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研究成果の概要（和文）： 
トリチウム崩壊におけるベータ線と反跳原子核のエネルギーを精度良く測定するために、超伝
導検出器である MKID (Microwave Kinetic Inductance Detector)の開発を行った。当初、大き
な立体角を持つマイクロストリップ型の MKID の開発を行ったが、本研究に必要な性能を満た
す検出器を作製できなかった。詳細な研究の結果、絶縁層(SiO2, Al2O3等)の誘電損失が原因で
あることがわかった。そこで、CPW (Coplanar waveguide)型で作製したところ、性能の良い
MKID の作製に成功し、可視光の照射による反応を確認した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
We have developed MKIDs (Microwave Kinetic Inductance Detectors) to make accurate 
measurements of energy deposited by the beta rays and recoil nuclei in tritium decays. We 
first fabricated microstrip MKIDs which have large acceptance, but they are found not to 
satisfy our requirements. With intensive studies, we have identified the cause as the 
dielectric loss in the insulator layer made of SiO2, Al2O3, etc. We then developed CPW 
(coplanar waveguide) type MKIDs, which have shown good performance. We confirmed a 
visible light response of the MKIDs. 
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１． 研究開始当初の背景 
トリチウムを用いたニュートリノ絶対質量
の測定実験が過去に複数行われ、上限値
2eV/c2が得られている。一方、ニュートリノ

振動実験からは有限ニュートリノ質量が検
出され、下限値 0.05eV/c2 が得られている。
また、ニュートリノを伴わないダブルベータ
崩壊実験や宇宙構造形成・宇宙背景放射観測

機関番号：１５３０１ 

研究種目：挑戦的萌芽研究 

研究期間：2010～2011 

課題番号：22654028 

研究課題名（和文） 超伝導技術を利用したトリチウム崩壊ニュートリノ質量測定用新式検出

器の開発 

研究課題名（英文） Development of novel superconducting detectors for a measurement 

of neutrino mass using tritium beta decays  

研究代表者 

石野 宏和（ISHINO  HIROKAZU） 

岡山大学・大学院自然科学研究科・准教授 

 研究者番号：90323782 



 

 

による測定から 1eV/c2 以下のニュートリノ
質量の上限値が得られている。従って、今後
ニュートリノ絶対質量をベータ崩壊から
0.1eV/c2 の精度で測定することは、他の測定
結果の検証になるだけではなく、ニュートリ
ノの性質を決定する上で極めて重要である。
実際、ドイツの KATRIN 実験では、スペク
トメータとトリチウム線源を用いることに
より、0.2eV/c2の測定精度を目指している。 
 これまでトリチウム実験の主な系統誤差
は線源薄膜内でのベータ線のエネルギー損
失と反跳原子の状態の不定性が主なもので
あった。逆にこれらの量を測定することがで
きれば、系統誤差を著しく減らすことができ
る。 
２．研究の目的 
ベータ線と反跳原子核がつくる計 20eV 程度
のエネルギーを、フォノンを通じて検出する
超 伝 導 力 学 的 イ ン ダ ク タ ン ス 検 出 器 
(Microwave Kinetic Inductance Detector, 
MKID) の開発を行う。 
 
３．研究の方法 
MKID はもともとミリ波検出用として考案
された。図１にその写真を示す。 
 

 

図１ ミリ波検出用MKID [1] の写真。 

 

シリコン基板上に100nm程度の金属薄膜を作
製し、図1のようなパターンを形成する。それ
ぞれのパターンが検出器のピクセルに相当し、
それぞれ4分の1波長の長さを持つ共振器と、
先端についたアンテナからなる。アンテナで
受信したミリ波が、超伝導体内のクーパー対
を解離することにより、超伝導体の力学的イ
ンダクタンスを変化させ、共振周波数と位相
が変わる。その様子を図２に示す。 
 

 

 
図2：MKIDの測定原理。ミリ波を受信すること
により、クーパー対が解離され、力学的イン
ダクタンスが変化し、周波数と位相が変化す

る[2]。 

 

本研究では、図1のアンテナの代わりにトリチ
ウム薄膜線源を置くことにより、トリチウム
崩壊におけるベータ線と反跳原子核がトリチ
ウム薄膜内に付与するエネルギー(約20eV)を
測定する検出器の開発を目指す。 
 MKIDを用いる利点は、周波数領域読み出し
であるので複数のピクセルを一本の線で読み
出すことができること、構造が簡単なため素
子作製が容易であること、バイアスが不必要
なことがあげられる。 
 図1の構造を持つMKIDはCPW (Coplanar 
Waveguide ) 型である。CPW型は、１層の金属
膜で形成されているので、構造が単純である
一方、共振器も同じ層に存在するので、検出
器が利用できる立体角が小さくなる。 
 そこで我々はまず、金属膜２層とその間に
SiO2の絶縁膜を挟んだ構造を持つマイクロス
トリップ(MS)型MKIDの開発を行うことにした。
MS型は、共振器と感度を持つ部分を異なる層
に形成することにより、検出器の面積を有効
に利用することができる。また、MSとグラン
ドとの間の電場の密集度がCPWより小さいの
で、より性能が良い検出器ができることを予
測していた。 
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the Physics and Applications of 
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４．研究成果 
MS型MKIDのデザインを決定するために、電磁
シミュレータ(SONNET)を購入し、マイクロ波
の共振ピークが立つかどうか確認するために
シミュレーションを行った。マイクロ波(3 
~5GHz)を送るフィードラインと共振器は容量
結合になっている。容量結合が小さいと、幅
の狭い共振ピークが得られるが、共振器に伝
わるマイクロ波の電力が小さくなり、逆に容
量結合が大きいと、共振器にマイクロ波が吸
収されやすくなるが、共振ピークの幅は大き
くなる。一般にMKIDは、容量結合が決定するQ
値と共振器自体が持つQ値が同程度であれば、
性能が良くなることが知られている。電磁シ
ミュレータを利用することにより、共振器と
フィードラインの距離と、容量結合している
部分の長さのチューニングを行った。 
 容量結合は、純粋に検出器の構造から決ま
る値であるので、シミュレーションの結果は
信頼できるが、共振器自体が持つQ値は、実際
に実機を用いて測定するしかない。シミュレ
ーションでは、文献値の値を参照することに
より、おおよそのあたりをつけることが目的



