
2011年4月21日 筑波大セミナー
近藤敬比古（ＫＥＫ）

LHC加速器とアトラス実験装置の

建設における日本の貢献
近藤敬比古 (ＫＥＫ)
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その１: 予算

その２： 技術

その３： 人

謝 辞
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予算規模

建設費（加速器＋実験） 約 5000億円（物件費）
約 1 兆円（人件費込）

CERN非加盟国の協力 日本： 138.5 億円
米国： 2 億ドル
ロシア、カナダ、インド

アトラス建設費 アメリカ 81 (17 %)
（建設覚書より） CERN 61 (13 %)
単位：MCHF フランス 53 (11 %)

イタリア 45 (10 %)
ドイツ 40 (  9 %) 
イギリス 34 (  7 %)  
日本 32 ( 7 %) 30億円相当

ロシア 26 ( 6 %)
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1995年6月23日 に日本によるLHC建設協力を表明。

1995年6月 50億円

1996年12月 38.6億円 総計138.5億円

1998年5月 50億円

CERN理事会での
日本政府代表団

与謝野文部大臣 CERN DG
Chris Llewellyn Smith

ダルマ
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LHC建設に貢献した主な日本企業
推定規模
億円(註)

古河電気工業 LHC加速器 超伝導ケーブル ～20*

新日本製鐵 LHC加速器 双極電磁石の特殊ステンレス材 ～50*

東芝 LHC加速器 収束用超伝導四極電磁石 ～15*

ＪＦＥスチール LHC加速器 電磁石用非磁性鋼材 ～5*

カネカ LHC加速器 電磁石用ポリイミド絶縁テープ ～10*

IHI (+Linde) LHC加速器 低温ヘリウムコンプレッサー ～20*

東芝 アトラス 超伝導ソレノイド ～10

浜松ホトニクス
アトラス,CMS, 
LHCb

シリコン検出器, 光電子増倍菅,光検
出ダイオード

～10

川崎重工業 アトラス,CMS LArカロリメター容器, 鉄構造体 ～10

林栄精器 アトラス ワイヤーチェンバー ～5

東芝 アトラス 信号読み出し集積回路 ～2

ソニー アトラス 検出器信号アンプ ～1

ジーエヌディー アトラス トリガー用電子回路 ～1

フジクラ アトラス 耐放射線性光ファイバー ～1

クラレ アトラス シンチレーションファイバー ～1

有沢製作所 アトラス 銅箔ポリイミド電極シート ～1

新日本製鐵

古河電気工業

東 芝

浜松ホトニクス
（註） 推定規模は単なる目安。実際の契約額と相当ずれているはず。
＊印は日本による建設協力資金が使用された事を示す。 5



その２: 技術
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ポリイミド絶縁テープ
(58.5, 68.6 µm厚) 

超伝導ケーブル コールドコンプレッサ

非磁性鋼

古河電気工業
Ｉ Ｈ Ｉ

新日本製鐵、川崎製鉄カネカ

超伝導ダイポール電磁石

日本政府による
LHC建設協力資金
のお蔭で参入できた。

温度
1.9 K
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① LHC衝突点用超伝導四極マグネット

製造＠東芝 試験＠KEK

陽子ビームを約10ミクロンに絞りこむ。KEKが技術開発し東芝が製造した。

Fermilab

開発・設計
＠KEK

磁場勾配 = 215 T/m

長さ 5 m、口径 70 mm
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アトラス実験の衝突点近くに設置された超伝導四極マグネット
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野田聖子 科学技術特命担当大臣（当時）による視察
2009年5月3日＠Point-1 10



衝突点用四極マグネットは輝度を高くする

～14 cm

0.3 mm  17 µm @衝突点
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160億個の陽子

アトラス実験で観測された陽子バンチ衝突
15個の陽子・陽子衝突が見えている。



ATLAS実験での積分ルミノシティの推移

12

2012

2011

2010

2035年までの
目標は

この100倍 !



