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ダークマター (WIMP) 直接探索
• SM粒子と相互作用する粒子の探索 

➡ここではWIMP (Weak Interacting Massive Particle) とする 

•様々な実験でWIMP質量についての断面積を制限

2

Direct Detection of Dark Matter 32

Figure 12. The current experimental parameter space for spin-independent WIMP-
nucleon cross sections. Not all published results are shown. The space above the
lines is excluded at a 90% confidence level. The two contours for DAMA interpret
the observed annual modulation in terms of scattering of iodine (I) and sodium (Na),
respectively [125]. The dashed line limiting the parameter space from below represents
the “neutrino floor” [117] from the irreducible background from coherent neutrino-
nucleus scattering (CNNS), see Sect. 3.4.

target) are weaker due to their higher threshold and lower exposure.

In a mass range from 1.8GeV/c2 . m� . 5GeV/c2, the most stringent exclusion

limit was placed by DarkSide-50 using a LAr target depleted in 39Ar [126]. The

result from a 0.019 t⇥ y run is a based on using the ionization signal only, which

allowed reducing the analysis threshold to 0.1 keVee. The observed background of

1.5 events/(kg⇥ d⇥ keVee), corresponding to 5.5 ⇥ 105 events/(t⇥ y⇥ keVee), can be

attributed to known background sources above ⇠1.4 keVnr (corresponding to 8 e�).

Due to their much smaller total target mass and higher backgrounds, the cryogenic

experiments using Ge-crystals with ionization and phonon readout (EDELWEISS,

(Super)CDMS) or scintillating CaWO4-crystals with light and phonon readout

(CRESST) cannot compete in the search for medium to high-mass WIMPs. However,

due to their ability to reach extremely low thresholds well below 1 keVnr, they are very

sensitive to low-mass WIMPs with masses .5GeV/c2. The Germanium-based detectors

SuperCDMS and EDELWEISS could improve their low-mass sensitivity by operating

the detectors with a high bias voltage, converting the ionization signals into Neganov-
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方向に感度を持つ探索
•ダークマターの到来方向を見たい 

➡ダークマターについての性質の理解のため 

➡ニュートリノによるBGの削減
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NEWAGE実験
•神岡鉱山 (地下~1000 m) に設置したTPCを用いたダークマター探索 

➡スーパーカミオカンデのすぐ近く
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検出器
• micro-strip読み出しを用いたガスTPC (μ-TPC: micro-Time Projection Chamber) 

➡30 × 30 × 40 cm3 チェンバーにCF4 ガスを 76 Torr で入れる 

➡μ-PIC: 400 μm pitch strip readout (2D), 増幅機能付き 

➡ドリフト電子を GEM (Gas Electron Multiplier) でさらに増幅
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@Kobe Univ.

次世代実験：CYGNUS-KM / NEWAGE
• ~1.0 m3 サイズの大型ガスチェンバーを神岡に設置する計画 

➡読み出しモジュールを18個実装可 

➡ターゲットの物質量を増やして感度向上を狙う
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立ち向かうべき困難
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ハンドリング
扉が重い…どう動かす？ 
ドリフト面とフィールドケージどう作る？ 
神岡までどうやって運ぶ？
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やること盛り沢山
順番に話していきます
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チェンバーの取り回しと 
フィールドケージ、 
ドリフト面設置の話



Open the door!

9 ↑very (× 2) temporary clean room

door vessel & field cage

Al plate

Al plate



ドリフト面設置

•フィールドケージの構造物はアクリル 

➡ゆがむので正四角形を保つのが困難 

➡電場の様子は気になるが一旦先へ進む
10

ドリフト面
ドリフト面、フィールドケージ取り出し

分解して倒す

アルミマイラー 
(マイラーの幅の都合で2枚に分割)

再びチェンバーへ 
(たるみが気になる)

ケージ部

ケージ部

アルミ 
マイラー



フィールドケージ
•一様電場形成のため導電性高抵抗シートを 
側面に貼り付け 

• “アキレス ビニラス”  

➡市販されている (モノタロウなどで購入可) 

‣ ~$300 (1000 mm × 10 m × 0.2 mm) 

➡幅方向に沿って一様な抵抗 

‣ PTEP 2019 (2019) 6, 063H01 
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アクリルにぺたっと張り付く



余談

•フィールドケージが割れるトラブル 

➡空洞の四角柱型なので当然脆い 

•壊したけど、各面がバラバラのほうが扱いやすいのでは？ 

➡完全なる開き直りでそのままチェンバーに再実装、動作試験へ
12
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ドリフト電子 or イオンの
読み出し部分の開発



