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概要
宇宙の物質のほどんどが暗黒物質であることが、様々な測定から明らかになった。しかし暗黒物
質の正体については謎のままで、実験によるその解明が待たれる。

XMASS 実験は液体 Xe 検出器を用いた他目的の低バックグラウンド実験である。現在は 100kg
液体 Xe 検出器を用いて研究開発を進めており、次期計画の 800kg 液体 Xe 検出器では暗黒物質の
直接探索を目指している。このとき中性子は液体 Xe による自己遮蔽ができないため、暗黒物質の
直接探索の最も重要なバックグラウンドとなる。
ここでは次期 800kg 検出器の中性子バックグラウンドの理解を目的とした、中性子検出器の開
発および中性子束測定を行った。また現在研究開発に使用中の 100kg 液体 Xe 検出器のデータ収集
系を構築しデータ収集を行った。

 比例計数管を用いて神岡鉱山内の環境中性子フラックスを測定した結果、暗黒物質探索を
 倍、高速中性子フラックスを   倍まで遮蔽体によ

行うには、熱中性子フラックスを

り低減させる必要があることがわかった。この目標の達成のために 800kg 検出器では超純水での
中性子遮蔽を予定しており、熱中性子、高速中性子のどちらについても十分な遮蔽が実現される見
通しである。
次に水遮蔽体により中性子バックグラウンドが上記の 800kg 検出器の目標まで低減したときに、
現在の中性子検出器でそのフラックスの測定が可能かを評価した。その結果、熱中性子検出器であ
る

 比例計数管は現在の測定限界フラックスの 

 倍のフラックスまで測定できる性能が必要

であること、高速中性子検出器である液体シンチレータは現在の  倍の中性子とガンマ線の弁別
能力が必要であることが分かった。ただしどちらの中性子検出器についても今後のよい見通しが得
られた点で大きな貢献である。

100kg 検出器のデータ収集に関しては十分な準備の上にデータ収集が成功し、今後の詳細な解析
に重要な役割を果たした。
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第 1 章 序論

1.1

暗黒物質

1.1.1 WMAP 後の宇宙像と暗黒物質
WMAP は宇宙背景放射の測定から、標準宇宙模型で定義されるパラメーターに対してかつてな
い正確さで答えを出した [1, 2]。そのパラメーターの 1 つが、宇宙のエネルギー密度である。 は、
宇宙のある構成要素のエネルギー密度と臨界密度の比である。


(1.1)

ここで  は要素 のエネルギー密度、     は臨界密度である。宇宙全体のエネルギー
密度が臨界密度であるとき、平坦な宇宙となる。  はハッブル定数、 は重力定数である。宇宙
全体のエネルギー密度  は次のように表せる。
 









 

 

    

(1.2)

  は暗黒エネルギー密度、 は物質密度である。 はアインシュタイン方
程式に現れる宇宙定数である。WMAP の測定結果 [1, 2] は以下である。

ここで   

 

  



   

(1.4)





(1.5)

(1.3)

この結果から宇宙は平坦である。

そして宇宙のエネルギー密度の約 



  

が物質密度であることがわかる。物質密度はさらに細かい

要素に分けることができる。

    

(1.6)

ここで  はバリオン密度、 は冷たい暗黒物質密度である。同じく WMAP の測定結果は以
下である。




  
  

 

(1.7)



(1.8)

重要な結果として、宇宙の物質の大部分はバリオンでない冷たい暗黒物質であることがわかった。
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1.1.2

渦状銀河の回転曲線と太陽近傍の暗黒物質の密度

暗黒物質が存在するもっとも強い証拠は、渦状銀河の回転曲線である。ケプラーの法則から求め
られる渦状銀河の回転速度分布は次のようになる。

       
(1.9)


ここで  は重力定数、 は銀河の中心からの距離、  は半径  内の質量である。星のスペクト
ラムや水素ガスの 21cm 線のドップラーシフトの測定から回転速度は求まる。その結果と式 (1.9)
から、渦状銀河の質量分布を見積もることができる。
明るい物質は銀河の中心付近に集まって存在していることが知られている。もし銀河の全質量が



この中心付近の明るい部分に集中しているのなら、式 (1.9) から の大きいところでは回転速度は







に比例して減少する。しかし測定結果から、 が大きなところで回転速度が一定になることが

わかった。図 1.1 は、渦状銀河 NGC6503 の回転曲線である [3]。図 1.1 で、点は銀河の中心からの
距離の関数としての回転速度の測定結果で、破線と点線はそれぞれ、回転速度に対する観測されて
いる銀河円盤とガスからの寄与を表し、破点線は観測されていない暗黒ハローからの寄与を表す。

 以内に存在する。なので  が  より大
  あたりまで回転速度

この銀河では、明るい銀河円盤は銀河の中心から 

きなところでは、回転速度が減少すると期待されるが、測定結果は が 

は一定である。よって銀河には明るい銀河円盤とガスの他に暗黒ハローとよばれる光を使って観測
できない物質が存在している。

図 1.1: 渦状銀河 NGC6503 の回転曲線 [3]

銀河内の典型的な暗黒ハローのエネルギー密度は次のように見積もられている。





 

(1.10)

対して、銀河内の典型的な明るい物質のエネルギー密度は次のように見積もられている。


この 



と



 



 

 

(1.11)

の不一致は他の多くの銀河でもみられ、暗黒物質が存在する最も強い証拠

となっている。
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さて銀河内のハローに暗黒物質が存在することがわかったので、この暗黒物質を検出しようとい


   

うことになる。そのとき、我々の銀河の太陽近傍における暗黒物質密度、  と暗黒物質の速度の
  という 2 つの量が重要になる。ここで
2 乗平均、 

は、我々の銀河の中



   

心から太陽までの距離である。太陽近傍の暗黒物質密度はいくつかのグループによって見積もられ



  

ている。Caldwell と Ostriker は    
という中心値を示した [4]。その後、Behcall
らは    
を出し [5]、Flores は我々の銀河の回転曲線の測定結果とハロー形成の理



  
論的モデルから、       

であると示した [16]。この論文では多くの暗黒物質

探索実験で使われている次の値を採用する。



1.2

  
    

 

(1.12)



(1.13)

暗黒物質の候補

暗黒物質の候補には、大きく分けて次の 2 つがある。
バリオン候補
バリオンでない候補

バリオン候補

1.2.1

バリオン暗黒物質の密度を見積もるには次の 2 つの方法がある。

MACHOs(MAssive Compact Halo Objects) の観測
MACHOs は暗黒物質の有力な候補として、何年も観測が続けられてきた。その MACHOs の
有望な候補が質量が   ¬ より小さい褐色矮星である。この褐色矮星は水素と
でで

 



きており、その温度は水素の核融合温度よりも低い。なのでこの褐色矮星は重力収縮により
解放されたエネルギーのみをごく弱い赤外線として放出する。中性子星やフラックホールな
どの古い矮星も MACHOs の候補である。もし MACHOs が背後の星の視線のすぐそばにい
れば、その星の光は重力レンズの効果で明るくなる。MACHO 実験 [6] は大マゼラン星雲の






 個の星の光の曲線を観測し、  年で  個の MACHOs 候補を発見した。この  個
という数字は予想されるバックグラウンドの値よりも大きいが、この値から計算される、バ
リオン候補のハロー質量における割合は  以下である。
軽い粒子の存在比の観測

BNN(Big Bang Nucleosynthesis 、ビッグバン元素合成) は宇宙の誕生からその 1 秒後までをよ
く説明し、軽い粒子 (



、 、

、

 ) の存在比を 1 つのパラメータ (バリオンと光子

の比) で表す。 は次の式で表される [7]。




の比と 















 の存在比の観測から  は次の 2 つの領域に制限される。
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(1.14)

(1.15)

よってバリオン密度  は次の値を持つ。

    



(1.16)



MACHOs と軽い粒子の存在比の観測結果はどちらも、暗黒物質の要素の大部分はバリオンでな
い暗黒物質が占めることを指示している。

1.2.2

バリオンでない候補

バリオンでない暗黒物質は、宇宙初期に相対論的な運動エネルギーを持っていた熱い暗黒物質

(Hot Dark matter) と、非相対論的な運動エネルギーを持っていた冷たい暗黒物質 (Cold Dark matter)
に分けることができる。
ニュートリノ
ニュートリノは熱い暗黒物質の候補である。Super Kamiokande による大気ニュートリノ振動

[8] と太陽ニュートリノ振動 [9] の観測、SNO 実験によるその確認 [10] により、ニュートリ
ノに質量があることが分かった。大気ニュートリノの解析から、ニュートリノは少なくとも
次の質量密度を持つことが分かっている [11]。



 





(1.17)

しかし銀河の構造形成の過程を損なわないという要請から、ニュートリノの質量密度には次
の制限がつく。



  

(1.18)

式 (1.18) より、ニュートリノは暗黒物質の主要な構成要素ではないことが分かる。
アクシオン
アクシオンは冷たい暗黒物質の候補である。アクシオンは強い相互作用での CP 不変性の破
れを標準理論の最小限の拡張で解決できるように導入された粒子である。宇宙論からの制限
と超新星爆発 SN1987A のニュートリノバーストの観測から、アクシオンの質量には次の制
限がかけられている。





   







(1.19)

式 (1.19) の質量領域でさまざまなアクシオン直接検出実験が行われている [12, 13, 14, 15] 。
ニュートラリーノ

WIMPs(Weakly Interacting Massive Particles) は冷たい暗黒物質の候補である。WIMPs の中で、
暗黒物質の候補としてもっとも有力視されているのがニュートラリーノである。ニュートラ
リーノは超対称性理論で存在が予言されている超対称性粒子の中で最も質量が軽い粒子 (LSP:

Lightest supersymmetric particle) である。LSP は R-parity 保存のため安定であるので、暗黒物
質として残存することができる。ニュートラリーノについての詳細は 1.3 節で述べる。
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1.3

ニュートラリーノ

標準理論 (SM) と超対称性 (SUSY)
現在の世界最高到達エネルギーは CERN にある電子、陽電子コライダー (LEP) の 

 であ

り、このエネルギーレベルまでのほとんどすべての実験データは、標準理論 (SM) を用いて驚くべ
き正確さで記述される。




 対称性に従うゲージ理論で記述される。強い相互作用はクォークの持つカラー荷によって
引き起こされ、
 対称性に従うゲージ理論で記述される。標準理論は電弱相互作用と強い相
互作用をまとめた


 対称性に従うゲージ理論である。
標準理論は上で述べたように非常に成功した理論であるが、次のような問題も内在している。



電弱相互作用はアイソスピン量子数とハイパーチャージ量子数によって引き起こされ、




 







など少なくとも 18 個の入力パラメータを与える必要がある。

重力相互作用を組み込む枠組みがない。

 

 



 対称性に従うが、3 つの相互作用で共通なのはゲー
ジ原理だけで、それぞれの相互作用に対して異なる結合定数が必要となる。そこでこれらの 3 つの
相互作用を 1 つのゲージ結合定数で記述するのが大統一理論 (GUT) である。大統一が成立するた
めには、スケール の関数である
 があるスケールで一致しなければならない。しかし図 1.2
の (a) のように標準理論では、3 つの結合定数が一点で交わらない。この問題に自然な解答を出せ
るのが標準理論に超対称性 (SUSY) を導入する超対称性理論である。超対称性を導入すると図 1.2
の (b) のように、3 つの結合定数が一点で交わることがわかる。
さらに標準理論は





!

図 1.2: 標準模型と超対称性を導入した標準模型における大統一 (a : SM、b : SUSY SM)[17]

"

さらに超対称性の導入は、大統一理論の階層性の問題を解決する。大統一理論には大統一する

 

 と電弱統一の "

 

 という 2 つのエネルギースケールが存在する。これらの
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エネルギースケールは  桁も離れており、これを 1 つの理論で扱う必要がある。これが階層性の
問題である。
このように超対称性理論は非常に魅力的な理論である。しかしまだ実験的確証はなく、現在様々
な加速器実験、非加速器実験でその探索が行われている。ニュートラリーノの直接観測は、この超
対称性粒子の存在の検証実験の一つである。

1.3.1 MSSM
MSSM(Minimal supersymmetric extension of Standard Model) は、標準模型の素粒子には表 1.1 に
示す超対称性パートナーが存在すると考える。標準理論でスピン を持つ粒子の超対称性粒子は、
スピン

#  

#

を持つ。その他の内部量子数は、一般粒子と超対称性粒子で同じである。

表 1.1: MSSM における素粒子 [18]

Normal particles
Symbol

$  %  &
$  '  (
)    *
 




neutrinos

¦

 
 
0  1 




1.3.2



Symbol

 $     $
 $     $
 )     )
    

down quarks
leptons









Spin

up quarks

+
,¦
.
/


SUSY partners
Name

gluons

1

W bosons
charged Higgs

1
0

photon

1

Z boson
light scalar Higgs

1
0

heavy scalar Higgs
pseudoscalar Higgs

0
0









Name

Spin

up squarks

0

down squarks
sleptons

0
0

sneutrinos

0

+
-¦  -¦

gluinos
charginos




-     -

neutralinos



ニュートラリーノ

MSSM(Minimal supersymmetric extension of the standard model) では R-Parity という新しい量子
数が導入される。R-Parity は次のように定義される。

2  
(1.20)
ここで 3 はバリオン数、 はレプトン数、 はスピンである。一般の粒子の R-Parity は偶数で、






超対称性粒子の R-Parity は奇数である。この R-Parity の保存のため、超対称性粒子は一般粒子に
崩壊することができない。よって質量が最も軽い超対称性粒子である LSP(Lightest supersymmetric

particle) は安定な粒子で、非バリオン Cold Dark Matter の候補である。
9

.

/

-



photino( ) 、zino(  ) と higgsino(     ) の線形結合から作られるニュートラリーノ ( ) の中で
最も質量の軽いものが LSP の候補である。photino と higgsino は、ゲージボゾンの超対称性パート
ナーである bino(  ) と wino(  ) の線形結合で次のように表現される。

3

,

.
/

 3    ,
   3    ,

 








(1.21)



よってニュートラリーノは次のように表せる。

-   3  ,



 


 







(1.22)

ニュートラリーノの質量行列は、次のように表される。




 
 
 
 

ここで










 
 




、 は gaugino の質量、




 
 




  
 
 






 
 











 
 







(1.23)

&    で、 、 は
     が得ら

は higgsino の質量パラメータ、

 
、

2 つの Higgs の真空期待値である。大統一を仮定すると、
れ、ニュートラリーノの質量行列は 3 つのパラメータ 、



で記述される。

ニュートラリーノは暗黒物質の有力な候補と考えられており、その測定を目的とした様々な実験
が行われているが、まだ発見されていない。

1.4
1.4.1

暗黒物質としてのニュートラリーノ探索実験と現状
ニュートラリーノの直接検出

ニュートラリーノは原子核との弾性散乱を通して直接探索を行うことができる [19]。ニュートラ
リーノと原子核の弾性散乱の反応断面積は、ニュートラリーノと quark の相互作用の強さによって
決まる。またニュートラリーノと原子核の相互作用には、次の 2 つの候補がある。
スカラー相互作用 (スピンに依存しない相互作用)
軸ベクトル相互作用 (スピンに依存する相互作用)
図 1.3 は、スピンに依存しない相互作用をするときの quark とニュートラリーノの弾性散乱のファ
インマン図である。スピンに依存しない相互作用をするとき、ニュートラリーノは原子核の質量数

0 と結合して相互作用を行う。
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χ

χ
χ

χ
~
q

H, h
q
q

q

q

図 1.3: quark とニュートラリーノの弾性散乱のファインマン図 (スピンに依存しない相互作用)

図 1.4 は、スピンに依存する相互作用をするときの quark とニュートラリーノの弾性散乱のファ
インマン図である。スピンに依存する相互さようをするとき、ニュートラリーノは原子核のスピン
と結合して相互作用を行う。
χ

χ
χ

χ
~
q

Z
q
q

q

q

図 1.4: quark とニュートラリーノの弾性散乱のファインマン図 (スピンに依存する相互作用)

ニュートラリーノの直接検出実験
イオン化検出器
イオン化検出器である Ge 検出器は、次の点でニュートラリーノの直接探索に適している。
エネルギー分解能がよい
超純度の結晶が手に入りやすい
しかし Ge 検出器の大型化と低バックグラウンド化が進められると、次のような問題がでてきた。
大型化すると小型のときに比べエネルギー閾値が上がる
高価である
トリチウムのバックグラウンドの問題
さらに Ge 自体に次のような特性がある。
原子核反跳と電子反跳の波形弁別ができない
スピンに依存しない相互作用に主に感度を持ち、スピンに依存する相互作用には感度が小さ
い (スピンが  でない同位体 

 の存在比  
11

)

現在測定が行われているイオン化検出器による実験を表 1.2 に示す。
シンチレーション検出器
シンチレーション検出器は次のような点でニュートラリーノの直接探索に適している。
大きな体積の検出器を作りやすい
スピンが  でない同位体 (

4

5

、 、

6 、 7 など) があるため、スピンに依存する相

互作用にもスピンに依存しない相互作用にも感度がある。
原子核反跳と電子反跳のシンチレーション光は異なった時定数を持つため、波形弁別により
弁別することができる可能性がある
一方欠点として、
原子核反跳の場合、光量が少なくなる消光の問題
有効で信頼性のある粒子弁別が暗黒物質探索に重要なエネルギー領域で確立していない
という問題がある。
現在測定が行われているシンチレーション検出器による実験を表 1.2 に示す。
ボロメータ検出器
ボロメータは、超低温に冷却した標的の phonon を観測することにより入射粒子を測定する。ボ
ロメータは次のような点でニュートラリーノの直接探索に適している。
エネルギー分解能がよい
エネルギー閾値が低い
一方欠点として、
質量を一度に大きくしづらい
そのままでは粒子弁別ができない
問題がある。
現在測定が行われているボロメータ検出器による実験を表 1.2 に示す。
混成タイプ検出器
原子核反跳と電子反跳のシグナルを区別するために、混成タイプ検出器が作られている。これら
の混成タイプ検出器では、原子核反跳と電子反跳のシグナルを 2 つのタイプのシグナルを測定する
ことにより区別することできる。
混成タイプ検出器の例としては、Ge 標的のイオン化シグナルと

8 8

の 2 つを測定する CDMS

実験 [20] などがある。現在この方法が世界的に有力な方法で、高い感度で実験が進められている。

XMASS 実験で早稲田大学が中心となって測定を行っている 2 相型 Xe 検出器 [21] も混成タイプ
検出器である。2 相型 Xe 検出器は検出器は、ガス Xe と液体 Xe の 2 相で構成されている。密度の
違いからイベントのほとんどは液体 Xe の相で起こり、Xe の励起とイオン化が起こる。すると第
一シンチレーション光が発生するので、それを PMT で測定する。同時にイオン化された電子を電
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場で気体 Xe の相まで移動させ、気体 Xe 相に張ってあるアノードワイヤーでこの電子を増幅させ
第二シンシレーション光を発生させ、PMT で測定する。この第二シンチレーション光が発生する

 と長いので、2 つのシグナルは区別する

までの時間は第一シンチレーション光の発生から約

ことができる。2 相型 Xe 検出器は、この第一シンチレーション光と第二シンチレーション光の大
きさに比から原子核反跳と電子反跳を区別している。
現在測定が行われている混成タイプ検出器による実験を表 1.2 に示す。

表 1.2: ニュートラリーノの直接探索実験
測定手段

実験グループ

場所

イオン化

IGEX
HDMS

Canfranc
Gran Sasso

シンチ

DAMA

Gran Sasso

検出器

レーション

ボロメータ

UKDMC
ELEGANT V

Boulby
Oto Cosmo

ELEGANT VI
ZEPLIN I

Oto Cosmo
Bulby

XMASS

Kamioka

CRESST I
Tokyo

Gran Sasso
Nokogiriyama
Kamioka

混成タイプ

1.4.2

CDMS

Stanford

CDMS II

Soudan

EDELWEISS
ZEPLIN II

Frejus
Boulby

XMASS

Kamioka

 +   enriched)
 +  (  enriched)
   + 4 5
 + ) $7
 + 9 6
 + 4 5
   + 4 5
  + 9 6 
+ ) $ 7
 + ) $ 7
  + 0) "
  + 6
  + 6
 +   
+ 
  + 
  + 
 + liquid-gas Xe(two phase)
+ liquid-gas Xe(two phase)
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間接検出実験

ニュートラリーノは、重力相互作用により地球、太陽、銀河中心に閉じ込められ対消滅を起こ
す。ニュートラリーノの対消滅には図 1.3 で示したような多くのチャンネルがある。

13

表 1.3: ニュートラリーノの対消滅チャンネル
対消滅のチャンネル

--

: :
, ,
/ / 
, ,,
/ 0

/  , /  
00 ,  , , 
0 , 0 
++
..