 

 

である。 
 シミュレーションで得られた知見に基づき、
MKIDの実機をデザインし作製した。実機は、
高エネルギー加速器研究機構のクリーンルー
ムにおける超伝導検出器作製装置群を利用し
た。図３に実機の顕微鏡写真を示す。 

 

 

図3：MS型マイクロストリップの実機の顕微鏡
写真。 
 

図３の上側横向きの線は、マイクロ波を送
り込むフィードライン、真ん中あたりから下
に伸びている線(線幅3μm)がマイクロストリ
ップ型のMKIDの共振器を示す。共振器とフィ
ードラインが重なっている部分が容量結合を
示す。金属膜はNb 100nm からできており、絶
縁層に1000nm のSiO2を用いている。 
 図４は、Nb MKIDを2Kに冷却し、ネットワー
クアナライザー(NA)で測定して得られた共振
ピークを示す。本研究では一つのMKIDに17個
の共振器を形成した。測定の結果、17個の共
振ピークを確認し、歩留まりは問題ないこと
がわかった。共振ピークの幅が違うのは、共
振器によって容量結合を故意に変えているか
らである。共振ピークが細いものほど、容量
結合が小さい。 
 図５は、得られた共振周波数と、共振器の
長さの逆数との関係を示したもので、その傾
きは共振器を伝わるマイクロ波の位相速度に 
図４：作製した MS 型 MKID のネットワークア
ナライザーを用いて測定された共振ピーク。 
 
なる。その値から実効誘電率が7.4と得られた。 
この値は、SiO2 とSiの誘電率を考慮すると、 
妥当な値であり、共振器としての性質は理解
された。 
 図６は、Q値の逆数と容量結合の長さの二乗
をプロットしたものである。この切片から、
共振器自体が持つQ値を測定することができ、 
約6500 と得られた。予想に反して、Q値は低
かった。絶縁層としてその他の膜(Al2O3, MgO, 
Nb2O5)を試したが、全て同様のQ値を得た。ま
た、それらの絶縁層の上部にCPW MKIDを形成

してもやはり同様の結果が得られ、MS型の構
造の固有問題では無く、また得られたQ値の値
がSiO2の誘電損失値から類推する値と同等な
ため、絶縁酸化膜による誘電損失が原因であ
ると結論づけた。 
 

 

図５：共振周波数と共振器の長さのプロット。 

 
以上の研究により、誘電損失が小さい絶縁膜
（例えば、アモルファスシリコン）を使用す
ることが必要であることが分かったが、海外
の研究者との意見交換から、MS型MKIDはノイ
ズの観点からも性能が良くないことが指摘さ
れた。そこで、方向を転換し、MS型MKIDの開
発をやめ、シリコン基板上に直接形成するCPW
型MKIDの開発に集中することにした。 
 



 

 

 
図６：共振ピークのQ値の逆数と、容量結合の
長さの二乗の関係。切片は共振器固有のQ値の
逆数に相当する。 

 

図７左は作製したCPW型Nb MKID実機の写真を
示し、右側は得られた共振ピークの一つを示
す。Q値の値は約105 であり、他のピークも含
め全般的にMS型より1桁高いQ値を得られた。
これは、基板に使用しているシリコンの誘電
損失が酸化膜よりも１桁以上小さいことから
理解される。 

 

 

図７：左側は、CPW 型 Nb MKID の実機の写真。
右側は、NA で測定された共振ピークの一つを
示す。 
 

作製した CPW 型 Nb MKID を、ヘリウム減圧
システムを用いて 2K まで冷却し、内部に設
置してある光ファイバー及びプリズムを用
いて可視光を照射した。図８は可視光照射前
後の共振ピークの様子を示しており、可視光
による MKID の反応を確認した。照射した可
視光の強さは 3000 光子程度と見積もられ、
エネルギーにすると 10keV 相当である。 
 以上のように、MKID において可視光の応答
は見られたが、一方でその応答変化を完全に
は理解できていない。理論的には、図２に示
されているように周波数の低い方に移動す
るはずであるが、実測値は周波数が高い方に
移動している。Si による誘電体の影響だと考
えられるが、はっきりしたことはまだわかっ
ていない。また、20eV 相当の応答は、測定シ
ステムのノイズの 2，3 倍であり、精密なエ
ネルギー測定のためには、ノイズの理解が必

要ある。冷却アンプを用いることにより、S/N
比を改善することも考えている。 
 
 

 

図８：MKIDの共振ピークの可視光照射前（左）
と照射後（右）。 
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