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概要

実機試験結果を取り入れたシミュレータに基づき、
ASTRO-H 衛星搭載軟ガンマ線検出器のために
新しくコンプトン再構成アルゴリズムを開発し、
実験、シミュレーションに基づく検証を行った

1. イントロ
2. SGD CC EM1 実機試験とモンテカルロシミュレータ
3. コンプトン再構成アルゴリズム
4. アルゴリズムの検証
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第2章 ASTRO-H SGD とコンプトンカメラ

2.1 ASTRO-H 衛星
2015年打ち上げ予定の ASTRO-H [6][7]は、数々の成功を収めてきた日本の X 線観測ミッショ

ンの第 6番目にあたる、国際 X線科学衛星である。ASTRO-Hが Scientific goals and Objectives

図 2.1: ASTRO-H 衛星

として掲げる目標は、1. 宇宙の大規模構造とその進化を明らかにすること、2. 宇宙の極限状態
を理解すること、3. 非熱的宇宙の様々な現象を探ること、4. ダークマターとダークエネルギー
の謎を解明すること、の四つであり、これらの目標を達成するために、軟 X 線望遠鏡、軟 X 線
分光システム、軟 X 線撮像システム、硬 X 線望遠鏡及び硬 X 線撮像システム、そして軟ガン
マ線検出器を搭載している。これらの機器により、0.3 keV-600 keV の 3桁以上に渡る過去最高
感度の広帯域観測、硬 X 線望遠鏡による硬 X 線帯域での撮像分光観測、そして初のマイクロカ
ロリメータによる超高分解能分光観測を実現する。

2.2 軟ガンマ線検出器 (SGD)

軟ガンマ線検出器 (SGD)[8][9]は ASTRO-H に搭載される 4種類の観測機器のうち、最もエネ
ルギーが高い数 10-600 keV の軟ガンマ線帯域に感度を持つ検出器である。SGD は狭視野半導体
多層コンプトンカメラという我が国独自の新しいコンセプトを持つ検出器で [11][12]、視野を絞
る井戸型の BGO アクティブシールドとリン青銅のファインコリメータの底に Si/CdTe コンプ
トンカメラを設置するという構造をとる。“すざく”衛星の HXD (Hard X-ray Detector)[15]に

ASTRO-H SGD

2015年度打ち上げ予定、6番目の日本のX線衛星 (Takahashi+ 12) 
1. 硬X線の集光撮像観測
2. 世界初のX線マイクロカロリメーターによる超高分解能分光観測
3. 0.3キロ電子ボルトから600キロ電子ボルトと、3桁以上にもおよ
ぶ、過去最高の高感度広帯域観測
・SXS+SXT (0.3 keV-12 keV)
・SXI+SXT (0.4 keV-12 keV)
・HXI+HXT (5 keV-80 keV)
・軟ガンマ線検出器 SGD (40 keV-600 keV)
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非熱的放射・核ガンマ線

・地上で観測できない
・集光が困難
・バックグラウンドが高い
・検出効率が低い

-> 軟ガンマ線の感度ギャップ
克服する鍵「コンプトンカメラ」

軟ガンマ線

2.3. コンプトンカメラ 5

4 第 2章 ASTRO-H SGD とコンプトンカメラ

2.2.1 軟ガンマ線帯域の困難
X 線やガンマ線は大気で散乱されるため、衛星や気球などの飛翔観測機器を用いて観測され
る。数 10 keV 以下の硬 X 線帯域は、軌道上でのバックグラウンドが大きく、 X 線がコンプト
ン散乱を起こして検出器から逃げ出すので検出効率が低いが、X 線ミラーなどの光学系を用いる
ことにより天体からのフラックスを稼ぐことができる。一方、数 100 MeV を超えるようなガン
マ線は、光子数は少ない代わりにバックグラウンドが低い。TeV を超えるようになってくると大
気自体を用いることにより地上で観測ができるようになる。数 100 keV ! 数 MeV の軟ガンマ線
帯域は、集光が難しく天体からのフラックスを稼げず、放射化を始めとする軌道上でのバックグ
ラウンドレベルが高く、ガンマ線がコンプトン散乱により検出器を逃げ出すことによって検出効
率が低くなるという全ての困難を抱えており、他の帯域と比べて特に観測するのが難しい。この
ことから周りと比べて現在までに到達された感度が低く、“軟ガンマ線の感度ギャップ”と言われ
ている (図 2.2.1)。超新星爆発に伴う元素合成や電子・陽電子対消滅放射などの物理現象と直接
関わる核ガンマ線のラインがあるのもこの帯域であるが、放射化した検出器自身が核ガンマ線や
対消滅線を放出することから、ラインの感度を上げるのは更に困難である。

図 2.1: 軟ガンマ線の感度ギャップ
In order to study turbulence, magnetic fields, and rel-

ativistic particles in various astrophysical systems, and
to draw a more complete picture of the high energy
Universe, observations by a spectrometer with an ex-
tremely high resolution capable of measuring the bulk
plasma velocities and/or turbulence with a resolution
corresponding to a speed of ! 100 km s"1 are desirable.
In galaxy clusters, X-ray hot gas is trapped in a gravita-
tional potential well and shocks and/or turbulence are
produced as smaller substructures with their own hot
gas halos fall into and merge with the dominant cluster.
Large scale shocks can also be produced as gas from
the intracluster medium falls into the gravitational po-
tential of a cluster. The bulk motions and turbulences
are in turn responsible for acceleration of particles to
very high energies, which is manifested via non-thermal
emission processes, best studied with sensitive hard X-
ray and !-ray measurements.
Understanding the non-thermal phenomena in the

Universe is one of the key goals of modern astrophysics.
The origin of galactic and extragalactic cosmic rays
and their roles in the history of the Universe still re-
main unsolved. In this paper, we will discuss contribu-
tions by future X-ray missions which are under devel-
opment in conjunction with possible synergy with the
next-generation TeV !-ray observatory, the Cherenkov
Telescope Array (CTA).

2. Future X-ray Missions

A number of new X-ray missions which are ex-
pected to revolutionize the current understanding of the
high energy Universe are being developed and planned.
In the next decade, ASTROSAT [3], NuSTAR [4], e-
ROSITA [5], ASTRO-H [6] and GEMS [7] will be re-
alized. Among them, the 6th Japanese X-ray satellite
ASTRO-H, to be launched in 2014, is the next major in-
ternational X-ray mission which will be operated as an
observatory. Much larger missions, such as Athena [8]
and LOFT [9], have been proposed for the 2020’s.
ASTROSAT is a multi-wavelength astronomy mission

carrying four X-ray instruments, which will be placed
in a 650-km, near-equatorial orbit. It will provide data
mainly in the area of X-ray timing and broadband spec-
troscopy covering the energy range 0.3 " 150 keV, with
emphasis on hard X-rays. Di!use UV studies can also
be carried out with an onboard UV telescope.
NuSTAR and ASTRO-H will carry the first focusing

hard X-ray telescopes with graded multilayer reflect-
ing surfaces that operate in an energy range of 5 " 80
keV. Imaging and especially focusing instruments have
two tremendous advantages. Firstly, the volume of the

Figure 1: Di!erential sensitivities of di!erent X-ray and !-ray instru-
ments for an isolated point source. Lines for the Chandra/ACIS-S, the
Suzaku/HXD (PIN and GSO), the INTEGRAL/IBIS (from the 2009
IBIS Observer’s Manual), and the ASTRO-H/HXI,SGD are the 3"
sensitivity curves for 100 ks exposures. A spectral bin with "E/E = 1
is assumed for Chandra and "E/E = 0.5 for the other instruments.
Note that the XMM-Newton instruments have a slightly better sen-
sitivity than Chandra for 100 ks, while SWIFT/BAT is characterized
by almost the same sensitivity limit as IBIS/ISGRI within the range
from 15 keV up to ! 300 keV. The sensitivities of the COMPTEL and
EGRET instruments correspond to the all-lifetime all-sky survey of
CGRO. The curve denoting Fermi-LAT is the pre-launch sensitivity
evaluated for the 5" detection limit at high Galactic latitudes with
1/4-decade ranges of energy in a one-year dataset [10]. The curves
depicting the MAGIC Stereo system [11] and H.E.S.S. are given for
5" detection with > 10 excess photons after 50 h exposure. The sim-
ulated CTA configuration C sensitivity curve for 50 h exposure at a
zenith angle of 20 deg is taken from [12]. Red dashed line denotes the
di!erential energy flux corresponding to the mCrab unit in various
energy ranges as adopted in the literature.

focal plane detector can be made much smaller than
for non-focusing instruments, so reducing the absolute
background level since the background flux generally
scales with the size of the detector. Secondly, the resid-
ual background, often time-variable, can be measured
simultaneously with the source, and can be reliably sub-
tracted.
As shown in Figure 1, the sensitivity to be achieved

by ASTRO-H (and similarly NuSTAR) is about two or-
ders of magnitude improved compared to previous col-
limated or coded mask instruments that have operated
in this energy band (Figure 2). This will bring a break-
through in our understanding of hard X-ray spectra
of celestial sources in general. With this sensitivity,
30" 50% of the hard X-ray Cosmic Background would
be resolved. This will enable us to track the evolution
of active galaxies with accretion flows which are heavily
obscured, in order to accurately assess their contribution
to the Cosmic X-ray Background over cosmic time. In
addition, simultaneous observations of blazar-type ac-
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2.3 コンプトンカメラ
軟ガンマ線帯域での感度向上のため、一般的な検出器ではバックグラウンドの要因となるコン
プトン散乱そのものを積極的に観測に用いるというコンセプトを採用したのが “コンプトンカメ
ラ”と呼ばれる検出器である。一般的なコンプトンカメラは、比較的軽くコンプトン散乱を起こ
しやすい検出器を散乱体、重く光電吸収を起こしやすい検出器を吸収体とし、コンプトン散乱を
起こしたガンマ線を光電吸収させるというデザインをとる。散乱体、吸収体、それぞれの反応位
置とそこで落としたエネルギーを用いて “コンプトン再構成”を行い、入射ガンマ線の到来方向
を制限する。

図 2.2: 数 100 keV から数 10 MeV の軟ガンマ線帯域で達成された感度が低く、軟ガンマ線の感
度ギャップとよばれる。[5]

2.3 コンプトンカメラ
軟ガンマ線帯域での感度向上のため、一般的な検出器ではバックグラウンドの要因となるコン

プトン散乱そのものを積極的に観測に用いるというコンセプトを採用したのが、“コンプトンカ
メラ”と呼ばれる検出器である [17]。一般的なコンプトンカメラにおいては、Z が小さく光電吸
収に比べてコンプトン散乱を起こしやすい検出器を散乱体、Z が大きく光電吸収を起こしやすい
検出器を吸収体とし、コンプトン散乱を起こしたガンマ線を光電吸収させるというデザインをと
る。散乱体、吸収体、それぞれの反応位置とそこで落としたエネルギーを用いて “コンプトン再
構成”を行い、入射ガンマ線の到来方向を制限する。

2.3.1 コンプトン散乱
コンプトンカメラの原理を理解する上で鍵となる相互作用が、ガンマ線と電子との相互作用の

一つであるコンプトン散乱である。ガンマ線が物質に入射すると、原子核に弱く束縛された外殻
の電子と散乱を起こすことがある。ガンマ線のエネルギーが比較的高い時は、この過程は近似的
に、ガンマ線と、静止した自由電子との間での散乱として取り扱うことができ、コンプトン散乱
と呼ばれる。コンプトン散乱は非弾性散乱であり、ガンマ線はそのエネルギーを一部電子に受け
渡してエネルギーを失う。ガンマ線の散乱角と失うエネルギーの間には関係があり、四元運動量
の保存則から導かれる。入射ガンマ線のエネルギーをE!、ガンマ線の散乱角を !、電子の静止質
量エネルギーをmec2とすると、散乱されたガンマ線のエネルギーE!

! は、

E!
! =

E!

1 +
E!

mec2
(1 ! cos !)

(2.1)

低感度

高感度

(Weidenspointner+ 08)

(Takahashi+ 12)

that leads to a 1,809-keV c-ray line. Using the 1,809-keV line flux,
which has been relatively well established with COMPTEL19,20 and
SPI21, and which is much more symmetric than the 511-keV emission
seems to be, we predict a corresponding 511-keV emission that
amounts to (28 6 7)% of the emission that we see in the inner disk
(Supplementary Information). Thus the dominant (non 26Al) source
of disk positrons must have an asymmetry of about 2.2, not 1.8. The
asymmetry cannot be due to differences in the column densities of
the interstellar medium (ISM) in which the positrons annihilate.
Both 21-cm radio observations and measurements of high-energy
c-rays from cosmic-ray interactions indicate that typical ISM column
densities on either side of the Galactic Centre are equal to within
about 10%. Furthermore, spectroscopy of the 511-keV line emission
from the two sides of the inner Galactic disk (see Fig. 3) suggests no
differences in line shape that might indicate that the flux difference is
associated with differing conditions in the ISM. We therefore pro-
pose that the annihilation asymmetry is in some way linked to the
positron production.

As previously noted, X-ray binaries containing accreting stellar-
mass black holes or neutron stars have been considered as possible
candidates for sources of the positrons, partly because their concen-
tration towards the Galactic bulge is similar to that seen in annihila-
tion line radiation. If positrons escape with an energy of about 1 MeV,

their lifetime in the ISM before they slow down and annihilate is
thought to be , 105 years (ref. 22; for an ISM density of 1 cm23).
The distance traversed in this time depends critically on the structure
of the magnetic fields, but studies suggest that typically they do not
diffuse more than about 100 pc from their sources22,23, corresponding
to ,1u at the distance of the Galactic Centre. Hence one would expect
the annihilation radiation produced to be diffuse but to follow the
large-scale distribution of the sources.

Our observed asymmetry in the 511-keV line emission from the
Galactic disk suggests an association with X-ray binaries, specifically
with LMXBs. Whereas LMXBs seen at lower (,20 keV) X-ray ener-
gies are approximately symmetrically distributed in the inner Galaxy,
for reasons that are still not understood the distribution of LMXBs in
the inner Galaxy seen in hard X-rays exhibits an asymmetry (Fig. 1b)
that becomes more and more distinct with increasing energy. High-
mass X-ray binaries do not, by contrast, show any significant imba-
lance. The number of LMXBs in the INTEGRAL/IBIS catalogue24 at
negative longitudes (45) is higher than that at positive longitudes
(26) by a factor of 1.7. At higher energies25, and particularly if one
uses flux-weighted counts, the ratio becomes even larger (for
example, for LMXBs detected above 100 keV we find a flux-weighted
ratio of 2.8), but the statistical uncertainties become large. The
differences cannot be attributed to differences in the IBIS survey
sensitivity in the two regions, which are small (=10%). A
Kolmogorov–Smirnov test shows that the Galactic longitude distri-
bution of hard LMXBs follows very well that of our asymmetric
511-keV flux model but not the best fit symmetric one (the maxi-
mum distance between the normalized integral distributions being
such as to occur with chance probability of 41% in the former case,
but only 2.1% in the latter—see Supplementary Information for
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Figure 1 | A sky map in the 511-keV electron–positron annihilation line, and
the sky distribution of hard LMXBs. In both maps, the Galactic Centre is at
the origin, the Galactic plane is along the equator; Galactic longitude and
latitude are shown in degrees. a, The 511-keV line map. The bright bulge
region is prominent, as is the distinct asymmetry in the flux from the inner
disk; contours correspond to intensity levels of 1023 and
1022 photons cm22 s21 sr21. The map is based on observations with the
imaging spectrometer SPI on board the INTEGRAL satellite, and uses data
obtained during ‘guaranteed time’ for the first 4.3 years of the mission and
publicly available data from ‘guest observer’ observations for the first
3.3 years, supplemented by observing time awarded to the authors. The map
was obtained using a MREM (Multi-Resolution Expectation Maximization)
image deconvolution algorithm28. During the iterative image
reconstruction, a filter is applied to the image correction to suppress
artefacts due to statistics noise. Such filtering implies that low surface
brightness emission which is still detectable by model fitting may not be
present in the image, as is the case for some of the disk emission. b, The sky
distribution of the hard LMXBs detected at energies above 20 keV with
INTEGRAL/IBIS24, showing the resemblance to that of the 511-keV
annihilation line in a.
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Figure 2 | The longitude profile of a model for the sky distribution of 511-
keV electron–positron annihilation line radiation for Galactic latitudes
| b | , 106. The model was obtained by fitting to the same observations from
which the map depicted in Fig. 1a was derived. The asymmetry in the
annihilation flux from the inner disk is again evident. The depicted sky
model consists of six components. The bright bulge was described by a
superposition of two gaussian distributions located at the Galactic Centre.
For the disk, a parameterized model of the Galactic distribution of the stellar
population was used29. The parameters of the bulge and disk components
were determined by fitting to our observations (see Supplementary Material
for details). This disk model was then divided into four longitude intervals
with boundaries at 2180u, 250u, 0u, 50u and 180u. The two gaussians
representing the bright bulge overlap with the two longitude intervals
covering the inner disk region. This model was compared with the
observations, finding the normalizations of the six components that best
reproduce the data, using maximum likelihood as the test statistic. In this
particular model, the normalizations of the two outer disk components are
negative, but insignificant. Other models that provide equally acceptable fits
to the data all lead to the same conclusions about the asymmetry in the inner
disk region (and none of them attributes significant emission to the outer
disk region). The solid lines show the model in the inner Galaxy; the dashed
lines show the model in the outer Galaxy where formally the fit gives a
negative, but not significant, flux.
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that leads to a 1,809-keV c-ray line. Using the 1,809-keV line flux,
which has been relatively well established with COMPTEL19,20 and
SPI21, and which is much more symmetric than the 511-keV emission
seems to be, we predict a corresponding 511-keV emission that
amounts to (28 6 7)% of the emission that we see in the inner disk
(Supplementary Information). Thus the dominant (non 26Al) source
of disk positrons must have an asymmetry of about 2.2, not 1.8. The
asymmetry cannot be due to differences in the column densities of
the interstellar medium (ISM) in which the positrons annihilate.
Both 21-cm radio observations and measurements of high-energy
c-rays from cosmic-ray interactions indicate that typical ISM column
densities on either side of the Galactic Centre are equal to within
about 10%. Furthermore, spectroscopy of the 511-keV line emission
from the two sides of the inner Galactic disk (see Fig. 3) suggests no
differences in line shape that might indicate that the flux difference is
associated with differing conditions in the ISM. We therefore pro-
pose that the annihilation asymmetry is in some way linked to the
positron production.