ニュートラリーノの対消滅により生成された粒子の大部分はすぐに崩壊し、周りの物質に吸収さ
れるが、例えば



は地球や太陽を通り抜けて、地球の表面にある検出器までたどりつける。

岩盤や検出器自体と式 (1.24) の荷電カレント相互作用を行い、検出器では上向き



は

として測定さ

れる。

'
 %

%
'





このようにニュートラリーノは上向き
地球、太陽、銀河中心からの上向き

(1.24)

として間接的に検出することができ、いくつかの実験が、
のフラックスの上限値を求めている [40, 41] 。

今後、直接検出実験と間接検出実験の両方からニュートラリーノの探索を進めることが重要で
ある。

1.4.3

ニュートラリーノ探索の現状

図 1.5 がニュートラリーノがスピンに依存しない相互作用をするときの達成されている検出感度
である。赤塗りの領域は DAMA が、

 +

  の NaI の結晶を使った 4 年間の観測データのスペ
クトルの季節変動の解析から、ニュートラリーノが存在すると発表した領域である [24, 25] 。しかし
この領域は、青線、緑線、茶線で示される CDMS、ZEPLIN I、EDELWEISS といった他のニュート
ラリーノ直接探索実験によってほぼ排除されていることがわかる。CDMS[36] と EDELWEISS[38]
はどちらも Ge 検出器を使った実験で、phonon とイオン化シグナルの 2 つを観測することにより原
子核反跳のイベントと電子反跳のイベントを区別することができる混成タイプ検出器である。また
ZEPLIN I は
の液体 Xe を用いたシンチレーション検出器である [31]。ピンク塗り、薄緑塗り、
薄青塗りは SUSY 理論で存在が予言されている領域で、その一部が実験の検出感度にかかってい
ることがわかる。

+
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1

2
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WIMP Mass [GeV]

3
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DATA listed top to bottom on plot
CDMS June 2003, bkgd subtracted
DAMA 2000 58k kg−days NaI Ann.Mod. 3sigma,w/o DAMA 1996 limit
ZEPLIN I Preliminary 2002 result
Edelweiss, 32 kg−days Ge 2000+2002+2003 limit
Gondolo et al. SUSY (Gaugino−like Models)
Gondolo et al. SUSY (Higgsino−like Models)
Gondolo et al. SUSY (Mixed Models)
040112050301

図 1.5: スピンに依存しない相互作用をするときの達成されている検出感度

;

( 赤塗り DAMA が発見したと発表した領域 ( )、青線 CDMS が排除した領域の下限値、緑線
ZEPLIN I が排除した領域の下限値、茶線 EDELWEISS が排除した領域の下限値、ピンク塗り、
薄緑塗り、薄青塗りは SUSY 理論で存在が予言されている領域 )
図 1.6 がニュートラリーノがスピンに依存する相互作用をするときの達成されている検出感度
である。茶線は EDELWEISS が 

+

 の Ge を用いた混成タイプ検出器で排除した領域の下
限値である [38]。緑線は東京大学蓑輪研究室が  
の
の結晶を用いたボロメータ検出器
の結晶を用いたボロメー
で排除した領域の下限値である [34]。黒線は CRESST が   の 
タ検出器で排除した領域の下限値である [33]。赤線は DAMA が 
の液体 Xe を用いたシンチ
レーション検出器で排除した領域の下限値である [26]。ピンク線は ELEGANT V が   
の NaI を用いたシンチレーション検出器で排除した領域の下限値である [29]。青線は UKDMC が

の NaI を用いたシンチレーション検出器で排除した領域の下限値である [28]。茶塗りの領
域は MSSM でニュートラリーノの存在が予言されている領域で、またどの実験もその領域に検出
感度がないことがわかる。

+ 6
+ 0) "
 +

+
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Cross−section [cm2] (normalised to nucleon)
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DATA listed top to bottom on plot
Edelweiss Al2O3
TOKYO, Spin Dependent Exclusion Limit, LiF 15m w.e.
CRESST spin dep. limit, 1.51 kg days, 262g saphire
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ELEGANT V NaI spin dep. exclusion limit (OTO COSMO Observatory)
UKDMC NaI, from combined Na and I data
Ellis et al., Spin dep. sigma in MSSM
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図 1.6: スピンに依存する相互作用をするときの達成されている検出感度

( 茶線 EDELWEISS が排除した領域の下限値、緑線  東京大学蓑輪研究室が排除した領域の下
限値、黒線 CRESST が排除した領域の下限値、赤線 DAMA が排除した領域の下限値、ピンク
線 ELEGANT V が排除した領域の下限値、青線 UKDMC が排除した領域の下限値、茶塗りは
MSSM で存在が予言されている領域)
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第 2 章 XMASS 実験
以下に述べるように XMASS 実験は、多目的の実験であるが 800kg 検出器は暗黒物質探索を主眼と
している。前章でみたように現在の暗黒物質探索は一見矛盾したような結果になっている。XMASS
実験では、信号をとらえたと主張する DAMA 実験の正否を確認し残念なことに暗黒物質の存在を
確認できなければ、さらに高い感度で実験を遂行することを目標とする。
本論文では、暗黒物質測定に対する最も重要なバックグラウンドである中性子バックグラウンド
の考察を行い、研究開発用検出器である 100kg 検出器の現状について述べる。
以下、液体 Xe の性質については付録 A、100kg 液体 Xe 検出器については 6.1 節、付録 B で述
べる。

物理的目標

2.1

XMASS 実験は、Super Kamiokande の観測が行われている神岡鉱山内で測定を行っている。XMASS
とは次の略である。

Xenon detector for weakly interacting MASSive particle
Xenon MASsive detector for Solar neutrinos
Xenon neutrino MASS detector
つまり XMASS 実験は液体 Xe シンチレータを用いて次の 3 つの物理的目標の達成を目指す、多目
的低バックグラウンド実験である。
ニュートラリーノの直接探索および発見
低エネルギー太陽ニュートリノ (

、3) の観測による、ニュートリノ振動パラメータの精

密測定



崩壊の半減期の測定による、ニュートリノの絶対質量の決定

ニュートラリーノの直接探索は、次期 800kg 液体 Xe 検出器で本格的に行う予定である。現在は

2 

800kg 検出器のための  を 100kg 液体 Xe 検出器を用いて行っている。
低エネルギー太陽ニュートリノの観測は、800kg 検出器をスケールアップした 10t 液体 Xe 検出
器を用いて行う予定である。



崩壊の半減期の測定には、800kg 検出器や 10t 検出器とは異なったアイデアの検出器が必

要である。この 

崩壊測定のための検出器については、現在検討中である。

17

2.2 100kg 液体 Xe 検出器
現在、XMASS 実験は 100kg 液体 Xe 検出器を用いて次期 800kg 液体 Xe 検出器のための研究開
発を進めている。図 2.1 の 100kg 液体 Xe 容器は、内側が一辺 

 の無酸素銅製の立方体である。

この立方体の各面に 9 本づつ、計 54 本の低バックグラウンド光電子増倍管 (図 2.2) を取りつけて
測定を行う。

図 2.1: 100kg 液体 Xe 容器

図 2.2: 低バックグラウンド光電子増倍管

2003 年 12 月、XMASS 実験は 100kg 検出器の最初のデータ収集に成功した。そして現在は測定
データを用いて以下の解析を進めている。
液体 Xe のガンマ線自己遮蔽能力の評価
液体 Xe の放射性不純物含有量 ( 

<、  =、  )

遮蔽体中の環境バックグラウンドの理解
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この結果をふまえて、次期 800kg 検出器のデザイン、建設を進める。

2.3 800kg 液体 Xe 検出器計画
XMASS 実験の次期計画は、図 2.3 のような 800kg 液体 Xe 検出器をもちいたニュートラリーノ
の直接探索である。

図 2.3: 次期 800kg 液体 Xe 検出器の概念図

800kg 液体 Xe 検出器は次のような特徴を持つ。
可能な限りの光電面被覆率 (

>

 )

PMT を液体 Xe に浸す
検出器を球形とし、PMT の死角をなくす
水遮蔽体を使った、十分な中性子遮蔽を行う

>

 の光電面被覆率と PMT を液体 Xe に浸すことが達成できれば、GEANT3 によるシミュレー
ションの結果から  
で光電子収集が行え、 
のエネルギー閾値で測定を行
えることが分かった。そこでエネルギー閾値として以下では仮に 5keV と想定する。また検出器の
形を直径  
の球とすることによって、高い事象再構成の能力が期待される。そしてニュー
トラリーノの直接探索の最終バックグラウンドである中性子については、超純水を用いて遮蔽を行
う予定である。
図 2.4 は、GEANT3 によるシミュレーションにより計算した 800kg 検出器のガンマ線バックグ
ラウンドスペクトルである。黒線は有効体積を 
の球として  
の液体 Xe をニュートラ
リーノのターゲットとしたときのガンマ線バックグラウンドスペクトルである。このときガンマ
線は約 
の液体 Xe で自己遮蔽されることになる。次に赤線は有効体積を 
の球として

 

 







+
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+


の液体 Xe をニュートラリーノのターゲットとしたときのガンマ線バックグラウンドスペク
トルである。このときガンマ線は約 
の液体 Xe で自己遮蔽されることになる。次の緑点線は
4.7.2 節で詳しく議論を行う 800kg 検出器中での熱以外の中性子バックグラウンドの目標値である。
このとき

の領域で 
の球を有効体積としたときのガンマ線バックグラウンドと
熱以外の中性子バックグラウンドはともに 
 
となる。



 



cpd/kg/keV

"



+' ? 

Expected

Energy

thr

keVee

図 2.4: 800kg 検出器のバックグラウンドスペクトル

 の球 (  +) としたときのガンマ線バックグラウンドスペクトル、赤
 の球 (  +) としたときのガンマ線バックグラウンドスペクトル、緑点線

( 黒線  有効体積を 
線  有効体積を 

800kg 検出器の目標高速中性子バックグラウンドスペクトル、青線  ニュートラリーノシグナル
(   
)、黄線  ニュートラリーノシグナル (   
))









図 2.5 はニュートラリーノがスピンに依存しない相互作用をするときの、GEANT3 によるバック
グラウンドスペクトラム (図 2.4) から求めた 800kg 液体 Xe 検出器のニュートラリーノ検出感度で
ある。太い黄線はスペクトルの季節変動の測定から達成できる感度で、太い赤線はニュートラリー
ノのスペクトルの測定により達成できる感度である。図 2.5 から 800kg 液体 Xe 検出器は現在測定
が行われている実験より約 2 桁よい感度で測定が行える。
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図 2.5: 800kg 液体 Xe 検出器の目標ニュートラリーノ探索感度 (スピンに依存しないとき)

( 太い黄線  季節変動を観測したときの 800kg 検出器の感度、太い赤線  ニュートラリーノのス
ペクトルの測定による感度 )
図 2.6 はニュートラリーノがスピンに依存する相互作用をするときの、GEANT3 によるバック
グラウンドスペクトラム (図 2.4) から求めた 800kg 液体 Xe 検出器のニュートラリーノ検出感度で
ある。太い黄線はスペクトルの季節変動の測定から達成できる感度で、太い赤線はニュートラリー
ノのスペクトラムの測定により達成できる感度である。図 2.6 から 800kg 液体 Xe 検出器は現在測
定が行われている実験より約 2 桁よい感度で測定が行える。

21

図 2.6: 800kg 液体 Xe 検出器の目標ニュートラリーノ探索感度 (スピンに依存するとき)

( 太い黄線  季節変動を観測したときの 800kg 検出器の感度、太い赤線  ニュートラリーノのス
ペクトルの測定による感度 )
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第 3 章 中性子バックグラウンド
XMASS 実験は次期 800kg 検出器を用いて、ニュートラリーノの直接探索を目指す。このとき中性
子は液体 Xe による自己遮蔽ができないため、ニュートラリーノ探索の最終バックグラウンドとな
る。そのため中性子検出器を用いた測定により、中性子バックグラウンドについて詳しく理解する
必要がある。
この章では中性子および液体 Xe 中での中性子バックグラウンドについて述べる。4 章では、



比例計数管を用いた中性子束の測定およびその結果から計算される中性子バックグラウンドについ
て述べ、5 章では液体シンチレータを用いた中性子検出器の開発およびその性能評価を行う。

3.1

運動エネルギーの大きさによる中性子の分類

中性子は運動エネルギーの大きさにより、熱中性子と熱以外の中性子に大きく分類される。

3.1.1

熱中性子

    の運動エネルギーを持つ中性子を高速中性子とよぶ [43]。熱中性子は、物質中の粒
子の運動と熱平衡に達しており、そのエネルギー分布はマクスウェル分布に従う。常温での熱中性



子のエネルギー分布の極大値は  

 程度である。このときの熱中性子の速度は 

ある。



 で

" "

熱以外の中性子は媒質中の原子核による散乱のため減速され、熱中性子となる。  、  、グ
ラファイトなどが、熱中性子化のための減速材としてよく利用される。100kg 液体 Xe 検出器用遮
蔽体では、厚さ 

3.1.2

 のポリエチレンを減速材として利用している。

熱以外の中性子

 >   の運動エネルギーを持つ中性子を熱以外の中性子とよぶ [43]。この熱以外の中性子
の中で、 >   の運動エネルギーを持つ粒子を高速中性子とよぶ [43]。
核分裂、核反応などによって放出される中性子はすべて高速中性子であり、通常数  の運動
エネルギーを持つ。

3.2

発生場所による中性子の分類

中性子をその発生場所から、環境中性子と環境以外の中性子に分類する。
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3.2.1

環境中性子

検出器 (遮蔽体も含む) 以外から発生する中性子を環境中性子とよぶ。
神岡鉱山内での環境中性子の発生源としては次の 3 つが考えられる。
岩盤に含まれる  

= 系列と   系列の放射性物質が核分裂をするときに放出される高速

中性子
岩盤に含まれる  
岩盤物質が

!

= 系列と   系列の放射性物質が崩壊するときに放出される ! 粒子を、

 反応で吸収することによって放出される高速中性子

高エネルギー宇宙線

による岩盤物質の原子核破砕によって放出される高速中性子

次のような条件下で、中性子のエネルギースペクトルは

 則 (4   




) に従うと考えられ

る [44]。
無限の減速材中に中性子源が一様の分布している
減速材中での吸収は少ない
水分を少ししか含まない岩盤が中性子の減速材として働いている実験室では、上の条件が満たされ
ている。よって神岡鉱山内の中性子のエネルギースペクトルとして次のものを用い、
数管のデータの解析を行った。

3.2.2

 比例計

4    0

(3.1)

環境以外の中性子

検出器 (遮蔽体も含む) 内部から発生する中性子を環境以外の中性子とよぶ
検出器内部からの中性子の発生源としては次のものが考えられる。
検出器材料に含まれる  

= 系列と   系列の放射性物質が核分裂をするときに放出され

る高速中性子

= 系列と   系列の放射性物質が崩壊するときに放出される !
!  反応で吸収することによって放出される高速中性子

検出器材料に含まれる  
粒子を、検出器材料が
高エネルギー宇宙線

3.3
3.3.1

による検出器材料の原子核破砕によって放出される高速中性子

液体 Xe 中の中性子バックグラウンド
液体 Xe 中の熱中性子バックグラウンド

Xe の同位体は熱中性子を捕獲し、別の同位体になる。捕獲の結果できた同位体は、安定状態に

. 線や電子を放出しながら崩壊を続ける。この . 線や電子によるシグナルは図 4.17 のよ
うに    から    以上のエネルギー領域まで続く連続スペクトラムとなり、太陽ニュー
トリノ (、 3)、
崩壊、
崩壊の測定のバックグラウンドとなる。
なるまで

表 3.1 に、Xe の同位体による熱中性子の捕獲をまとめた。表 3.1 から、捕獲の結果できた同位体
の半減期は

 

日であることがわかる。通常このような低バックグラウンド実験では大深度地
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下実験室に持ってくるまでの放射化が問題になることが多い。ただし、このように短い半減期の同
位体しかないことは、低バックグラウンド実験にとって有利な特性である。

表 3.1: Xe の同位体による熱中性子の捕獲 [21]
同位体

存在比
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液体 Xe 中の熱以外の中性子バックグラウンド

熱以外の中性子は Xe 原子核と弾性散乱をする。そのときのシグナルはニュートラリーノと Xe

"

 


の低エネルギー領域に
集まるため、ニュートラリーノの直接検出の重大なバックグラウンドとなる。
エネルギー保存則、運動量保存則より、運動エネルギー
を持つ中性子が Xe 原子核にわたせ
る最大の運動エネルギー   ! は次のようになる。

原子核の弾性散乱のシグナルと区別できず、図 4.18 のように









!














