる粒子識別装置「TOPカウンター」および「エアロジェルRICH」の実用化研究を進めた。TOPカウン
ター用光電子増倍管について、増倍部材料の変更により光電面の長寿命化を果たした。さらに、試作機のビームテスト
を行い、期待される性能が得られていることを確認した。エアロジェルRICH用光検出器についても、半導体部の改良に
より、放射線耐性を向上させた。また、エアロジェル輻射体の大型化、高透明化に成功した。測定器の前段回路と後段
回路の間の標準データリンクの開発も進め、読み出し速度の高速化を達成した。

研究成果の概要（英文）：This project researched and developed the detector for future high intensity exper
iments. Especially, we have developed new particle identification devices, named "TOP counter" and "Aeroge
l RICH", for high intensity B-factory. For photon detector of the TOP counter, the photo-cathode lifetime 
has been successfully improved by changing the material. We have also developed a TOP counter prototype an
d test with beam, then confirmed the performance. For the aerogel RICH, we have improved the radiation har
dness by changing photo-diode part. We have also improved the size and transmittance of areogel radiator. 
We produced the standard data link system between the frontend and backend, and confirmed the high speed d
ata transfer.
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１．研究開始当初の背景 
 
本新学術領域研究の申請者達は、(1) B フ

ァクトリー（KEKB/Belle）実験における
X(3872）などのエキゾチックメソン（４クォ
ーク状態）の発見、(2) SPring-8/LEPS 実験
において報告し、最近再確認したエキゾチッ
クバリオン（5 クォーク状態）の発見、そし
て、(3) KEK-E325 実験における原子核中で
のベクター中間子の質量減少効果の発見、と
いったハドロンの存在形態と質量生成機構
に関わる根源的かつ重要な研究成果を報告
してきた。それを、より包括的で高統計のデ
ータにより、エキゾチック粒子の探索と属性
（崩壊モード、スピンやパリティなどの内部
量子数）を決定し、ベクター中間子の質量変
化がカイラル対称性の破れの回復によるこ
との確定を目指す必要性が挙げられていた。 
そのために行われる、高輝度 B ファクトリ

ー、SPring-8/LEPS2 ビームライン、J-PARC と
いった将来の高輝度実験施設における実験
研究の展開には、加速器ビームの増強ととも
に、測定器の性能改善や高輝度化対応のため
の開発研究が必須であった。特に、本新学術
領域に関わる実験研究では、反応終状態に生
成される荷電粒子を同定するための高性能
粒子識別装置や、半導体検出器、飛跡検出器
の開発が必要であるため、共通する技術開発
課題を連携して進めるメリットは高いと考
えられていた。 
 
２．研究の目的 
 
本計画研究では、３実験プロジェクト（B

ファクトリー実験、LEPS 実験、KEK-E325/ 
J-PARC-E16 実験）に参画する研究者が協力し、
将来の高輝度施設における実験に向けた測
定器開発研究を強力に進めることを目的と
した。 
(1) 特に、高輝度 Bファクトリー実験で用い
る次世代粒子識別装置「TOP Counter」およ
び「エアロジェル RICH」の実用化を目指した
研究を進めた。 
(2) また、「TOP Counter」の LEPS 実験への
応用の検討、高速読み出し回路の共通基盤技
術の開発も目指した。 
 
３．研究の方法 
 
(1) TOP Counter の実用化に対して、光検出
器の量産と、TOP Counter 試作機の開発とそ
の性能評価が大きな課題として挙げられた。 
① 光検出器の量産は、浜松ホトニクス社と
共同開発しつつ生産を行い、生産した光検出
器を名古屋大学において測定・検査すること
とした。検査システムの構築などを行った。 
② TOP Counter試作機の性能評価については、
試作機の開発は名古屋大学で行い、性能評価
を Belle II 実験グループと LEPS 実験グルー
プが協同して、LEPS 実験ビームラインで行な

った。LEPS 実験グループが試験に参加するこ
とによって、測定器の理解と運用に関するノ
ウハウが得られ、将来の LEPS 実験への応用
の検討が進められた。 
(2) エアロジェル RICH 検出器の開発に対し
ては、光検出器の開発とエアロジェル輻射体
の大型化、高性能化が課題として挙げられて
いた。 
 そのため、新しい光検出器の開発を浜松ホ
トニクスと共同で行い、高エネルギー加速器
研究機構が性能評価を担った。また、エアロ
ジェルについても、高エネルギー加速器研究
機構、日本ファインセラミックセンターなど
が共同で開発を行った。 
(3) 次世代の高輝度加速器実験での高いヒ
ットレートに対応するために、検出単位を細
密化し読み出し回路で信号をディジタル変
換し多重化して送出する必要がある。この実
現のために読み出し回路から COPPER に光フ
ァイバーで高速にデータを転送するシステ
ムの開発・性能評価を行った。 
 