アトラス実験装置 (2005年11月建設中) 13



アトラス実験装置

赤字：日本が担当 14



②
アトラス
超伝導
ソレノイド

肉厚を薄くするため → 内巻法の開発
→ 高強度アルミ （古河電工・日立電線）
→ クライオスタットを共用→ 内筒から支持

2テスラ
日本が100%
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1999 コイル巻き＠東芝

1999.12 コイルの内筒据付＠東芝

1998 超伝導線の製造

2000.12 テスト成功＠東芝

2004.10 地下ホールへ 2001.9 CERNに到着。
CERN所長ほか

2004.2 液体アルゴンカロリ
メーター容器への挿入

川崎重工とクライオスタット内筒を交換

アトラス超伝導ソレノイド
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2004.2.26 :  ソレノイド最終挿入作業＠CERN B180 57 sec

http://atlas.kek.jp/sub/video/20140419_coilInsertion.mp4
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CERNソレノイド据え付けチーム
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H → Z Z → e+ e- e+ e- の候補事象
EventNumber: 82614360

2012年5月18日20:28:11 CEST

mH=124.6 GeV

e

e

e e



目的：

・ミューオンの飛跡を9層のチェン

バーでとらえ、高エネルギーの

ミューオンを選択する。

構成：

・TGC型チェンバー： 3588台

・信号数： 318,112 チャンネル

・チェンバー総面積： 約2000 m2

建設分担：

・日本・イスラエル・中国

赤丸中の紫部分がＴＧＣ

トロイド電磁石

建設中のミューオントリガー装置

T
G

C

③ ミューオントリガー装置
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2003.7.24 21

薄型ワイヤーチェンバー1200台
4年間で製造・検査した

カーボン塗布

エポキシ接着

自動ワイヤー巻き作業

ハンダ付

検査作業

 

KEKより神戸大への輸送

神戸大での
宇宙線テスト



動画：ＴＧＣ型ワイヤーチェンバーの製造＠KEK

http://atlas.kek.jp/sub/video/20140419_TGCconstruction.mp4
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薄ギャップ千バーの日本での量産実績
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システム設計（1995-2000)

大学院生がチップ設計

ASDボード
24,000枚

アトラスに装着された姿トリガー回路群

③a ミューオントリガー電子回路 ３２万チャンネル
中国で検査
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宇宙線検査
＠神戸大

1200台のワイヤーチェ
ンバー＠KEK

セクター組立＠CERN
アトラス地下実験ホール

で設置完成

32万チャンネル
の電子回路

＠KEK 

端部ミューオントリガー装置
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H → Z Z → µ+ µ − µ + µ − の候補
EventNumber: 71902630

2012年6月10日13:24:31 CEST

TGC
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４枚のシリコンセンサー
浜松ホトニクス

フレキ回路基板
日本メクトロン

④ シリコン飛跡検出器

高い放射線レベルに耐える
組立精度： ～１ミクロン

回路組立

栃木セイコー
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日・英・米・北欧シリコンストリップ飛跡検出器

バレル型モジュール2600台のうち日本は981台

日本はハイブリッド回路の設計・製造も全数担当

独自の組立治具で最も良い精度実績を達成

1µm 精度の位置合わせ装置と接着治工具

モジュール

3次元自動測定
フレキハイブリッド回路

浜松ホトニクスセンサー
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動画：シリコン検出器モジュールのワイヤーボンディング＠浜松ホトニクス

http://atlas.kek.jp/sub/video/20140419_SCTbonding.mp4
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シリコン検出器モジュールの日本での量産
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KEK・セイコーに
よる組立ロボット

オックスフォード大でモジュール据付
2005～2006年CERNで行われた
シリンダー組み合わせ作業風景 31



アトラス用TDC (40万ゲート)
２万個を東芝で製造

0.3mm CMOS Gate Array 

ミューオンドリフトチューブ
の時間測定に使用

40万チャンネル

⑤ ミューオン用
時間デジタル変換チップ

特許：CMOSメモリーを応用
大杉（広大）新井（KEK）

delay
clock

data

delay delay
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粒子と物質の相互作用を記述する世界標準シミュレーションソフト