  


 










(3.2)

 の中性子が入射してきたときに、Xe 原子核にわたせる最大の運動エネルギーは式

   である。このとき検出器で観測されるエネルギーは、式 (A.6) の消
光係数 :   をかけた 
    となる。つまり液体 Xe 検出器のエネルギー閾値

例えば

(3.2) より

"



!



!
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 にするならば、  以上の運動エネルギーを持つ中性子のみに注目してやればよい。

を

後で述べる液体シンチレータを用いた熱以外の中性子の測定では、液体 Xe 検出器のエネルギー閾
値を

 とし、  以上の運動エネルギーを持った高速中性子の測定を目指す。

図 3.1 は Xe の中性子に対する弾性散乱の反応断面積である。図 3.1 から、どの同位体の反応断

Cross section(barn)

面積もよく似ていることがわかる。

Neutron energy(keV)

図 3.1: Xe の中性子に対する弾性散乱の反応断面積 [46]
黒 : 

7、 赤 :   7、 緑 :  7
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第4章

¿

 比例計数管による環境中性子フ

ラックスの測定
 比例計数管を用いて神岡鉱山内の環境中性子束を測定し、測定結果が XMASS 実験に与える
バックグラウンドを評価した。そして 800kg 検出器を用いたニュートラリーノ探索、10t 検出器を
用いた低エネルギー太陽ニュートリノの観測には遮蔽体で中性子をどの程度低減する必要があるか
を示した。



4.1
4.1.1

¿

 比例計数管

 による熱中性子の捕獲

 は熱中性子等を捕獲して、陽子とトリチウムに崩壊する。

;

;
 で運動している
   反応の断面積のプロットである。この図よ
り、この検出器では主に熱中性子の検出が優勢であると考えられる。以下では
 検出器で検出
された全事象を熱中性子起源と仮定する。上の反応の Q 値 (
 ) を、陽子とトリチウムは運動

この反応の断面積は、 #  

(

=

と大きい [45]。ここで  は速度 

熱中性子に対する断面積を表す。図 4.1 は、

量保存則をみたすように運動エネルギーとして分けあう。




#

$
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(4.1)
(4.2)

Cross section(barn)

Energy(eV)

図 4.1:

4.1.2

¿

   反応断面積 [46]

 比例計数管

 比例計数管は、上の核反応    を利用して熱中性子を観測する。式 (4.1)、(4.2) のよ
うに運動エネルギーを得た陽子とトリチウムは、  ガスをイオン化しながら運動エネルギーを
失っていく。そのイオン化によってできた電子を電場で陽極線まで引き寄せ、陽極線付近の強電場
で増幅し電流として読み出すというのが

 比例計数管の測定原理である。

   反応が起ると、陽子とトリチウムはすべての運動エネルギーを  ガスのイ
オン化によって失わずに検出器の外に飛び出していく。これは壁際効果と呼ばれる。  比例計数
 のピークから低いエネルギーまで尾をひ
管のスペクトルは壁際効果の為、図 4.2 のように
壁際で

くことになる。
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MCA counts

図 4.2:

4.1.3

¿

 比例計数管のスペクトル

 比例計数管による熱以外の中性子の観測

これまで述べてきたように

 比例計数管は熱中性子に大きな感度を持つ検出器である。しか

し検出器を減速材で包んで熱以外の中性子を熱中性子まで減速させることにより、これら熱以外の
中性子を間接的に測定することができる。

4.2

検出器

 比例計数管は、Reuter-Stokes 社のモデル番号 P4-1614-204 である (図 4.3)。3
気圧の
 が封入してあり、カタログによると熱中性子感度は、      である。検
出器の直径は  、全長は  である。検出器の外壁はステンレス鋼製、Anode ワイヤー
を支える絶縁体はアルミナセラミック製である。陽極電圧のプラトー領域は  から  ま
でで、測定は  で行う。
測定に用いた
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図 4.3:

 比例計数管、P4-1614-204

Cathode
Anode
39.5 cm
304 Stainless steel
Alumina ceramic

5.16 cm

図 4.4:

4.3

 比例計数管、P4-1614-204 の概略図

データ収集系

図 4.5 は

 比例計数管のデータ収集系のダイアグラムである。

 比例計数管 : Reuter-Stokes : P4-1614-204
前置増幅器 (Preamplifier) : ORTEC : 142PC

FAN IN/FAN OUT : LeCroy : 428F
MCA(Multi Channel Analyzer) : SEIKO EG& G : MCA7700
30

高電圧供給 (HV Supply) : 林栄精機 : RPH-022

3

He counter

HV
+1200V
(NIM)

Pre
Amp

FAN IN/
FAN OUT
Inversion
(NIM)
図 4.5:

MCA

 比例計数管のデータ収集系のダイアグラム

MCA のパラメータとして次のものを用いた。
MCA の波形整形増幅機 (Shaping Amplifier) のパラメータ
– 時定数 :



– Coarse Gain : 20
– Fine Gain : 0.500

 比例計数管は、前置増幅機からくる高電圧線 (RG-59 B/U) と HN コネクタで接続される。そ
の他は、信号線 (RG-58 C/U) には BNC コネクタ、高電圧線 (RG-59 B/U) には SHV コネクタが使
われている。

4.4

検出器の較正

中性子線源 

9: を用いて、  比例計数管の較正を行った。また検出器をポリエチレン  

で包んだときの感度を計算した。

4.4.1

検出器の熱中性子感度

9: をポリエチレンブロックで減速させ  比例計数管に入射することにより、検出
器の較正を行った。図 4.6 は、そのときの 90 8% & である。  90 8% & にあるピークは
   反応の Q 値 (  ) に対応する。図 4.6 を見ると、Wall effect のため  90 8% &
あたりまでスペクトルが広がっているのがわかる。また      と     に対応す
る  90 8% & と  90 8% & に小さなピークがある。
中性子線源 

#
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$

MCA counts

図 4.6: 中性子線源 

9: を用いた  比例計数管の較正

90 8% &) の周りの   90 8% &   を中性子イベント
9
を用いて解析を行う。図 4.6 より、すべての中性子イベ
ントは   90 8% &    まで広がっており、そのイベント数の和を 9
とする。図
4.6 で、9

 &、9    &、9
9   なので 9
測定では、ピーク ( 

として扱い、そのイベント数の和

% &

$ 

% &

$ 

% &

$ 

% &

を用いて解析を行ったときの検出器の熱中性子感度は次のようになる。



 &

 



    

    





(4.3)

以後、式 (4.3) を用いて解析を行う。式 (4.3) の  は、図 4.6 のスペクトルのすべてのイベントを
用いて解析を行ったときの、カタログ値による熱中性子感度である。

90 8% & 程度、ピークの位置がずれることがあり、この原因は現在
調査中である。このようにピークの位置が変化したときは次の方法で 9
を計算する。この較

正では   90 8% & の範囲のイベントを足しあわせて 9
を計算した。例えばピー

クが  90 8% & までずれたときには、足しあげる範囲を    90 8% & のように
測定条件によって 

% &

% &

スケールして計算する。このスケールによって計算する方法が正しいかどうかを評価するために、

9: による較正データの一方をスケールして重ねたものが
図 4.8 である。図 4.8 の 2 つの曲線を、9
9 の大きさで比較すると の差はあるが、
図 4.7 のようにピークがずれた 2 つの 

% &

$ 

その範囲で一致していることがわかった。
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MCA counts

図 4.7:

 比例計数管のスペクトルのピークのずれ

MCA counts

図 4.8: スケール後の

 比例計数管のスペクトルの比較
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4.4.2

検出器の熱以外の中性子感度 (ポリエチレン ½¼

 で包んだとき)

 のポリエチレンで  比例計数管 (P4-1614-204) を包つつみ、熱以外の中性子の測
定を行う。Aroua らは直径 、長さが  の
 比例計数管を 5.08cm から 38.1cm までの
厚さ 

様々な厚さのポリエチレン球で包み、検出器の中性子に対する応答関数を求めた。Aroua らの測定

 比例計数管 (P4-1614-204) を様々な厚さのポリエチレン

結果 [47] を用いると、測定に用いる

で包んだとき、各エネルギーの中性子に対する検出器の感度は図 4.9 のようになる。ここで検出器
の感度は、

9

% &

を用いて解析を行ったときの感度である。つまりポリエチレンの厚さが 



  の値は内挿によ

の場合の検出器の感度は式 (4.3) となる。図 4.9 でポリエチレンの厚さが  

Sensitivity (cps/nv)

り求めた。

energy (eV)

 比例計数管 (P4-1614-204) の各エネルギー

図 4.9: 様々な厚さのポリエチレンで包んだときの

の中性子に対する感度 (ポリエチレンの厚さ:黒=9.71cm 、赤=10.0cm 、青=11.0cm 、緑=12.25cm)

この減速材で検出器を包む方法で熱以外の中性子を測定しフラックスを計算するには、中性子の
エネルギースペクトルを仮定する必要がある。今回の解析では神岡鉱山内および神岡鉱山内遮蔽体
中の中性子のエネルギースペクトルは、3.2.1 節で述べたように次の

さらに中性子のエネルギーの上限値は

 則に従うと仮定した。

4    0
(4.4)
 と仮定した。このとき熱以外の中性子フラックスに

 >   ) フラックスの割合は次のようになる。

@
  '


@
 ¢  '
  
(4.5)
中性子のエネルギースペクトラムを式 (4.4) のように仮定したとき、  比例計数管 (P4-1614-204)

おける高速中性子 (

' 



(

 &

(







をポリエチレン 10cm で包んだときの神岡鉱山内および神岡鉱山内遮蔽体中の熱以外の中性子に対
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する感度は図 4.9 と式 (4.4) から次のように計算できる。







 &



4  6  '
4  '
     

(¢ 

(¢ 

(4.6)

同じく熱中性子に対する感度は次のようになる。





 &

以上の情報を用いて、

4.5

    

(4.7)

 比例計数管のデータから、熱以外の中性子のフラックスを計算する。

環境中性子フラックスの測定

神岡鉱山内の Super Kamiokande から約 

 の距離にあるクリーンルームで XMASS 実験は行わ

 比例計数管を用いた環境中性子フラックスの測定を行った。

れている。このクリーンルームで

4.5.1



神岡鉱山内の熱中性子フラックス

神岡鉱山内のクリーンルームの中で熱中性子の測定を行った。測定の Live time は以下である。

=

 )

 



   ' ?

(4.8)

90 8% & にある。よって

90 8% &

 
のイ
 
ベントを足しあわせて % & を求めると、次のようになる。ここでバックグラウンドは無視で
きると考えて、バックグラウンドの差引きは行っていない。
図 4.10 が測定結果で、ピークは 

9

9

% &

 

 &

(4.9)

式 (4.3)、(4.8)、(4.9) より神岡鉱山内熱中性子のフラックスは次のように計算できる。

@
@

 &
 &


=
 
 &



式 (4.10) の誤差は、統計誤差である。
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 )






9

% &

  



(4.10)

counts / day

MCA counts

図 4.10: 神岡鉱山内の熱中性子の測定結果

4.5.2

神岡鉱山内の熱以外の中性子フラックス

神岡鉱山内のクリーンルームで、検出器を厚さ 

 のポリエチレンで包んで熱以外の中性子

の測定を行った。測定の Live time は以下である。

=

 )

  

90 8% &

9

% &

9
9

% &

(4.11)


にある。よって
を求めると、次のようになる。

図 4.11 が測定結果で、ピークは
ベントを足しあわせて

   ' ?

 

% &

9

の内、熱中性子によるイベント数






 &

90 8% & のイ
(4.12)

は、式 (4.7)、(4.10) 、(4.11) より以下のように

 &

なる。

9

 &



@

よって熱以外の中性子によるイベント数

9

% &



 &

9

 &

=

 &

9




9

 )

(4.13)

は、次のようになる。

 &



 8% &



 &

 8% &

 

(4.14)

式 (4.6)、(4.11) 、(4.14) より神岡鉱山内熱以外の中性子のフラックスは次のように計算できる。

@
@




 &
 &


  




 &
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=

 )





9
  





 &



(4.15)

式 (4.15) の誤差は、統計誤差である。ここで熱以外の中性子フラックスのうち

 >   であ

る高速中性子のフラックスは、式 (4.5) より次のようになる。

@

' 

 









  



(4.16)

counts / day

ここでも同様にバックグラウンドの差引きは行っていない。

MCA counts

図 4.11: 神岡鉱山内の熱以外の中性子の測定結果

4.5.3

神岡鉱山内遮蔽体中の熱中性子フラックス

図 4.12 は神岡鉱山内クリーンルームにある、2 相型 Xe 検出器用遮蔽体である。2 相型 Xe 検出器
とは液体と気体の 2 相を使う検出器で、早稲田大学が中心となって測定を行っている。その遮蔽体
は、実験装置用に開けられた穴を除けば、外側からポリエチレン 
無酸素銅 

、ホウ酸  、鉛  、

 と 100kg 液体 Xe 検出器用遮蔽体とまったく同じ構成である。よってこの 2 相型 Xe

検出器中遮蔽体中での測定結果と 100kg 検出器用遮蔽体中の測定結果は大きく変らないと期待で
きる。中性子を遮蔽するのはポリエチレンとホウ酸で、ポリエチレンで熱以外の中性子を熱中性
子まで減速してやり、ホウ酸中の 

3 で熱中性子を吸収する。3 は熱中性子に対して  ( 

と大きな吸収断面積を持つ。
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図 4.12: 2 相型 Xe 検出器用遮蔽体中の熱中性子測定

2 相型 Xe 検出器用遮蔽体中で熱中性子の測定を行った。測定の Live time は以下である。

=

 )

 



   ' ?

(4.17)

図 4.13 が測定結果で、バックグラウンドに埋もれてピークは見つからなかった。そこでピークは
ントを足しあわせて

90 8% & にあると仮定し、

90 8% &
9

 
のイベ

を求め、熱中性子フラックスの上限値を求めることにする。 % &

検出器の較正を行ったときの 

9

% &

は次のようになる。

9

% &

8% &
  8% &
 



ここで式 (4.18) の上限値はポアソン分布を仮定したときに 

9

(4.18)

の確かさで保証されている上限値

である。式 (4.3)、(4.17) 、(4.18) より神岡鉱山内遮蔽体中の熱中性子のフラックスの上限値は次の
ように計算できる。

@
@

9
(4.19)

     9
式 (4.10) 、(4.19) より遮蔽体によって熱中性子フラックスは 
  倍以下に減少したことが分
 &
 &


 

=

 &

 )

% &



かった。ここでは較正のために中性子検出器に中性子を照射することは、放射線遮蔽体を放射化す
る恐れがあるので行わなかった。ピークの位置および幅についての 

程度の不確定性があるが、

このスペクトルを見て明らかなように結果に大きく影響することは考えにくい。上記不確定性につ
いては、今後の調査により原因を特定する予定である。

90 8% & から  90 8% & まで一様に広がっているシグナルは中性
子以外からのシグナルと考えている。その候補として、検出器に含まれる  系列、= 系列の放射
性不純物が崩壊するときに放出される ! 線が考えられる。検出器の中でこの放射性不純物が多く
図 4.13 で、 

含まれている部分として、Anode ワイヤーを支えているアルミナセラミックを疑っている。
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counts / day

MCA counts

図 4.13: 神岡鉱山内遮蔽体中の熱中性子の測定結果

4.5.4

神岡鉱山内遮蔽体中の熱以外の中性子フラックス

図 4.14 のように 2 相型 Xe 検出器用遮蔽体に厚さ 

 のポリエチレンブロックで包んだ検出

器を入れて熱以外の中性子の測定を行った。測定の Live time は以下である。

=

 )





   ' ?