As previously noted, X-ray binaries containing accreting stellar-
mass black holes or neutron stars have been considered as possible
candidates for sources of the positrons, partly because their concen-
tration towards the Galactic bulge is similar to that seen in annihila-
tion line radiation. If positrons escape with an energy of about 1 MeV,

their lifetime in the ISM before they slow down and annihilate is
thought to be , 105 years (ref. 22; for an ISM density of 1 cm23).
The distance traversed in this time depends critically on the structure
of the magnetic fields, but studies suggest that typically they do not
diffuse more than about 100 pc from their sources22,23, corresponding
to ,1u at the distance of the Galactic Centre. Hence one would expect
the annihilation radiation produced to be diffuse but to follow the
large-scale distribution of the sources.

Our observed asymmetry in the 511-keV line emission from the
Galactic disk suggests an association with X-ray binaries, specifically
with LMXBs. Whereas LMXBs seen at lower (,20 keV) X-ray ener-
gies are approximately symmetrically distributed in the inner Galaxy,
for reasons that are still not understood the distribution of LMXBs in
the inner Galaxy seen in hard X-rays exhibits an asymmetry (Fig. 1b)
that becomes more and more distinct with increasing energy. High-
mass X-ray binaries do not, by contrast, show any significant imba-
lance. The number of LMXBs in the INTEGRAL/IBIS catalogue24 at
negative longitudes (45) is higher than that at positive longitudes
(26) by a factor of 1.7. At higher energies25, and particularly if one
uses flux-weighted counts, the ratio becomes even larger (for
example, for LMXBs detected above 100 keV we find a flux-weighted
ratio of 2.8), but the statistical uncertainties become large. The
differences cannot be attributed to differences in the IBIS survey
sensitivity in the two regions, which are small (=10%). A
Kolmogorov–Smirnov test shows that the Galactic longitude distri-
bution of hard LMXBs follows very well that of our asymmetric
511-keV flux model but not the best fit symmetric one (the maxi-
mum distance between the normalized integral distributions being
such as to occur with chance probability of 41% in the former case,
but only 2.1% in the latter—see Supplementary Information for
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Figure 1 | A sky map in the 511-keV electron–positron annihilation line, and
the sky distribution of hard LMXBs. In both maps, the Galactic Centre is at
the origin, the Galactic plane is along the equator; Galactic longitude and
latitude are shown in degrees. a, The 511-keV line map. The bright bulge
region is prominent, as is the distinct asymmetry in the flux from the inner
disk; contours correspond to intensity levels of 1023 and
1022 photons cm22 s21 sr21. The map is based on observations with the
imaging spectrometer SPI on board the INTEGRAL satellite, and uses data
obtained during ‘guaranteed time’ for the first 4.3 years of the mission and
publicly available data from ‘guest observer’ observations for the first
3.3 years, supplemented by observing time awarded to the authors. The map
was obtained using a MREM (Multi-Resolution Expectation Maximization)
image deconvolution algorithm28. During the iterative image
reconstruction, a filter is applied to the image correction to suppress
artefacts due to statistics noise. Such filtering implies that low surface
brightness emission which is still detectable by model fitting may not be
present in the image, as is the case for some of the disk emission. b, The sky
distribution of the hard LMXBs detected at energies above 20 keV with
INTEGRAL/IBIS24, showing the resemblance to that of the 511-keV
annihilation line in a.
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Figure 2 | The longitude profile of a model for the sky distribution of 511-
keV electron–positron annihilation line radiation for Galactic latitudes
| b | , 106. The model was obtained by fitting to the same observations from
which the map depicted in Fig. 1a was derived. The asymmetry in the
annihilation flux from the inner disk is again evident. The depicted sky
model consists of six components. The bright bulge was described by a
superposition of two gaussian distributions located at the Galactic Centre.
For the disk, a parameterized model of the Galactic distribution of the stellar
population was used29. The parameters of the bulge and disk components
were determined by fitting to our observations (see Supplementary Material
for details). This disk model was then divided into four longitude intervals
with boundaries at 2180u, 250u, 0u, 50u and 180u. The two gaussians
representing the bright bulge overlap with the two longitude intervals
covering the inner disk region. This model was compared with the
observations, finding the normalizations of the six components that best
reproduce the data, using maximum likelihood as the test statistic. In this
particular model, the normalizations of the two outer disk components are
negative, but insignificant. Other models that provide equally acceptable fits
to the data all lead to the same conclusions about the asymmetry in the inner
disk region (and none of them attributes significant emission to the outer
disk region). The solid lines show the model in the inner Galaxy; the dashed
lines show the model in the outer Galaxy where formally the fit gives a
negative, but not significant, flux.
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非熱的放射・核ガンマ線

・地上で観測できない
・集光が困難
・バックグラウンドが高い
・検出効率が低い

-> 軟ガンマ線の感度ギャップ
克服する鍵「コンプトンカメラ」

軟ガンマ線

(Weidenspointner+ 08)

that leads to a 1,809-keV c-ray line. Using the 1,809-keV line flux,
which has been relatively well established with COMPTEL19,20 and
SPI21, and which is much more symmetric than the 511-keV emission
seems to be, we predict a corresponding 511-keV emission that
amounts to (28 6 7)% of the emission that we see in the inner disk
(Supplementary Information). Thus the dominant (non 26Al) source
of disk positrons must have an asymmetry of about 2.2, not 1.8. The
asymmetry cannot be due to differences in the column densities of
the interstellar medium (ISM) in which the positrons annihilate.
Both 21-cm radio observations and measurements of high-energy
c-rays from cosmic-ray interactions indicate that typical ISM column
densities on either side of the Galactic Centre are equal to within
about 10%. Furthermore, spectroscopy of the 511-keV line emission
from the two sides of the inner Galactic disk (see Fig. 3) suggests no
differences in line shape that might indicate that the flux difference is
associated with differing conditions in the ISM. We therefore pro-
pose that the annihilation asymmetry is in some way linked to the
positron production.

As previously noted, X-ray binaries containing accreting stellar-
mass black holes or neutron stars have been considered as possible
candidates for sources of the positrons, partly because their concen-
tration towards the Galactic bulge is similar to that seen in annihila-
tion line radiation. If positrons escape with an energy of about 1 MeV,

their lifetime in the ISM before they slow down and annihilate is
thought to be , 105 years (ref. 22; for an ISM density of 1 cm23).
The distance traversed in this time depends critically on the structure
of the magnetic fields, but studies suggest that typically they do not
diffuse more than about 100 pc from their sources22,23, corresponding
to ,1u at the distance of the Galactic Centre. Hence one would expect
the annihilation radiation produced to be diffuse but to follow the
large-scale distribution of the sources.

Our observed asymmetry in the 511-keV line emission from the
Galactic disk suggests an association with X-ray binaries, specifically
with LMXBs. Whereas LMXBs seen at lower (,20 keV) X-ray ener-
gies are approximately symmetrically distributed in the inner Galaxy,
for reasons that are still not understood the distribution of LMXBs in
the inner Galaxy seen in hard X-rays exhibits an asymmetry (Fig. 1b)
that becomes more and more distinct with increasing energy. High-
mass X-ray binaries do not, by contrast, show any significant imba-
lance. The number of LMXBs in the INTEGRAL/IBIS catalogue24 at
negative longitudes (45) is higher than that at positive longitudes
(26) by a factor of 1.7. At higher energies25, and particularly if one
uses flux-weighted counts, the ratio becomes even larger (for
example, for LMXBs detected above 100 keV we find a flux-weighted
ratio of 2.8), but the statistical uncertainties become large. The
differences cannot be attributed to differences in the IBIS survey
sensitivity in the two regions, which are small (=10%). A
Kolmogorov–Smirnov test shows that the Galactic longitude distri-
bution of hard LMXBs follows very well that of our asymmetric
511-keV flux model but not the best fit symmetric one (the maxi-
mum distance between the normalized integral distributions being
such as to occur with chance probability of 41% in the former case,
but only 2.1% in the latter—see Supplementary Information for
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Figure 1 | A sky map in the 511-keV electron–positron annihilation line, and
the sky distribution of hard LMXBs. In both maps, the Galactic Centre is at
the origin, the Galactic plane is along the equator; Galactic longitude and
latitude are shown in degrees. a, The 511-keV line map. The bright bulge
region is prominent, as is the distinct asymmetry in the flux from the inner
disk; contours correspond to intensity levels of 1023 and
1022 photons cm22 s21 sr21. The map is based on observations with the
imaging spectrometer SPI on board the INTEGRAL satellite, and uses data
obtained during ‘guaranteed time’ for the first 4.3 years of the mission and
publicly available data from ‘guest observer’ observations for the first
3.3 years, supplemented by observing time awarded to the authors. The map
was obtained using a MREM (Multi-Resolution Expectation Maximization)
image deconvolution algorithm28. During the iterative image
reconstruction, a filter is applied to the image correction to suppress
artefacts due to statistics noise. Such filtering implies that low surface
brightness emission which is still detectable by model fitting may not be
present in the image, as is the case for some of the disk emission. b, The sky
distribution of the hard LMXBs detected at energies above 20 keV with
INTEGRAL/IBIS24, showing the resemblance to that of the 511-keV
annihilation line in a.

100 0 !100
Galactic longitude (degrees)

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020
Galactic latitude:
!10.0º to 10.0º

Fl
ux

 (p
ho

to
ns

 c
m

–2
 s

–1
 s

r–
1 )

Figure 2 | The longitude profile of a model for the sky distribution of 511-
keV electron–positron annihilation line radiation for Galactic latitudes
| b | , 106. The model was obtained by fitting to the same observations from
which the map depicted in Fig. 1a was derived. The asymmetry in the
annihilation flux from the inner disk is again evident. The depicted sky
model consists of six components. The bright bulge was described by a
superposition of two gaussian distributions located at the Galactic Centre.
For the disk, a parameterized model of the Galactic distribution of the stellar
population was used29. The parameters of the bulge and disk components
were determined by fitting to our observations (see Supplementary Material
for details). This disk model was then divided into four longitude intervals
with boundaries at 2180u, 250u, 0u, 50u and 180u. The two gaussians
representing the bright bulge overlap with the two longitude intervals
covering the inner disk region. This model was compared with the
observations, finding the normalizations of the six components that best
reproduce the data, using maximum likelihood as the test statistic. In this
particular model, the normalizations of the two outer disk components are
negative, but insignificant. Other models that provide equally acceptable fits
to the data all lead to the same conclusions about the asymmetry in the inner
disk region (and none of them attributes significant emission to the outer
disk region). The solid lines show the model in the inner Galaxy; the dashed
lines show the model in the outer Galaxy where formally the fit gives a
negative, but not significant, flux.
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that leads to a 1,809-keV c-ray line. Using the 1,809-keV line flux,
which has been relatively well established with COMPTEL19,20 and
SPI21, and which is much more symmetric than the 511-keV emission
seems to be, we predict a corresponding 511-keV emission that
amounts to (28 6 7)% of the emission that we see in the inner disk
(Supplementary Information). Thus the dominant (non 26Al) source
of disk positrons must have an asymmetry of about 2.2, not 1.8. The
asymmetry cannot be due to differences in the column densities of
the interstellar medium (ISM) in which the positrons annihilate.
Both 21-cm radio observations and measurements of high-energy
c-rays from cosmic-ray interactions indicate that typical ISM column
densities on either side of the Galactic Centre are equal to within
about 10%. Furthermore, spectroscopy of the 511-keV line emission
from the two sides of the inner Galactic disk (see Fig. 3) suggests no
differences in line shape that might indicate that the flux difference is
associated with differing conditions in the ISM. We therefore pro-
pose that the annihilation asymmetry is in some way linked to the
positron production.

As previously noted, X-ray binaries containing accreting stellar-
mass black holes or neutron stars have been considered as possible
candidates for sources of the positrons, partly because their concen-
tration towards the Galactic bulge is similar to that seen in annihila-
tion line radiation. If positrons escape with an energy of about 1 MeV,

their lifetime in the ISM before they slow down and annihilate is
thought to be , 105 years (ref. 22; for an ISM density of 1 cm23).
The distance traversed in this time depends critically on the structure
of the magnetic fields, but studies suggest that typically they do not
diffuse more than about 100 pc from their sources22,23, corresponding
to ,1u at the distance of the Galactic Centre. Hence one would expect
the annihilation radiation produced to be diffuse but to follow the
large-scale distribution of the sources.

Our observed asymmetry in the 511-keV line emission from the
Galactic disk suggests an association with X-ray binaries, specifically
with LMXBs. Whereas LMXBs seen at lower (,20 keV) X-ray ener-
gies are approximately symmetrically distributed in the inner Galaxy,
for reasons that are still not understood the distribution of LMXBs in
the inner Galaxy seen in hard X-rays exhibits an asymmetry (Fig. 1b)
that becomes more and more distinct with increasing energy. High-
mass X-ray binaries do not, by contrast, show any significant imba-
lance. The number of LMXBs in the INTEGRAL/IBIS catalogue24 at
negative longitudes (45) is higher than that at positive longitudes
(26) by a factor of 1.7. At higher energies25, and particularly if one
uses flux-weighted counts, the ratio becomes even larger (for
example, for LMXBs detected above 100 keV we find a flux-weighted
ratio of 2.8), but the statistical uncertainties become large. The
differences cannot be attributed to differences in the IBIS survey
sensitivity in the two regions, which are small (=10%). A
Kolmogorov–Smirnov test shows that the Galactic longitude distri-
bution of hard LMXBs follows very well that of our asymmetric
511-keV flux model but not the best fit symmetric one (the maxi-
mum distance between the normalized integral distributions being
such as to occur with chance probability of 41% in the former case,
but only 2.1% in the latter—see Supplementary Information for
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Figure 1 | A sky map in the 511-keV electron–positron annihilation line, and
the sky distribution of hard LMXBs. In both maps, the Galactic Centre is at
the origin, the Galactic plane is along the equator; Galactic longitude and
latitude are shown in degrees. a, The 511-keV line map. The bright bulge
region is prominent, as is the distinct asymmetry in the flux from the inner
disk; contours correspond to intensity levels of 1023 and
1022 photons cm22 s21 sr21. The map is based on observations with the
imaging spectrometer SPI on board the INTEGRAL satellite, and uses data
obtained during ‘guaranteed time’ for the first 4.3 years of the mission and
publicly available data from ‘guest observer’ observations for the first
3.3 years, supplemented by observing time awarded to the authors. The map
was obtained using a MREM (Multi-Resolution Expectation Maximization)
image deconvolution algorithm28. During the iterative image
reconstruction, a filter is applied to the image correction to suppress
artefacts due to statistics noise. Such filtering implies that low surface
brightness emission which is still detectable by model fitting may not be
present in the image, as is the case for some of the disk emission. b, The sky
distribution of the hard LMXBs detected at energies above 20 keV with
INTEGRAL/IBIS24, showing the resemblance to that of the 511-keV
annihilation line in a.
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Figure 2 | The longitude profile of a model for the sky distribution of 511-
keV electron–positron annihilation line radiation for Galactic latitudes
| b | , 106. The model was obtained by fitting to the same observations from
which the map depicted in Fig. 1a was derived. The asymmetry in the
annihilation flux from the inner disk is again evident. The depicted sky
model consists of six components. The bright bulge was described by a
superposition of two gaussian distributions located at the Galactic Centre.
For the disk, a parameterized model of the Galactic distribution of the stellar
population was used29. The parameters of the bulge and disk components
were determined by fitting to our observations (see Supplementary Material
for details). This disk model was then divided into four longitude intervals
with boundaries at 2180u, 250u, 0u, 50u and 180u. The two gaussians
representing the bright bulge overlap with the two longitude intervals
covering the inner disk region. This model was compared with the
observations, finding the normalizations of the six components that best
reproduce the data, using maximum likelihood as the test statistic. In this
particular model, the normalizations of the two outer disk components are
negative, but insignificant. Other models that provide equally acceptable fits
to the data all lead to the same conclusions about the asymmetry in the inner
disk region (and none of them attributes significant emission to the outer
disk region). The solid lines show the model in the inner Galaxy; the dashed
lines show the model in the outer Galaxy where formally the fit gives a
negative, but not significant, flux.
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・コンプトン再構成
-- 入射ガンマ線の最初の2カ所の反応位置 (r1, r2)、
エネルギー (E1+E2, E2) から、入射ガンマ線の散乱
角 (θ) を求め、円錐の形 (コンプトンコーン) で入射
方向を制限
-- コンプトン運動学を要求する事でバックグラウ
ンドを低減できる

