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○MicroMegas検出器 in ATLAS検出器
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2018年のUpgradeで 
MicroMegas検出器を導入

●LHCのUpgradeに合わせた 
検出器のUpgradeが必要

•2018年のUpgradeにおける 
要求性能 
→High hit rateに耐える 
→パイルアップの増加に対応 
→位置分解能、時間分解能は現行維持

→ICEPP、神戸大学のMicroMegasグ
ループでMicroMegas検出器量産に向
けた研究を行っている。



○MicroMegas検出器 in ATLAS検出器

要求性能
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ガス増幅領域

•平面的な構造で作りがシンプル 
•生産コストが安価 
•陽イオン回収が速いため高ヒットレー
トに対応 
•Read out面にResistive stripを
導入することで放電対策

今回の品質管理対象はコレ!

位置分解能 ~100μm 
時間分解能 ~10~20ns 
角度測定(TPC mode)
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○Resistive Strips in MicroMegas検出器
MicroMegasの短所 : 放電が起こりやすい 
→Resistive Stripsを読み取り電極の上に置くことで放電対策

•信号はACカップリングでreadout strip
に伝わる 
•readout stripが守られるので、高ゲイ
ンでも稼働可能

Resistive Stripsが正常に機能するには… 
→高い抵抗値を持っている(~MΩ/cm) 
→Stripの構造に欠陥(ゴミ、欠損、etc..)がない

Resistive stripのサンプル

0.4mm
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○MicroMegas生産における日本グループ

•Resistive stripの新しい製法を提案

Sputtering(日本が提案) Screen Print(従来)

• 微細加工可能(精度高し） 
• 一様、均一、安定性高い 
• 耐久性に優れる

• 安価 
• 微細加工が困難 
• 容易に剥落

●Sputterの精度に対する評価はCERNでも高い 
●Screenに比べて割高なのがネック 
●MicroMegas試作機M0に両方導入 
　→その結果をふまえてどちらの製法を採用するか決定
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○MicroMegas生産スケジュール

2014年10月 2015年1月 2015年7月

CERN MicroMegasの試作機 
M0製作

M0の評価、量産に向けた最終調整 
(性能、デザイン、組み立て…etc) MicroMegas量産開始

↑ ↓ ↑
JAPAN

M0用Resistive Strip 
を提供 

(Sputter,Screen両方)

Resistive Stripの 
製作方法決定 

(Sputter or Screen)

Resistive Stripを 
提供開始

↑ ↑
YAMATANI

(私)
M0用Resistive Strip
でQA方法のテスト QAの改良+完成 量産用QA

•日本はM0用Resistive Stripを提供 
•M0の評価をもとにStripの形成手法を決定する(Sputter or Screen)

今回の目的 : 量産に向けたQuality Assurance方法開発
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Resistive Stripの何をQAするのか?

○Resistive stripの抵抗測定 
○Resistive stripのエラー解析

Resistive Stripが正常に機能するには… 
→高い抵抗値を持っている(~MΩ/cm) 
→Stripの構造に欠陥(ゴミ、欠損、etc..)がない

4ページ目で…

するべきことは



○Resistive Stripの抵抗測定
•量産時におけるフォイルの抵抗値を測定
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試作した測定用端子

•試作した測定用端子を用いて 
サンプルフォイルの抵抗値を測定した。

最終的な測定方法

1.2cm

1.2cm
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○Resistive Stripのエラー検出

• ゴミの付着や、Stripの欠損などが量産過程で生じる可能性がある

→こういった量産過程におけるエラーを画像解析でチェックしたい

• ゴミやStripの欠損などは、放電対策の立場から考えると無い方が良い



○エラー解析の大まかな手順
①Resistive Stripをスキャン

②スキャン画像を解析

ROOTを用いた 
画像解析

③欠損情報などを記録
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解析方法① : Referenceとの差分を取ってエラー検出を行う
方法 : Reference画像と注目画像で差分をとり、差分が大きい部分をエ
ラーとする。

注目画像

VS

Reference画像

※Reference画像の作り方
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○現段階でのエラー検出性能
•エラーと見なしたところを赤点で示すようにした

• 欠けやゴミなどを検出することに成功
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○エラー検出できなかったもの

原因 : ブロックに対してエラーの占める割合が大きいため、この 
　　ブロックと似ているブロックを周りから見つけられない

対策 • ブロックを大きくすることでエラーの大きさを相対的に小さくする 
　　 • 周りに似ているブロックが無いということを逆にエラーの判断材料にする 
　　 • 他のエラー検出方法でクロスチェック
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解析方法② : Stripの輪郭情報を利用する

①画像から輪郭を抽出

②輪郭の長さをヒストグラムに詰める

←ヒストグラムに 
パターンができる

←おおきなエラーがあると 
パターンが崩れる!
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2014年10月 2015年1月 2015年7月

CERN MicroMegasの試作機 
M0製作

M0の評価、量産に向けた最終調整 
(性能、デザイン、組み立て…etc) MicroMegas量産開始

↑ ↓ ↑
JAPAN

M0用Resistive Strip 
を提供 

(Sputter,Screen両方)

Resistive Stripの 
製作方法決定 

(Sputter or Screen)

Resistive Stripを 
提供開始

↑ ↑
YAMATANI(

私)
M0用Resistive Strip
でQA方法のテスト QAの改良+完成 量産用QA

!

○今後の指針 
!

• 試作測定器をもとにした抵抗測定器+測定システムの完成 
• エラー検出感度向上のためのアルゴリズム改良 
• 抵抗値の場所依存性の原因解明 
• 電圧印加試験　　　　　　　　　　　　　………などなど 

!



Back up

16



17



18

M0
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測定用端子の試作

•端子のfoilとの接触面の大きさは約1.2cm×1.2cm
•端子の接触面のどうしの間の大きさは約1.2cm×1.2cm
•バネを仕込むことで接触面に均等に力が加わるようにした

1.2cm

1.2cm
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試作端子の性能評価
0.56MΩの抵抗を試作端子とテスターで測定しそれぞれ比較する

テスターver…端子にテスターをつなげて測定

 0.560MΩ

端子ver…データロガーで読み取った電圧をもとに抵抗値を逆算
読み取った電圧 2.682V → 0.5601MΩ

データロガー試作端子

試作端子

テスター 接触面に問題ない場合、精確に 
抵抗値を測定することができる

1MΩ

10V



データロガー
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電圧比を用いた抵抗測定方法
データロガーと測定対象を含めた合成抵抗

合成抵抗にかかる電圧

→

→

データロガー試作端子

試作端子

電圧源からみたデータロガーの抵抗

※R_{x} = 0.56MΩのときの測定より計算



Sputtering foilの抵抗値測定結果(単位はMΩ)

•縁の部分で抵抗値が大きくなる
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μ = 3.45, σ2 = 0.84
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Sputtering foilの抵抗値の場所依存性

center : R=0.67 edge : R=0.69 

•Excelを用いた有限差分法で計算
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Sputtering Stripの裏側から光を当てた様子
内側 外側
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Sputtering foilの抵抗値の温度依存性
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Sputtering foilの抵抗値分布(神戸大学のサンプル)
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SputterとScreenのスキャン画像の比較 ( colz )
Sputter

Screen
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解析方法①によるScreen printのエラー検出結果
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解析方法②によるScreen printのエラー検出結果
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Sputterのエラー解析(1200dpi)
解析①

解析②
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Screenのエラー解析(1200dpi)
解析①

解析②
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