図 4.14: 2 相型 Xe 検出器用遮蔽体中の熱以外の中性子測定
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(4.20)

図 4.15 が測定結果で、バックグラウンドに埋もれてピークは見つからなかった。そこでピークは
ントを足しあわせて

90 8% & にあると仮定し、

90 8% &
9

 
のイベ

を求め、熱中性子フラックスの上限値を求めることにする。 % &

検出器の較正を行ったときの 

9

% &

は次のようになる。

9

8% &
  8% & 
 

% &

9





ここで式 (4.21) の上限値はガウス分布を仮定したときに  
である。上限値を求めるので、

9

9

9

% &

(4.21)

の確かさで保証されている上限値

には熱中性子イベントは入っていないと考える。つまり、

   & である。式 (4.6)、(4.20)、(4.21) より神岡鉱山内熱以外の中性子のフラッ
クスは次のように計算できる。
% &

@
@



 &


 



 &

= 9
    
 )



 &

9

(4.22)

式 (4.22) の誤差は、統計誤差である。ここで熱以外の中性子フラックスのうち

 >   であ



 &









る高速中性子のフラックスは、式 (4.5) より次のようになる。

@

' 

 





  





 

9

(4.23)

90 8% & から  90 8% & まで一様に広がっているシグナルは、検
出器中に含まれる放射性不純物の崩壊によって放出される ! 線によるものと考えている。
counts / day

図 4.13 で 

MCA counts

図 4.15: 神岡鉱山内遮蔽体中の熱以外の中性子の測定結果
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測定結果のまとめと他の測定結果との比較

4.6

中性子フラックスの測定結果を表 4.1 にまとめる。始めの 2 つが、今回の測定結果である。次の



2 つは、大谷氏が球形の
比例計数管を用いて測定した結果である [48]。神岡鉱山内で大谷氏
が測定を行った場所は、今回測定を行ったクリーンルームから離れた旧 Kamiokande 前である。最
後の 2 つは、Rindi らが直径 

、長さ






の
比例計数管を 3 つ用いて測定を行った結
果である。Rindi らが測定を行った Gran Sasso 地下実験施設は低バックグラウンド環境として注目
されており、暗黒物質の直接探索実験など様々な実験が行われている。

  

表 4.1: 中性子フラックス (単位 :
場所
神岡鉱山内 ( 

A)

神岡鉱山内遮蔽体中

熱中性子

  
   

 
  9   
  

大谷氏の測定

A)[48]

地上 [49]

Gran Sasso(

4.6.1

A)[49]

熱以外の中性子






地上 (本郷キャンパス)[48]
神岡鉱山内 ( 

 )、誤差は統計誤差









    











   




















9









地上と神岡鉱山内の中性子フラックスの比較

表 4.1 の今回の測定結果と地上での中性子フラックスを比較すると次のことが言える。
神岡鉱山内の熱中性子フラックスは地上の



神岡鉱山内の熱以外の中性子フラックスは地上の 

倍
倍

このように神岡鉱山内で実験を行うことにより、中性子バックグラウンドを大きく減少させること
ができる。

4.6.2

神岡鉱山内遮蔽体にようる中性子遮蔽能力の評価

表 4.1 の今回の神岡鉱山内と神岡鉱山内遮蔽体中の測定結果を比較すると次のことが言える。
遮蔽体中で測定を行うことにより神岡鉱山内の熱中性子フラックスは





遮蔽体中で測定を行うことにより神岡鉱山内の熱以外の中性子フラックスは 

倍以下に減少





倍以下

に減少
このように今回は遮蔽体による中性子フラックスの減少について、上限値しか求めることができな
かった。
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4.6.3

今回の測定結果と大谷氏の測定結果の比較

表 4.1 の神岡鉱山内での、今回の測定結果と大谷氏の測定結果を比較すると次のことが言える。
神岡鉱山内の熱中性子フラックスの大谷氏の測定結果は、今回の測定結果の



倍



神岡鉱山内の熱以外の中性子フラックスの大谷氏の測定結果は、今回の測定結果の 

倍

この不一致の原因は測定した場所の違いと、検出器感度の系統誤差だと考えている。たとえば Gran

Sasso 地下実験施設での中性子フラックスの測定結果も、測定場所によって上と同じ程度のフラッ
クスのずれが報告されている。測定場所によってフラックスにずれが生じる原因として、岩盤の物
質の組成は少し場所を移動すると大きく変化することと、岩盤に吹き付けてあるコーティング剤の
材質が異なることを考えている。

4.6.4

神岡鉱山内と Gran Sasso の中性子フラックスの比較

表 4.1 の今回の測定結果と Rindi らの測定結果を比較すると次のことが言える。



Gran Sasso の熱中性子フラックスは神岡鉱山内の   倍



Gran Sasso の熱以外の中性子フラックスは神岡鉱山内の   倍
Gran Sasso 地下実験施設 (

A) の中性子フラックスは神岡地下実験施設 (



A) に比

べて小さいことがわかる。

4.7

測定結果から計算される中性子バックグラウンド

ここでは

 比例計数管を用いた中性子束の測定結果から XMASS 実験における中性子バック

グラウンドの評価を行う。そしてその結果から、800kg 検出器を用いたニュートラリーノ探索、10t
検出器を用いた低エネルギー太陽ニュートリノの観測にはどの程度の遮蔽体による中性子の低減が
必要かを示す。

4.7.1

液体 Xe 中の熱中性子によるバックグラウンド

3.3.1 節で述べたように Xe は熱中性子を捕獲して別の同位体になり、安定状態になるまで
や電子を放出しながら崩壊を続ける。この

.線

. 線や電子によるシグナルがバックグラウンドとなる。

表 3.1 にしたがい Xe に熱中性子を捕獲させ、捕獲後の Xe 同位体の崩壊を DECAY4[50] という
シミュレーションパッケージを用いて追いかけることにより、液体 Xe 中の熱中性子によるバック
グラウンドを計算した。
まず熱中性子によるバックグラウンドが 800kg 液体 Xe 検出器によるニュートラリーノの直接探索
のバックグラウンドになるかを考えてみる。図 4.16 は熱中性子によるバックグラウンドのスペクト
ルの低エネルギー領域を拡大したものである。黒点線は神岡鉱山内、赤点線は神岡鉱山内遮蔽体中

(上限値)、での熱中性子によるバックグラウンドである。液体 Xe 中のニュートラリーノによるイベ
ントが青線と黄線で、ニュートラリーノの質量を





 

 としたときが青線、   
  '+  で


としたときが黄線である。中性子によるバックグラウンドの目標値は 

あるため、図 4.16 より、ニュートラリーノの直接探索を遮蔽体中で行えば熱中性子バックグラウ
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ンドは無視できる計算だが、熱中性子のバックグラウンドの低エネルギー領域でのスペクトルの
妥当性と検出器の分解能によってスペクトルがなまる効果が正しく理解されているかどうか詳し
く検討する必要があると考えている。そこで仮に 


'+ 



あたりの神岡鉱山遮蔽体内での上限値

cpd/kg/keV



を現在達成されている熱中性子バックグラウンドと考える。すると 800kg
検出器ではその   倍まで熱中性子フラックスを減少させればよい。緑点線は 800kg 検出器の目
標値での熱中性子バックグラウンドである。

keVee

図 4.16: 液体 Xe 中の熱中性子によるバックグラウンド (低エネルギー領域)

( 黒点線  神岡鉱山内、 赤点線  神岡鉱山内遮蔽体中の上限値、緑点線 800kg 液体 Xe 検出器
の目標バックグラウンド、青  ニュートラリーノシグナル (
ノシグナル (





 

 ) )

今回測定に使った





 

 )、黄  ニュートラリー

 比例計数管により、800kg 検出器の目標熱中性子フラックスの測定を今

後試みる。このためには安定性の確立およびスペクトラムフィットなどの方法が有用であると考え
ている。
次に熱中性子によるバックグラウンドが 10t 液体 Xe 検出器による低エネルギー太陽ニュートリ
ノ観測のバックグラウンドになるかを考えてみる。図 4.17 の黒点線は神岡鉱山内、赤点線は神岡鉱
山内遮蔽対中 (上限値) の熱中性子による液体 Xe 中のバックグラウンドである。そして太陽ニュー
トリノによるイベントが青線と黄線である。青線は次の過程から発生する

 ニュートリノである。

   '       
黄線は次の過程から発生する  3 ニュートリノである。

3         




また

=    
崩壊によるシグナルである。水色線は、半減期を =  


崩壊によるイベントがピンク線と水色線である。ピンク線は、半減期を

としたときの  

7 の 
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(4.24)

(4.25)




? 
? 

としたときの  

7 の 

崩壊によるシグナルである。ただし



*

*





 でのエネ

ルギー分解能は光子の出力数の統計誤差で決まると仮定した。図 4.17 より、熱中性子のフラック
スが神岡鉱山内と神岡鉱山内遮蔽対中 (上限値) のどちらの場合も、太陽ニュートリノ、

崩壊に

cpd/kg/keV

よるイベントは熱中性子のバックグラウンドに埋もれていることがわかる。

keVee

図 4.17: 液体 Xe 中の熱中性子によるバックグラウンド

&

( 黒点線  神岡鉱山内、 赤点線  神岡鉱山内遮蔽体中の上限値、緑点線   液体 Xe 検出器
の目標バックグラウンド、青  太陽ニュートリノシグナル ( )、黄  太陽ニュートリノシグナル
(

3)、ピンク  

崩壊シグナル、 水色  



崩壊シグナル )

 比例計数管にさらなる感度を求めるためには、以下の改善を行う必要がある。
検出器自体のバックグラウンド
熱中性子の検出感度が小さい。

1 つ目の原因は、検出器の材料を低バックグラウンドのものに変えることにより改良が可能である。
SNO 実験は、アノードワイヤーに銅、アノードワイヤーを支える絶縁体に石英、検出器本体に超

 比例計数管を製作し、検出器の低バックグラウンド化に成功してい
る [51]。2 つ目の原因は、検出器を大型化することによって改良が可能である。そこで今後
比

純度のニッケルを使った

例計数管の低バックグラウンド化と大型化について検討を行う。

4.7.2

液体 Xe 中の熱以外の中性子によるバックグラウンド

3.3.2 節で述べたように熱以外の中性子が Xe 原子核と弾性散乱すると、イオン化された Xe 原子
核が液体 Xe 中を運動し、シンチレーション光が発生する。この弾性散乱によるバックグラウンド

"

 


の低エネルギー領域に集まっており、ニュートラリーノの直接観測にとって重大
なバックグラウンドとなる可能性がある。
は
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 を持つ中性子が弾性散乱によって Xe 原子核にわたせる最大の運動エネルギー
は式 ( 3.2) である。液体 Xe の消光係数を :   とし、中性子と Xe の弾性散乱の反応断面積 [46]
運動エネルギー

"

から液体 Xe 中の熱以外の中性子によるバックグラウンドを計算した。ここで Xe は表 A.2 の同位体
の存在比を考慮し、それぞれの同位体について弾性散乱の反応断面積を用意した。液体 Xe 検出器

 としたため、バックグラウンドの計算には運動エネルギー  >  

のエネルギー閾値を

の高速中性子のみを使った。その結果が図 4.18 である。
図 4.18 の黒点線は神岡鉱山内、赤点線は神岡鉱山内遮蔽体中 (上限値) の熱以外の中性子による
液体 Xe 中のバックグラウンドである。そしてニュートラリーノと陽子との弾性散乱の断面積を

;

(

  としたときの液体 Xe 中のニュートラリーノによるイベントが青線と黄線で、ニュー
トラリーノの質量を   
としたときが青線、   
としたときが黄線である。
図 4.18 より、熱以外の中性子のフラックスが神岡鉱山内と神岡鉱山内遮蔽体中 (上限値) のどちら
の場合も、ニュートラリーノによるイベントは熱以外の中性子のバックグラウンドに埋もれている
ことがわかる。そこで次期 800ke 検出器では、遮蔽体により熱以外の中性子フラックスを神岡鉱山
内のフラックスの
  倍まで減少させ、熱以外の中性子によるバックグラウンドを図 4.18
の緑点線 (
で
 
) まで下げることを目標とする。このためには超純水の
水をつかった遮蔽体を検討中である。図 4.19 は水遮蔽体の厚さと中性子の遮蔽の効果を示したも
のである [52]。この図によると数 m の水があれば、
 まで中性子フラックスを減少させる
ことが可能であることがわかる。今後この論文の結果に基づいて、詳しい検討を行う予定である。











'+





cpd/kg/keV



keVee

図 4.18: 液体 Xe 中の高速中性子によるバックグラウンド

(黒点線  神岡鉱山内、赤点線  神岡鉱山内遮蔽体中の上限値、緑点線 800kg 液体 Xe 検出器の
目標バックグラウンド、青  ニュートラリーノシグナル (
シグナル (





 

 ) )

45





 

 )、黄  ニュートラリーノ

図 4.19: 水の中性子遮蔽能力 [52]

 比例計数管を用いた測定では、検出器自体のバックグラウンドのため 800kg の目標値の中
 比例計数管を用いて熱以外の中性子のフ

性子バックグラウンドの測定は困難である。さらに

ラックスを計算するには、前述したように中性子のエネルギースペクトラムを仮定する必要があ
り、非常に系統誤差が大きくなる。そこで今後、熱以外の中性子の測定は 5 節で述べる液体シンチ
レータを用いて行う。
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第 5 章 液体シンチレータによる高速中性子の
測定能力の評価


4 章の測定の結果、
比例計数管では 800kg 検出器の目標高速中性子バックグラウンドの測定
は非常に困難であることがわかったため、液体シンチレータを用いた高速中性子フラックスの測定
を計画している。この液体シンチレータを用いた高速中性子の測定では、ガンマ線バックグラウ
ンドを波形弁別により除去する必要がある。この章では、2 つの液体シンチレータ (BICRON 社製
BC-501A と手製液体シンチレータ) について波形弁別能力の評価を行い、800kg 検出器の目標高速
中性子バックグランドの測定が可能かを評価する。

5.1

液体シンチレータによる中性子とガンマ線の波形弁別

液体シンチレータを用いて中性子の測定を行う時、ガンマ線が主なバックグラウンドとなるが、
波形弁別により除去することができる。ここでは液体シンチレータの波形弁別について述べる。

5.1.1

有機シンチレータ


 電子を励起することにより吸収される。 電子の軌道によるエネルギー

有機シンチレータは、 電子構造というある対称性を持つ有機物質からできている。荷電粒子の
運動エネルギーは、この

準位はスピンによって次の 2 つに大別される。
一重項状態 (スピン 0)
三重項状態 (スピン 1)

      
= = =    




 



この軌道によるエネルギー準位間の間隔は、例えば  と  の間で 
程度である。 電子のエ
ネルギー準位は、分子の振動状態によってさらに細かく分けられる。例えば  は   

      
といったように分けられ、この振動によるエネルギー準位間の間隔は、  程度である。図 5.1
は  電子のエネルギー準位である。室温における熱運動のエネルギーは eV なので、室温で
はほとんどの  電子は  にいる。
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図 5.1:

 電子構造を持つ有機分子のエネルギー準位 [53]

 電子は荷電粒子の運動エネルギーを、ピコ秒の時間で一重項励起状態        に遷移す
ることにより吸収する。内部転換という無放射過程によって第一励起一重項状態  まで落ちてく
る。さらに        といった振動励起状態にいる分子は、すぐに近くの分子と相互作用するこ
とにより振動エネルギーを失い  に落ちる。このようにして、有機シンチレータはまず多数の
 状態の  電子を作る。
 状態にいる  電子が  状態に下方遷移することにより早い発光が起る。この  から  へ
の下方遷移による発光を、蛍光と呼ぶ。 準位の寿命を * とすると、早い発光の時間 & における
強度 5 は次のようになる。
5  5 
多くの有機シンチレータで

* は数



(5.1)

秒である。

 状態の  電子は  状態に下方遷移して蛍光を出す他に、項間交差という無放射過程によっ
=
=

=

= 
は蛍光よりも波長が長い。この = 状態にいる  電子が熱的に  状態に再励起され、蛍光を出す

て  状態に下方遷移することがある。  の寿命は  に比べてずっと大きく、  秒程度である。
 から  への下方遷移による発光を燐光と呼ぶ。  は  より低いエネルギー状態なので、燐光
ことがある。この過程が有機シンチレータの遅い発光の起源である。







有機シンチレータの蛍光は  状態から  状態への遷移によって起こり、そのエネルギーは
電子の第一励起一重項状態よりも小さい。なので図 5.2 に示されるように、有機シンチレータは蛍
光を吸収できないため、蛍光に対して透明である。
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図 5.2: 典型的な有機シンチレータの吸収、放出スペクトラム [54]

5.1.2

有機シンチレータの応答

シンチレーション効率とは、入射粒子の運動エネルギーをどれだけ発光のエネルギーに変換でき
るかによって定義される。有機シンチレータには無放射の下方遷移があり、そのときには熱や格子
振動によってエネルギーを失う。このような無放射のエネルギー損失を消光という。



電子と陽子で光収量を比べると、常に電子の方が大きい。例えば数百
のエネルギー領域で
 程度である。エネルギーが上がると電子と陽子の光収量差は減る。
の陽子の光収量は、電子の 
このように有機シンチレータの光収量は入射粒子によって変るので、絶対光収量を記述するのに次
の単位が使われる。

  :  electron equivalent
有機シンチレータの荷電粒子への応答は、 
と
+


+

の間の関係を用いて記述される。


+

+

: 単位長さあたりに放出される蛍光のエネルギー
: 単位長さあたりに荷電粒子が失う運動エネルギー

Birks は荷電粒子の運動によって有機シンチレータ内に大きなイオン化密度が形成されると、シン
チレーション分子が乱され消光がおこると考え、次の

'  
'B  3


+

と


+

の間の関係式を導いた [53]。


+


+

(5.2)

式 (5.2) は Birks の公式と呼ばれ、次の二つを仮定して導出している。
イオン化によって乱された分子の密度は、イオン化密度に比例し、小さなふらつき

 がある。

消光がなければ、光収量は荷電粒子のエネルギー損失に比例する。
電子の場合、 
が小さいので Birks の公式は次のように近似できる。
+

'
'B
'
'
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 '
'B


(5.3)
(5.4)

式 (5.4) より電子の場合、単位エネルギー損失あたりの発生光量の増加量は一定、つまり線形である
ことがわかる。次に

! 粒子の場合、


+

が非常に大きいため Birks の公式は次のように近似できる。

'
'B
式 (5.4)、(5.5) より


,

(5.5)

3 は次の 2 つの応答の比となる。
3 

5.1.3


3




+



(5.6)

,

有機シンチレータの波形弁別



=





発光の遅い成分は、項間交差によって  状態から  状態に下方遷移した 電子が、熱的に 
状態に再励起さることによりおこる。この熱的な再励起は 2 つの  状態の分子間の相互作用によっ



=






て起り、1 つの分子は  状態へ励起され、もう 1 つの分子は基底状態  に遷移する。  状態へ
再励起された分子は蛍光を出し、遅い発光となる。この発光の遅い成分は一般に数百
という時
定数を持つ。

= 状態の分子間の相互作用は、= 状態の分子の密度の 2 乗に比例する。なので遅い成分の発光

量は、入射された荷電粒子の


+

に依存する。よって発光の遅い成分の全体の発光に対する割合を

用いて、入射粒子の種類を区別することができる。この粒子識別方法を波形弁別と呼ぶ。
今回はこの波形弁別を、有機液体シンチレータを用いた中性子検出器で

. 線イベントを排除す

るのに用いる。

5.1.4

液体有機シンチレータ

液体有機シンチレータは、有機シンチレータを適当な溶媒に溶かすことによって作られる。荷電
粒子の運動エネルギーはまず溶媒に吸収され、その励起エネルギーが溶媒分子間を伝わっていき、
シンチレーション分子にたどり着くと発光する。
液体シンチレータの場合、溶け込んだ酸素は強い消光の原因となり発光効率を下げるため、窒素
ガスなどを用いてバブリングを行い酸素を追い出す必要がある。
液体シンチレータには固体構造がない為、結晶シンチレータやプラスチックシンチレータに比べ
て強い放射線による損傷が小さい。

5.2

検出器

今回測定に用いた液体シンチレータ検出器について述べる。

5.2.1

液体シンチレータ検出器

今回測定に用いた液体シンチレータ検出器は、図 5.3 である。円柱の容器の中を液体シンチレー
タで満たし、円柱の両端についた窓を通してシンチレーション光を光電子増倍管で検出する。構成
部品は次の通りである。
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円柱容器

 、長さ   、内容積

直径





ステンレス製
反射材 (円柱容器の内側に塗られている)

BICRON 社 BC-622A
反射率

 

窓
直径 

( 

)