COMPTEL 検出器：MeV でパイオニア的成果
Sub-MeV では？ -> Si/CdTe コンプトンカメラ

コンプトンカメラ

(E1,�r1)
(E2,�r2)

�
E1+E2

E2

cos � = 1�mec
2

�
1

E2
� 1

E1 + E2

�

(c) NASA
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Si/CdTe コンプトンカメラ

・Si/CdTe 半導体イメージング検出器の組み合わせ
-- エネルギー分解能、位置分解能
-> 精度よく散乱過程を記録
-- Si：Sub-MeVでσcomp>>σabs、Doppler broadening 小
-- CdTe：Z~50, ρ~5.85 g/cm3

-> 散乱体、吸収体として最適
・高密度積層構造
-> 必要な感度をコンパクトに稼ぐ

Sub-MeV 帯域でコンプトンカメラによる高感度観測を
可能にする

5/23

(Takahashi+ 04, Watanabe+ 05, Takeda+ 09)

(Kamae+ 87)



挟視野コンプトンカメラ SGD

Si/CdTe コンプトンカメラに加え

・井戸型アクティブシールド
-- これ自体すざく HXD で実証済み
-- 視野制限とコンプトンコーンによる制限
-> 放射化などのバックグラウンドも除去

-> 最初からバックグラウンドがきわめて少ないス
ペクトルを得られる
-> 40 keV-600 keV で過去最高感度を目指す

Si

     CdTe  

               　　BGO

�

(E1,�r1)

(E2,�r2)

�

視
線
方
向
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SGD 高感度観測に向けて

-- 要求性能：エネルギー分解能 < 2% (FWHM)
-- 要求性能：有効面積 > 20 cm2 @ 100 keV
・ハードウェアとして正しく動作するか
・予期した高感度を実現できるか、デザイン修正の必要がないか

シミュレータ
コンプトン再構成
アルゴリズム

有効面積

バックグラウンド
感度

素子 -> エンジニアリングモデル (EM) -> フライトモデル (FM)
現在
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SGD CC EM1 実機試験

10cm

検出器数：Si pixel×32 (~2 cm)
                  CdTe pixel×80 (6 mm)　
総チャンネル数：13312ch/1CC
サイズ：10x10x10cm3

初めて衛星搭載と同等のセットアップで制作されたコンプトンカメラ16 第 3章 SGD CC EM1 実機試験
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図 3.1: CC EM1 検出器位置関係の概略図。

は 4.4 mm で、2層のCdTe-Pad 素子は 0.9 mm 間隔で配置してある。従って CdTe-Bottom 検
出器は平均 2.2 mm 間隔で積層してあることになる。CdTe-Side モジュールの CdTe-Pad は、3.8
mm 間隔で配置してある。これらの膨大な数の検出器と、208個の ASIC (Application Specific
IC)、168個の FEC (Front End Card)、そして ASIC をコントロールし外部と通信する FPGA
が、約 10!10!10 cm3のユニットにコンパクトに収まっている (図 3.2)。

3.2 CC EM1 データ処理の流れと実験セットアップ
CC EM1 のデータ処理の流れを図 3.3に示す。検出器にガンマ線がヒットすることによって電
子が生成され、それが検出器内を走ることによって電子・ホール対が生成される。電子・ホール

Si pixel

CdTe pixel
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SGD CC EM1 実機試験

検出器数：Si pixel×32 (~2 cm)
                  CdTe pixel×80 (6 mm)　
総チャンネル数：13312ch/1CC
サイズ：10x10x10cm3

初めて衛星搭載と同等のセットアップで制作されたコンプトンカメラ
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SGD CC EM1 実機試験

・新しいエネルギー較正法を開発
・エネルギー分解能 ΔE/E~1.6%@662 keV を達成
・100時間に渡る連続動作試験で安定動作を検証

3.5. CC EM1 の性能評価 29

図 3.18: 1ヒットスペクトル。133Ba 線源、Si 1 ASIC 分合計 (左)、CdTe 1 ASIC 分合計 (右)

図 3.19: 1ヒットスペクトル。137Cs 線源、Si 1 ASIC 分合計 (左)、CdTe 1 ASIC 分合計 (右)

図 3.20: Si/CdTe 2ヒットの合計エネルギースペクトル。133Ba 線源 (左)、137Cs 線源 (右)

デッドタイム変化
図 3.22右に、図 3.21のデータ取得時におけるライブタイム (デッドタイムでなかった時間) 率

を示す。四日間に渡ってライブタイム率が 1%以内で安定している。もし途中でノイズ性能が悪

133Ba 137Cs

6.3keV@356keV (FWHM)
10.5keV@662keV (FWHM)

SiとCdTeに一つずつシグナルが発生したものの合計エネルギースペクトル

16 第 3章 SGD CC EM1 実機試験

Si PartSi Part

CdTe Side PartCdTe Side PartCdTe Side PartCdTe Side Part

CdTe Side PartCdTe Side Part
NorthNorth

SouthSouth

CdTe Side PartCdTe Side Part
WestWest

EastEast

Expanded view of ComptonCameraExpanded view of ComptonCamera
- Only sensor chips (Si/CdTe) are displayed.
- Pint circuit boards and ASICs are not shown.
- Only sensor chips (Si/CdTe) are displayed.
- Pint circuit boards and ASICs are not shown.

CdTe Bottom PartCdTe Bottom Part

00

a=0a=0
10a10a
11a11a
12a12a
13a13a
14a14a
15a15a
16a16a
17a17a b=0b=0

b=0b=0

b=0b=0

b=0b=0

b=1b=1

b=1b=1

b=1b=1

b=1b=1

b=2b=2

b=2b=2

b=2b=2

b=2b=2

b=3b=3

b=3b=3
b=3b=3

b=3b=3

b=4b=4

b=4b=4
b=4b=4

b=4b=4

b=5b=5

b=5b=5

b=5b=5

b=5b=5

Detector ID 24b
(Inner layer)
Detector ID 24b
(Inner layer)

Detector ID 26b
(Inner layer)
Detector ID 26b
(Inner layer)

Detector ID 20b
(Inner layer)
Detector ID 20b
(Inner layer)

Detector ID 22b
(Inner layer)
Detector ID 22b
(Inner layer)

Detector ID 25b
(Outer layer)
Detector ID 25b
(Outer layer)

Detector ID Example
CdTe Side Part North
Detector ID Example
CdTe Side Part North

Inner layerInner layer Outer layerOuter layer

Detector ID 27b
(Outer layer)
Detector ID 27b
(Outer layer)

Detector ID 23b
(Outer layer)
Detector ID 23b
(Outer layer)

Detector ID 21b
(Outer layer)
Detector ID 21b
(Outer layer)

a=1a=1

a=2a=2

a=3a=3

Detector IDDetector ID

Detector IDDetector ID

22
33

11

44

66
77

55

88

1010
1111

99

1212

1414
1515

1313

1616

1818
1919

1717

2020

2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030
3131

2121

Camera
Coordinate
Camera
Coordinate

YY

ZZ

XX

North-to-South view of CdTe Side North.North-to-South view of CdTe Side North.

View direction AView direction A

Observation directionObservation direction

View direction BView direction BView direction CView direction C

230230

231231

232232

233233

234234

235235

220220

221221

222222

223223

224224

225225

図 3.1: CC EM1 検出器位置関係の概略図。

は 4.4 mm で、2層のCdTe-Pad 素子は 0.9 mm 間隔で配置してある。従って CdTe-Bottom 検
出器は平均 2.2 mm 間隔で積層してあることになる。CdTe-Side モジュールの CdTe-Pad は、3.8
mm 間隔で配置してある。これらの膨大な数の検出器と、208個の ASIC (Application Specific
IC)、168個の FEC (Front End Card)、そして ASIC をコントロールし外部と通信する FPGA
が、約 10!10!10 cm3のユニットにコンパクトに収まっている (図 3.2)。

3.2 CC EM1 データ処理の流れと実験セットアップ
CC EM1 のデータ処理の流れを図 3.3に示す。検出器にガンマ線がヒットすることによって電
子が生成され、それが検出器内を走ることによって電子・ホール対が生成される。電子・ホール

Energy [MeV] Energy [MeV]
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モンテカルロシミュレータ
・実験結果と最新設計情報に基づくモンテカルロシミュレータ
・検出器、基板はもちろん熱パスなどの周辺物質まで忠実に再現
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コンプトン再構成アルゴリズム

38 第 4章 コンプトン再構成アルゴリズム

4.2 コンプトン再構成アルゴリズム
図 4.4に、SGD に 80 keV, 150 keV, 250 keV, 500 keV, 700 keV, 1000 keV の単色フラット
ビームをそれぞれ入射したモンテカルロシミュレーションにより得られた、コンプトン再構成を
適用されうるイベントのシグナル数の分布を示す。80 keV という低いエネルギーですら、全て
のイベントのうちの 3割は 3つ以上のシグナルが同時に検出されるイベントである事が分かる。
これは、コンプトン散乱を起こして光電吸収を起こすという単純なモデルに基づくコンプトン再
構成をピクセル化され高密度に積層された SGD に適用するのには、無理があるということを意
味する。

図 4.4: シグナル数分布のエネルギー依存性。赤：2シグナル、緑：3シグナル、青：4シグナル、
黄色、>4シグナル。

COMPTEL ではそのサイズを活かして time-of-flight を測定し、散乱順序を確定することが
できた [24]。しかし半導体検出器を高密度に積層した SGD においては、隣接する検出器の間を
ガンマ線が通過するのにかかる時間はわずか 1.8mm/3 ! 108m · s!1 = 6 ! 10!12sとなり、これ
を正しく分解して順序を確定させるのは不可能である。また、半導体検出器では、相互作用の如
何にかかわらず、結局生成された電子が走ることによる電子・ホール対が信号を誘起するため、
フェイクシグナルとコンプトン散乱や光電吸収などをデータから直接区別することも原理的に不
可能である。データから何らかの方法で物理相互作用や反応順序を決定しなければならない。
第 2章で少し述べたコンプトン再構成の方針についてここで正確に述べる。一つのガンマ線が
検出器に入射し、最終的に光電吸収されるかコンプトン散乱を起こして検出器をエスケープする
までを 1イベントと呼ぶことにする。また、ガンマ線が検出器でエネルギーデポジットを起こし
ていくつかのピクセルから電荷信号が読み出された時、それを 1ピクセルごとに 1シグナルと呼
ぶ。同じイベントを物理的観点から見たとき、入射ガンマ線が検出器と相互作用してエネルギー
デポジットを起こした場合、それを 1ヒットと呼ぶ。実際に検出器から得られてコンプトン再構
成されることになるデータは、1イベントごとに n(" 2)個のシグナルの位置情報とエネルギー情

2

3
4

>4
ガンマ線が入射したときのシグナル数

Si

CdTe

Si

Si

CdTe

Si

Si

CdTe

Si

蛍光
Si

CdTe

Si

電子

Si

CdTe

Si

CdTe

Si

CdTe

蛍光 ...

...

・3つ以上のシグナルを発生するイベントが多い (薄型多層)
-> 一回散乱・一回吸収の単純なコンセプトはもはや適用できない
・全てのシグナルは最終的には電子による (CdTe 蛍光、反跳電子)
-> シグナルから直接反応過程を知る事ができない
・TOF を測定できない (高集積)
-> 反応順序を知る事ができない

Energy [keV]

R
at

io
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アプローチと戦略

定性的アプローチ：
・シミュレーションを用いてシグナルパターンの特徴を探索
・パラメトライズ、パラメータに基づき相互作用を決定
・正答率が最も良くなるようにパラメータを調整

S/N 向上の戦略：
・なるべく多くのイベントを解析に取り入れる
・なるべく天体信号を排除しないような解析を行う
・それでも天体信号ではないと判断される物を除去する
-- 軟ガンマ線帯域は天体からの光子数が少ない

13/23



アルゴリズムの流れ

粒子、素過程、順序全て不明な
シグナルのリスト

入射ガンマ線の反応のみからなる
リスト

1. “フェイク”をマージ

入射ガンマ線の正しい反応順序

“フェイク”

2. 反応順序を決定

導きたいもの：入射ガンマ線の最初
と二番目の反応位置と、そこで持っ
ていたエネルギー

14/23



1. “フェイク”のマージ

(例) SiとCdTeでそれぞれ一回ずつシグナルが発生した場合、それが
CdTeの蛍光によるフェイクか否か

・Siのエネルギーデポジットが特性X線エネルギーと一致するか
・それらのシグナル間距離は近いか
・近いなら蛍光によるフェイク。CdTeのエネルギーデポジットにSi
でのエネルギーデポジットを足し合わせる。

Si

CdTe

蛍光
Si

CdTe

E1

E2

E1+E2

Si

CdTe

E1+E2
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2. 反応順序決定

               　　BGO

視
線
方
向

��(ARM)

�K

�G

・できる限り物理的に自然なことのみ要求する
・決まらなかった場合最後に選択を行う

Step 1：物理的にあり得ない物を棄却
-- 後方散乱より大きいエネルギーデポジット
-- 幾何学的散乱角と運動学的散乱角
Step 2：起こる確率が低い物を棄却
-- ヒットパターン・Siが最後になる確率は低い
Step 3：FOM によるタイブレーク
・視線方向に対するARMが小さい物を選ぶ
-- 天体からのシグナルが残りやすい

cos � = 1�mec
2

�
1

E2
� 1

E1 + E2

�
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何も分からないデータから唯一の正しいシーケンスを
導くアルゴリズムは完成した

実際に実機データにこのアルゴリズムを適用する
3.3. パラメータ調整 19

の設定温度は-25!C としたが、機器の動作中は温度が上昇するため実験中の装置の温度は約-9!C
であった。

CC EM1

RI Source

図 3.5: 実験セットアップ

3.3 パラメータ調整
SGD-ASIC やコンプトンカメラの FPGA の動作パラメータは、ユーザーがある程度設定でき

るようになっている。実験に先立ち、まずはパラメータを目的に応じて調整する。以下に設定や
調整することのできるパラメータの例を示す [42]。

• ifss: スローシェイパーのフィードバック抵抗を調整するパラメータ。フィードバック抵抗が
大きいとゲインと時定数が大きくなり、分解能が良くなるがダイナミックレンジは下がる。

• vth: ファストシェイパー後段のディスクリミネイターの参照電圧。vth を変えることによっ
てトリガーがかかるエネルギーを変更できる。ペデスタル (後述) を引っ掛けない範囲でで
きる限り低くすると最も良い性能が出る。

• hold timing: トリガーがかかってからサンプルホールドをするまでに待機する時間。Si と
CdTe で別の値を設定できる。ifss に対応してこのパラメータも調整する。

• reset wait time: ASIC のデータ読み出しが終わった後、ASIC をリセットしてから再びト
リガーを受け付けるまでの待機時間。短くするとデッドタイムが減るが、すぐに再びトリ
ガーがかかった場合、リセット後のチャージアンプの電圧の揺らぎなどがデータに現れて
しまうことがある。

実験によるアルゴリズムの検証17/23



・中心前方102cm, 137Cs (2.8 MBq)
・662 keV のコンプトンイメージング
・1.8 cps/MBq @ 1m, 662 keV (640 keV-680 keV)100 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

図 C.4: 時間を変えて取得したイメージ。左上、右上、左中、右中、左下、右下の順に、5 sec, 10
sec, 30 sec, 60 sec, 120 sec, 300 sec。

100 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

図 C.4: 時間を変えて取得したイメージ。左上、右上、左中、右中、左下、右下の順に、5 sec, 10
sec, 30 sec, 60 sec, 120 sec, 300 sec。

100 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

図 C.4: 時間を変えて取得したイメージ。左上、右上、左中、右中、左下、右下の順に、5 sec, 10
sec, 30 sec, 60 sec, 120 sec, 300 sec。

100 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

図 C.4: 時間を変えて取得したイメージ。左上、右上、左中、右中、左下、右下の順に、5 sec, 10
sec, 30 sec, 60 sec, 120 sec, 300 sec。

5sec 10sec 30sec

60sec 120sec 300sec

CC EM1

冷凍機

102 cm

コンプトンイメージング18/23



・中心前方102cm, 137Cs (2.8 MBq)
・662 keV のコンプトンイメージング
・1.8 cps/MBq @ 1m, 662 keV (640 keV-680 keV)100 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

図 C.4: 時間を変えて取得したイメージ。左上、右上、左中、右中、左下、右下の順に、5 sec, 10
sec, 30 sec, 60 sec, 120 sec, 300 sec。

100 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

図 C.4: 時間を変えて取得したイメージ。左上、右上、左中、右中、左下、右下の順に、5 sec, 10
sec, 30 sec, 60 sec, 120 sec, 300 sec。

100 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

図 C.4: 時間を変えて取得したイメージ。左上、右上、左中、右中、左下、右下の順に、5 sec, 10
sec, 30 sec, 60 sec, 120 sec, 300 sec。

