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Goal: 暗黒物質の風を検出

低圧力 ( CF4 0.05 気圧)・大質量（1m3× N）

現状: 

CF4 0.1 気圧・30cm角

１. NEWAGE 実験概要
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反跳非対称の検出感度
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2．研究費

共同研究予算：25万円配分
(旅費15万+物品費10万)

これまでに旅費、物品費（ガス）でほぼ全額使用

3．2017年研究報告

高感度化（PTEP(2015) 043F01s以降）

調整を行いながら、地下測定を継続

バックグラウンド源の研究・高感度化

地下中性子の測定（w/早稲田グループ）

地下中性子の測定



41cm

大型GEM
31x31 cm2

大型GEM
31x31 cm2

Drift Cage
41 cm
PEEK

Drift Cage
41 cm
PEEK

m-PIC
30x30 cm2

m-PIC
30x30 cm2

μPIC、マイクロTPC

“NEWAGE-0.3b”
(2013年3月~)

0.1気圧 CF4

ガス検出器の特徴

原子核の飛跡検出（3次元）

ガンマ線バックグラウンド排除



• Aim >x10 improvement from previous measurement (PLB2010)

• Large size：~x2 (23×27×31cm3 => 30×30×41cm3)

• Low pressure (low threshold)：0.2 => 0.1atm (100 => 50keV)

• Upgrade tracking algorithm (DAQ upgrade)

• Gas circulation system with cooled charcoal

NEWAGE-0.3b’ @Kamioka mine



RUN14諸元
• period : 2013/7/20-8/11, 10/19-11/12
• live time : 31.6 days
• fiducial volume：28x24x41cm3

• mass : 10.36g
• exposure : 0.327 kg・days

RUN5 (NEWAGE-0.3a)
RUN14 (NEWAGE-0.3b)

Energy spectrum

red : gas, with directional analysis
blue : gas, without directional analysis 
green : solid, liquid detector

RUN14結果（PTEP(2015) 043F01s）
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NEWAGE-0.3b’

PEEK + copper wire
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⇒新材料によるμPIC製作（10cm角・30cm角）

100μm厚ポリイミド

μPIC断面図

238U[ppm] 232Th[ppm] 備考

PI100μm 0.39±0.01 1.81±0.04 現行のμ-PIC材料

ガラス無しPI < 3×10-3 < 7×10-3 新材料
（地下HPGeで測定）

感度向上へ①

検出器の低BG化

主なBG源：uPIC材料のポリ
イミド中のガラスからのα線

NEW
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30cm角製作（FY2016）、性能評価（FY2017）
目標：同等の性能 評価中 ⇒ 目標達成見込み

（論文クオリティーのデータ、議論を詰めている）

橋本隆 JPS2017年秋

30cm

30cm

Condition
• Ar:C2H6 = 9:1,1atm
• Drift V : -500 V
• Source : 55Fe

地下装置へのインストール（FY2017）

2017年11月インストール（橋本） ガス検出器としての動作 OK

今後 バックグラウンドの評価 ダークマター探索
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C

 μTPCの主なバックグラウンド
• 高エネルギー領域では⑦
• 低エネルギー領域ではC μ-PICのガラス繊維からくるα線 (U/Th系列)

Z

Z軸に対しても有効体積カットをしたい。

「マイノリティーキャリア」という解

感度向上へ②

「Z」方向のfiducial
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ability to fiducialize events with the minority peaks would have a huge impact on 

DRIFT and other rare-event TPCs. 

Fortunately, the addition of a small amount of O2 to the gas mixture has been 

found to greatly increase the size of the minority peaks, as presented in Fig. 1. 

 

 

 
FIG. 1 – The arrival time distribution of negative ions after a 15.24 cm drift in a 273 V/cm drift 

field in a mixture of 30 Torr CS2, 10 Torr CF4 and 1 Torr O2.  Followng earthquake fidudialization 

and spectroscopic notation the minority peaks are labeled as shown. 

It will be shown below that the I carriers in mixtures with small additions of O2 

are the same as the I carriers observed in previous experiments.  Only 3 minority 

peaks have been identified thus far.  The appearance of the D peak is ephemeral 

so this paper will focus solely on the properties of the S and P peaks. 

It is now thought that the appearance of the miniscule S and P minority peaks 

in [4] was due to a small concentration of O2 in the gas due to outgassing.  

Previous mobility measurements have been performed with gas mixtures of CS2 

and CF4, Ar, Xe, CH4, He, Ne and CO2 [2-4, 6, 8] and there have been no reports 
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• DRIFTグループがMWPC-TPCでのZの絶対位置決定に成功
• 候補ガス：CS2+O2有毒、爆発性 SF6 安定 ガス増幅に問題

マイノリティーキャリア：速度の違う陰イオン

[Physics of the Dark Universe 9-10(2015)1-7]
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e • 今年度：SF6ガスで
飛跡検出とマイノリティーキャリアの同時検出
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池田智法
2017年MPGD研究会
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今後：多チャンネル化・地下実験へ



まとめ

高感度化へ

低α μ-PIC完成 地下装置へ組み込み

z方向のイベントカットのための基礎試験