、厚さ  

パイレックス製
光電子増倍管
浜松ホトニクス社 R6091 (H6559)
感度領域

@  

光学グリース

BICRON 社 BC-630
光電子増倍管と窓の間には光学グリースを塗り、空気の層による光の吸収を防ぐ。

図 5.3: 液体シンチレータ検出器

5.2.2

測定に用いた液体シンチレータ (1) BC-501A

BC-501A は BICRON 社製の液体有機シンチレータで、波形弁別を行うときに主に使われる。
BC-501A は次のような性質を持つ。

4 5 =) の 
極大発光波長   
発光量は

発光の時定数は早いものから 

   





BC-501A は、溶媒であるキシレンに第一溶質に発光剤、第二溶質に波長変換剤である POPOP、
第三溶質として発光の遅い成分を増幅するためのナフタレンを溶かして作られている [55]。

51





BC-501A の陽子に対する応答については、Katz らが次の式を与えた [56]。

        
#

ここで



#

は陽子の運動エネルギーで、単位は

#

(

(5.7)

 である。そして  は観測されるエネルギー

  である。例えば  の運動エネルギーをもつ陽子が検出器中を運動すると、
      として観測される。つまり BC-501A の  のエネルギーを持つ
陽子に対する消光係数は :   ということである。

で、単位は

式 (5.7) から

"

5.2.3

測定に用いた液体シンチレータ (2) 手製液体シンチレータ

トルエンに POP と POPOP を次のような分量で混ぜ合わせることにより、手製の液体有機シン
チレータを作成した。



トルエン

POP
POPOP



 +
 +



トルエンを入れた容器に POP と POPOP を入れ、約 2 時間容器を手で回しながら溶かした。POP
に比べて、POPOP の方が溶けにくかった。

 以上、蛍光
& 以下)。第 1 溶質である POP は   に極大波長を持つ蛍光を発する。今回測定
に用いる光電子増倍管の最高感度波長は   なので、波長変換材として   に極大波長を
溶媒のトルエンは液体シンチレータ作成用の高純度なものを使用した (純度  

不純物 

持つ蛍光を発する POPOP を第 2 溶質として溶かした。
手製液体シンチレータの消光係数

:

"

は測定を行っていないので不明だが、同じ有機液体シンチ

レータである BC-501A と同じ消光係数を持つと仮定し、式 5.7 を用いて解析を行う。つまり
のエネルギーを持つ陽子に対する消光係数は

5.2.4

:

"



   と考える。



検出器への液体シンチレータの導入

液体シンチレータを検出器に導入するために、図 5.4 のような装置を作った。図 5.5 はその概略
図である。図 5.5 で V-1、V-2、V-3 はボールバルブ、V-4、V-5 はスプリングバルブ、3V はボール 3
方バルブ、R はレギュレータ、F は流量計、

4 は窒素ボンベである。以下検出器に液体シンチレー

タ BC-501A を導入した手順を示す。
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図 5.4: 検出器への液体シンチレータの導入装置

R

3V

V−3

F

2

N

V−2
V−1
V−4

V−5

Oil
Chamber

Liquid Scintillator

図 5.5: 検出器への液体シンチレータの導入装置の概略図

)

始めに検出器の内側を、導入する液体シンチレータ BC-501A を 
程度用いて共洗した
(
づつを 2 回)。一度エタノールを用いて検出器内側の洗浄を試みたところ、反射材 BC-622A

)

がはがれてしまったため、共洗することにしている。
次に図 5.6 のように装置を設置してやり、検出器の内部を真空引きし、配管の接合部にリークが
ないかをリークディテクターを用いて検査した。図 5.6 で赤のバルブ、3V と V-2 は閉で、青のバ
ルブ、V-3、V-4、V-5 は開である。配管と容器の緑の部分は真空引きされており、その範囲でリー
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クチェックを行った。その結果は以下で、配管にリークは無かった。

  &  
真空度   1





1  

R

3V

V−3

F

2

N

V−2

evacuate
Pump

V−1
V−4

V−5

Oil
Chamber

Liquid Scintillator

図 5.6: 検出器内部の真空引きとリークテスト

次に図 5.7 のように装置を設置してやり、液体シンチレータのバブリングを行った。図 5.7 で赤
のバルブ、V-3 と V-5 は閉で、青のバルブ、3V、V-1、V-2 とレギュレータ、R は開である。配管の
緑の部分には窒素ボンベからの窒素が流れている。窒素は 

)

の流量で流し、24 時間バブ

リングを行った。このバブリングによる液体シンチレータの蒸発による減少は確認できなかった。

R

3V

V−3

F

2

N

V−2
V−1
V−4

V−5

Oil
Chamber

Liquid Scintillator

図 5.7: 液体シンチレータのバブリング

次に図 5.8 のように装置を設置してやり、検出器の内部を窒素で置換した。図 5.8 で赤のバルブ、
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V-2 は閉で、青のバルブ、3V、V-3、V-4、V-5 とレギュレータ、R は開である。配管の緑の部分に
は窒素ボンベからの窒素が流れており、検出器内側は窒素で置換される。
R

3V

V−3

F

2

N

V−2
V−1
V−4

V−5

Oil
Chamber
Liquid Scintillator

図 5.8: 検出器内部を窒素で置換

最後に図 5.9 のように装置を設置してやり、検出器に液体シンチレータを導入した。図 5.9 で赤
のバルブ、V-1 は閉で、青のバルブ、3V、V-2、V-3、V-4、V-5 とレギュレータ、R は開である。配
管の緑の部分には窒素ボンベからの窒素が流れており、水色の部分には液体シンチレータが流れて
いる。検出器の内側に熱膨張による破損を防ぐための空気を少し残してやり、液体シンシレーター
の導入が完了した。

R

3V

V−3

F

2

N

V−2
V−1
V−4

V−5

Oil
Chamber
Liquid Scintillator

図 5.9: 検出器への液体シンチレータの導入
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5.3

検出器に要求される中性子とガンマ線の弁別能力

液体シンチレータ検出器の最終的な目標は、ガンマ線バックグラウンドと中性子バックグラウン
ドが共に 800kg 検出器の目標バックグラウンドまで下がったときに、高速中性子イベントを検出で
きることである。800kg 液体 Xe 検出器の高速中性子によるバックグラウンドの目標値は、
において 



'+ 

 


である。
図 5.10 は、800kg 液体 Xe 検出器の目標バックグラウンド環境に液体シンチレータを置いたとき
の、ガンマ線イベントと高速中性子イベントのエネルギースペクトラムである。縦軸は
で、横軸は Visible Energy である。ガンマ線イベントのエネルギースペクトラムは、GEANT を用
いたシミュレーションにより求めた。高速中性子イベントのエネルギースペクトラムは、800kg 検
出器の目標バックグラウンド環境においても中性子のエネルギースペクトラムは
則に従うと
仮定し、中性子と陽子の弾性散乱の反応断面積 [46] を用いて計算を行った。また液体シンチレー
タの消光係数は "    と仮定した。ここでシールド内でも中性子のエネルギースペクトラムが
則に従うという仮定には無理があるが、おおまかな弁別能力の目標を定めるという意味で上
の仮定を用いた。
液体 Xe 検出器のエネルギー閾値を
とすると、
以上の運動エネルギーを持った
高速中性子がバックグラウンドとなる。液体シンチレータの消光係数を "    と仮定して計算
したので、図 5.10 で測定の対象となるのは、

の領域である。
において

ガンマ線イベントのイベント頻度は、中性子イベントの約 
 倍である。よって次の値を液体
シンチレータの弁別能力 %  の目標値とする。

'+





:



 



>

 

:



 









(5.8)

cpd/kg/keV

% 

E (keVee)

図 5.10: 800kg 検出器の目標バックグラウンド環境に液体シンチレータを置いたときの、ガンマ線
イベントと高速中性子のイベントのエネルギースペクトラム (赤 : ガンマ線イベント、 黒 : 高速中
性子イベント)
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5.4

データ収集系

図 5.11 が液体シンチレータ検出器のデータ収集系のダイアグラムである。赤ケーブルは PMT か
らのアナログ信号、緑ケーブルはトリガーを作るデジタル信号、紫ケーブルはデータ読み出しに関
係するデジタル信号、青ケーブルは VME の I/O Register からの制御デジタル信号である。
Amp(x5)
Divider
(NIM) Delay Cable (NIM)

FAN/OUT
2 PMTs (NIM)

ADC
(VME)
Input Gate

PMT
ADC
(VME)

PMT

Input Gate
FADC
(VME)
Input Start

Amp(x5)
(NIM)

Discriminator
(NIM)
Clock Generator
(NIM)
Output

Coincidence
(NIM)

I/O Registrer
(VME)
Input
Output
Ch.1
Ch.1

Gate Generator (2)
(NIM)
Input Output

Ch.2
Gate Generator (1)
(NIM)
Input Stop Output

Ch.3

Gate Generator (3)
(NIM)
Input Output

図 5.11: 液体シンチレータ検出器のデータ収集系のダイアグラム

5.4.1 ADC へのシグナル

 6

ADC へのシグナルは、FAN/OUT 後を 5 倍 Amplifier で増幅し 
のキャパシタで切った後、
 の Delay ケーブル (
の Delay) を通り、Divider で 2 つのシグナルに分られ ADC で記録





される。キャパシタで切った理由は、NIM の FAN/OUT と 5 倍 Amplifier を通すことによりシグナ
ルにのるノイズを軽減するためである。今回の測定では 2 台の ADC を用いて、同じシグナルを異
なるゲート幅で積分し、その電荷量の比をみることで中性子とガンマ線の波形弁別を行う。液体シ
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ンチレータ BC-501A を使った測定で用いたゲート幅は、

(Partial Gate) と  (Total Gate)

である。今回の長いゲートは、仮に十分長いものとしたが S/N 比を向上させるために以下に述べ
る FADC の波形を詳しく解析し最適化を行う。

5.4.2 FADC へのシグナル

 6

FADC へのシグナルは、FAN/OUT 後を 5 倍 Amplifier で増幅し 
のキャパシタで切った後、
FADC で記録される。キャパシタで切った理由は、ADC へのシグナルと同様にノイズを軽減する
ためである。ADC の 1 つのゲートにガンマ線が Accidental に 2 つ入ってくると、電荷量の比をとっ
ても中性子イベントと区別することができなくなる。そこでこのようなガンマ線の Accidental なイ
ベントと中性子イベントを区別するために FADC のデータを用いる。
液体シンチレータ BC-501A を用いた測定では、FADC は 

 C でトリガーの前後   の計

 の間 Sampling を行った。  のゲート中のガンマ線の Accidental イベントを探すのに上
 の計   の間 Sampling を

の Sampling 時間は長すぎるため、今後の測定ではトリガーの前後
行う。

5.4.3 Discriminator へのシグナル
Discriminator へのシグナルは、FAN/OUT 後を 5 倍 Amplifier を 2 回通し 25 倍に増幅し、キャパ
シタで切った後、Discriminator で弁別される。液体シンチレータ BC-501A を使った測定では、こ
の 25 倍に増幅したシグナルに対して

 

の閾値を設定し、各 PMT に対して

  でトリ

ガーを行った。

5.4.4 Pedestal の測定
Pedestal の測定を行うときは、I/O Register の Output Ch.2 から出していた Level シグナルを止め、
Output Ch.3 から Level シグナルを出す。こうすると Clock Generator の Clock シグナルがトリガー
になり Pedestal の測定を行える。イベントの測定を始める時は、上と逆のことを行う。

5.4.5

コンピュータによるデータの読み出し

トリガーが来ると、G.G.(1) は I/O Register、G.G.(2)、G.G.(3) に対して Latch シグナルを出し続
ける。データ収集プログラムは、この G.G.(1) からのシグナルが I/O Register の Input Ch.1 に入って
いるのを確認すると、VME のデータの読み出しを始める。今回の測定ではイベント毎にデータの
読み出しを行い、読み出し終了後に I/O Register の Output Ch.1 からのシグナルで G.G.(1) の Latch
シグナルを止め、次のトリガーを待つ。

5.5

検出器の較正および弁別能力の評価 (BC-501A)

ここでは BICRON 社製の液体シンチレータ BC-501A を用いたときの、検出器の較正および弁別
能力の評価を行った。
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5.5.1 2 本の PMT の

  

を合わせる (BC-501A)

液体シンチレータ検出器には表 5.1 の 2 本 PMT を用いた。

表 5.1: 液体シンチレータ検出器に用いた 2 本の PMT
シリアル番号

PMT1

DA1763

PMT2

DA1742

表 5.1 の High Voltage は、2 本の PMT の
致する High Voltage は、図 5.12 のように

High Voltage





 


  が一致する値である。  が一
9 ガンマ線源を鉛ブロックでコリメートして検出器

 

の中心に当てたときの 2 本の PMT の ADC Count を一致させることにより決めた。図 5.13 は、そ



のときの 2 本の PMT の ADC counts で、2 つのスペクトルを平均値を使って比較したところ 
の差はあるが、その範囲で一致していることがわかる。
Liquid Scintillator Chamber
PMT2

PMT1

γ

Lead Block
137

図 5.12:  

Cs

9 ガンマ線源を検出器中心にコリメート

ADC counts of each PMT

図 5.13:  

9 を検出器中心にあてたときの ADC counts(赤 PMT1、緑 PMT2)
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5.5.2

収集光量の検出器中での位置依存性の評価 (BC-501A)

 と大きいため、収集光量の位置依存性の評価を行った。
図 5.14 のように、検出器の中心、PMT1 側、PMT2 側の 3 つの場所にそれぞれ  98 ガンマ線源を
液体シンチレータ容器は長さが 

コリメートして当てた。図 5.15 が、それぞれの場合での 2 つの PMT の Sum ADC counts である

(  イベントで正規化)。図 5.15 の 3 つの曲線を平均値を使って比較したところ

の差はあ

るが、その範囲で一致していることがわかる。そこで今回の解析では収集光量の位置依存性を考慮
しない。
Liquid Scintillator Chamber
PMT2

γ

γ

γ

PMT1

60

Co
Lead Block
PMT2
Side

図 5.14: 

Center

PMT1
Side

98 ガンマ線源を検出器の異なる３つの場所にコリメート

Sum ADC counts of 2 PMTs

図 5.15: 異なる 3 つ場所から 

98 ガンマ線源をあてたときの 2 つの PMT の Sum ADC counts(赤

 中心、緑 PMT1 側、青 PMT2 側)

5.5.3

検出器のエネルギー較正と線形性の評価 (BC-501A)

ガンマ線源を液体シンチレータ検出器に当てると、コンプトン散乱の結果、電子は反跳されガン



マ線は散乱される。このとき散乱角 に散乱されたガンマ線のエネルギー



¼
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¼ は、次のようになる。
(5.9)

ここで



  は電子の静止質量である。式 (5.9) より、反跳さ

はガンマ線の入射エネルギーで、





れた電子のエネルギーは次のようになる。





   のとき。



 

¼

     
       




(5.10)



 ¼   、   となる。

式 (5.9)、(5.10) から、



   のとき。
この場合、入射ガンマ線は後方散乱され、電子はガンマ線の入射方向に反跳される。このとき
の電子の運動エネルギーが、1 回のコンプトン散乱で移動できる最大エネルギーで、式 (5.11)
のようになる。





!






  
  








(5.11)





検出器の中でガンマ線はすべての散乱角 に散乱されるため、測定されるエネルギースペクトラム
は、 から式 (5.11) で示されるエネルギーまで連続スペクトラムとなる。この連続スペクトラムは

Compton Continuum と呼ばれ、図 5.16 のように

   の場所に鋭い Compton Edge を持つ。

図 5.16: Compton Continuum と Compton Edge

実際の測定結果は、ガンマ線のエネルギースペクトラムが検出器の分解能によってなまるために
図 5.16 のように鋭い Edge を持たない。図 5.17 は、 

9 ガンマ線源を検出器中心にコリメートし

て当てたときの 2 本の PMT の Sum ADC counts で、 から

 ADC counts あたりまでが Compton

Continuum で、  ADC counts あたりからのエッジが Compton Edge である。一般に、図 5.17 の
ように検出器の分解能によりエッジがなまった場合、その半分の高さの位置
を Compton Edge




    09 8% &
9 は   のガンマ線を放出するので、式 (5.11) より Compton Edge のエネルギー
    である。よって検出器は次のようにエネルギー較正される。
   09 8% &
(5.12)

として扱う。そこで今回の解析では、上の方法を用いる。図 5.17 より、
である。 
は





!
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Sum ADC counts of 2PMTs

図 5.17:  

9 ガンマ線源を中心にコリメートして当てたときの Sum ADC counts

98 ガンマ線源を検出器の中心にコリメートして当てたときの 2 本の PMT の Sum
ADC counts である。 98 ガンマ線源からは
  と   の 2 種類のエネルギーのガンマ線
が同時に出る。よって今回は、2 つのガンマ線の平均値である   のガンマ線が放出されている
   
と考え、解析を行った。このとき式 (5.11) より Compton Edge のエネルギーは 
である。図 5.18 より、   09 8% & である。よって検出器は次のようにエネルギー較

図 5.18 は、



!

正される。



 

 09 8% &

Sum ADC counts of 2PMTs

図 5.18: 

98 ガンマ線源を中心にコリメートして当てたときの Sum ADC counts
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(5.13)

9 で較正した値は、98 で較正した値に比べ  程大
きいが、その程度の精度ではエネルギーの線形性はよいことが分かった。 
のずれの原因とし
式 (5.12) と式 (5.13) を比較すると、 

て、次のことを考えている。


98 からは 2 種類のエネルギーのガンマ線が同時に放出されているが、今回の解析ではそ

の平均エネルギーのガンマ線が放出されていると考えた。

Dietze らはシミュレーションを用いた解析を行い、Edge の半分の高さの位置



  と真の Compton

Edge の位置  には数 のずれがあることを示した [57]。今回は Edge の半分の高さの位置
を Compton Edge として解析したので、ずれが生じている。





今回の解析では、エネルギーの線形性は保たれているとし、 

 

5.5.4

9 を用いた測定から得られた

09 8% & を検出器のエネルギー較正として用いる。

検出器の中性子とガンマ線の弁別能力の評価 (BC-501A)

 



3.3.2 で述べたように、XMASS 実験の液体 Xe 検出器のエネルギー閾値を
と考え、
以上の運動エネルギーを

以上の運動エネルギーを持った中性子の測定を試みる。ここでは



持った中性子に対する、検出器の中性子とガンマ線の弁別能力について評価を行う。

 の運

動エネルギーを持つ中性子が、弾性散乱により液体シンチレータ中の陽子に渡すことのできる最大


  である。この時検出器で測定される
     である。よって今回の測定では、 >    の

の運動エネルギーは質量がほぼ等しいため
エネルギーは、式 (5.7) より

#

!