100 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

図 C.4: 時間を変えて取得したイメージ。左上、右上、左中、右中、左下、右下の順に、5 sec, 10
sec, 30 sec, 60 sec, 120 sec, 300 sec。

5sec 10sec 30sec

60sec 120sec 300sec

CC EM1

冷凍機

102 cm

コンプトンイメージング

コーンが線源の方向を含んでいる -> このアルゴリズムで正
しくコンプトン再構成できている
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バックグラウンド除去の実証

66 第 5章 アルゴリズムの実証と検証

いるため、(4.3)で述べた原理を用いれば、コンプトンコーンが視線方向を含む事が少ないと考
えられるこれらの連続成分に対してバックグラウンド除去を行う事ができる。それぞれのコンプ
トンイベントに対して線源の方向に対する ARM !! を求め、角度スレッショルドを !thとした
ときに |!!| > !thを満たすようなイベントはスペクトル作成に含めない。角度スレッショルドと
しては図 5.2 でのイメージングにより求めた角度分解能 (図 5.4)の値を用いる (表 5.3)。

表 5.3: バックグラウンド除去に用いた角度スレッショルド
Radioisotope Angle threshold (deg)

133Ba 6.1
137Cs 8.4

図 5.15に、以上のバックグラウンド除去を行う前と行った後のスペクトルを示す。連続成分が
大幅に減り、視線方向から到来したと考えられるラインのピークのみ残されている事が分かる。
コンプトン再構成のミスが存在するためにピークの高さも下がっているが、バックグラウンドと
なる連続成分を大きく減少できており、S/N という観点からスペクトル性能は向上していると言
える。従って、狭視野コンプトンカメラのバックグラウンド除去のコンセプトが正しい事が示さ
れた。

図 5.15: コンプトン再構成の概念を用いたバックグラウンド除去を行う前 (黒)と行った後 (赤)
のスペクトル。左；133Ba、右：137Csである。

図 5.16に、137Csのスペクトルについて、角度スレッショルドを変えながら前述の角度カット
を行ったスペクトルを示す。例えば赤 (90!)と青 (30!)では、連続成分レベルは半分程度になって
いるがピークの高さは 1割程度しか変わらないため、S/N という観点からは青のほうが有利であ
る。シアン (5!)は連続成分がとても低いが、ピークも大きく削られてしまっている。図 5.17左
が、ピーク (640 keV-680 keV) のカウントと連続成分 (0 keV-640 keV) のカウントの比で、右
がピーク自体のカウント数である。角度スレッショルドのパラメータは、観測天体の明るさや観
測時間などから総合的に考えて最適値を探す必要がある。

カット前

カット後

137Cs：6.1º

線源を視線方向とみなしたバックグラウンド除去
-> 連続成分が大幅に減少、ピークは残る 
-> アルゴリズムによって実際に狭視野コンプトンカメラのバック
グラウンド除去のコンセプト通りにS/Nを向上できる

5.1. EM1 実機でのコンプトンイメージング 67

図 5.16: 角度スレッショルドを変えたときのスペクトルの変化。黒：180! (カットなし),赤：90!,
緑：45!,青：30!,黄色：15!,マゼンタ：10!,シアン：5!。

がピーク自体のカウント数である。角度スレッショルドのパラメータは、観測天体の明るさや観
測時間などから総合的に考えて最適値を探す必要がある。

図 5.17: 左：ピーク (640 keV-680 keV) のカウントと連続成分 (0 keV - 640 keV) のカウントの
比 (S/N ratio) の角度スレッショルド依存性。右：ピークのカウント数の角度スレッショルド依
存性。

5.1.7 MeV 帯域
SGD は 40 keV-600 keV を観測バンドとして掲げているが、137Cs線源の 662 keV がイメー

ジングできている事からも分かるように実際にはさらに高いエネルギーまで観測できる可能性が
ある。SGD の観測バンドよりエネルギーとして二倍以上高い 1.33 MeV のガンマ線を放射する
60Co線源を用いて、データ取得を行った。コンプトンカメラ中心前方 52cmの点に線源を設置
し、30分観測した (図 5.1 A 点)。

CC EM1

冷凍機
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74 第 5章 アルゴリズムの実証と検証

図 5.24: 左図：フェイクイベントが正しくマージされている物のうち、順序付けが正しく行えて
いるものの割合。緑：正しいもの、赤；間違えている物のうち 2ヒットのもの、黄；間違えている
物のうちマルチヒットでエスケープであると判断されたもの、青：間違えている物のうちマルチ
ヒットでフルデポジットであると判断された物。右図：2ヒットの順序付け間違え方の分布。緑：
コンプトン散乱の関係式を適用するところで間違えたもの、青；ヒットパターンセレクションで
間違えたもの、赤：FOM を比較するところで間違えたもの。

となる。これが、2ヒットの再構成で式 4.4によるカットによる間違いが多い原因であると考え
られる。しかしこれはエスケープイベントをエスケープであると判断できない 2ヒットにおいて
は、どうする事も出来ない。
間違える事が避けられない 2ヒットを除けば約 80%以上の割合で正しく順序付けで来ているの
で、順序付けアルゴリズム自体は妥当であると考えられる。従って順序付けアルゴリズムの今後
の指針としては、パラメータを微調整していくだけでよい。

5.3 この章のまとめ
この章ではまず、コンプトン再構成を実機に適用することによるイメージング実験を行った。
どの角度においても正しくイメージが作られている事により、コンプトン再構成が基本的に正し
く行えている事を確認した。イメージングの角度分解能が高エネルギーで良くなる事とヒットパ
ターンによって角度分解能が高くなる事が実験的に検証されたのはバックグラウンド除去の角度
カットの正当性が確認された事を示す。このため実際に実験データにバックグラウンド除去を適
用することができ、S/N が向上する事を実証した。このようにして狭視野コンプトンカメラのコ
ンセプトによってバックグラウンド除去が実際に行える事を示した。

1.33 MeV のガンマ線がイメージングできたことと、スペクトルにバックグラウンド除去を適
用してスペクトルが改善した事は、SGD の観測帯域 40 keV-600 keV を大幅に拡張できる可能
性を示すが、これはバックグラウンドや有効面積との兼ね合いであるため、今後更に検証をしな
ければならない。
次に、シミュレーションを行い、アルゴリズムをより詳細に検証した。まず様々な理由によっ
て原理的に再構成ができないものがあること、特に高エネルギーになると顕著である事を示し

正しく順序付けできた

順序付けを間違えた

-- アルゴリズムの限界
-> レスポンスの非対角成分

-- 各判定アルゴリズムの実際の正答率
フェイク判定：~70%
順序付け： ~80%
・ほぼ全てのアルゴリズムがそれぞれ 
70%-95% 正しい
・パラメータ最適化で更に正答率が上
がるだろう
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Scatterer (E1,�r1)

Absorber
(E2,�r2)

Rayleigh

�
�

図 5.19: レイリー散乱によって再構成を失敗する例。黒が実際のシーケンス。マゼンタがレイ
リー散乱をないと考えて間違えて再構成してしまったパターン

図 5.20: 全てのイベントのうち、マゼンタ：制動放射があるものの割合、緑：レイリー散乱ある
いはパッシブな物質でのエネルギーデポジットがあるものの割合、青：2ヒットエスケープイベ
ントであるものの割合、赤：これらの一つ以上の原因により、正しく再構成が出来ないイベント
の割合。

理的に正しくコンプトン再構成が出来ないイベント (バッドイベント)、それぞれの、全イベント
に対する割合を示す。エネルギーが高くなると原理的に間違えてしまう確率が上がり、500 keV
を超えるともはや 50%以上が原理的に再構成できないバッドイベントである事が分かる。図から
分かるようにバッドイベントのほとんどはレイリー散乱やパッシブな物質によるエネルギーデポ

レイリー・パッシブ

2ヒットエスケープ

制動放射

シミュレーションによる考察

ra
tio
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有効面積・ 検出効率

Si-CdTe 2シグナルのみ

新しいアルゴリズム

アルゴリズム適用後、イメージングに用いる
ことができたイベント数の角度応答 (662 keV, 実機データ)

・有効面積の要求 >20cm2 @ 100 keV を満たす
・フェイクシグナル、マルチヒットを考慮した新しいアルゴリズ
ムにより検出効率が2倍以上向上

6.3. 有効面積とレスポンス 81

図 6.4: CdTe とファインコリメータの放射化によるバックグラウンドレート (1 CC)。黒がバッ
クグラウンドカット前、赤がカット後。CdTe-CdTe イベント (後述) は用いていない。

図 6.5: SGD の入射エネルギーに対する検出されるエネルギーの応答 (左) と、それを元に計算
した有効面積 (2 SGD) (右)。CdTe-CdTe イベント (後述) は含めていない。

なお、ある定まった入射エネルギーEinを持つガンマ線に対して、そのガンマ線が実際に検出
されたとき Edetとなる確率を各要素に持つ確率行列の事をレスポンス R(Edet, Ein)と呼ぶ。図

有効面積（点源, CdTe-CdTeイベントは
用いていない, シミュレーション）
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まとめ
・Si/CdTe 半導体多層コンプトンカメラに適用しうるコンプトン
再構成アルゴリズムを開発した
-- 正しく実験データをイメージングできる
-- 正しく実験データのバックグラウンド除去ができる
-- ほぼ全てのアルゴリズムが高い正答率を誇る
-- これらの元で、有効面積も要求性能を満たす

・今後
-- アルゴリズムのパラメータ最適化
-- 軌道上でのバックグラウンドを見積もり、感度を見積もる
** このアルゴリズムは実際にASTRO-Hソフトウェアのパイプラ
インプロセスに取り込まれる
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3.5. CC EM1 の性能評価 31

で安定している。

図 3.23: 図 3.21のデータ取得時におけるライトカーブ。赤が一日目、緑が二日目、青が三日目、
マゼンタが四日目。

バッドチャンネル変化
実機では、ボンディングのミスやノイズが非常に高くトリガーが飽和するなどの理由から信号

が全く発生しないチャンネルが存在する (バッドチャンネル)。そういったチャンネルが連続動作
により増えない事を確かめる必要がある。図 3.24に、一日目と四日目における横軸にチャンネ
ル、縦軸に ADC 値をとった二次元ヒストグラムの一部を示す。2310 ch などの白く抜けている
チャンネルがバッドチャンネルであるが、その分布は一日目から四日目にかけて変化しない。

結論
スペクトル性能、ライブタイム率、ライトカーブ、バッドチャンネル分布、いずれも四日間に

渡って< 5%以内で安定している。従って、CC EM1 は少なくとも 4日程度の期間の連続動作で
は劣化せずに安定動作する事が示された。もっとも、衛星に搭載されるものと同等のセットアッ
プである以上これは満たして当然なのであるが、実際に搭載されるそのもの (フライトモデル) で
なく、試作・検証機としての意味合いの強いエンジニアリングモデルの段階でこのことを確認で
きたという点が重要である。

30 第 3章 SGD CC EM1 実機試験

図 3.21: 137Cs 線源・コンプトンカメラ正面中心から 102cm の点から一時間の条件で取得したス
ペクトル。赤が一日目、緑が二日目、青が三日目、マゼンタが四日目。

図 3.22: 図 3.21のピークの FWHM (左)と、このデータ取得時のライブタイム率 (右)。

化したりノイズの極端に大きなチャンネルが増える様な事があれば、それらのせいでトリガーが
かかる事が多くなり、デッドタイムが増えることになるが、そのような事はないと言える。

ライトカーブ
図 3.23に、それぞれのデータ取得時のライトカーブを示す。スパイクはデータ取得時のファイ
ルの切り替えの影響であるが、データ取得時のカウントレートは四日間に渡って統計誤差の範囲

・約100時間に渡る連続動作試験
・24時間ごとに同条件で137Csを照射

・ピークのFWHMの変動<5%
・ピーク位置の変動<1keV
・ライブタイム率の変動<1%
・カウントレートの変動<統計エラー
・バッドチャンネル分布：変化しない

一日目
二日目
三日目
四日目

スペクトル変化

カウントレート変動

連続安定動作を検証
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図 3.17: 152Eu線源の Si/CdTe 2ヒットの合計エネルギースペクトル。左が Step 1、右が Step
3の段階のエネルギー較正曲線を用いたものである。赤線は左から 121.8 keV, 244.7 keV, 344.3
keV, 411.1 keV, 443.9 keV, 778.9 keV の固有ガンマ線エネルギーの位置。

の過程で全く用いていない 152Euのラインが正しく合うということにより、完成した較正曲線が
広いエネルギー範囲に渡って正確であることが示された。このエネルギー較正で用いたガンマ線
のエネルギーは 81 keV, 356 keV, 511 keV, 662 keV の 4種類だけである事からも分かるように、
少ない種類の線源のみでエネルギー較正が出来る事も、この較正法の利点である。
なお、CdTe を低バイアス電圧や高温で動作させた場合にはテール構造と言われるスペクトル

において低エネルギーに尾を引く構造があらわれる [43]。テール構造が強く現れている場合、2
ヒットのピークも同様に低エネルギーに尾を引くことになる。この時テールまで含めた全体を
ピークエネルギーであるように扱ってしまうとエネルギーを高く見積もることとなり、較正曲線
は系統的に高いエネルギーを示すようになると考えられる。このような場合にも正しく適用する
ことができるようにアルゴリズムを改良するのは、今後の課題である。

3.4.5 データ解析
ここまでの処理を終えると、イベントごとに、発生した時間とデータが出力されたチャンネル、

エネルギー値などをまとめたリストを作ることができる。それぞれのイベントに対してチャンネ
ルを位置情報に変換することによって位置・時間・エネルギーという物理量のみからなるリスト
ができる。コンプトン再構成によるバックグラウンド除去やイメージング、偏光解析などは、全
てこれらのリストに対して行われる。

・ASIC ゲインがリニアでない
・Si の高エネルギー側、底の方のSi
・新しいエネルギー較正法を開発、
->10000の全チャンネルに適用
-- ラインのコンプトン散乱イベントを用いる
-- 較正に用いるラインの種類が少なくてすむ

新しい較正法古い較正法

152Eu
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図 3.1: CC EM1 検出器位置関係の概略図。

は 4.4 mm で、2層のCdTe-Pad 素子は 0.9 mm 間隔で配置してある。従って CdTe-Bottom 検
出器は平均 2.2 mm 間隔で積層してあることになる。CdTe-Side モジュールの CdTe-Pad は、3.8
mm 間隔で配置してある。これらの膨大な数の検出器と、208個の ASIC (Application Specific
IC)、168個の FEC (Front End Card)、そして ASIC をコントロールし外部と通信する FPGA
が、約 10!10!10 cm3のユニットにコンパクトに収まっている (図 3.2)。

3.2 CC EM1 データ処理の流れと実験セットアップ
CC EM1 のデータ処理の流れを図 3.3に示す。検出器にガンマ線がヒットすることによって電
子が生成され、それが検出器内を走ることによって電子・ホール対が生成される。電子・ホール



バックグラウンド除去アルゴリズム

ガンマ線が視線方向から到来したならば、
角度分解能の範囲でコンプトンコーンが視
線方向と一致するはず
・視線方向に対する ARM の大きさ|Δθ|を
求め、角度分解能と比較
・角度分解能よりある程度大きければバッ
クグラウンドとしてイベントを除去

・天体信号はこれによって除去されない。
・除去されないバックグラウンドも存在する。

Si

     CdTe  

               　　BGO

視
線
方
向

��(ARM)

角度分解能



シミュレータの精度

4.1. モンテカルロシミュレーション 37

図 4.2: 137Cs線減の Si/CdTe 2ヒットイベントの合計エネルギースペクトルのシミュレーショ
ンと実験の比較。赤がシミュレーション、青が実験値。

図 4.3: 検出器の中でのヒット数分布 (左)とその系統誤差 (右)。Detector ID 0-31は Si-Pad (上
から順)、100-200は CdTe-Bottom (上から順)、200-は CdTe-Side (4面それぞれ内側-外側の順
に交互)をそれぞれ表す。

4.1. モンテカルロシミュレーション 37

図 4.2: 137Cs線減の Si/CdTe 2ヒットイベントの合計エネルギースペクトルのシミュレーショ
ンと実験の比較。赤がシミュレーション、青が実験値。

図 4.3: 検出器の中でのヒット数分布 (左)とその系統誤差 (右)。Detector ID 0-31は Si-Pad (上
から順)、100-200は CdTe-Bottom (上から順)、200-は CdTe-Side (4面それぞれ内側-外側の順
に交互)をそれぞれ表す。

エンジニアリングモデルの実験結果(後述)と比較した。
-- SiとCdTeで一回ずつヒットがあったイベントの、
137Csのラインについて、シミュレーションのカウント
数を実験と合うようにスケール。そのデータについ
て、検出器内のシグナル数の分布を比較。

系統誤差 -> Si：5%以内,  CdTe：10%程度

・何らかの原因で信号が出ないチャンネルの影響を含
めていない。
・エネルギー分解能は実験結果のデータから得られる
値として、ガウシアンでぼかし、Si, CdTe-Bottom, 
CdTe-Side ごとに一律に設定した。
・また、エネルギー較正の系統誤差を含めていない。

Si CdTe

実験

シミュレーション
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• 制動放射
電子が原子殻の近くを通過したときにそのクーロン場によって加速度運動を起こすと、電
子は電磁波を放出してエネルギーを失う。これを制動放射という。制動放射によって生成さ
れる光子のエネルギーは電子のエネルギーと同じオーダーの大きさになることもある [48]。
従って、高いエネルギーを持つコンプトン散乱の反跳電子や光電吸収によって制動放射が引
き起こされると、制動放射の発生場所とは異なる検出器で信号が発生することがあり、フェ
イクシグナルとなる。

これらのフェイクシグナルは、同時に二か所以上で起こり得る事には注意しなければならない。
図 4.5左に、シミュレーションによって求めた、蛍光 X 線、電子、制動放射によるフェイクシ

グナルのあるイベントの、全イベントに対する割合を示す。蛍光 X 線が発生するためには CdTe
で光電吸収が起きれば良いだけであるため、どのエネルギーでも蛍光 X 線によるフェイクシグ
ナルイベントは一定割合で存在する。エネルギーが高くなるにつれ、ガンマ線がヒットを起こし
た時に電子に受け渡されるエネルギーが多くなる。そのためこれらの電子が検出器を飛び出した
り検出器を長く走る事によって、高エネルギーでは電子によるフェイクシグナルの取り扱いが非
常に重要になる。高エネルギーの電子は高エネルギーの制動放射光子を放出し得るので、制動放
射によるフェイクシグナルもエネルギーが高くなると増えるが、基本的には少ない。
また、フェイクシグナルイベントの割合はシグナルの数自体にも依存する。図 4.5右は、エネ

ルギーを 500 keV に固定したときの、各フェイクシグナルイベントの割合の、シグナル数依存
性を示す。シグナル数が多いときには、フェイクシグナル含まれている可能性が高い。逆に言え
ば、入射ガンマ線のヒット数が少なかったとしても、フェイクシグナルによって多数のシグナル
が生み出される事を示す。

図 4.5: 左図：全イベントに対する蛍光 X 線 (赤)・電子 (青)・制動放射 (緑)によるフェイクシ
グナルがあるものの割合のエネルギー依存性。右図：エネルギーを 500 keV に固定したときの、
シグナル数依存性

以上の過程は全て、ある粒子がエネルギーデポジットEを起こしたもののうち、別の粒子が一
部分 E!を持って逃げるため、元の反応箇所 !rでE ! E!のシグナルを発生し、別の箇所 !r!でE!