 1994年にCERNと日本などが協力開発に合意。1998年に完成

// Description:
//   This class represents the manager who steers to move the give
//   particle from the TrackingManger by one Step.
//
// Contact:
//   Questions and comments to this code should be sent to

//    Katsuya Amako (e-mail: Katsuya.Amako@kek.jp)
//     Takashi Sasaki (e-mail: Takashi.Sasaki@kek.jp)
//
//---------------------------------------------------------------
#include "G4SteppingManager.hh"
// G4SteppingManager.cc
#include "G4SteppingVerbose.hh"

電磁シャワーのシミュレーション 基本ソフトのあちこちに日本人研究者
の名前が載っている！（ソース公開）

⑥ 基本ソフト Geant4 (ジアント４)
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その３： 人
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アトラスメンバーの変遷

1998年4月 2014年1月

高エネ研 １９ ２５

東京大(ICEPP+理) ５ ４２

東京農工大 １ ー

首都大東京 ２ １

信州大 １ ３

福井大 １ ー

京都大 ２ ５

京都教育大 １ ２

神戸大 ４ １２

鳴門教育大 ２ ー

広島工大 １ １

広島大 ２ ー

長崎総合科学大 ２ ２

合 計 ４３ １５４

（研究機関数） （１３） （１７）

1998年４月後の新メンバー

2014年1月

筑波大 １６

お茶の水女子大 １

早稲田大 ９

東京工大 １２

名古屋大 ６

大阪大 １０

岡山大 １

九州大 ６
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女性

男性

アトラス実験メンバーの年齢分布
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動画：大学院生たちは

http://atlas.kek.jp/sub/video/20140419_TGCandStudents.mp4
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動画：アトラス日本グループでの会合風景（抜粋）

http://atlas.kek.jp/sub/video/20140419_students.mp4
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巨大計画における院生たちの悩み・不安（抜粋）

史上最大の作戦をやって
いるのに、毎日ワイヤー張
りのおばちゃんの面倒を見
ていると、へこんだりくる

チェンバー懸命に作っ
ているのに、その動作
原理さえわかってない

昔だって将来の保
証なんてなかった

スケジュール決まってて
学生の自由度がない、
文句言えば嫌な顔される

大きなグループで飲まれる
自分の持ち味持つには

時間かかりへこんでしまう

こにままでは
Ｄ論取れない。

暗くなる。

全体像をつかみにくい、
つかむ気がないのでは？

昔は学生は
デカい
顔した

物理を議論
する雰囲気ない

自分で勉強しろ

ゼミつくれ

Ｄ論技術で書
けないの？
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修士論文 博士論文

1994 1
1996 2
1997 4
1998 3
1999 5
2000 7
2001 9 1
2002 9
2003 12
2004 12
2005 6
2006 7 2
2007 8
2008 9 1
2009 14 1
2010 12 2
2011 14 3
2012 17 3
2013 18 8
総 計 169 21

アトラス関係の学位論文数
（国内のみ）
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著者名
(約3000名,日本人約110名）

本文

ヒッグス粒子発見
のアトラス論文 41



ヒッグス粒子発見
のアトラス論文

日本の研究機関所属者
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2009年11月20日 LHC故障後はじめてビームが復帰した瞬間の感激

活気がある ！ 目が輝いている ！ 43



謝 辞

仁科記念賞では日本の研究者グループ集団による貢献を高く
評価していただいたと思っています。

物理学史上最大のプロジェクトに日本もビジブルに活躍できた
のは

・ 予算： 文部（科学）省の強力なサポートとKEKの支援

・ 技術： 日本企業の技術とご支援

・ 人 ： 大学の若い世代とＫＥＫにエキスパートの存在

２０年の長期にわたるご支援に感謝します。

これからもよろしくお願いします。

PS, トリスタン, Bファクトリ….
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