領域で中性子の測定を行う。
中性子とガンマ線の弁別は、5.4 節で述べた次の方法で行う。

PMT からのシグナルを 2 台の ADC を使い、異なったゲート幅 (

、 ) で積分して

やる。







 で積分したときの電荷量  と  で積分したときの電荷量
を用いて中性子イベントとガンマ線イベントの弁別を行う。

2

ガンマ線イベントは発光の遅い成分がないため、
成分があるため、

2

% 

>

% 





# &

の比

2

% 

となり、中性子イベントは発光の遅い

となる。

9 ガンマ線源をコリメートして検出器中心に当てたときについて考え
てみる。図 5.19 はそのときの横軸が    で縦軸が 2
のプロットである。図 5.19 よりす
べてのイベントが 2
 に集まっているのがわかる。ここでエネルギーが高いにもかかわら
まず図 5.12 のように

 

% 

% 

ず、1 から大きく外れている点は後述する。
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R = Total Gate/Partial Gate

E(keVee)

図 5.19:  

9 ガンマ線源を当てたときの 2

同じように 

% 

98

V.S.

        



 

ガンマ線源をコリメートして検出器中心に当てたときについて考えてみる。図
5.20 はそのときの横軸が 
 で縦軸が %  のプロットである。図 5.20 より、すべてのイ

  
9 と同じように 2 
% 

2

に集まっているのがわかる。

R = Total Gate/Partial Gate

ベントが

 

E(keVee)

図 5.20: 

98 ガンマ線源を当てたときの 2

% 

V.S.

        



 

9: 中性子線源をコリメートして検出器中心に当てたときについて考え
9: 中性子線源の正面に鉛ブロックを置いているのは、9: 中性子線源か

次に図 5.21 のように 
てみる。図 5.21 で



ら放出されるガンマ線を遮蔽してやり、ガンマ線イベントに対する中性子イベントの割合を大きく
するためである。
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Liquid Scintillator Chamber
PMT2

PMT1
γ

n
Lead Block
252

図 5.21: 

図 5.22 はそのときの横軸が

2

のまわりの他に、

% 

Cf

9: 中性子線源を検出器中心にコリメート

   で縦軸が 2

% 

2

のプロットである。図 5.22 より、

  のまわりにイベントが集まっているのがわかる。この 2

のまわりに集まっているイベントが中性子によるイベントである。このように

% 

% 

2

% 



 

を使えば、ガ

R = Total Gate/Partial Gate

ンマ線イベントと中性子イベントを弁別することができることがわかる。

E(keVee)

図 5.22: 

9: 中性子線源を当てたときの 2

% 

V.S.

        



 

次に今回用いた検出器の、ガンマ線と中性子の弁別能力の評価を行う。図 5.23 は、
子線源を検出器の中心にコリメートして当てたときの
グラムである。図 5.23 には 2 つのピークがあり、

2

イベントで、

% 

2

 >    の領域での 2

% 



% 

9: 中性

のヒスト

の周りに集まっているのがガンマ線

  の周りに集まっているのが中性子イベントである。図 5.23 の縦軸を線形

スケールにし、2 つのピークを 2 つのガウス関数でフィットしたのが図 5.24 である。ガウス関数に
よるフィットは以下のようになった。
ガンマ線によるピーク
中心値
分散

;
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中性子によるピーク
中心値
分散



; 









 のまわり  ; の領域、つまり   
   の領域のイベントとして扱い、 >      の中性子に対して 

今回の解析では、中性子のピークの中心値

2

% 



の検出効率で中性子の測定を行う。

R = Total Gate / Partial Gate

図 5.23: 

9: 中性子線源を当てたときの 2

% 

 >   

R = Total Gate / Partial Gate

図 5.24: 

9: 中性子線源を当てたときの 2

図 5.25 は、 

% 

をガウス関数でフィット

 >   

9 ガンマ線源を検出器の中心にコリメートして当てたときの  >    の領
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域での

2

% 

のヒストグラムである。このヒストグラムのイベント数は 48641 イベントで、その内



2

 


  に含まれる。この 12 イベントの FADC
% 
データを見たところ、すべて図 5.26 のような Accidental coincidence のよるものであった。このよう
に %  と FADC のデータを使えば、 の検出効率で 
のガンマ線イベントの中で



の領域に染み込んでくるガンマ線イベントを

( 

)
% 
まで減少させることができる。この結果、検出器のガンマ線と中性子の弁別能力 %  の下限値
は次のようになる。
12 イベントが中性子イベントの領域



2

2

 &
 &   &


 



% 

> 

9

 

9

(5.14)

この数字は目標値よりも約 14 倍感度が不足している。今後ガンマ線のサンプルを増やして、より
詳しく感度の評価を行っていきたい。

R = Total Gate / Partial Gate

9 ガンマ線源を当てたときの 2

% 

 >   

FADC counts

図 5.25:  

FADC sampling bin

図 5.26: Accidental coincidence の FADC データ、
に含まれた 12 イベントの 1 つ
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2

% 

 

 の中性子イベントの領域

5.6

検出器の較正および弁別能力の評価 (手製液体シンチレータ)

800kg 検出器の目標高速中性子バックグラウンドを測定するには、大量の液体シンチレータが必
要となる。そこで BC-501A より安価で購入できる手製液体シンチレータについて、中性子とガン
マ線の弁別能力の評価を行った。
ここでは手製液体シンチレータを用いたときの、検出器の較正および弁別能力の評価を行った。

5.6.1

検出器の較正 (手製液体シンチレータ)

手製液体シンチレータを用いたときの検出器の較正は、BC-501A を用いたときと同じ方法で
行った。

9 ガンマ線源を検出器中心にコリメートして当てたときの 2 本の PMT の Sum
ADC counts である。BC-501A の時と同様に、エッジの半分の高さの位置     09 8% &
を Compton Edge、
    として扱う。この結果、検出器は次のように較正される。
   09 8% &
(5.15)
図 5.27 は、 



!

Sum ADC counts of 2PMTs

図 5.27:  

5.6.2

9 ガンマ線源を中心にコリメートして当てたときの Sum ADC counts

検出器の中性子とガンマ線の弁別能力の評価 (手製液体シンチレータ)

手製液体シンチレータについて、BC-501A と同じ方法で中性子とガンマ線の弁別能力を評価す
る。ここで BC-501A を用いたときと、以下の測定条件が異なる。

BC-501A の場合
PMT からのシグナルを 

 と   のゲート幅で積分し、その比を用いて中性子とガン

マ線の弁別を行った。
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手製液体シンチレータの場合

PMT からのシグナルを 

 と   のゲート幅で積分し、その比を用いて中性子とガン

マ線の弁別を行った。



Total Gate の時間を 
にしたのは遅い成分の時定数を知らなかったからで、次回手製液体シン
チレータで測定を行う機会があれば Total Gate の時間を 
にするつもりである。
まず図 5.12 のように

 



9 ガンマ線源をコリメートして検出器中心に当てたときについて考え
   で縦軸が 2 のプロットである。図 5.19 よりす

てみる。図 5.19 はそのときの横軸が

2

% 



% 

に集まっているのがわかる。

R = Total Gate / Partial Gate

べてのイベントが

E (keVee)

図 5.28:  

9 ガンマ線源を当てたときの 2

% 

V.S.

        



 

9: 中性子線源をコリメートして検出器中心に当てたときについて考え
てみる。BC-501A を用いた測定では、図 5.21 のように  9: 中性子線源の正面に鉛ブロックを置
き、 9: 中性子線源から放出されるガンマ線を遮蔽してやり、ガンマ線イベントに対する中性子
イベントの割合を大きくした。しかし手製液体シンチレータでの測定では、図 5.29 のように  9:
次に図 5.29 のように 

中性子線源の正面に鉛ブロックを置いていないので、BC-501A を用いた測定のときに比べガンマ
線イベントの割合が大きい。
Liquid Scintillator Chamber
PMT2

PMT1
n γ
Lead Block
252

図 5.29: 

Cf

9: 中性子線源を検出器中心にコリメート
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図 5.30 はそのときの横軸が
のまわりの他に、

2

% 

 

   で縦軸が 2

% 

2

のプロットである。図 5.22 より、

のまわりにイベントが集まっているのがわかる。この

のまわりに集まっているイベントが中性子によるイベントである。この

2

% 

2


 

% 

% 

を使ってガンマ線

イベントと中性子イベントを弁別することができる。ここで BC-501A の時と比べると、中性子イ
ベントに対応する

2

% 

とガンマ線イベントに対応する

2

% 

の値が近く、手製液体シンチレー

R = Total Gate / Partial Gate

タの中性子とガンマ線の弁別能力は BC-501A に比べて劣る。

E (keVee)

図 5.30: 

9: 中性子線源を当てたときの 2

% 

V.S.

        



 

次に今回用いた検出器の、ガンマ線と中性子の弁別能力の評価を行う。図 5.31 は、
子線源を検出器の中心にコリメートして当てたときの
グラムである。図 5.31 には 2 つのピークがあり、

2

イベントで、

% 

 

2

 >    の領域での 2

% 



% 

9: 中性

のヒスト

の周りに集まっているのがガンマ線

の周りに集まっているのが中性子イベントである。図 5.31 の縦軸を線形

スケールにし、2 つのピークを 2 つのガウス関数でフィットしたのが図 5.32 である。ガウス関数に
よるフィットは以下のようになった。
ガンマ線によるピーク
中心値
分散



; 









中性子によるピーク
中心値
分散

;




  







 
 > 

今回の解析では、中性子のピークの中心値



の領域のイベントとして扱い、

率で中性子の測定を行う。
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;
 



の右側  の領域、つまり
 
の中性子に対して 

2

% 



の検出効

R = Total Gate / Partial Gate

図 5.31: 

9: 中性子線源を当てたときの 2

% 

 >   

R = Total Gate / Partial Gate

図 5.32: 

9: 中性子線源を当てたときの 2

図 5.33 は、 
域での

2

% 

% 

をガウス関数でフィット

 >   

9 ガンマ線源を検出器の中心にコリメートして当てたときの  >    の領

のヒストグラムである。このヒストグラムのイベント数は 128956 イベントで、その内

17 イベントが中性子イベントの領域



2

% 

 

に含まれる。この 17 イベントの FADC

2 と FADC のデー
 & のガンマ線イベントの中で    2   
の領域に染み込んでくるガンマ線イベントを   &(   &  9) まで減少させること
データを見たところ、Accidental coincidence のよるものであった。このように
タを使えば、 

の検出効率で 

% 

% 
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ができる。この結果、検出器のガンマ線と中性子の弁別能力



% 

> 

 



% 

の下限値は次のようになる。

9

(5.16)

R = Total Gate / Partial Gate

図 5.33:  

5.7


9 ガンマ線源を当てたときの 2

% 

 >   

評価結果

 以上のガンマ線と高速中性子の弁別能力について以下にまとめる。
BC-501A : 
>    9 効率 
手製シンチレータ : 
>    9 効率 45%
% 

% 

手製シンチレータの結果は BC-501A で得られた結果よりよいが、明らかにガンマ線サンプルの統
計の違いに依存している。

2

% 

を見た限りでは、BC-501A の方が分離能力は優れていると考え

られるため、今後統計をあげて更なる性能評価を行い、要求されるあと 1 桁の感度向上を進めてい
く。現在バックグラウンドはアクシデンタルコインシデンスであるために見通しはよい。ただし液

)

体シンチレータの体積については、800kg 検出器の目標とする中性子フラックスにおいて   で

1 日 1 事象程度であるため十分な体積をつかった測定および波形弁別が必要となる。この点も今後
則を仮定して
以上の運動エネ

)

の検討課題である。ただし上の   という値は、



 > 

ルギーを持つ高速中性子に対して求めた値なので、あくまで参考程度の値である。
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第 6 章 100kg 液体 Xe 検出器のデータ収集系の
構築
100kg 液体 Xe 検出器のデータ収集系の構築を行った。ここではまず 100kg 液体 Xe 検出器の紹介
を行い、その後データ収集系について詳しく述べる。

6.1 100kg 液体 Xe 検出器の紹介
100kg 液体 Xe 検出器の主な目的は次のもので、2003 年 12 月に最初のデータ収集に成功し解析
が進められている。
液体 Xe のガンマ線自己遮蔽能力の評価
液体 Xe の放射性不純物含有量測定 ( 

<、 =、  )

遮蔽体中の環境バックグラウンドの理解
ここでは 100kg 液体 Xe 検出器について簡単にふれ、詳細は付録 B で述べる。また液体 Xe の性
質については付録 A で述べる。

6.1.1 100kg 液体 Xe 容器
図 6.1 は、100kg 液体 Xe 容器の写真である。100kg 液体 Xe 容器は内側が一辺 

 の立方体

で、放射性物質からのバックグラウンドを減少させるため、放射性物質含有量の少ない無酸素銅で
できている。この 100kg 液体 Xe 容器は、図 6.1 のように無酸素銅製の外真空容器の中に置かれる。
立方体の各面に 9 本づつ、計 54 本の PMT で測定を行う。PMT ののぞき窓は、真空紫外光であ
る液体 Xe のシンチレーション光に対して約 
の間には緩衝剤として

の透過率を持つ

 のテフロンが挿入してある。

54 本の PMT による光電面被服率はおよそ
電子数の期待値は

+6 製である。PMT と +6

程度、モンテカルロシミュレーションによる光

    である。
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図 6.1: 100kg 液体 Xe 容器

6.1.2

実験場所

XMASS 実験は、岐阜県神岡町の神岡地下実験施設で測定を行っている。神岡地下実験施設は神
(meter water equivalence) である。

岡鉱業の茂住坑の中にあり、その地上からの深さは  

A

XMASS 実験はクリーンルーム内で行われており、その場所は Super Kamiokande から約 
離にある。神岡地下実験施設における主なバックグラウンドを表 6.1 にまとめる。

表 6.1: 神岡地下実験施設における主なバックグラウンド

 





 [58]

 

熱中性子 



 

熱以外の中性子 

3$ (夏)[59]
3$ (冬)[59]
ガンマ線 (>  )
Rn








地上

神岡地下実験施設













[48]
 [48]




Rn

フラックスは地上の







倍

神岡鉱山内の熱中性子フラックスは地上の



神岡鉱山内の熱以外の中性子フラックスは地上の
神岡鉱山内の夏の空気中

2

濃度は地上の  倍
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-

表 6.1 から次のことが言える。
神岡鉱山内の



倍



倍

 の距

2

このように神岡鉱山内で測定を行うことにより、
ことができる。空気中

2

以外のバックグラウンドを大きく減少させる

濃度についても、地上の空気中の

2

2

を活性炭で取り除いた Super Rn

Free Air で遮蔽体内部を満たすことにより、地上よりも
濃度が少ない環境で測定を行える。
図 6.2 は、神岡鉱山内のガンマ線フラックスである。ガンマ線フラックスは、遮蔽体をはずした

2
gamma/cm

Ge 検出器をもちいた測定結果と GEANT 3 によるシミュレーションから計算された [60]。

keV

図 6.2: 神岡鉱山内のガンマ線フラックス [60]

6.2 100kg 液体 Xe 検出器のデータ収集系に要求される性能
今回のデータ収集では以下の 3 つの測定を主眼とする。
ガンマ線自己遮蔽能力の検証
低バックグラウンド特性の確認
検出器の安定性
上記の 2 つを満たすために、データ収集系に特別の工夫を行った。以下にそれを詳しく述べる。

6.2.1

液体 Xe のガンマ線自己遮蔽能力の測定

図 6.3 のように遮蔽体に開けた穴にガンマ線源を差し込み、ガンマ線をコリメートして検出器の
照射する。この測定データについて位置とエネルギーの再構成を行い、光量重心が検出器のどれだ
け内側まで染み込んだかを見ることにより液体 Xe のガンマ線自己遮蔽能力の評価を行う。
このガンマ線自己遮蔽能力の測定では、FADC のデータは必要ないので ADC のデータのみを収
集する。イベント頻度が

 C 程度になるようにガンマ線源の強度を選び、1kHz 程度の頻度でデー

タ収集が行えるようにデータ収集系を組んだ。
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C

B

A

Front view
Top view
100kg Chamber

350

γ

329

Collimator
φ 20
φ 10

Cu Shield

50

Pb Shield

150

γ Source
C

B

A

図 6.3: 放射線遮蔽体に開けた 3 つのガンマ線コリメーター

液体 Xe の内部バックグラウンドの測定

6.2.2

液体 Xe に混ざっている次の放射性不純物の含有量を測定できるようにデータ収集系を構築した。


<

トリウム系列
ウラン系列

< は *     ? と比較的長い半減期を持ち、図 6.4 のように崩壊する。 < の 
は      で  2( の基底状態に 崩壊する。残りの  
は  2( の励起状態に 崩
壊し、半減期 *     で基底状態に落ち   のガンマ線を放出する。今回の測定は、後

者の Delayed Coincidence シグナルを測定し、  < 含有量を見積もる。


*

76

9/2 +

10.756y

0

85
36

Kr

Q β− =687.0
9/2 +

0.434%

514.0083
1.015 µs

514.0keV
5/2 −

99.563%

0
85
37

Rb

図 6.4: 

= は 

?