のシグナルを発生するという反応シーケンスに基づく。従って、フェイクシグナルとそれの元と
なったヒット位置が分かれば、((!r, E ! E!), (!r!, E!))という二つのシグナルを (!r, E)という一つ

蛍光X線

電子

制動放射

フェイクシグナルが含まれる割合
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図 4.7: 右：シグナル間距離ごとの、電子によるフェイクシグナルであったものの数 (赤)とその
距離での全カウント (黒)、左：全カウントに対する電子によるフェイクシグナルの数の割合の距
離分布。300 keV のガンマ線を入射し、150 keV 以上が検出された 3シグナルイベントのうち、
二つのシグナルが共に Si-Pad であったもののみで作成。

この図から、例えばシグナル間距離が 2.5 mm であるもの (Si-Pad のあるピクセルと、その真
上か真下のピクセルである事を意味する)については、そのシグナルが電子によるフェイクシグナ
ルである可能性が、そうでない可能性よりも数倍高い事を示している。従ってこのような 2シグ
ナルは、電子によるフェイクシグナルであると判断した方が、そう判断しないよりも高い正答率
を与えると考えられる。電子によるフェイクシグナルの場合は、電子であるか否かを判断する割
合のスレッショルドは 50%でよい。これは、二つのシグナルが与えられた時、最初それが電子に
よるものかはほとんど全く分からない (事前確率分布が一様) ために、これらの割合 p(fake elec)
がそのまま電子によるフェイクである確率に比例するからである。一方で、蛍光 X 線について
は、50%でよいとは限らない。なぜならば、フェイクシグナルが蛍光 X 線によるものであったな
らば、どちらかのエネルギーは必ず表 4.4にある値とエネルギー分解能の範囲で一致するはずであ
るし、それが Si-CdTe のパターンであった場合には Si に特性エネルギーが現れていなければな
らないなど、事前分布が非一様なためである。従って、蛍光のフェイクである割合 p(fake fluo)
に対する、判断基準のスレッショルドは、調整すべきパラメータとなる。
フェイクシグナルが判明したならば、後はフェイクシグナルである方を、元のヒットにマージ

すればよい。図 4.8に、蛍光、電子、それぞれによるフェイクシグナルのエネルギーと、元のヒッ
ト位置で検出されたエネルギーの相関を示す。図 4.8左の赤線は 23 keV, 27 keV, 31 keV の蛍光
に相当する線であり、蛍光 X 線によるフェイクシグナルの場合は、エネルギーが蛍光 X 線エネ
ルギーと誤差範囲で同じならばそちらを蛍光 X 線であったと判断することが出来ることが分か
る。図 4.8右をみると、電子によるフェイクシグナルのエネルギーは、その元のヒット位置のエ
ネルギーよりも低い傾向にある事が分かる。従って、電子によるフェイクシグナルと判断された
場合は、エネルギーの低い方のシグナルをエネルギーの高い方のシグナルにマージすればよい。
以上の事をまとめると、あるシグナルリストが与えられた時、以下のアルゴリズムでフェイク

シグナルを判定すれば良い。

1. すべての 2シグナルの組み合わせについて、それらの距離と、検出器の種類を求める。

・二つのシグナルの発生した検出
器の組み合わせ
・シグナル数
・合計デポジットエネルギー
・シグナル間距離
によっては、フェイクが含まれる
可能性が、そうでない可能性より
高い

二つのシグナルの発生したピクセル間距離
150keV,3signal,Si-Si

片方が電子によるフェイク

すべての組み合わせ

・検出器パターン、シグナル数、合計エネルギーごとに、シグナル間
距離に対する、片方がフェイクである確率p(fake)のテーブルを作成。
・あるパラメータaを用いて、p(fake)>aを満たす場合、片方がフェイク
であると判定。-- 電子：a=0.5、蛍光：aはパラメータ



フェイクの判定

※現時点では簡略化したアルゴリズムを用いている。
-> シグナルパターンごとに一つ長さを決め(エネルギー依存性
を持たせない)、それより短い場合はほぼ一律にフェイクと判
断した。
正当性はシミュレーションにより検証している(第5章)。
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図 4.8: 蛍光 X 線によるフェイクシグナルと、それを放出したピクセルでのエネルギー相関 (左)。
電子によるフェイクシグナルと、それを放出したピクセルでのエネルギー相関 (右)。250 keV単
色フラットビームのシミュレーションの、3シグナルイベントについて作成。

2. 距離間隔がある調整可能なパラメータよりも小さかったならば、以下の処理を行う。

3. 距離と検出器の種類、そしてシグナルリストから計算される合計シグナル数と合計エネル
ギーから、蛍光によるフェイクシグナルである割合 p(fake fluo)を得る。

4. 調整可能なパラメータ aにより、a < p(fake fluo)であるようなイベントを、暫定的に蛍
光によるフェイクシグナルとみなす。

5. 特性エネルギーを満たすか判断する。すなわち、Si-CdTe であれば Si が、CdTe-CdTe で
あればいずれかが、表 4.4の値とエネルギー分解能の範囲で一致するかを調べる。エネル
ギー分解能に対して何倍までを許容するかは、調整可能なパラメータである。

6. もしも特性エネルギーを満たしていたならば、それを蛍光 X 線によるフェイクシグナルと
見なし、元のヒット位置にマージする。満たしていなかったならば次に進む。

7. 距離と検出器の種類、そしてシグナルリストから計算される合計シグナル数と合計エネル
ギーを用いて、電子によるフェイクシグナルである割合 p(fake elec)を得る。

8. 0.5 < p(fake elec)であるようなイベントは電子によるフェイクシグナルと判断し、元の
ヒット位置にマージする。

蛍光によるフェイクシグナルが取るエネルギーは特性 X 線に限られているため、もしもエネ
ルギーが特性エネルギーと一致している場合はそれが蛍光によるフェイクシグナルである可能性
が高い。一方で電子によるフェイクシグナルが取るエネルギーには特に制限がない。従って、蛍
光・電子どちらもあり得るような場合に、エネルギーが特性エネルギーと一致した場合には蛍光
X 線と判断した方が良いと考えられる。このために蛍光によるものかの判断を先に行っている。

・蛍光：特性X線のエネルギーとエネルギー分解能の範囲で一致す
るならば、そちらをフェイクとみなし、元のヒット箇所にマージ
・電子：エネルギーが小さいほうを電子によるフェイクとみな
し、元のヒット箇所にマージ

2つのシグナルのエネルギー相関 (蛍光) 2つのシグナルのエネルギー相関 (電子)

E1

E2

E2

E1

E2

E1



反応順序決定アルゴリズム
Step 1. 物理的にあり得ないシーケンスを排除する
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なお、制動放射で生成されるのは光子であるため実際のヒット位置と離れた場所にフェイクシ
グナルを発生することに加え、元となった電子のエネルギーと同じ程度までのどのようなエネル
ギーでも取り得る。これらの事より制動放射を正しく判断する事は不可能と判断したため、現状
の解析では無視している。図 4.5から分かるように、700keV 程度までは制動放射によるフェイ
クシグナルは数%程度以下であるため、制動放射が強く効いてくる事はない。

4.2.2 マルチヒットイベント
二次粒子の情報が入射ガンマ線の情報にマージされ、今やシグナルのリストは入射ガンマ線の

ヒットリストとなっているため、n!通りのシーケンスから尤もらしいものを選び出せば良い。ま
ず、これらのシーケンスについて、物理的にあり得ないものを排除する。

((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))で表されるシーケンスが n ! 1回のコンプトン散乱を起こ
して最後に光電吸収されたものであったとすれば、その n ! 1回のコンプトン散乱全てについて
式 4.1を満たすはずである。i(0 " i < n! 1)番目のコンプトン散乱イベントについて、その直前
にガンマ線が持っていたエネルギーEiはEi = ei + · · ·+ en!1であり、散乱後にガンマ線が持っ
ていたエネルギーEi+1はEi+1 = ei+1 + · · · + en!1であるため、i番目のコンプトン散乱角は、

cos "i = 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

Ei
(4.2)

= 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

ei + Ei+1
(4.3)

のように求められる。これら n! 1個の全てについて、!1 " cos "i " 1が満たされなければなら
ず、その条件は

fi # 2E2
i+1 + 2Ei+1ei ! eimec

2 $ 0 (0 " i < n ! 1) (4.4)

となる。fiは独立な n + i ! 2個の測定値 ei, · · · , en!1のエネルギー分解能に由来する不確かさ

!f2
i = (4Ei+1 + 2ei)2!E2

i+1 + (2Ei+1 ! mec
2)2!e2

i (4.5)

を持ち、もしも 0 " fiであるならば例えば fi +3!fi < 0となるような確率は低いと考えられる。
従って、fi + a!fi < 0を満たすような iが一つでもあるようなイベントは物理的にあり得ないと
考え棄却する。aは調整可能なパラメータである。
上記のようにエネルギーから cos "iK を計算することができるが、ヒットの位置情報を用いる

ことにより幾何学的に cos "iG を求めることもできる。i番目のヒットの幾何学的散乱角 cos "iG

は、i ! 1, i, i + 1番目の位置 !ri!1,!r,!ri+1を用いることにより、

cos "iG =
!ri ! !ri!1

|!ri ! !ri!1|
· !ri+1 ! !ri

|!ri+1 ! !ri|
(4.6)

と求めることができる。もしも正しいシーケンスであるならば、ここで求めた cos "iGとエネル
ギーから求めた cos "iK は一致していなければならない。従って、0 < i < n ! 1を満たす全ての
iについて

gi # cos "iG ! cos "iK = 0 (4.7)
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なお、制動放射で生成されるのは光子であるため実際のヒット位置と離れた場所にフェイクシ
グナルを発生することに加え、元となった電子のエネルギーと同じ程度までのどのようなエネル
ギーでも取り得る。これらの事より制動放射を正しく判断する事は不可能と判断したため、現状
の解析では無視している。図 4.5から分かるように、700keV 程度までは制動放射によるフェイ
クシグナルは数%程度以下であるため、制動放射が強く効いてくる事はない。

4.2.2 マルチヒットイベント
二次粒子の情報が入射ガンマ線の情報にマージされ、今やシグナルのリストは入射ガンマ線の

ヒットリストとなっているため、n!通りのシーケンスから尤もらしいものを選び出せば良い。ま
ず、これらのシーケンスについて、物理的にあり得ないものを排除する。

((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))で表されるシーケンスが n ! 1回のコンプトン散乱を起こ
して最後に光電吸収されたものであったとすれば、その n ! 1回のコンプトン散乱全てについて
式 4.1を満たすはずである。i(0 " i < n! 1)番目のコンプトン散乱イベントについて、その直前
にガンマ線が持っていたエネルギーEiはEi = ei + · · ·+ en!1であり、散乱後にガンマ線が持っ
ていたエネルギーEi+1はEi+1 = ei+1 + · · · + en!1であるため、i番目のコンプトン散乱角は、

cos "i = 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

Ei
(4.2)

= 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

ei + Ei+1
(4.3)

のように求められる。これら n! 1個の全てについて、!1 " cos "i " 1が満たされなければなら
ず、その条件は

fi # 2E2
i+1 + 2Ei+1ei ! eimec

2 $ 0 (0 " i < n ! 1) (4.4)

となる。fiは独立な n + i ! 2個の測定値 ei, · · · , en!1のエネルギー分解能に由来する不確かさ

!f2
i = (4Ei+1 + 2ei)2!E2

i+1 + (2Ei+1 ! mec
2)2!e2

i (4.5)

を持ち、もしも 0 " fiであるならば例えば fi +3!fi < 0となるような確率は低いと考えられる。
従って、fi + a!fi < 0を満たすような iが一つでもあるようなイベントは物理的にあり得ないと
考え棄却する。aは調整可能なパラメータである。
上記のようにエネルギーから cos "iK を計算することができるが、ヒットの位置情報を用いる

ことにより幾何学的に cos "iG を求めることもできる。i番目のヒットの幾何学的散乱角 cos "iG

は、i ! 1, i, i + 1番目の位置 !ri!1,!r,!ri+1を用いることにより、

cos "iG =
!ri ! !ri!1

|!ri ! !ri!1|
· !ri+1 ! !ri

|!ri+1 ! !ri|
(4.6)

と求めることができる。もしも正しいシーケンスであるならば、ここで求めた cos "iGとエネル
ギーから求めた cos "iK は一致していなければならない。従って、0 < i < n ! 1を満たす全ての
iについて

gi # cos "iG ! cos "iK = 0 (4.7)
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なお、制動放射で生成されるのは光子であるため実際のヒット位置と離れた場所にフェイクシ
グナルを発生することに加え、元となった電子のエネルギーと同じ程度までのどのようなエネル
ギーでも取り得る。これらの事より制動放射を正しく判断する事は不可能と判断したため、現状
の解析では無視している。図 4.5から分かるように、700keV 程度までは制動放射によるフェイ
クシグナルは数%程度以下であるため、制動放射が強く効いてくる事はない。

4.2.2 マルチヒットイベント
二次粒子の情報が入射ガンマ線の情報にマージされ、今やシグナルのリストは入射ガンマ線の

ヒットリストとなっているため、n!通りのシーケンスから尤もらしいものを選び出せば良い。ま
ず、これらのシーケンスについて、物理的にあり得ないものを排除する。

((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))で表されるシーケンスが n ! 1回のコンプトン散乱を起こ
して最後に光電吸収されたものであったとすれば、その n ! 1回のコンプトン散乱全てについて
式 4.1を満たすはずである。i(0 " i < n! 1)番目のコンプトン散乱イベントについて、その直前
にガンマ線が持っていたエネルギーEiはEi = ei + · · ·+ en!1であり、散乱後にガンマ線が持っ
ていたエネルギーEi+1はEi+1 = ei+1 + · · · + en!1であるため、i番目のコンプトン散乱角は、

cos "i = 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

Ei
(4.2)

= 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

ei + Ei+1
(4.3)

のように求められる。これら n! 1個の全てについて、!1 " cos "i " 1が満たされなければなら
ず、その条件は

fi # 2E2
i+1 + 2Ei+1ei ! eimec

2 $ 0 (0 " i < n ! 1) (4.4)

となる。fiは独立な n + i ! 2個の測定値 ei, · · · , en!1のエネルギー分解能に由来する不確かさ

!f2
i = (4Ei+1 + 2ei)2!E2

i+1 + (2Ei+1 ! mec
2)2!e2

i (4.5)

を持ち、もしも 0 " fiであるならば例えば fi +3!fi < 0となるような確率は低いと考えられる。
従って、fi + a!fi < 0を満たすような iが一つでもあるようなイベントは物理的にあり得ないと
考え棄却する。aは調整可能なパラメータである。
上記のようにエネルギーから cos "iK を計算することができるが、ヒットの位置情報を用いる

ことにより幾何学的に cos "iG を求めることもできる。i番目のヒットの幾何学的散乱角 cos "iG

は、i ! 1, i, i + 1番目の位置 !ri!1,!r,!ri+1を用いることにより、

cos "iG =
!ri ! !ri!1

|!ri ! !ri!1|
· !ri+1 ! !ri

|!ri+1 ! !ri|
(4.6)