読み出し検出器
• 18パターンの検出器を入れられる 

➡共同利用も可 

➡国際プロジェクトも始動 (CYGNUS) 

•テスト段階として簡易検出器をまず作成中
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テストチェンバー
•まずテスト用チェンバーで8チャンネルの波形読み出し試験 

‣ 信号アンプにLTARS2018 (後述: 16 ch アンプ) を使用 

‣ ADC SiTCP v2 (KEK/Open-It → BeeBeans) 
でdigitize (16 ch 5~40 MHz FADCとして機能) 

‣ Raspberry Piを用いたコンパクトなシステム
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30 cm

30
 c

m
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 cm

裏からみた写真

HV
HV

Signal

LTARS2018
(ASIC)

Signal

Analog

ADC SiTCP v2

EthernetでPCへ 
(Raspberry Pi)

BOLT board



線源を用いた試験
• 55Feを用いたテスト 

➡CF4ガス 0.2 atm (次期実験に使用予定のガスとは異なる) 

➡信号を波形サンプリングできたところまで進んでいる 

➡今後、ゲインを測定したのち大型ガスTPCへ実装、測定へ
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撮り直し予定

1チャンネルのみの 
波形サンプリング



μ-PICの改善
• μ-PICから出てくるU-Th系列の放射線BGに悩んできた 

➡現行版では放射性同位体の少ない物質を表面に実装 

➡内部構造体も「きれい」な物質を用いた新型も開発中
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初期版 現行版 新型

新学術「地下宇宙」領域研究会2020  身内氏 (神戸大) スライドより
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• μ-PICから出てくるU-Th系列の放射線BGに悩んできた 

➡現行版では放射性同位体の少ない物質を表面に実装 
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12/25 神戸大に到着！ 
大日本印刷(株)様より 
クリスマスプレゼント

初期版 現行版 新型

新学術「地下宇宙」領域研究会2020  身内氏 (神戸大) スライドより ありがとうございました
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陰イオンガスを使ってみた 
後ほど島田(神戸大)が発表

陰イオンガスが特殊な 
波形を持つ→波形解析したい



陰イオンガス：SF6
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時間差を見ればドリフト方向の
絶対位置測定可、かつ低拡散

2020 JINST 15 P07015

ダイナミックレンジの 
大きい読み出しが必要

ただし特徴的な波形のため 
FADCを用いた波形解析をしたい

μ-PIC

詳細は島田氏 (神戸大) の本日のトークで
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Low gainとHigh gainの 
回路を分けてレンジを稼ぐ 

チャンネル数2倍(32 ch)が痛い

MT回路 TK回路

とある閾値でgainを切り替え 

1チャンネルで読み出せるが 
技術的に難しい恐れ
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•高ゲインのアンプを16チャンネル積んだASIC 

➡元々LAr TPC用に開発 (LTARS2014) 

➡NEWAGEグループも参加 (LTARS2016) 

•ダイナミックレンジを稼ぐ→2種類の回路を用意
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Low gainとHigh gainの 
回路を分けてレンジを稼ぐ 

チャンネル数2倍(32 ch)が痛い

MT回路 TK回路

とある閾値でgainを切り替え 

1チャンネルで読み出せるが 
技術的に難しい恐れ

LTARS2018-K06A 
↓ 

NEWAGEグループが評価 
@神戸大

LTARS2018-K06B 
↓ 

LAr TPCグループが評価 
@岩手大 (李沢さんの昨日のトーク)

※どっちがどっちを使うと決まっているわけではない



DAQシステム 写真
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40 MHz sampling ADC

FPGA (Artix7) 
リングバッファ実装

写真撮り直し予定

アナログ信号を 
ケーブルで送る

注：まだテスト段階のボードたちです
NEWAGE2018RO DELTA_V2

SiTCP

LT
AR

S2
01

8 
× 

2

• μ-PIC読み出しには768 ch × 2 (アノード/カソード) 必要 

➡テスト段階として2 chipボードを開発し試験
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Wave form (FADC)
• 32 ch × 2 (high gain, low gain) のテストパルスの波形取得
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Gain: 11.5 mV / fC

Gain: 0.54 mV / fC

JPS2020秋 窪田氏 (神戸大) トークより (17pSF.9)
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Gain: 11.5 mV / fC

Gain: 0.54 mV / fC

JPS2020秋 窪田氏 (神戸大) トークより (17pSF.9)

複数ASIC読み出しOK!
期待するゲインも出ている



DAQについての今後のプラン
•セルフトリガー実装で原子核反跳をちゃんと観測する 

➡開発、デバッグ中 

•それぞれの窓にエレキが干渉してはいけないのでコンパクトなDAQが必要 

➡アナログ、デジタル一体化基板を開発予定

23 @Kobe Univ.