Stable

< の崩壊図 [45]


 という、とても大きな半減期を持つ。今回の測定は、トリウム系列は放


射平衡であると仮定し、
と連続して崩壊するときの Delayed Coincidence

シグナルを測定し
の含有量を調べることにより、 
の含有量を見積もる。 の崩壊
は、図 6.5 で表される。
 

3

3

18

1(

=

3

τ = 299 n s
1/2

212

212

Bi

Po

β (64.0%)
Q β = 2.25MeV
図 6.5: 



は 

?
3

3

208

Pb

α (100%)
8.785 MeV

の崩壊 [45]


 という、とても大きな半減期を持つ。今回の測定は、ウラン系列は放射平


衡であると仮定し、
と連続して崩壊するときの Delayed Coincidence シグ

ナルを測定し
の含有量を調べることにより、
の含有量を見積もる。
の崩壊は、図
6.6 で表される。

3

18

1(





τ = 164.3µs
1/2

214

Bi

214

Po

β (99.98%)
Q β = 3.27MeV
図 6.6: 

3

210

α (100%)
7.687 MeV

Pb

の崩壊 [45]

以上のように液体 Xe 中のどの内部バックグラウンドの測定にも、Delayed Coincidence シグナル
を用いる。この Delayed Coincidence シグナルは、中間粒子の半減期の大きさからさらに２つに大
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 の  < と、  の  3 は半減期が短い
グループに、対して中間粒子の半減期が
  の 3 は半減期が長いグループに分類できる
まず中間粒子の半減期が短いグループの  < と  3 の崩壊の測定には、FADC を用いる。
FADC のサンプリングは、トリガーの前後   の計
 の間行う。このとき < の崩壊につい
ては * 、 3 の崩壊については   * の検出効率で測定を行える。


次に中間粒子の半減期が長いグループの  3 の崩壊の測定には、ADC を用いる。今回用いる
きく分ることができる。中間粒子の半減期が





ADC は、データを読み出している間はトリガーを受け付けない。なのでトリガー毎に ADC のデー
タを読み出すと、

3

の崩壊の Delayed シグナルが来てもデータ読み出しているためトリガーを

受け付けれないことがあり、検出効率が下がる。そこで今回の測定ではトリガー後の

 の間は

 の間にトリガー
が来ればデータをそれぞれの VME モジュールの multi-event buffer に記録しておく。そして 
後にまとめてデータの読み出しを行うことで、 3 の崩壊について * の検出効率で測定を

データの読み出しを行わず Delayed Coincidence シグナルのトリガーを待ち、

行える。

6.3 100kg 液体 Xe 検出器のデータ収集系
ここでは 100kg 液体 Xe 検出器のデータ収集系について詳しく述べる。

6.3.1

データ収集系のダイアグラム

図 6.7 が 100kg 液体 Xe 検出器のデータ収集系のダイアグラムである。赤ケーブルは PMT から
のアナログ信号、緑ケーブルはトリガーを作るデジタル信号、紫ケーブルはデータ読み出しに関係
するデジタル信号、青ケーブルは VME の I/O Register からの制御デジタル信号を表す。
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図 6.7: 100kg 液体 Xe 検出器のデータ収集系のダイアグラム

6.3.2 PMT の Gain
PMT の Gain は測定対象によって変え、次の 2 つの値を用いる。
液体 Xe 中の内部バックグラウンドを測定する場合



PMT Gain   
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それ以外の測定



PMT Gain 



ここでいう PMT の Gain は常温で測定されたものであり、文献 [75] に示されるように低温ではそ
の特性が変化する。ここではその変化を考慮しない名目上の Gain を意味する。



Nominal Gain  
 での測定
さて液体 Xe 中の内部バックグラウンドを測定したい場合、

3

が崩壊したときに発生する

!

線を ADC で saturation を起こさないように測定する必要がある。ここで 100kg 検出器の fiducial



3
  !

に入る  数である。GEANT3 を使ってシミュレーションを行った結果その中心の PMT に入る最
大     であった。PMT Gain  
 とし、54 本の PMT のシグナルを Attenuator

で  に減衰してやると、    9 となる。今回用いる ADC は、 8% &   :9 で
最大  8% &   9 まで測定できるので、saturation を起こさないで測定を行える。このと
き  シグナルの波高は    で、Discriminator の閾値を   とし、    でト
volume を 
の立方体と考える。今回 ADC で測定したい最大
数は、
の崩壊による
 
の 線が、ある面の中心の PMT の正面、壁から 
で発生したときに中心の PMT

リガーを行う。



 での測定
その他の測定では、ADC で
シグナルを測定したい。PMT Gain 
 のとき、
 
 ADC counts となり、ADC で測定を行える。
シグナルの波高は  
Discriminator の閾値を 
とし、  
でトリガーを行う。
Nominal Gain



:9



 





 
 で、

6.3.3 ADC へのシグナル

 6



ADC へのシグナルは、FAN/OUT 後 
のキャパシタで切った後、  の Delay ケーブル
(
の Delay) を通り、ADC で記録される。キャパシタで切った理由は、NIM の FAN/OUT モ



ジュールを通すことによりシグナルにのるノイズを軽減する為である。このキャパシタにたまった

29 で放電されるため、トリガーから 29 秒後までの電荷の積分量は  になる。し
かし Gate Generator(1) による ADC へのゲート幅は   と、放電の時定数 29    に比べ

電荷は時定数

て小さいため問題なく ADC で電荷の積分値を求めることができる。またイベント頻度は最大で数

 C と考えているので、次のイベントが来るとき (数百  後) には放電は終っているため、問題な
く測定を行える。

6.3.4 FADC へのシグナル
FADC へのシグナルは、FAN/OUT 後 Sum Amplifier で 54 本の PMT のシグナルを足したものを

 6


のキャパシタで切った後、一つは Attenuator で減衰させ、もう一つは 8 倍 Amplifier で増幅し
FADC の各チャンネルで記録する。Attenuator で減衰させたシグナルは、 と  が崩壊した
ときに発生する比較的エネルギーの大きな 線を測定するのに使われる。8 倍 Amplifier で増幅した
シグナルは
シグナルを測定するのに使われる。PMT Gain 
 のとき、8 倍 Amplifier
を通すと

となる。FADC 1 count 
なので、

となり測定できる。




3

!
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3

 6098% &

今回の測定では、FADC は 

 C でトリガーの前後  、計

 の間 Sampling を行う。

6.3.5 Discriminator へのシグナル

 6

Discriminator へのシグナルは、FAN/OUT 後 
のキャパシタで切った後、Discriminator で弁
別される。キャパシタで切った理由は、ADC へのシグナルの場合と同様にシグナルにのるノイズ

 間隔で   から   まで閾値を
変化させることができ、誤差は  である (  のとき   の誤差)。上の閾値は Offset
に足される形で設定されるが、この Offset 値が Channel によって少しずれていて、ずれは 
以下である。今回の測定では、閾値を   とする。この時、PMT の Gain の大きさによって、
次のような  数でトリガーを行う。
PMT Gain  

    でトリガー
PMT Gain  

   でトリガー

を軽減する為である。この VME Discriminator は、

4 台の Discriminator は、Daisy Chain でつなげてあり、4 台でのトリガー数の合計が設定した値
を越えるとグローバルなトリガーを出し、データ収集を行う。

6.3.6 TRG へのシグナル
TRG モジュールは、SuperKamiokande のデータ収集のために開発されたトリガーモジュールで、
ここではそれを流用した。トリガーが入ってきた時間とトリガーの種類、Veto シグナルが始まっ
た時間と終った時間を記録するのに用いる。
今回の測定で TRG に入ってくるトリガーは次の 2 種類である。

Discriminator からのグローバルなトリガー
Clock Generator からの Pedestal 測定のためのトリガー
どちらのトリガーを使うかは、Coincidence(1) で I/O Register からのレベルシグナルとの Coincidence
をとることで選択する。Discriminator からのトリガーについては、Coincidence(1) 後に Gate Gen-

erator(2) を通ってから TRG に入っている。Gate Generator(2) は、トリガーから Gate Generator(3)
の Veto シグナルが TRG に入るまでの時間 (およそ 



) に新しいトリガーが入らないように、幅


のシグナルを作っている。
今回の測定で TRG に入ってくる Veto シグナルは次の 2 種類である。
トリガー後 

 間の Veto シグナル

コンピュータによる VEM のデータ読み出し中の Veto シグナル






の Veto シグナルは Gate Generator(2) で作られ、ADC が AD 変換している時間 (  ) に新
しいトリガーが入ってくるのを止める。またコンピュータが VME のデータを読み出している間は、
Gate Generator(4) からの Latch シグナルが TRG の Veto に入っている。データ読み込み終了後、こ
の Latch シグナルを I/O Register の Output Ch.1 からのシグナルで止め、次のトリガーが入ってく
るのを待つ。これらの Veto シグナルの開始と終了の時間は TRG で記録されており、その情報から
測定の Live Time を計算する。
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6.3.7 Pedestal の測定
Pedestal の測定を行うときは、I/O Register の Output Ch.2 から出していた Level シグナルを止め、
Output Ch.3 から Level シグナルを出す。こうすると Clock Generator の Clock シグナルがトリガー
になり Pedestal の測定を行える。イベントの測定を始める時は、上と逆のことを行う。

コンピュータによるデータの読み出し

6.3.8

データ収集プログラムは、Gate Generator(4) からの Latch シグナルが I/O Register の Input Ch.1
に入っているのが確認すると、VME のデータの読み出しを始める。そしてデータの読み出しが終
ると、I/O Register の Output Ch.1 からのシグナルで Gate Generator(4) の Latch シグナルを止め、次
のトリガーを待つ。Gate Generator(4) で Latch シグナルを発生させデータ収集を始めるタイミング
は測定したいものにより異なり、次の 2 種類を用いる。
トリガー直後

Pedestal の測定およびガンマ線源を用いた測定
トリガー後

 後

バックグラウンド測定
どちらのタイミングで Latch シグナルを発生するかは Coincidence(2) で I/O Register からのレベル
シグナルとの Coincidence をとることで選択する。今回の測定では

 後に Latch シグナルを作る
 の NIM シグナ

ために、Gate Generator(5) と Level Adapter を用いた。Gate Generator(5) で幅
ルを作り、自分への

 間の Veto シグナルと Level Adapter へのシグナルとする。Level Adapter

はその NIM シグナルの極性を反転させ TTL シグナルに変換し、その TTL シグナルを NIM シグ
ナルに変換する。つまり Level Adapter は、Gate Generator(5) で作った NIM シグナルの極性を反転
させるために使われる。そして NIM モジュールはシグナルの立ち下がりを入力と認識するため、

Coincidence(2) は

 後に Output シグナルを出す。このようにしてシグナルを  遅らせた。

データのサイズ

6.3.9

各 VME モジュールの 1 event 毎のデータ量は以下のようになる。

(?& &
ADC :   (?& &
FADC :  (?& &
これに event header(  (?& &) がつき、バックグラウンド測定 (FADC あり) では  (?& &、
線源を用いた測定 (FADC なし) では  (?& & となる。
トリガー頻度が  C でバックグラウンド測定を 1 日測定を行うと、データ量は、  (?& と
TRG : 

なる。
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6.4

データ収集系の動作確認

データ収集系が正常に動作していることをデータをとりながら確認した。そのために以下の基本
的な分布のヒストグラムを用意した。

54 本の PMT の出力の和
最大の光電子数を出した PMT
ある事象の PMT の Hit map

PMT Hit map の積分
単位時間あたりのトリガー頻度
各面における PMT の出力の和
それぞれの PMT の Pedestal
それぞれの PMT の出力

FADC のデータ
これらを随時確認しながら、データ収集が正しく行われていることを確認してきた。図 6.8 は上の
ヒストグラムの例である。

図 6.8: 100kg 液体 Xe 検出器のオンラインヒストグラム

他にも荒い事象再構成を実時間で適用し、おおよそ期待どおりのデータが収集できていることも
確認した。
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第 7 章 100kg 液体 Xe 検出器のデータ
次の 3 つを目的として、100kg 液体 Xe 検出器のデータ収集を行った。
検出器の性能の安定性
バックグラウンド特性の評価
自己遮蔽能力の評価
事象再構成に関しては現在準備中である。

測定したデータ

7.1

2003 年 12 月 17 日から 12 月 26 日まで 100kg 検出器を冷却し、液体 Xe の導入、データ収集、液
体 Xe の回収を行った。以下に使用するデータは、そのうち 12 月 20 日から 25 日までに収集した
データである。その間に収集した主要なデータは以下のとおりである。
検出器の近傍にガンマ線源を設置することによる検出器の安定性の確認 (毎日)
バックグラウンド測定 (おおよそ 3 日)
ガンマ線コリメータを通じたカンマ線照射 (自己遮蔽能力の確認)
上のデータの解析は現在進行中であるため、ここでは検出器の安定性のみを報告する。

7.2

検出器の近傍にガンマ線源を設置することによる安定性の確認

図 7.1 のように 100kg 検出器の外真空容器には線源導入用のパイプがついている。そこにガン
マ線源を設置して検出器の近傍からガンマ線源を当ててやることにより、検出器の安定性を評価
する。
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Front view

Side view
−464

0

196
z

(−128.9, 192.3)

OVC calibration hole
Outer φ 20
Inner φ 10

y
PMT

Source
0

480

x

860

100kg chamber
Vacuum
OVC(Outer vacuum chamber)

図 7.1: 外真空容器の線源導入パイプ

9 を使用した際の全 PMT の ADC 出力の和である。(ただし ADC が
  % 09 8% &
まで続く尾はある PMT の窓際で起ったイベントに対応し、  % 09 8% & で切れてい
図 7.2 はガンマ線源として  

飽和した事象は除き、Pedestal を差し引いたものである。) ここで図 7.2 の

るのは、そこで ADC が飽和するからである。図 7.2 に示した 2 つの測定データについて平均値を



用いて安定性の評価を行うと、

の差はあるが、その程度の再現性があることがわかった。

Sum ADC counts

9 を入れた測定による安定性の評価 (黒 : 12 月 20 日のデータ、 赤 : 12 月
23 日のデータ、   & で正規化、Nominal PMT Gain 
)
図 7.2: 線源パイプに  
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7.3

遮蔽体に開けたガンマ線コリメータを用いた測定

9 を入れたときの測定データである。(ただし
ADC が飽和した事象は除き、Pedestal を差し引いたものである。) 図 7.3 の   %098% &
にあるピークは、  9 から照射される 662keV のガンマ線が光電吸収されることによってできる
図 7.3 は遮蔽体に開けたガンマ線コリメータに  

ピークであると考えられる。
このデータを用いた、単位エネルギーあたりの光電子数を導き出す解析およびガンマ線自己遮蔽
能力の評価については、今後の解析が待たれる。

Sum ADC counts

図 7.3: ガンマ線コリメータに  

9 を入れた測定の Sum ADC counts (PMT Gain 
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)

第 8 章 まとめ
XMASS 実験は液体 Xe 検出器を用いた他目的の低バックグラウンド実験である。現在は 100kg 液
体 Xe 検出器を用いて研究開発を進めており、次期計画の 800kg 検出器では暗黒物質の直接探索を
目指している。このとき中性子は液体 Xe による自己遮蔽ができないため、暗黒物質探索の最も重
要なバックグランドとなる。
ここでは 800kg 検出器の中性子バックグラウンドの理解を目的とした、中性子検出器の開発お
よび中性子フラックスの測定を行った。また現在研究開発に使用中の 100kg 液体 Xe 検出器のデー
タ収集系を構築しデータ収集を行った。

 比例計数管を用いて測定された神岡鉱山内の環境中性子フラックスは以下である (誤差は統

計誤差のみ)。

  
高速中性子 :   
熱中性子 :  







   
   



上の結果から 800kg 検出器で暗黒物質探索を行うには、熱中性子フラックスを



 倍、高速

 倍まで遮蔽体により低減させる必要があることが分かった。この目
標の達成のために 800kg 検出器では超純水での中性子遮蔽を予定しており、熱中性子、高速中性子
のどちらについても十分な遮蔽が実現される見通しがある。ただし検出器内部で発生する高速中性
子については、検出器の構成部品を慎重に選ぶことが重要であると考えられる。
次に水遮蔽体により中性子バックグランドが上記の 800kg 検出器の目標まで低減したときに、現
在の中性子検出器、 He 比例計数管 (熱中性子)、液体シンチレータ (高速中性子) でそのフラック
スの測定が可能かを評価した。評価の結果として、熱中性子測定、高速中性子測定いずれに対して
も、以下のように現在の検出器よりあと 1 桁の改善が望まれた。
中性子フラックスを

 比例計数管を用いた測定では、熱中性子フラックスに対して       まで
の感度があることが分かった (必要な感度は 

 )。
液体シンチレータを用いた測定では、 
 の高速中性子とガンマ線の弁別能力であるこ
とが分かった (必要な弁別能力は 

 ) 。

一方、100kg 検出器のデータ収集に関しては十分な準備の上にデータ収集が成功した。今後事象
再構成を行うことによりバックグラウンドスペクトラム、自己遮蔽能力の評価を行っていく。
これらの経験をふまえて、次期 800kg 検出器のデザイン、建設に乗り出したいと考えている。
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付 録A

液体 Xe

XMASS 実験は液体 Xe の持つ性質を最大限に生かした検出器の開発を進めている。そこでここで
は、液体 Xe の性質についてまとめた。

A.1

液体 Xe の利点

液体 Xe には、暗黒物質の直接探索を行う上で次のような利点がある。
高発光量 (





8&8  )

/ )
高密度 (   + )
大きい原子番号 (

液体である



沸点が比較的高い (

 <)

蒸留が可能

高発光量
仮にニュートラリーノの質量を



り 

 







 

 とし、太陽近傍での速度の 2 乗平均を式 (1.13) よ
        

 とすると、ニュートラリーノの平均運動エネルギーは





となる。この時、弾性散乱によりニュートラリーノが Xe 原子核に渡す最大エネルギーは、以下の
ようになる。

¼

 +

さらに消光係数



 

 







     


  がかかり、 ¼    となる。このように液体 Xe を使ってニュートラ

リーノを直接観測するには、数

  といった小さなエネルギーを測定する必要がある。そのた

め発光量の大きいシンチレータを用いて、エネルギー閾値を少しでも下げることが重要である。液
体 Xe は発光量が
機シンチレータ、



4 5 =)

大きい原子番号 (

8&8  


と、大きな発光量を持つ。この値は発光量が大きい無
 と同程度である。

/ 

)

ニュートラリーノの直接探索を行うには、ガンマ線バックグラウンドを減らす必要がある。Xe
は原子番号が

/

と大きいため、ガンマ線を比較的短い厚さで自己遮蔽することができる。大

きな液体 Xe 検出器を作り、このガンマ線自己遮蔽能力を用いてガンマ線を有効領域の外側で吸収
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してしまうというのが、XMASS 実験の最も重要なアイディアである。



 + )
液体 Xe は、   +

高密度 (   

と高密度であるので、ニュートラリーノに対して高感度な検出器を

よりコンパクトに作ることができる。現在測定を行っている 100kg 液体 Xe 検出器は一辺が 
の立方体で、次期 800kg 液体 Xe 検出器は直径が 

 以下の球である。

液体である



4 5 =) などの結晶シン

液体 Xe は液体なので、一様で大質量な検出器を自由な形状で作れる。
チレータでは、そのような検出器を作るのは難しい。
沸点が比較的高い (165.1 K)