と求めることができる。もしも正しいシーケンスであるならば、ここで求めた cos "iGとエネル
ギーから求めた cos "iK は一致していなければならない。従って、0 < i < n ! 1を満たす全ての
iについて

gi # cos "iG ! cos "iK = 0 (4.7)
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なお、制動放射で生成されるのは光子であるため実際のヒット位置と離れた場所にフェイクシ
グナルを発生することに加え、元となった電子のエネルギーと同じ程度までのどのようなエネル
ギーでも取り得る。これらの事より制動放射を正しく判断する事は不可能と判断したため、現状
の解析では無視している。図 4.5から分かるように、700keV 程度までは制動放射によるフェイ
クシグナルは数%程度以下であるため、制動放射が強く効いてくる事はない。

4.2.2 マルチヒットイベント
二次粒子の情報が入射ガンマ線の情報にマージされ、今やシグナルのリストは入射ガンマ線の

ヒットリストとなっているため、n!通りのシーケンスから尤もらしいものを選び出せば良い。ま
ず、これらのシーケンスについて、物理的にあり得ないものを排除する。

((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))で表されるシーケンスが n ! 1回のコンプトン散乱を起こ
して最後に光電吸収されたものであったとすれば、その n ! 1回のコンプトン散乱全てについて
式 4.1を満たすはずである。i(0 " i < n! 1)番目のコンプトン散乱イベントについて、その直前
にガンマ線が持っていたエネルギーEiはEi = ei + · · ·+ en!1であり、散乱後にガンマ線が持っ
ていたエネルギーEi+1はEi+1 = ei+1 + · · · + en!1であるため、i番目のコンプトン散乱角は、

cos "i = 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

Ei
(4.2)

= 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

ei + Ei+1
(4.3)

のように求められる。これら n! 1個の全てについて、!1 " cos "i " 1が満たされなければなら
ず、その条件は

fi # 2E2
i+1 + 2Ei+1ei ! eimec

2 $ 0 (0 " i < n ! 1) (4.4)

となる。fiは独立な n + i ! 2個の測定値 ei, · · · , en!1のエネルギー分解能に由来する不確かさ

!f2
i = (4Ei+1 + 2ei)2!E2

i+1 + (2Ei+1 ! mec
2)2!e2

i (4.5)

を持ち、もしも 0 " fiであるならば例えば fi +3!fi < 0となるような確率は低いと考えられる。
従って、fi + a!fi < 0を満たすような iが一つでもあるようなイベントは物理的にあり得ないと
考え棄却する。aは調整可能なパラメータである。
上記のようにエネルギーから cos "iK を計算することができるが、ヒットの位置情報を用いる

ことにより幾何学的に cos "iG を求めることもできる。i番目のヒットの幾何学的散乱角 cos "iG

は、i ! 1, i, i + 1番目の位置 !ri!1,!r,!ri+1を用いることにより、

cos "iG =
!ri ! !ri!1

|!ri ! !ri!1|
· !ri+1 ! !ri

|!ri+1 ! !ri|
(4.6)

と求めることができる。もしも正しいシーケンスであるならば、ここで求めた cos "iGとエネル
ギーから求めた cos "iK は一致していなければならない。従って、0 < i < n ! 1を満たす全ての
iについて

gi # cos "iG ! cos "iK = 0 (4.7)
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なお、制動放射で生成されるのは光子であるため実際のヒット位置と離れた場所にフェイクシ
グナルを発生することに加え、元となった電子のエネルギーと同じ程度までのどのようなエネル
ギーでも取り得る。これらの事より制動放射を正しく判断する事は不可能と判断したため、現状
の解析では無視している。図 4.5から分かるように、700keV 程度までは制動放射によるフェイ
クシグナルは数%程度以下であるため、制動放射が強く効いてくる事はない。

4.2.2 マルチヒットイベント
二次粒子の情報が入射ガンマ線の情報にマージされ、今やシグナルのリストは入射ガンマ線の

ヒットリストとなっているため、n!通りのシーケンスから尤もらしいものを選び出せば良い。ま
ず、これらのシーケンスについて、物理的にあり得ないものを排除する。

((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))で表されるシーケンスが n ! 1回のコンプトン散乱を起こ
して最後に光電吸収されたものであったとすれば、その n ! 1回のコンプトン散乱全てについて
式 4.1を満たすはずである。i(0 " i < n! 1)番目のコンプトン散乱イベントについて、その直前
にガンマ線が持っていたエネルギーEiはEi = ei + · · ·+ en!1であり、散乱後にガンマ線が持っ
ていたエネルギーEi+1はEi+1 = ei+1 + · · · + en!1であるため、i番目のコンプトン散乱角は、

cos "i = 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

Ei
(4.2)

= 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

ei + Ei+1
(4.3)

のように求められる。これら n! 1個の全てについて、!1 " cos "i " 1が満たされなければなら
ず、その条件は

fi # 2E2
i+1 + 2Ei+1ei ! eimec

2 $ 0 (0 " i < n ! 1) (4.4)

となる。fiは独立な n + i ! 2個の測定値 ei, · · · , en!1のエネルギー分解能に由来する不確かさ

!f2
i = (4Ei+1 + 2ei)2!E2

i+1 + (2Ei+1 ! mec
2)2!e2

i (4.5)

を持ち、もしも 0 " fiであるならば例えば fi +3!fi < 0となるような確率は低いと考えられる。
従って、fi + a!fi < 0を満たすような iが一つでもあるようなイベントは物理的にあり得ないと
考え棄却する。aは調整可能なパラメータである。
上記のようにエネルギーから cos "iK を計算することができるが、ヒットの位置情報を用いる

ことにより幾何学的に cos "iG を求めることもできる。i番目のヒットの幾何学的散乱角 cos "iG

は、i ! 1, i, i + 1番目の位置 !ri!1,!r,!ri+1を用いることにより、

cos "iG =
!ri ! !ri!1

|!ri ! !ri!1|
· !ri+1 ! !ri

|!ri+1 ! !ri|
(4.6)

と求めることができる。もしも正しいシーケンスであるならば、ここで求めた cos "iGとエネル
ギーから求めた cos "iK は一致していなければならない。従って、0 < i < n ! 1を満たす全ての
iについて

gi # cos "iG ! cos "iK = 0 (4.7)

を満たさないiが存在するシーケンスを棄却

幾何学的散乱角
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なお、制動放射で生成されるのは光子であるため実際のヒット位置と離れた場所にフェイクシ
グナルを発生することに加え、元となった電子のエネルギーと同じ程度までのどのようなエネル
ギーでも取り得る。これらの事より制動放射を正しく判断する事は不可能と判断したため、現状
の解析では無視している。図 4.5から分かるように、700keV 程度までは制動放射によるフェイ
クシグナルは数%程度以下であるため、制動放射が強く効いてくる事はない。

4.2.2 マルチヒットイベント
二次粒子の情報が入射ガンマ線の情報にマージされ、今やシグナルのリストは入射ガンマ線の

ヒットリストとなっているため、n!通りのシーケンスから尤もらしいものを選び出せば良い。ま
ず、これらのシーケンスについて、物理的にあり得ないものを排除する。

((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))で表されるシーケンスが n ! 1回のコンプトン散乱を起こ
して最後に光電吸収されたものであったとすれば、その n ! 1回のコンプトン散乱全てについて
式 4.1を満たすはずである。i(0 " i < n! 1)番目のコンプトン散乱イベントについて、その直前
にガンマ線が持っていたエネルギーEiはEi = ei + · · ·+ en!1であり、散乱後にガンマ線が持っ
ていたエネルギーEi+1はEi+1 = ei+1 + · · · + en!1であるため、i番目のコンプトン散乱角は、

cos "i = 1 ! mec2
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Ei
(4.2)

= 1 ! mec2

Ei+1
+

mec2

ei + Ei+1
(4.3)

のように求められる。これら n! 1個の全てについて、!1 " cos "i " 1が満たされなければなら
ず、その条件は

fi # 2E2
i+1 + 2Ei+1ei ! eimec

2 $ 0 (0 " i < n ! 1) (4.4)

となる。fiは独立な n + i ! 2個の測定値 ei, · · · , en!1のエネルギー分解能に由来する不確かさ

!f2
i = (4Ei+1 + 2ei)2!E2

i+1 + (2Ei+1 ! mec
2)2!e2

i (4.5)

を持ち、もしも 0 " fiであるならば例えば fi +3!fi < 0となるような確率は低いと考えられる。
従って、fi + a!fi < 0を満たすような iが一つでもあるようなイベントは物理的にあり得ないと
考え棄却する。aは調整可能なパラメータである。
上記のようにエネルギーから cos "iK を計算することができるが、ヒットの位置情報を用いる

ことにより幾何学的に cos "iG を求めることもできる。i番目のヒットの幾何学的散乱角 cos "iG

は、i ! 1, i, i + 1番目の位置 !ri!1,!r,!ri+1を用いることにより、

cos "iG =
!ri ! !ri!1

|!ri ! !ri!1|
· !ri+1 ! !ri

|!ri+1 ! !ri|
(4.6)

と求めることができる。もしも正しいシーケンスであるならば、ここで求めた cos "iGとエネル
ギーから求めた cos "iK は一致していなければならない。従って、0 < i < n ! 1を満たす全ての
iについて

gi # cos "iG ! cos "iK = 0 (4.7)

運動学的散乱角

4.2. コンプトン再構成アルゴリズム 45

なお、制動放射で生成されるのは光子であるため実際のヒット位置と離れた場所にフェイクシ
グナルを発生することに加え、元となった電子のエネルギーと同じ程度までのどのようなエネル
ギーでも取り得る。これらの事より制動放射を正しく判断する事は不可能と判断したため、現状
の解析では無視している。図 4.5から分かるように、700keV 程度までは制動放射によるフェイ
クシグナルは数%程度以下であるため、制動放射が強く効いてくる事はない。

4.2.2 マルチヒットイベント
二次粒子の情報が入射ガンマ線の情報にマージされ、今やシグナルのリストは入射ガンマ線の

ヒットリストとなっているため、n!通りのシーケンスから尤もらしいものを選び出せば良い。ま
ず、これらのシーケンスについて、物理的にあり得ないものを排除する。

((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))で表されるシーケンスが n ! 1回のコンプトン散乱を起こ
して最後に光電吸収されたものであったとすれば、その n ! 1回のコンプトン散乱全てについて
式 4.1を満たすはずである。i(0 " i < n! 1)番目のコンプトン散乱イベントについて、その直前
にガンマ線が持っていたエネルギーEiはEi = ei + · · ·+ en!1であり、散乱後にガンマ線が持っ
ていたエネルギーEi+1はEi+1 = ei+1 + · · · + en!1であるため、i番目のコンプトン散乱角は、
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のように求められる。これら n! 1個の全てについて、!1 " cos "i " 1が満たされなければなら
ず、その条件は
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2 $ 0 (0 " i < n ! 1) (4.4)

となる。fiは独立な n + i ! 2個の測定値 ei, · · · , en!1のエネルギー分解能に由来する不確かさ
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を持ち、もしも 0 " fiであるならば例えば fi +3!fi < 0となるような確率は低いと考えられる。
従って、fi + a!fi < 0を満たすような iが一つでもあるようなイベントは物理的にあり得ないと
考え棄却する。aは調整可能なパラメータである。
上記のようにエネルギーから cos "iK を計算することができるが、ヒットの位置情報を用いる

ことにより幾何学的に cos "iG を求めることもできる。i番目のヒットの幾何学的散乱角 cos "iG

は、i ! 1, i, i + 1番目の位置 !ri!1,!r,!ri+1を用いることにより、

cos "iG =
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|!ri ! !ri!1|
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|!ri+1 ! !ri|
(4.6)

と求めることができる。もしも正しいシーケンスであるならば、ここで求めた cos "iGとエネル
ギーから求めた cos "iK は一致していなければならない。従って、0 < i < n ! 1を満たす全ての
iについて

gi # cos "iG ! cos "iK = 0 (4.7)
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なお、制動放射で生成されるのは光子であるため実際のヒット位置と離れた場所にフェイクシ
グナルを発生することに加え、元となった電子のエネルギーと同じ程度までのどのようなエネル
ギーでも取り得る。これらの事より制動放射を正しく判断する事は不可能と判断したため、現状
の解析では無視している。図 4.5から分かるように、700keV 程度までは制動放射によるフェイ
クシグナルは数%程度以下であるため、制動放射が強く効いてくる事はない。
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ヒットリストとなっているため、n!通りのシーケンスから尤もらしいものを選び出せば良い。ま
ず、これらのシーケンスについて、物理的にあり得ないものを排除する。
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ていたエネルギーEi+1はEi+1 = ei+1 + · · · + en!1であるため、i番目のコンプトン散乱角は、
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のように求められる。これら n! 1個の全てについて、!1 " cos "i " 1が満たされなければなら
ず、その条件は
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i+1 + 2Ei+1ei ! eimec

2 $ 0 (0 " i < n ! 1) (4.4)
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を持ち、もしも 0 " fiであるならば例えば fi +3!fi < 0となるような確率は低いと考えられる。
従って、fi + a!fi < 0を満たすような iが一つでもあるようなイベントは物理的にあり得ないと
考え棄却する。aは調整可能なパラメータである。
上記のようにエネルギーから cos "iK を計算することができるが、ヒットの位置情報を用いる

ことにより幾何学的に cos "iG を求めることもできる。i番目のヒットの幾何学的散乱角 cos "iG

は、i ! 1, i, i + 1番目の位置 !ri!1,!r,!ri+1を用いることにより、

cos "iG =
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· !ri+1 ! !ri
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(4.6)

と求めることができる。もしも正しいシーケンスであるならば、ここで求めた cos "iGとエネル
ギーから求めた cos "iK は一致していなければならない。従って、0 < i < n ! 1を満たす全ての
iについて

gi # cos "iG ! cos "iK = 0 (4.7)
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を満たさなければならない。先ほどと同様に gi も位置とエネルギーの不確かさに由来する不確
かさ!giを計算できるが、もしも gi = 0が成り立っているならば適当なパラメータ aを用いて
gi ! a!gi < 0 < gi + a!giを満たさない確率は低いと考え、このようなものがあるイベントも物
理的にあり得ないと考え棄却する。
これらの物理的要請により、n!通りのシーケンスの大部分は棄却される。これによってただ一
つのシーケンスのみが残ることもあれば複数残ることもあるし、一つも残らないこともある。ま
ず、一つのシーケンスのみが残った場合には、そのシーケンスを正しいものと考えるしかない。
次に、複数のシーケンスが残った場合を考える。図 4.9に、500 keV の単色フラットビームを

SGD に入射したときの 3ヒットイベントのうち、ヒットが発生した検出器が Si, Si, CdTe-Side
であるような場合 (S,S,Cs) と Si, CdTe-Bottom, CdTe-Side であるような場合 (S,Cb,Cs) につ
いて、あるシーケンスが正しい順序であるものの割合を示す。

図 4.9: 500 keV 単色フラットビームを SGD に入射した時の (S,S,Cs) イベントのそれぞれの
シーケンスの割合 (左) と (S,Cb,Cs) イベントのそれぞれのシーケンスの割合 (右)。

左の図は、ヒットパターンが (S,S,Cs) であった場合には 90%以上の確率でそのシーケンスの
最後は CdTe-Side であることを、右の図は、ヒットパターンが (S,Cb,Cs) であった場合には、
Cb-Cs-S や Cs-S-Cb, Cs-Cb-S の順序である事はほとんどない (5% 以下) が、それ以外の順序
ならどれでもあり得るということを示す。CdTe-Side が最初になる確率が低いことは、BGO と
ファインコリメータによって視野が真上に制限されているために中心から外側にずれたところに
ある CdTe-Side モジュールには最初のヒットがあたらないという事から説明される。また、Si
が最後になる確率が低い事は、Si の光電吸収断面積が低いために最後に Si で光電吸収を起こし
て終わるイベントは少ないためであると理解できる。
このように、ヒットパターンを調べる事によって、定量的に考える事が難しいためにアプロー
チから外されていた反応断面積による確率計算と等価なものを、定性的に考えに入れる事ができ
る。そこで、あるヒットパターンがあった場合に、そのパターンに占める割合が調整可能なパラ
メータ a未満であるようなシーケンスを棄却する。これよって残っている複数のシーケンスのう
ちの一部を更に排除する事ができる。
図 4.10に、(S,Cb,Cs) イベントについて、シーケンスの割合の分布を、エネルギー別に示した。

500 keV では 3番目に大きい割合の S-Cs-Cb イベントが、80 keV だと 2番目に大きい割合を占

Step 1でただ一つ残ったならばそれを採用する。

を満たさないiが存在するシーケンスを棄却

コンプトン散乱であるなら必ず満たすべき条件

正しいシーケンスなら必ず満たすべき条件
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を満たさなければならない。先ほどと同様に gi も位置とエネルギーの不確かさに由来する不確
かさ!giを計算できるが、もしも gi = 0が成り立っているならば適当なパラメータ aを用いて
gi ! a!gi < 0 < gi + a!giを満たさない確率は低いと考え、このようなものがあるイベントも物
理的にあり得ないと考え棄却する。
これらの物理的要請により、n!通りのシーケンスの大部分は棄却される。これによってただ一
つのシーケンスのみが残ることもあれば複数残ることもあるし、一つも残らないこともある。ま
ず、一つのシーケンスのみが残った場合には、そのシーケンスを正しいものと考えるしかない。
次に、複数のシーケンスが残った場合を考える。図 4.9に、500 keV の単色フラットビームを