ボードぶっ刺し 
スタイルで読み出し

charge injection

trigger

test pulse input

セルフトリガーテスト 
一見うまくいっているが動作不安定
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まとめ
次世代NEWAGE実験に向けた大型ガスTPC開発 

それぞれの困難を徐々に解決している 
→やることは山積み、まだまだ楽しめそう

大型TPCに実装する検出器の 
テストが進んでいる 
→来年頭に統合テストへ！

陰イオンガス導入に向けた 
DAQの刷新、試験中 
→実用化に向け基板開発へ



Backup

25



どうやって方向を測定する？
•反跳する原子核の方向 (反跳原子核の飛跡) を測定することで可能 

•低エネルギーの原子核反跳を観測する必要あり( O(1-100 keV) ) 

➡物質中だと短飛跡のため、低圧なガスをターゲットにするのがよい 

‣ 飛跡長:  CF4 ガスを 76 Torr (= 0.1 atm) で用いても O(1 mm) 程度

26

DM

DM

N
ionization

Simulation

gas TPC
高位置分解能でドリフト電子

(またはイオン)を読み出す必要あり

T. Ikeda PhD thesis (2020)



High voltage
• HV test after the installation of 

the drift plane and field cage 
➡Our goal is to achieve 1 kV / cm 

electric field with SF6 gas  
(= 50 kV !!!) 

➡Using CF4 gas is one of the 
option of the test study 

‣ it works with ~10 kV (0.2 atm) 

• Sparks are detected around 
the feed through 
➡<16 kV can be applied to the 

system filled with 0.2 atm air 

➡good to test with CF4 gas as a 
first commissioning

27

cupper 

cupper frame 
of the drift plane



LTARS2018試験 (single chip)

28
粒子物理研究室　窪田諒 6

LTARS2018_K06Aの要請と測定結果
要請値と1Chip boardでの測定結果

High Gain Low Gain

要請値 測定値 要請値 測定値
ENC 4000(0.6fC) 3781(0.6fC) 1.3×105 (20fC) 5719(20fC)

ダイナミックレンジ -80fC~80fC -120fC~120fC -1600fC~1600fC -1700fC~1500fC

Gain 10.0mV/fC 10.2mV/fC 0.50mV/fC 0.49mV/fC
時定数 4~7μs(slow) 6.9μs(slow) 4~7μs(slow) 6.6μs(slow)

2020/9/17

中村拓馬修士論文2020年2月神戸大学

LTARSの要請値を十分に満たしている。

1Chip Board BOLT基盤

JPS2020秋 窪田氏 (神戸大)トークより (17pSF.9)



SF6: またまた別の検出器でお試し

29

64 ch

64
 c

h

小型μ-PIC

フィールドケージ
ボード2セット × 2 、64 ch読み出し 

外部トリガー： 
検出器の端のイベントを別の読み出し
で発行 (基本α線とかを見る)



波形検出！
• 252Cf 線源を用いた測定 

➡ふだん中性子線源として使うがα線もいっぱい出る 

• なんか中性子っぽいのがまぐれで見えた！

30

High gain Low gain
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小さいピークも 
見えていそう

メインのピーク 
しっかり見えている



セルフトリガー機能の実装
•本格的にダークマター探索に向けたDAQ開発を開始

31

EXT_TRG

ADC_DATA シリアル化

リング 
バッファ OUTPUT

FPGA

64 ch



セルフトリガー機能の実装
•本格的にダークマター探索に向けたDAQ開発を開始

31

EXT_TRG

ADC_DATA シリアル化

リング 
バッファ OUTPUT

トリガー 
プロセッサ

SELF_TRG
FPGA

以下の条件を満たすときセルフトリガー発行 

・あるチャンネルのADC値とoffset (常時計算) の差が[TRG_THR]以上 
・上記を満たすチャンネルが[NUM_CH]以上

64 ch

TRG_THR
NUM_CH

ソフトウェアから指定可 
(未実装)

(PCから)

(PCから)


