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15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

As Run 2 is winding down, we think it would be interesting to look 
forward toward Run 3. 

From your experience as Run Coordinators, we would like to 
understand what TDAQ could do in the course of LS2 to improve 
ATLAS operation. Would you be able to give this presentation?

one day, we received an e-mail from Wainer, which tells …

• not many things to say, as the system has been running extremely stable 
• various tools are working well and they are maintained nicely 

• pick up several topics where I found difficulties in 2018 → my random thoughts …  
  some are not directly 

connected to TDAQ
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presented in the ATLAS week in Feb. 2018;  ( taken from my summary slide )

• Luminosity Leveling ;  [ the baseline strategy in 2018 ]

- e.g.  BCMS , 1.3e11 ppb , Lumi. = 2.2e34 ( μ ~ 60 ) initial (virtual) peak luminosity


 Leveling to 2.0e34 /cm2/s   &   trigger menu ; 1.7e34
2.2e34

2.0e34 2h
natural decay 

~ 10+ h

a possible Run-3 scenario

2.15e34

1.2e11 ppb
early May 

( 2018 ) 
It was difficult to figure out where is the leveling point? 

• in 2017; available CPU core → 0  [ clear ]  hard limit 
• in 2018; ATLAS may be hitting a soft limit 

- less live-time for 5 min. but still data is taken 
- the situation was improved by sw & fw update
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• ‘useful’ High Rate test? 
- We lost a chance to perform a stress test at 2.0e34, 2.1e34, 2.2e34 in 2018 w/ beam 

- ‘High-Rate test’ should be able to give an idea of “Limit”? 
- (such a test also works as a test-bench to improve firmware & software?) 

- high-rate x no-occupancy → it’s good for sanity check but! not more than that 
- high-rate x with occupancy & randomness (# of hits, hit channels) 

- quite depends on the specification of Front-end elec. 
- ( for HL-LHC, good to consider seriously? )   not a very relevant topic on TDAQ; sorry …

• diagnostic tool 
- live time per luminosity block 
- cause of dead-time 
- monitor; available HLT core, ROS req. / load,  … 
- monitor; potential points to cause back pressure

a different aspect but still on the same topic …

I believe the same discussion will be repeated in 2021
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Run	Coordination	
Status	Report	

Alexander	Oh	
Masaya	Ishino	

03.11.17	 EB	meeting	 1	

END	OF	THE	RUN	WORKSHOP	
WITH	COFFEE	AND	COOKIES	

summary in 2017
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• It’s old and long-standing problem ( not only in the ATLAS operation ) 

• “supporting tool” / “better tools” may mitigate problems for some cases 
‣ automation : get rid of unnecessary human intervention / judgement 
‣ common interface / less exceptions between sub-systems 
‣ ( sharing information : Looking at the same monitor over phone )

sometime communication errors cause large dead-time

push sub-system to list-up all the known problems 
→ automatic action   or  
→ instruct shifter ( by Shifter Assistant )

If an assist is requested from sub-Systems, please help! 
• to identify spot the problem 
• to identify the run situation 
• to implement case-by-case action

In R&D phase, good to take time to trace down the cause; 
In Operation phase, quick action w/o human intervention

e.g. broadcast with WebCam?

restart or TTC-restart 
take out XXX (a few possibilities) 
shutdown partition (close IGUI or not ?)
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• tool to compare the setup (full tree) before & after detector tests during LHC downtime for 8h 
★ before = the last run(s) with Stable-Beams 

( w.r.t.  a typical configuration : good reference problem )

• smooth transition to the new TDAQ release (as before) 
- enough leading time  [ Milestone Weeks, e.g. summer 2020???? ] 
- communication with sub-System DAQ experts 

• keep TDAQ7 to allow (stand-alone) activities
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(a) Preparation of Trigger Keys for ramp-up periods, special runs, etc. 
• 2017 → 2018 

- getting rather smoother to my eyes 
- what is the substantial difference? 
- if it relies (only) on the accumulation of experience, then what about in 2021? 
- any suggestion on the RC side?

(b) Trigger Release UPDATE 
• so far, no such a case like “an incident happens in SB” and role-back to the old release 
• A few experiences in 2017, and heard that it’s difficult to catch all the (corner) cases 
• Question? 

• lucky in 2018?    //   Systematic & Robust check?   //   Experience? then in 2021?

(c) provided ONLINE Luminosity is not always correct (especially in 2018) 
• It’s pity that HLT is screwed up because of this reason 

• quick switch of Lumi. Algorithm is available, is it enough?
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• good monitoring tool(s) to identify a luminosity leveling point (reasonably) 

• high-rate test with random hits ( occupancy, hit channels, … ) 

• ( DAQ;  help for automatic actions ) 

• DAQ;  sharing “IGUI Run Control Panel” may reduce unnecessary problem? 

• Trigger;  Key Preparation seems to be smooth? but 2021? 

• Trigger;  Release Update, still reliable in 2021? 