SGD に入射したときの 3ヒットイベントのうち、ヒットが発生した検出器が Si, Si, CdTe-Side
であるような場合 (S,S,Cs) と Si, CdTe-Bottom, CdTe-Side であるような場合 (S,Cb,Cs) につ
いて、あるシーケンスが正しい順序であるものの割合を示す。

図 4.9: 500 keV 単色フラットビームを SGD に入射した時の (S,S,Cs) イベントのそれぞれの
シーケンスの割合 (左) と (S,Cb,Cs) イベントのそれぞれのシーケンスの割合 (右)。

左の図は、ヒットパターンが (S,S,Cs) であった場合には 90%以上の確率でそのシーケンスの
最後は CdTe-Side であることを、右の図は、ヒットパターンが (S,Cb,Cs) であった場合には、
Cb-Cs-S や Cs-S-Cb, Cs-Cb-S の順序である事はほとんどない (5% 以下) が、それ以外の順序
ならどれでもあり得るということを示す。CdTe-Side が最初になる確率が低いことは、BGO と
ファインコリメータによって視野が真上に制限されているために中心から外側にずれたところに
ある CdTe-Side モジュールには最初のヒットがあたらないという事から説明される。また、Si
が最後になる確率が低い事は、Si の光電吸収断面積が低いために最後に Si で光電吸収を起こし
て終わるイベントは少ないためであると理解できる。
このように、ヒットパターンを調べる事によって、定量的に考える事が難しいためにアプロー
チから外されていた反応断面積による確率計算と等価なものを、定性的に考えに入れる事ができ
る。そこで、あるヒットパターンがあった場合に、そのパターンに占める割合が調整可能なパラ
メータ a未満であるようなシーケンスを棄却する。これよって残っている複数のシーケンスのう
ちの一部を更に排除する事ができる。
図 4.10に、(S,Cb,Cs) イベントについて、シーケンスの割合の分布を、エネルギー別に示した。

500 keV では 3番目に大きい割合の S-Cs-Cb イベントが、80 keV だと 2番目に大きい割合を占

Si,Si,CdTeS

Step 2. ヒットパターンによるカット

パラメータaを用いて、a<p(sequence)を満たす割合p(sequence)
をもつシーケンスのみ残して、他は棄却する。

・Siで光電吸収を起こす確率が低いため、最後がSiである事は少ない
・真上に入射方向を制限されているため、CdTeSに最初にあたる事が少ない

Step 2でただ一つ残ったならばそれを採用する。
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Step 3. FOM (figure of merit) によるタイブレーク

残っている全てのシーケンスに対して、視線方向　にソースがあると
仮定した場合の幾何学的散乱角　　　　　　　　　　と、
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図 4.10: (S,Cb,Cs) イベントにおけるシーケンスの割合のエネルギー依存性。赤：S-Cb-Cs、緑；
S-Cs-Cb、青：Cb-S-Cs、黄：Cb-Cs-S、マゼンタ：Cs-S-Cb、シアン：Cs-Cb-S。

めている事が分かる。これは、80 keV という比較的エネルギーの低い光子は 32層 !0.6mmの
厚い Si を通過できずにコンプトン散乱する事が多く、またエネルギーが低いため大角度散乱を
起こしやすいために CdTe-Bottom のある前方だけでなく、横方向に配置されている CdTe-Side
方向に散乱される事が多いということである。このように、シーケンスの分布は、同じヒット数
であったとしてもエネルギーに依存するが、あるエネルギーで非常に少なかったイベントが別の
エネルギーで大きな割合を占めるような事はない。従って、簡略化してヒットパターンによるセ
レクションはヒット数のみに依存するものと考えることができる。
ヒットパターンによるセレクションの後に一つのシーケンスのみが残れば、それが正しいシー

ケンスであると考える。一つも残らない事もあれば依然として複数残っている事もある。この時
点で複数残っている場合には物理的観点からはほとんど区別できないイベントであると言えるた
め、何らかの基準を設けてタイブレークを行う必要がある。ここまでは物理的に不適切なシーケ
ンスを排除してきただけであるため、パラメータによって正答率がばらつくことはあれど大きな
間違いを起こす事はないと考えられる。しかし、この段階で初めて能動的に一つのイベントを選
び出す事になるため、FOM (figure of merit) となる量には注意をする必要がある。

FOMとしては様々な量が提唱されているが [49][50][51]、SGDにおいては、狭視野コンプトンカ
メラというコンセプトに基づいて、再構成の結果と SGDの視線方向から計算される ARMを FOM
として用いる (2.3.3)。すなわち、残っている全てのシーケンスに対してE0 = e0+ · · ·+en!1, E1 =
e1 + · · · en!1, !R0 = !r0, !R1 = !r1として式 4.1により "K0を計算する。一方で、コンプトンカメラ
から見た視線方向の方向ベクトルを !rとし、

"G0 = cos!1

!
!r

|!r| ·
!r0 " !r1

|!r0 " !r1|

"
(4.8)

により "G0を求め、|!"| = |"K0 " "G0|が最も小さくなるシーケンスを採用することにする。こ
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図 4.10: (S,Cb,Cs) イベントにおけるシーケンスの割合のエネルギー依存性。赤：S-Cb-Cs、緑；
S-Cs-Cb、青：Cb-S-Cs、黄：Cb-Cs-S、マゼンタ：Cs-S-Cb、シアン：Cs-Cb-S。

めている事が分かる。これは、80 keV という比較的エネルギーの低い光子は 32層 !0.6mmの
厚い Si を通過できずにコンプトン散乱する事が多く、またエネルギーが低いため大角度散乱を
起こしやすいために CdTe-Bottom のある前方だけでなく、横方向に配置されている CdTe-Side
方向に散乱される事が多いということである。このように、シーケンスの分布は、同じヒット数
であったとしてもエネルギーに依存するが、あるエネルギーで非常に少なかったイベントが別の
エネルギーで大きな割合を占めるような事はない。従って、簡略化してヒットパターンによるセ
レクションはヒット数のみに依存するものと考えることができる。
ヒットパターンによるセレクションの後に一つのシーケンスのみが残れば、それが正しいシー

ケンスであると考える。一つも残らない事もあれば依然として複数残っている事もある。この時
点で複数残っている場合には物理的観点からはほとんど区別できないイベントであると言えるた
め、何らかの基準を設けてタイブレークを行う必要がある。ここまでは物理的に不適切なシーケ
ンスを排除してきただけであるため、パラメータによって正答率がばらつくことはあれど大きな
間違いを起こす事はないと考えられる。しかし、この段階で初めて能動的に一つのイベントを選
び出す事になるため、FOM (figure of merit) となる量には注意をする必要がある。

FOMとしては様々な量が提唱されているが [49][50][51]、SGDにおいては、狭視野コンプトンカ
メラというコンセプトに基づいて、再構成の結果と SGDの視線方向から計算される ARMを FOM
として用いる (2.3.3)。すなわち、残っている全てのシーケンスに対してE0 = e0+ · · ·+en!1, E1 =
e1 + · · · en!1, !R0 = !r0, !R1 = !r1として式 4.1により "K0を計算する。一方で、コンプトンカメラ
から見た視線方向の方向ベクトルを !rとし、

"G0 = cos!1

!
!r
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|!r0 " !r1|

"
(4.8)

により "G0を求め、|!"| = |"K0 " "G0|が最も小さくなるシーケンスを採用することにする。こ

エネルギーから導かれる運動学的散乱角
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図 4.10: (S,Cb,Cs) イベントにおけるシーケンスの割合のエネルギー依存性。赤：S-Cb-Cs、緑；
S-Cs-Cb、青：Cb-S-Cs、黄：Cb-Cs-S、マゼンタ：Cs-S-Cb、シアン：Cs-Cb-S。
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起こしやすいために CdTe-Bottom のある前方だけでなく、横方向に配置されている CdTe-Side
方向に散乱される事が多いということである。このように、シーケンスの分布は、同じヒット数
であったとしてもエネルギーに依存するが、あるエネルギーで非常に少なかったイベントが別の
エネルギーで大きな割合を占めるような事はない。従って、簡略化してヒットパターンによるセ
レクションはヒット数のみに依存するものと考えることができる。
ヒットパターンによるセレクションの後に一つのシーケンスのみが残れば、それが正しいシー

ケンスであると考える。一つも残らない事もあれば依然として複数残っている事もある。この時
点で複数残っている場合には物理的観点からはほとんど区別できないイベントであると言えるた
め、何らかの基準を設けてタイブレークを行う必要がある。ここまでは物理的に不適切なシーケ
ンスを排除してきただけであるため、パラメータによって正答率がばらつくことはあれど大きな
間違いを起こす事はないと考えられる。しかし、この段階で初めて能動的に一つのイベントを選
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により "G0を求め、|!"| = |"K0 " "G0|が最も小さくなるシーケンスを採用することにする。こ

の差　　　　　　　　(ARM (Angular resolution 
measure)) を求め、
最も小さいARMを与えるシーケンスを採用する。
-- ARMをFOMとすることで天体信号が残りやすくな
ると考えられる
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報 ((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))である。位置 !rはピクセルサイズに相当する不確かさ!!r

を、エネルギー eはエネルギー分解能に相当する不確かさ!eを持ち、順序 (それぞれのシグナ
ルの発生した時間の前後) は不明である。これらのシグナルから、ガンマ線が入射した時に持っ
ていたエネルギー E0 及び最初のヒット点 !R0、二番目のヒット点 !R1とそこでガンマ線が持って
いたエネルギーE1を求めれば、次の式により入射ガンマ線の入射方向を決定できる。

cos "0 = 1 ! mec2

E1
+

mec2

E0
(4.1)

従ってこれは ((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))のリストから ((!R0, E0), (!R1, E1))のリストを
求める逆問題である。しかし、ガンマ線の反応も検出器の応答も確率的なものであるために、必
然性を持って解を決定することはできず、一番尤もらしい解を推定することしかできない。
確率的な解を定量的に推定するアプローチとして、例えば 1. モンテカルロシミュレーショ

ンを用いて全てのシグナルパターンについて一番尤もらしい解をテーブルとして用意するとい
う頻度主義確率的なものが考えられる。このアプローチはデータ空間が狭い時には有用である。
しかし、SGD のチャンネル数は 1コンプトンカメラあたり " 104 程度であり、エネルギー値
は 10ビットの ADC の" 103 チャンネルであるため、高々4シグナルまでのデータについて考
えるとしてもそのデータ空間は " 1019となり、それら全てのビンに十分なイベントをためると
いうのは現実的ではない。また、2. 例えば与えられたシグナルの全ての順列について散乱断面
積に基づいて反応確率を計算するという方法も考えられるが、検出器のジオメトリを考慮した
確率計算はほぼ不可能であるし、入射方向の不定性による確率の不定性もあることに加え、不
確かさを適切に扱うことが難しい。不確かさを適切に扱うためには 3. とりうる全てのガンマ
線の相互作用パターンについてその事前確率分布 p(pattern)を求めておき、そのパターンにお
いてシグナルのリストが実験データの様になる確率 p(signallist|pattern)を計算し、事後確率
p(pattern|signallist) # p(pattern)p(signallist|pattern)を計算するというベイズ的アプローチ
をとることになり、事前確率分布の計算が 2.の場合よりも更に難しくなる。
以上の様に、一般的に言って定量的アプローチを採用することは現実的ではないことが多いた

め、SGD のコンプトン再構成にあたっては定性的なアプローチをとる。シミュレーションの結
果を用いてシグナルに特徴的なパターンを探すことによりパラメトライズを行い、そのパラメー
タに基づいて物理素過程をそこで決定する。得られた解の正答率が最も良くなるようにパラメー
タを調整する。

4.2.1 二次粒子によるシグナルの取り扱い
シグナルは入射ガンマ線のヒットによるものもあれば蛍光 X 線などの二次的な粒子によるも

のもがある。検出器内で起こるシグナルのうち、入射ガンマ線のヒット由来でないもの (フェイ
クシグナル) について以下に示す。

• 光電吸収の緩和過程
光電吸収が起こると [46]、ガンマ線は物質中の原子に束縛された電子に吸収され消滅し、電
子は入射ガンマ線のエネルギーから束縛エネルギーを引いただけのエネルギーを持ってた
たき出される。ガンマ線は自由電子に吸収されることはできないので、光電吸収は原子殻
との束縛が強い内殻の電子においてよく起こる。電子がたたき出された後に原子殻のエネ
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以上のようにしてn!通りのシーケンスから
一つを選び出す事ができる。

反応順序決定アルゴリズム



一つも残らなかった場合
-> 最初の仮定「コンプトン散乱を何回か起こして最後に光電吸収を起こす」が間違い
-> 全てコンプトン散乱であったということ(エスケープ)
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の ARM を選んだ根拠は、ARM を FOM として採用する事により、まさに視線方向から入射す
る、目標天体からの信号がタイブレークで勝利しやすいと考えられるからである。
こうして、複数のシーケンスが残された場合について一つを選び出す事ができた。最後に上の
セレクションの段階で全て棄却され、一つのシーケンスも残らなかった場合を考える。これは最
初の、n個のヒットリストは n ! 1回のコンプトン散乱の後に光電吸収したイベントによるもの
とした (フルデポジット) 仮定が間違えている、すなわち実際には最後もコンプトン散乱を起こ
して検出器からエスケープしたイベントであると考えるべきである事を意味する。

((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, en!1))というシーケンスがあるときにエスケープしたエネルギー
を enとおけば、最後から二番目のヒット箇所 (i = n ! 2)について、式 2.1より

en!1 + en =
en!2 + en!1 + en

1 +
en!2 + en!1 + en

mec2
(1 ! cos "n!2)

(4.9)

が成り立つ。cos "n!2について !rn!3,!rn!2,!rn!1から幾何学的に導かれる散乱角 cos "(n!2)Gを用
いれば、これはEn!1 = en!1 + enの方程式として解く事ができ、

En!1 = !en!2

2
+

!
e2
n!2

4
+

en!2

1 ! cos "(n!2)G
(4.10)

が成り立つ。全てのシーケンスに対して別々にEn!1を求め、それぞれのシーケンスの n! 1番目
のヒットにおけるエネルギーと置き換える事により、((!r0, e0), (!r1, e1), · · · , (!rn!1, En!1))からな
るリストについて、フルデポジットで行った処理と同様のアルゴリズムを適用する事ができる。
ただし、エスケープエネルギーを求めるために cos "(n!2)G ! cos "(n!2)K = 0の条件を用いてい
るため、フルデポジットでシーケンスを棄却するために使っていた条件が一つ減っている。また、
エスケープエネルギーは他の量から計算されるため、他の量よりも大きな不確かさを持つ。これ
らの結果として、エスケープイベントはタイブレークに持ち込まれる可能性が高くなっている事
に注意しなければならない (表 4.5)。

FOM no FOM
full deposit 20751 (22%) 73441 (78%)

escape 15022 (38%) 24994 (62%)

表 4.5: フルデポジットイベントとエスケープイベントにおける、タイブレークがあったもの
(FOM) となかったもの (no FOM) の数。SGD に 40 keV-1000 keVまでべき 0でフラットビー
ムを入射したデータのマルチヒットイベントから作成。

以上をまとめると、マルチヒットイベントの順序判定アルゴリズムは以下に示したようになる。

1. n!通りの全てのシーケンスに対し、式 4.4の条件を適用し、満たさないシーケンスを棄却
する。

2. 残りの全てのシーケンスに対し、式 4.7の条件を適用し、満たさないシーケンスを棄却する。

3. 残っていたシーケンスが、1つの場合：7に進む。複数の場合：4に進む。一つも残らなかっ
た場合：6に進む。

によってエスケープエネルギーを求める事ができる。

マルチヒットの場合

それぞれのシーケンスに対してエスケープエネルギーを求め、通常のマルチヒットと同
様に一つ選び出す。

2ヒットの場合
2ヒットの場合は、エスケープエネルギーを求める事ができない->100%間違える
必然的にレスポンスの非対角項を増やすだけであるため、このようなイベントはイベン
トごと棄却する。



・中心前方102cm, 137Cs (2.8 MBq)
・662 keV のコンプトンイメージング
・1.8 cps/MBq @ 1m, 662 keV (640 keV-680 keV)

CC EM1

冷凍機

102 cm

コンプトンイメージング
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はシミュレーションと実験がコンシステントであるが、662 keV では実験の値がシミュレーショ
ンによる予測値から外れている。

図 5.4: バックプロジェクションイメージと ARM の FWHM のエネルギー依存性。左上：133Ba
(356keV), 右上：22Na (511keV), 左下：137Cs (662keV)。右下は ARM の FWHM で定義した角
度分解能。赤が実験、青がシミュレーションである。

角度分解能を決めるのはエネルギー分解能と位置分解能、そして Doppler broadening e!ect で
ある (2.3.3)。Appendix A で示すように、Geant4 の物理シミュレーション部分の不定性は高々
統計誤差の範囲であるため、シミュレーションにおける Doppler broadening e!ect の不定性もそ
の程度と考えられる。しかし (4.1.1) で示したように、CC EM1 シミュレーションにおいてはジ
オメトリの系統誤差が 10% 程度存在する。さらに、同じく (4.1.1) で述べたように、シミュレー
ションにおいては、エネルギーの不確かさとしてエネルギー較正に起因する系統的誤差を完全に