 <


と比較的高いため、液化が容易である。100kg 液体 Xe 検出器では、
冷凍機を使い約 1 週間安定して測定を行えた。
液体 Xe は沸点が

蒸留が可能

Xe は固体、液体、気体と容易に相変化できるため、純化が容易である。XMASS グループでは液

< 濃度を 

 程度まで減少させるために、図 A.1 のような蒸留装置の開発を行って
いる。この蒸留装置を用いて Xe の純化テストを行ったところ、Kr の濃度が   
 から   
以下まで減少した。
体 Xe 中の

(

図 A.1: Xe の蒸留装置の写真

A.2

液体 Xe の物理的性質

液体 Xe の物理的性質を表 A.1 にまとめる。
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(

表 A.1: 液体 Xe の物理的性質
物理的性質

値と単位

原子数




密度 (  <
&)  +
沸点 (1 atm)
 <
融点 (1 atm)
<
放射長 (  <
&)  
屈折率 (  )
 [63]
 

質量数

Xe には多くの同位体がある。Xe の同位体の自然存在比を表 A.2 にしめす。

表 A.2: Xe の同位体の自然存在比
同位体
存在比 [ ]
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7



7



 

7
 



Xe の相図を、図 A.2 に示す。図 A.2 より、



7


 

7
 

 

7
 

 

7


 

7


 

< 以上では圧をいくらかけても Xe は固体には

ならないことが分かる。

Pressure [atm. absolute]

10

2

liquid

10

solid

gas

1

10

−1

120

140

160

180

200

220

240

260

Temperature [K]

図 A.2: Xe の相図

Xe 中でのガンマ線の質量減衰係数を、図 A.3 に示す。図 A.3 より次のことがわかる。

    のような低エネルギー領域では光電吸収が支配的である。光電吸収が起こる
と、ガンマ線はその全エネルギーを Xe の原子に束縛されている電子に与え、光電子が放出
される。光電子を放出した原子はすぐに空になった軌道を埋めるが、このときに特性 X 線も
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しくはオージェ電子が放出される。光電吸収の減衰係数が非連続的になっている部分は、Xe
の軌道電子の束縛エネルギーに対応しており、図 A.3 では、高い方から

< 殻、 殻のピーク

が見えている。
光電吸収の領域よりエネルギーが大きくなると、コンプトン散乱が支配的となり、ガンマ線は
原子核中の電子と衝突することによりエネルギーを失うようになる。ガンマ線は

 

まで一様に散乱されるので、反跳された電子のエネルギースペクトルは連続となる。
ガンマ線のエネルギーが電子の静止質量の 2 倍より大きくなると、ガンマ線が原子核の作る電

 >  

磁場と相互作用して消滅し電子、陽電子対を作る電子対生成が起こりはじめる。

Attenuation Coefficients [cm 2 / g]

のような高エネルギー領域では、電子対生成が支配的となる。

Total Attenuation

Photoelectric Absorption

Scattering

Pair
Production

Photon Energy [MeV]

図 A.3: Xe 中でのガンマ線の質量減衰係数 [66]

7 の中性子に対する反応断面積である。図 A.4 より次のことがわかる。
   の領域では弾性散乱が支配的である。ただし       の領域で、
(n, . ) 反応の断面積が比較的大きな値を持っているのがわかる。
      の領域では、非弾性散乱の断面積が弾性散乱と同程度の大きさを
持っているが、 >   になると急激に小さくなる。
 >   の領域では、再び弾性散乱が支配的であるが、(n, 2n) 反応と (n, 3n) 反応の断

図 A.4 は  

面積が弾性散乱と同程度の大きさを持っている。
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Cross section(barn)

Neutron energy(keV)

図 A.4:  

7 の中性子に対する反応断面積 [46]

黒 : 全断面積、 赤 : 弾性散乱、 緑 : 非弾性散乱、

.

青 : (n, )、黄 : (n, 2n)、 ピンク : (n, 3n)

その他の同位体の中性子に対する反応断面積も、 

A.3

7 とよく似ている。

液体 Xe のシンチレーション光とその発生過程

液体 Xe のシンチレーション光は、次の 2 つの過程により生成される [67]。
励起光

7£  7
7£

7£
7  

(A.1)

7  7
7  
7££
7£  7
7£

7
7££  7
7£   &
7£
7  

(A.2)

再結合光

どちらの過程でも最終的には励起した二量体



、半値幅約



7£ からの発光なので、同じ真空紫外光 (中心波長

) が発生する。液体 Xe のシンチレーション光の性質を表 A.3 にしめす。
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表 A.3: 液体 Xe のシンチレーション光の性質
物理的性質

値と単位

 [64, 65]
     [68]



シンチレーション波長



シンチレーション光を作るのに必要な平均エネルギー
時定数 (電子、 励起光、早い成分)

遅い成分にかくれて見えない [69]

 [69]
  [69]
  [69]
  [69]
  [69]


時定数 (電子、 再結合光、遅い成分)

!
!

時定数 ( 粒子、 励起光、早い成分)
時定数 ( 粒子、 再結合光、遅い成分)
時定数 (重イオン、励起光、 早い成分)
時定数 (重イオン、再結合光、 遅い成分)

表 A.3 から、液体 Xe 中を電子が運動する場合と

! 粒子や重イオンが運動する場合で再結合光に

よるシンチレーション光の遅い成分の時定数が大きく異なることがわかる。その理由は式 (A.2) で

!

''B が大きいた
め、7 と  のイオン対の密度が電子の場合にくらべ大きくなる。そのため 7 と  が出会
う頻度が増すため、式 (A.2) の 2 番目の過程、7  
7££  7 が起こるまでの時間が電
子の場合にくらべて早くなり時定数が小さくなる。励起光の場合は、7£ は周り多数存在する 7
と反応して発光するので、''B の違いの影響は小さい。表 A.2 で、電子が液体 Xe 中を運動し
示される再結合光の発光過程から次のように説明できる。 粒子や重イオンは

た場合の励起光によるシンチレーション光の早い成分は、励起光による遅い成分にかくれて見えな
いとある。そこで電場をかけて再結合光による遅い成分を減衰させてやると早い成分は観測でき、
その大きさは

! 粒子や重粒子の時定数と同程度の大きさである。図 A.5 は、液体 Xe に電子、! 粒

子、重イオンを入射したときのシンチレーション光の減衰曲線である。このように、液体 Xe は励
起される荷電粒子の種類によってシンチレーション光の波形が異なる。この波形の違いを利用し
て、ガンマ線による電子散乱とニュートラリーノや中性子による Xe 原子核散乱を、波形弁別によ
り区別できる可能性がある。

図 A.5: 液体 Xe のシンチレーション光の減衰曲線 [69]
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表 A.3 より、液体 Xe の発光量は、以下のようになる。



 

  





8&8  

しかし液体 Xe の発光量については様々な議論があり、いまだ決着がついていない。そこで XMASS
実験では、発光量の下限値である次の値を用いモンテカルロシミュレーションを行った。
液体

7 の発光量 



8&8  

(A.3)

水などの不純物が液体 Xe に混入すると、次のような問題が起こる。
発光量が減少する
シンチレーション光の液体 Xe 中での減衰長が短くなる
どちらの問題も光電子収集量を減らすことになり、検出器のエネルギー閾値が上がってしまう。よっ
て後で述べるゲッターという装置を用いて液体 Xe 中の不純物を除去する必要がある。

A.4

液体 Xe の消光係数

シンチレーション検出器はガンマ線源を用いて較正されるが、原子核反跳によるシグナルは、同
じエネルギーの電子反跳のシグナルと異なる。よって消光係数

:
ここで



-



"




:

"

を導入する。

-

(A.4)

.

は、電子反跳で較正された検出器中を原子核が走ったときに観測されるエネルギーで、



Visible energy とよばれる。 . はこのときに原子核の運動エネルギーである。式 (A.4) より、観測
されるエネルギー - は次のようになる。







-

: 
"

(A.5)

.

表 A.4 は、いくつかのシンチレータの消光係数である。Xe についていくつかの測定結果があるが、
今回の解析では次の値を用いた。

:

"





(A.6)

表 A.4: シンチレータの消光係数
シンチレータ

原子核

Xe

Xe

NaI[72]

Na
I

Ge[73]

Ge
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:

消光計数 (



"

)

 [70]
     [71]
    [26]












 

A.5
 

 崩壊の測定と Xe の同位体分離

太陽ニュートリノおよび ¼

7 は

崩壊のうち 

崩壊を起こす。この

崩壊によるシグナルは、図 A.6 のように低

エネルギーまで続く連続スペクトルとなり太陽ニュートリノ観測のバックグラウンドとなる。ここで
Xe の存在比は表 A.2 で表される自然存在比を用いた。まだ測定による結果がでていない 
崩壊

=     ? 、 崩壊の半減期は =   
(電子ニュートリノの有効質量   が         に対応) とした。
の半減期は理論から予測される

? 



cpd/kg/keV





keVee

図 A.6: 液体 Xe 中の太陽ニュートリノ (

、3) と

崩壊のシグナル



( 青  太陽ニュートリノシグナル ( )、黄  太陽ニュートリノシグナル (
壊シグナル、水色  
崩壊シグナル )

7 が =   

3)、ピンク  

崩

? 


程度の半減期を持つならば、液体 Xe を用いて太陽
ニュートリノの観測を行うには、 
を同位体分離で取り除いた Xe を用意する必要がある。そ
こで XMASS 実験では同位体分離によって  
の存在比を減らした Xe を購入し、その同位体の
存在比を質量分析器を用いて測定した [42]。その結果が表 A.5 で、 
が 1/1000 程度よりよく
取り除かれているのがわかる。
逆に
崩壊の半減期の測定には、 
を濃縮した Xe を用いると有利である。そこで XMASS


実験では同位体分離によって
を濃縮した Xe を購入し、その同位体の存在比を同じく質量分
析器を用いて測定した [42]。その結果が表 A.6 で、 
が濃縮されていることがわかる。
図 A.6 より  

7

7

7

7

7

7

7 を同位体分離により取り除いたときの存在比 [42]
 7  7  7  7   7   7
  7
  7



 


 

表 A.5:  

同位体
存在比 [ ]
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7


 

7 を同位体分離により濃縮したときの存在比 [42]
 7
 7
 7  7   7
  7   7   7


 





表 A.6:  

同位体
存在比 [ ]
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7
 

 

付 録B

100kg 液体 Xe 検出器

XMASS 実験は 100kg 液体 Xe 検出器を用いて、次期 800kg 液体 Xe 検出器のための研究開発を進
めている。6.1 節で 100kg 液体 Xe 検出器本体と実験場所について述べた。ここでは 100kg 検出器
の遮蔽体、PMT、ガスラインについて述べる。

B.1

放射線遮蔽体

バックグラウンドを減らすために、100kg 液体 Xe 検出器は表 B.1 で示される遮蔽体によって覆
われている。図 B.1 は遮蔽体の概略図で、外側からポリエチレン、ホウ酸、鉛、EVOH シート、無
酸素銅という構成である。図 B.2、B.3 のようにこの遮蔽体は容易に開閉することができる。
ポリエチレンとホウ酸は中性子遮蔽体である。ポリエチレンで熱以外の中性子を熱中性子まで減
速させ、ホウ酸中の 

3 で熱中性子を吸収する。3 は ;

 &

  

(

と、大きな熱中性

子吸収断面積を持っている。
鉛と無酸素銅はガンマ線遮蔽体である。放射性不純物含有量の少ない無酸素銅を鉛の内側に置く
ことにより、遮蔽体である鉛の内部から発生するガンマ線の遮蔽を行う。

EVOH シートはガス遮蔽性にすぐれた樹脂シートで、遮蔽体中への Rn ガスの侵入を防ぐために
のものである。100kg 検出器用遮蔽体では厚さ 

 の EVOH シートを 2 枚重ねて

ガスを遮蔽している。EVOH シートの内側の空間には Super Rn Free Air が流され、
の

2

濃度に保たれる。

表 B.1: 100kg 液体 Xe 検出器用遮蔽体
物質
ポリエチレン
ホウ酸
鉛
無酸素銅 (OFHC)

EVOH シート Rn Free Air

厚さ
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目的
熱以外の中性子の減速材
熱中性子の吸収
ガンマ線遮蔽
ガンマ線遮蔽

Rn 除去



、Rn

  3$

In

Rn free Air
Out

In
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Lead(15cm)
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図 B.1: 100kg 液体 Xe 検出器の遮蔽体の概略図

図 B.2: 100kg 液体 Xe 検出器の遮蔽体の写真 (閉じた状態)
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図 B.3: 100kg 液体 Xe 検出器の遮蔽体の写真 (開いた状態)

B.2

低バックグラウンド光電子増倍管

XMASS グループは浜松ホトニクスと共同で R8778 型光電子増倍管を開発した (図 B.4)。R8778
型光電子増倍管は次のような特徴を持つ。

Xe の発光波長 (



) に対して高い量子効率

低バックグラウンド

Xe の沸点 (



< ) でも動作可能

図 B.4: R8778 型光電子増倍管の写真
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FACE PLATE

METAL TUDE

PHOTO-CATHODE

45.0

57.0

EFFECTIVE PHOTOCATHODE

CIRCUIT BOARD

CABLE

111.5 + 1.0

12

図 B.5: R8778 型光電子増倍管の略図

汎用の光電子増倍管は、可視光領域にしか感度がないため、真空紫外光である Xe のシンチレー
ション光の測定には使えない。R8778 型光電子増倍管は、適切な光電面材料を選ぶことにより、Xe
の発光波長 (



) に対して約 

と高い量子効率を持っている。入射光の波長に対する R8778

型光電子増倍管の量子効率の浜松ホトニクスによる測定データを、図 B.6、B.7 に示す。図 B.7 より、

 程度の波長領域まで



以上の量子効率があることが分かる。

Quantum efficiency(%)

R8778 型光電子増倍管は 

Wave length(nm)

D

図 B.6: 真空紫外光 ( 







) に対する R8778 型光電子増倍管の量子効率 (浜松ホト

ニクスによる測定データ)

100

Quantum efficiency(%)

Wave length(nm)

D

図 B.7: 入射光の波長 (  





) に対する R8778 型光電子増倍管の量子効率 (浜松ホ

トニクスによる測定データ)

R8778 型光電子増倍管は、次の 2 つの改良により低バックグラウンドを実現している。
フリーダー部を、汎用の光電子増倍管に使われるガラスエポキシ基盤から PTFE 基盤に変える
側管の素材を、一般的なガラスからメタル素材へ変える
窓の材質は石英である。側管をメタル素材へ変えたことによる効果は、ガラス側管である以外は

R8778 型と共通の ZK0667 型との放射性不純物含有量の比較から確かめた。表 B.2 は、XMASS グ
ループが Ge 検出器を使って測定した R8778 型と ZK0667 型の放射性不純物含有量の測定結果であ
る。表 B.2 から側管をメタル素材に変えることにより放射性不純物含有量が

 以下に減少してい

ることが分かる。

表 B.2: R8778 型と ZK0667 型光電子増倍管の放射性不純物含有量 (Ge 検出器による測定)

U(Bq/PMT)
R8778 型
ZK0667 型












Th(Bq/PMT)











K(Bq/PMT)












XMASS グループでは、R8778 型光電子増倍管について常温と Xe の沸点 (
ションを行い、次の 2 つのデータを求めた。



< ) でキャリブレー

High Voltage に対する Gain
量子効率
この測定の面白い結果として、R8778 の Gain と量子効率は、温度が下がるとそれぞれ増加するこ
とがわかった。R8778 型光電子増倍管のキャリブレーションの詳しい情報は、文献 [75] にある。
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B.3 100kg 検出器のガスライン
100kg 液体 Xe 容器は、無酸素銅製の断熱真空容器の中に入っておりパルス管冷凍機によって冷却
される。Xe は図 B.8 の 100liter(in) から 100kg 液体 Xe 容器へ導入され、測定終了後に 100litter(out)

)

に回収される。100liter(in) 、100liter(out) は内容積が  のステンレス製容器である。導入前、Xe
は常温、液体の状態で 100liter(in) に入っている。
図 B.8 の getter は Xe から水などの不純物を取り除くために使われるゲッターという希ガス精製
装置である。ゲッターは希ガスに含まれる活性な不純物を、精製装置内の合金と化学結合させるこ
とにより取り除く。水が不純物として Xe に含まれると、発光量が減り、シンチレーション光の減
衰長が短くなるため、ゲッターで取り除いてやる必要がある。
図 B.8 の 30liter gas tank はステンレス製の容器で、配管内の急激な圧力変化を防ぐために用意さ
れた、ガス Xe 用の空間である。
図 B.8 の 



は内容積 



のステンレス製の容器で、緊急時に Xe をガスとして回収するため

に使われる。図 B.8 の RD はラプチャーディスクで、緊急時 100kg 液体 Xe 容器の内部の圧力が絶
対圧で 

& より大きくなると RD1 が割れ、  回収容器に Xe は回収される。100kg の Xe は、
 の体積なので、  の容器で約  & のガスとして回収することができる。

標準状態で

ガスラインには、内側が電解研磨されたステンレス製パイプが使われている。図 B.8 の VO、VI
はバルブ、R1 はレギュレータである。VO はクリーンルームの外にあるバルブ、VI はクリーンルー
ム内にあるバルブである。P1、P2、P3、P4 は圧力計、F1、F2 は流量計である。また 100kg 液体
Xe 容器には、図 B.9 のように温度計が取りつけらいる。P3、P4、F1、F2 および温度計の値は、デ
ジタルメータで表示させると同時にコンピュータで読み込んでおり、シフトがいつでも確認できる
ようになっている。

図 B.8: 100kg 検出器ガスライン

102

Refrigerator
Thermometer
Pipes
Heater bar

Support bar
PMT
Support
Pan

Open side of OVC
図 B.9: 100kg 液体 Xe 容器の温度計

図 B.10 のように、100kg 液体 Xe 容器の内側には 7 個の液面計が取りつけられており、容器に液
体 Xe がどれだけ入っているかを確認できるようになっている。液面計は白金抵抗温度計で、直流
電流を流し自己発熱させている。液面計は、ガス Xe 中にいるときは自己発熱のため周囲より高い
温度であるが液体 Xe につかると温度が下がる。よってこの液面計の温度を測定することにより液
体 Xe の液面の位置を知ることができる。液面計は図 B.10 のように容器の上部に集中して取りつ
けてあり、容器が液体 Xe で十分に満たされたことを確認できるようになっている。

図 B.10: 100kg 液体 Xe 容器の液面計
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