４．研究成果 
 
(1) 光検出器MCP-PMTの光電面の量子効率改
良、および寿命評価 
 TOP Counter に使用する光検出器として、
微弱なチェレンコフ光を高い時間分解能で
検出できる、角型 MCP-PMT を浜松ホトニクス
と共同開発した。微弱な光を効率よく検出す
るため、光電面の量子効率の改良を進めてき
た。角型 MCP-PMT は、実績のあったマルチア
ルカリ光電面をベースに開発を進めてきた
が、通常の光電子増倍管で実用化に成功した
スーパーバイアルカリ光電面技術を適用し
た開発・性能評価を行った。MCP-PMT への技
術導入は始めてであったが、真空製造装置の
改良などにより、下図のように 400nm の波長
で 28%程度の量子効率が得られる MCP-PMT が
製造可能となった。また、量子効率の面一様
性も均一なものができた。この光電面を採用
することによって、マルチアルカリ光電面の
場合と比較して、チェレンコフ光の検出数を
20%向上させることが可能となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、光電面の寿命改善を行った。

Belle-II 実験環境下では、ビームバックグラ
ウンドガンマ線と石英輻射体が相互作用す

バイアルカリ光電面 

マルチアルカリ光電面 



ることで電子・陽電子を生成、チェレンコフ
光を発光するために、MCP-PMT に多くのバッ
クグラウンド信号を生み出す。MCP-PMT の内
部構造の改良（アウトガスが光電面へ戻らな
い構造）、アウトガスが出にくい MCP プレー
トの開発などを行い、寿命測定を繰り返し、、
試行錯誤を行った。その結果、７C/cm2以上の
出力電荷までの寿命があるMCP-PMTの開発に
成功した。 
 

(2) TOP Counter 試作機の開発・性能評価 
 TOP Counter の基本動作原理検証のため、
プロトタイプ検出器(下図)を製作し、ビーム
テストなどを繰り返し、性能評価を行った。
本研究では、まず、40cm 幅の石英輻射体と角
型 MCP-PMT を用いたプロトタイプを製作し、
波長分散効果の抑制について動作を検証す
るためのビームテストをヨーロッパ CERN 研
究所において行った。その後、実機サイズの
試作機を製作し、LEPS 実験で使用しているビ
ームを用いた実験を行い、粒子識別性能の評
価を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CERN でのビームテストでは、予想通りの光
子数が得られていることが分かり、また、チ
ェレンコフ光の代表的な検出時間分解能は
95ps と得られ、シミュレーションの予想分解
能 103ps と同程度であった。光の伝播距離は
約 2.9m であるが、波長分解無しで伝播させ
た場合の時間分解能は過去の結果より約
170ps である。このことから、波長分解をさ
せることで時間分解能が大きく向上するこ
とを検証できた 
 LEPS でのビームテストにおいては、光検出
器の大量生産に成功していたため、初めて必
要な数の光検出器をすべて使用した実験を
行うことができた。その結果においても、シ
ミュレーションで予想される光子数（垂直入
射で平均２５個程度）が得られた。また、チ
ェレンコフリングイメージも期待通りのも
のが得られた（右上図）。 
 
(3) エアロジェル RICH 検出器の開発 
 光検出器として、浜松ホトニクスと共同で
開発しているマルチアノード型ハイブリッ
ドアバランシェ光検出器（HAPD）の開発、お
よびチェレンコフ輻射体として高透明度シ
リカエアロジェルの開発に取り組んだ。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 高透明度シリカエアロジェルの開発 
 我々の興味がある屈折率 n=1.05～1.06 領
域での透明度向上のため、ピンホール乾燥法
という新製法を用いて作成した。この結果、
n=1.055 で従来と比べ、新製法では、60%以上
透明度の向上に成功した。また、クラック無
し サ ン プ ル の 大 型 化 に も 取 り 組 み 、
180x180x20mm3 という大型エアロジェルの製
造（下図）に成功した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② HAPD の開発 
 磁場中でも高い単光子検出効率を持つ
HAPD の性能向上として、”Super bi-alkali”
フォトカソードを HAPD の光電面に適用し、
量子効率を約 20%から 30%以上にまで改善し
た。また、中性子放射線耐性試験として、原
子炉からの中性子を照射して、性能劣化につ
いて調べた。10 年間に予想される照射量に対
して S/N 良く単光子を検出するため、APD の
シリコン層の構造を改良し、漏れ電流軽減を
達成した。ガンマ線に対する放射線損傷につ
いての改善も同様に行い、100krad までの照
射に対して動作する検出器の生産が可能と
なった。 
 
(4) 高輝度実験に向けた測定器読み出し回
路の開発 
COPPER システムに使用する転送部のプロ

トタイプの開発を行った。Belle II 実験の中
央飛跡検出器のテストベンチを用いて、その
読み出しエレクトロニクスの FPGA にデータ
リンクの送出側のファームウェアを組み込
み、新たに製作した COPPER に装着する受信
カードと光ファイバーで接続した。テストチ
ェンバーの宇宙線の信号やテストパルスな
ど種々の信号を COPPER に送り、データの解



析をおこないデータリンクの動作を確認し
た。 
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