シミュレーション

実験
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図 5.2である。スペクトルのライン以外の部分をイメージングに用いると周りの散乱体をイメー
ジングしてしまう事になるため、ガンマ線源をイメージングするためにはラインエネルギーを切
り出す必要がある。切り出したエネルギー範囲 (表 5.1)を赤線で示している。

図 5.2: コンプトン再構成後の合計エネルギースペクトル。左上：133Ba、右上：22Na、左下 137Cs。
イメージの軸は (5.1.1)を参照。

図 5.3: 左下：ARM 分布の例 (図 5.4の 137Csのイメージを製作時のもの)。ARM 分布の形を良
く再現する Voigt 関数でフィットし、Voigt 関数の FWHM を ARM の FWHM とした。

表 5.1: イメージングする際に切り出したエネルギー範囲
Radioisotope Energy bandwidth

133Ba 350keV - 365keV
22Na 500keV - 525keV
137Cs 640keV - 680keV

図 5.4に、このエネルギー範囲のイベントで作成したバックプロジェクションイメージと、線
源を設置した方向に対して計算した ARM の FWHM (角度分解能) のエネルギー依存性を示す。

6.1º (FWHM)

ARM 分布 (FWHMが角度分解能) 角度分解能のエネルギー依存性

・正しくコンプトンイメージングに成功
・角度分解能もシミュレーションとコンシステント
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20o

40o

60o

80o

図 5.6: 0!, 20!, 40!, 60!, 80!と角度を変えて取得したイメージを一つに重ね合わせた図。

図 5.7: 設置角度ごとの角度分解能 (左)と、ライブタイムを揃えた時に実際にイメージングに用
いられたカウント数 (右)。エネルギーレンジは 640 keV-680 keV。

たときに暗いのは、角度分解能が悪い事も原因の一つであるが、イメージが縦に伸びる効果の寄
与の方が大きい (5.1.5)。
以上のように、コンプトンカメラで広い視野に渡って正しくイメージングができる事が示され
た。SGD のバックグラウンド除去の観点から言えば、このアルゴリズムによって視線方向から
のガンマ線でないイベントを正しく除去できる事を意味する。視線外からのガンマ線源をイメー

・視線方向から大角度に至るまで正しくイメージングできる
-> 視線方向以外から到来するガンマ線を正しく除去できる
※ CAST 計画の実現可能性を支持する結果

livetime = 2000secで揃えたそれぞれのイメージを重ねたもの

角度応答
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無視し、全てランダム誤差に吸収している。エネルギー較正の系統誤差がエネルギーによらず一
定の割合であった場合、系統誤差をランダム誤差に吸収した事に起因するシミュレーションでの
エネルギー分解能の悪化は、エネルギーが高くなるほど大きい。これらが 662 keV でシミュレー
ションが実験値よりも悪い角度分解能を示してる主要な原因であると考えられる。

5.1.3 角度応答

CC EM1

冷凍機

102 cm

102 cm

102 cm

102 cm

102 cm

20o 40o

60o

80o

CC EM1

冷凍機

102 cm
82 cm

62 cm
42 cm

22 cm

ABCDE

図 5.5: 実験セットアップ 2。

イメージングの角度応答を調べるために、コンプトンカメラ最上段 Si-Pad 検出器表面中心か
ら 102 cm の距離に 137Cs線源を設置し、0!, 20!, 40!, 60!, 80!と距離は一定のまま角度を変え
て、(5.1.2)と同条件でデータ取得を行った (図 5.5)。図 5.6は、5つの方向について、ライブタイ
ムを 2000 sec に揃えて制作したイメージを、一枚に重ね合わせた図である。 図 5.7に、角度分
解能の方向依存性とイメージングに用いられたイベント数の方向依存性を示す。視線方向が最も
角度分解能が良い一方で、カウント数は 20!方向が最も多くなっており、イメージでもその方向
が一番明るい。
図 5.8左に、80!の時のみのイメージを示す。見て分かる通り、縦長にイメージが作られてい

る。図 5.8右には、イメージのピーク領域の幅と高さの比の角度依存性を示す。イメージのピー
ク領域は最もカウント数の多いビンから 80%までの値を持つビンとした。幅と高さの比が小さく
なってゆくのは、角度が大きくなるにつれてイメージが縦長になっているという事である。この
射影は等立体角射影であるので、これは天球上ではイメージが方位角方向に広がっている事を意
味する。コンプトンカメラは天球の中心に、天頂方向に向いて配置されているため、角度が大き
い位置のイメージに寄与する円錐と天球の交円の半径は、角度が小さい位置のイメージに寄与す
る交円の半径よりも一般的に大きくなる。これによって円環と円環の共通部分が方位各方向に広
がった分布をする事になる。80!というほぼ真横方向の収率が高いにも関わらずイメージを重ね

・137Cs (662 keV) のイメージング
・0º, 20º, 40º, 60º, 80º



MeV 帯域68 第 5章 アルゴリズムの実証と検証

図 5.18: 60Coの 1.33 MeV ピーク (1.25 MeV-1.35 MeV) を用いて描いたイメージ (左)と、バッ
クグラウンド除去を行う前 (黒)後 (赤)でのスペクトル。

ためエスケープによる連続成分が非常に高く、1.17MeV のピークに至っては存在を確認すること
すら難しかった黒のスペクトルが、角度カットをする事によりバックグラウンドが大きく抑えら
れ、ピークも分かるようになっている。
この結果は、SGDが実はこのようなMeVを超えるような高エネルギーまで感度を持つ可能性を
示す。この時のピークのカウント数 (1.25 MeV-1.35 MeV)は 976カウントであり、用いた線源の
強度は 900kBqで、1.33 MeVのラインへの分岐比はほぼ 100%である。また、このデータ取得にお
けるライブタイムは 730 sec で、偶然同時イベントを無視すると、1.33 MeV ラインに対するコン
プトンカメラ一台あたりの有効面積SEが、SE ! 4! ·52cm2 ·976cts/(900kBq ·730sec) = 0.05cm2

と求められる。実際の SGD ではコンプトンカメラは 6台ある一方でカメラ上部にファインコリ
メータが存在するため、SGD の 1.33 MeV 近辺の有効面積はおよそ < 0.3cm2 程度と見積もれ
る。この帯域は 40 keV-600 keV と同様にバックグラウンドが非常に高く、40 keV-600 keV に比
べると光子数も少ないためにこの時点で観測実現可能性を述べる事はできないが、今後バックグ
ラウンドスタディなどを行う上で、従来より高いエネルギーまで考慮する価値があることは特筆
に値する。

・正しくイメージが作られている
・バックグラウンド除去できている
-> SGDの観測帯域40keV-600keVを大幅に拡張できる可能性
・有効面積~0.3cm2程度、この帯域は更に光子数が少なく、バックグ
ラウンドも依然として高い。更なる検証が必要。

前方52cmのところに60Coを設置してデータ取得、1.33MeVラインを
用いてイメージング、バックグラウンド除去を適用。

角度カット5º
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1.25MeV-1.35MeV
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Scatterer (E1,�r1)

Absorber
(E2,�r2)

Rayleigh

�
�

図 5.19: レイリー散乱によって再構成を失敗する例。黒が実際のシーケンス。マゼンタがレイ
リー散乱をないと考えて間違えて再構成してしまったパターン

図 5.20: 全てのイベントのうち、マゼンタ：制動放射があるものの割合、緑：レイリー散乱ある
いはパッシブな物質でのエネルギーデポジットがあるものの割合、青：2ヒットエスケープイベ
ントであるものの割合、赤：これらの一つ以上の原因により、正しく再構成が出来ないイベント
の割合。

理的に正しくコンプトン再構成が出来ないイベント (バッドイベント)、それぞれの、全イベント
に対する割合を示す。エネルギーが高くなると原理的に間違えてしまう確率が上がり、500 keV
を超えるともはや 50%以上が原理的に再構成できないバッドイベントである事が分かる。図から
分かるようにバッドイベントのほとんどはレイリー散乱やパッシブな物質によるエネルギーデポ

原理的に正しく再構成できないものも存在する
-- レイリー散乱・パッシブな物質でエネルギー
デポジットがあったもの・2ヒットエスケープ
イベント(2ヒットが両方ともコンプトン散乱
だったもの)・制動放射
高エネルギーでは半数以上が原理的に正しく再
構成されない
-> レスポンスの非対各項として寄与する

以下のいずれかの理由で正しく
再構成できないもの

レイリー散乱あるいはパッシブな物質によ
るエネルギーデポジット

2ヒットエスケープ

制動放射

ただし、
・レイリー散乱やパッシブな物質でのかすり散乱などはそこまで大きく再構成に影響
を及ぼさない
・レイリー散乱だったならば入射ガンマ線のエネルギーとしては全く正しいエネル
ギーを返す
などの理由により、実際の性能悪化はある程度抑えられると考えられる。
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よるフェイクシグナルとする。蛍光によるフェイクシグナルでなかった場合、元のシグナル数が
4つ以下かつ合計エネルギーが 350 keVより大きく、間の距離が 4 mmよりも短ければ、電子に
よるフェイクイベントとする。元のシグナル数が 4より大きければ、それも電子によるフェイク
イベントとする。この簡略化とパラメータがどの程度正しいかは、第 5章で検証する。
上と同じ理由により、ヒットパターンセレクションのテーブルに十分なイベント数を集める事

が難しかったため、５ヒット以上のイベントは解析を行わなかった。図にフェイクシグナルをマー
ジした後のヒット数の割合を示すが、5ヒット以上のイベントは 1%程度しか占めないのでほと
んど影響は無い。

図 4.12: フェイクシグナルをマージした後のヒットリストの大きさの割合。

式 4.4や式 4.7などの不確かさの許容範囲は、一律に不確かさの 3.0倍とした。また、ヒット
パターンによるセレクションで棄却されるしきい値は、全体の 10%とした。

4.3 バックグラウンド除去アルゴリズム
前節までにコンプトン再構成を SGD に適用することができるようになったため、SGD のコ

ンセプトに基づいてバックグラウンド除去を行うことが出来る。コンプトン再構成が正しいなら
ば、視線方向から来たガンマ線イベントにより描かれるコンプトンコーンは、角度分解能程度の
範囲で視線方向に一致するはずである。従って、それぞれのイベントに対して視線方向を基準に
計算した ARM の大きさ |!!|を求め、角度分解能と比較することによって、イベントを除去す
るかしないかを決定することができる。

(2.3.3)でも述べたように、角度分解能はエネルギーに依存し、エネルギーが高い方が良くな
る。さらに、角度分解能はガンマ線が最初にヒットした点と二番目にヒットした点の距離にも依
存する。これは、誤差伝播則が成り立つような範囲では、ガンマ線の幾何学的散乱角の不確かさ

フェイクマージ後のヒット数分布

>4ヒットイベントを現状の解析では用いていないが、全体の1%程度であり、無視し
ても大きな影響はない。 
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2.3. コンプトンカメラ 9

には成り立っていないことが原因である。束縛された電子の運動量に起因する角度分解能の広が
りは Doppler broadening e!ect と呼ばれ、これがコンプトンカメラの角度分解能の原理的な限
界を決める。散乱電子が運動量を持っていた時のガンマ線の散乱角 !と散乱後のガンマ線のエネ
ルギーの関係は、入射ガンマ線の四元運動量を (E! , "p!)、散乱ガンマ線の四元運動量を (E!

! , "p!!)、
散乱前の電子の四元運動量を (Ee, "pe)として、

E!
! =

E!

1 +
E!

Ee
(1 ! cos !)

!
1 +

"pe · ( "p!! ! "p!)
EeE!

"
(2.9)

と表される。Doppler broadening e!ect の大きさは散乱物質の電子殻構造で大きく変わるが、平
均すると原子番号Zが大きいほうが大きい。また、ガンマ線の入射エネルギーと散乱角にも依存
し、散乱角が大きく、入射エネルギーが低いほど大きくなる [20]。

図 2.7: 角度分解能のエネルギー依存性。赤が全体の角度分解能で、マゼンタがエネルギー分解能
の寄与、青が位置分解能の寄与、緑が

#
"!2 ! "!2

E ! "!2
rにより計算した、Doppler broadening

の寄与 [22]。

これらの結果として、コンプトンカメラの角度分解能は低エネルギーでは Doppler broadening
e!ect の寄与が大きく効くためエネルギーが高くなるにつれ良くなっていくが、そのうちに検出
器の位置分解能やエネルギー分解能の寄与のほうが大きくなり、それ以上良くなる事はなくなる
(図 2.7)。

全体

 Doppler broadening effect

位置分解能

エネルギー分解能

エネルギーが高くなるにつれてDoppler broadening effectの寄与が減るため角度分解
能が良くなるが、そのうちに位置分解能などの寄与が無視できなくなってくるため、
これ以上角度分解能が良くなる事はなくなる。



角度分解能のヒットパターン依存性
・Si-CdTeBイベントの角度分解
能のほうがSi-CdTeSイベントの
角度分解能より良い
-- Si-CdTeBの距離は平均的にSi-
CdTeSの距離よりも長いため
・Si-CdTeBイベントのみ用いる
と角度分解能~5.5º(511keV) 
(BGOのFOVは~10º)
-> ヒットパターンを適切に選ぶ
事でイメージング観測ができる
可能性

Si

CdTeB

Si

C
dT

eS
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図 5.12: ヒットパターンごとの角度分解能の違い。赤：662 keV,緑：511 keV,青：356 keV。5.1.2
で用いたデータと同一のデータから計算した。

と 32層目では CdTe-Bottom を見込む角度が違うので一概には言えないが、積層ピッチが! 1.8
mm である事から、平均的には Si-Pad のとあるピクセルと CdTe-Pad Bottom のあるピクセル
は、およそ 36 mm 程度は少なくとも離れている事になる。一方で、CdTe-Side は検出器を取り囲
むように側面についているために、Si のあるピクセルとその真横の CdTe-Pad Side のピクセル
では! 15 mm 程度しか離れていない。ピクセルサイズは変わらないことから、この事は、位置
に対するピクセルサイズの相対的な不確かさが、Si-CdTeB イベントのそれに比べて大きいこと
を意味する。真横の CdTe-Side はどの層の Si-Pad に対しても存在するため、ヒット間距離の小
さいイベントの全体に対する割合が大きく、角度分解能が Si-CdTeB と比べて悪くなっている。
図 5.13に、(5.1.3)で用いたデータについて、最初の 2ヒットが Si,CdTeBであるもののみ、

Si,CdTeSであるもののみでそれぞれイメージングを行った図を示す。また、図 5.14左に、角度
分解能のヒットパターン別の角度応答を、図 5.14右に、イメージに用いられたカウント数の角度
応答を示す。CdTe-Bottom よりも CdTe-Side のほうが Si-Pad から見て占める立体角が大きい
ため、Si,CdTeB イベントに比べて Si,CdTeS イベントの集率が高い。また、大角度から入射す
るガンマ線にとって Si,CdTeS のパターンは前方散乱に相当するため、描かれるコンプトンコー
ンの頂角は典型的に小さくなる。従って、Si,CdTeS 大角度入射イベントのイメージには、図 5.8
で見られるような天球の方位各方向に伸びる特徴が見られない。したがって Si,CdTeB であるも
のは視線方向が明るく角度が大きくなるにつれて暗くなってゆくが、Si,CdTeS では大角度イベ
ントが暗くならない。なお、角度分解能が悪化しているにも関わらず Si,CdTeS の大角度イベン
トが暗くならないことが、(5.1.3) において縦に伸びる効果の方が大きいとした根拠である。
イメージング観測が可能となるのは、観測中にイメージの外側の領域からバックグラウンドを
精度よく決定できる時である。従って、SGD で高エネルギーでのイメージング観測を行おうと
思ったときには少なくとも、イメージが BGO で絞られる約 10!の視野内に作られたものかそれ
より外に作られたものかを判断できる必要がある。例えば 511 keV では全てのイベントを用いる

356keV

511keV

662keV

角度分解能のヒットパターン依存性

~8º

~5.5º



98 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

Na-22 (390 kBq) 

Cs-137 (580 kBq) 

Cs-137 (2.8 MBq) 

Cs-137 (2.8 MBq) 

Ba-133 (2.1 MBq) 

図 C.1: コンプトンカメラ周辺に、137Csを 3つ、133Ba、22Naを一つずつ合計 5つの線源を設置
した。

図 C.2: 得られたエネルギースペクトル。イメージングに用いられたエネルギー範囲を赤線で
示す。
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示す。
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図 C.3: 得られたバックプロジェクションイメージ。左上：133Ba (356 keV), 右上：22Ba (511
keV), 左下：137Cs (662 keV), 右下：3つを重ねた図である。

98 付 録 C コンプトンカメラのホットスポットモニタへの応用可能性について

Na-22 (390 kBq) 

Cs-137 (580 kBq) 

Cs-137 (2.8 MBq) 

Cs-137 (2.8 MBq) 

Ba-133 (2.1 MBq) 

図 C.1: コンプトンカメラ周辺に、137Csを 3つ、133Ba、22Naを一つずつ合計 5つの線源を設置
した。

図 C.2: 得られたエネルギースペクトル。イメージングに用いられたエネルギー範囲を赤線で
示す。

Ba

Na

Cs
すべて


