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電子飛跡検出型コンプトンカメラにおける飛跡取得の改良
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Abstract
MeV ガンマ線での観測は、GRB(Gamma Ray Burst) の発生機構や超新星爆発の機構など、さまざまな
天体現象を理解するうえで重要なものである。しかし、MeV 領域での全天観測はこれまで COMPTEL や

INTEGRAL 衛星が行ったが、他の波長領域に比べて検出感度もよくない。この原因は、MeV 領域では、物
質との相互作用はコンプトン散乱が優位になり、到来ガンマ線のエネルギーを測定するのが難しい上、透過力
が高く集光も難しいため、到来方向を求めにくいことにある。また、宇宙線と検出器との相互作用から生じる
大量のバックグラウンドが存在することも原因として挙げられる。そこで、我々のグループは優れたイメー
ジング能力を持つ全く新しい検出器として電子飛跡検出型コンプトンカメラ (Electron-Tracking Compton

Camera, ETCC) を開発している。COMPTEL では、ガンマ線の到来方向を円環上に制限するのみであっ
たが、ETCC ではコンプトン散乱による散乱ガンマ線のエネルギーや吸収点だけでなく、反跳電子の三次元
的な飛跡も測定することでガンマ線の到来方向を円環の一部に絞ることができる。しかし、従来の ETCC で
は、反跳電子の三次元的な飛跡を得る際に散乱点と反跳方向の決定精度を上げる余地があった。そこで、反
跳電子に電離された電子雲の信号の持続時間 (Time Over Threshold, TOT) の値に応じて補正をかけること
で、より細かく飛跡の構造を取ることができるようになった。本講演では、ETCC での飛跡解析の改善され
た点について報告する。
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ンプトンカメラであり、MeV 領域での観測を切り拓 されており、コンプトン散乱で生じた反跳電子が飛
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ら求められるエネルギー損失によって、電子でない
中性子などのバックグラウンドを分離できる。さら
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すことで、偶然同時計数やシンチレータで散乱され
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図 1: COMPTEL の構造 (V. Schönfelder, et al.

除去することができる。このようにして、MeV 領域
における高感度な観測を実現している。

1993)

図 2: 検出方法の比較 COMPTEL（左）と ETCC
（右）
そこで、我々は次世代の検出器として、電子飛跡
検出型コンプトンカメラ（ETCC）の開発を進めて
いる (図 3)(Tanimori.

T, et al. 2015)。図 3 の
ARM(Angular Resolution Measure) は入射ガンマ

図 3: ETCC の構造
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悪くなってしまい、改善の余地が残されていた。そこ
で、TOT の値に応じて補正をかけることで反跳電子
の真の飛跡を推定する (図 7)。方法としては、ミュー
オンの飛跡を直線でフィッティングすることにより、
信号の立ち上がりと真の飛跡との時間差 (z 軸の値の
差) を補正値として求め、補正をかける (図 8)。これ
により、従来の ETCC 法の約 1.6 倍、電子飛跡を用
いないコンプトン法の 4 倍近く検出有意度を改善し
た (図 9)。

図 4: 電離電子の読み出し
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TOT 補正
図 6: 信号の持続時間 TOT

30 cm 角のガス飛跡検出器を用いた ETCC を用い
ることで有効面積が 1 cm2 程度、SPD は 200 度、

ARM は 5.3 度を達成した (Tanimori.

T, et al.

2015)。電子飛跡を用いない従来のコンプトン法に
比べ、ETCC の検出有意度は約 3 倍改善した。図 5
は 3 つの 137 Cs 線源を測定し、同じデータに対して、
解析に電子飛跡を用いる場合と用いない場合での検
出有意度マップである。
図 7: 電子の飛跡 TOT 補正有り (左) と TOT 補正
無し (右)

図 5: 検出有意度マップ (データは左右同じ) ETCC
法（左）と従来のコンプトン法（右）

ETCC では、検出した信号の立ち上がりから立ち
下りまでの持続時間 (TOT, 図 6) を記録している。電
離電子の信号は増幅器などの時定数分だけ時間方向
に広がっているため、その TOT も広がり、時間方向

(z 軸 方向) に広がって構成されていた。したがって、
従来の ETCC では、散乱点や散乱方向の決定精度が

図 8: TOT の補正値を求める方法
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図 9: TOT 補正後の検出有意度マップ (図 5 とデー
タは同じ)
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まとめ
従来の ETCC では有効面積が 1 cm2 程度 (＠

300keV) で角度分解能は 5.3 度 (＠ 662keV) であっ
た。これは高度 40km で 4 時間観測したとき、かに星
雲を 3σ で測定することができる。さらに、TOT 補
正を行うことで、検出有意度が約 1.6 倍改善され、同
じ条件でかに星雲を 5σ で測定することができる。こ
の電子飛跡解析方法の改良に加え、今後はコンプト
ン散乱点の決定方法の改良をすることで、より感度の
高いコンプトンカメラとすることを目指す。MeV 領
域での感度が改善すると予測され (図 10)(Tanimori.

T, et al. 2015)、計画としては、アメリカのフォー
トサムナーでかに星雲や Cyg X-1、極域で銀河面や

GRB などを観測する気球実験 (SMILE-II) があり、
MeV 天文学での大きな革新は可能となっている。

図 10: 今後の計画 (SMILE-II, III, Satellite-ETCC)
での予測感度

