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加速器とは?  

Q7 加速器とはなんですか？ 

A7 水素の原子核である陽子や、電子などの小さな
粒子を光の速度近くまで加速し、高いエネルギー
の状態にする装置です。 

　それぞれの粒子を１回だけ加速する直線型の加速
器や、円形の軌道を何度も繰り返し回して加速す
る円型の加速器があります。 

KEK 「よくある質問」より 
http://kek.jp/ja/faq/answer.html#A7 



様々な加速器  

KEK電子・陽電子入射リニアック 
ビーム粒子 

加速管 
ビーム粒子 

4極磁石 

•  全長 600 m 
•  電子９GeV, 陽電子 4 GeVまで加速できる 
•  KEKB HER/LER, PF, PF-ARの４リングへ入射 

•  周波数2856 MHz 
•  2mの加速管　240本 
•  1本あたり 40 MeV加速 

http://www.kek.jp/newskek/2009/mayjun/kekb4.html 

4リングへ入射 



様々な加速器  
LHC (Large Hadron Collider) 
CERN(スイス) 
周長 27 km 
陽子 7 TeV + 陽子 7 TeV 
重心系エネルギー 14 TeV 

KEKB  
周長 3 km 
電子 8 GeV + 陽電子 3.5 GeV 
重心系エネルギー 10.58 GeV 

http://http://atlas.kek.jp/archives-2.html 
http://info.web.cern.ch/Press/PhotoDatabase 

　リニアック　 衝突型加速器 



様々な加速器  

概念図：OHO’06テキスト 
「リニアコライダーの構成」横谷馨　より 

SLC 
SLAC National Accelerator 
Laboratory (米国) 

ILC 
(International Linear Collider) 

直線部分 3km 
重心系エネルギー 92 GeV　 

http://www.slac.stanford.edu 



様々な加速器  

http://j-parc.jp/Acc/ja/layout.html 

J-PARC  
陽子リニアック 
RCS (Rapid-Cycle Synchrotron)  3GeV 
　- 物質・生命科学実験施設 
MR (Main Ring)  30GeV 
　- ハドロン実験施設 
　- ニュートリノ実験施設 



衝突型加速器 

http://www-acc.kek.jp/KEKB/KEKB_brochure.pdf 

Collider　コライダー 

加速した粒子同士を衝突させると、粒子のエネルギーが有効に
衝突エネルギー（重心系エネルギー）となる。 



•  同じエネルギー�E�の同種粒子が正面衝突する場合�

•  片方の粒子が静止している場合（固定標的）�

�高い重心系エネルギーを得るにはコライダーが必須 

重心系エネルギー 

€ 
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素粒子の標準模型 

もっと知りたいKEKB加速器 
http://www-acc.kek.jp/kekb/ 



コライダーのフロンティア  

重心系エネルギー 
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Energy Frontier Machine 

Factory Machine 

SuperKEKB�

Y. Ohnishi



超伝導加速空洞 
(HER)

e-

e+

常伝導加速空洞 
(LER)

電子陽電子
線形加速器 陽電子発生装置 

常伝導加速空洞 
(HER)

衝突点　　Belle測定器 

KEKB B-Factory

KEKB B-Factory 

８GeV電子リング ＋ 3.5GeV陽電子リング ＋ 電子陽電子リニアック 
　   (HER)                      (LER)                          (J-Linac) 

電子ビーム
陽電子ビーム 

リニアックで 
電子8GeV、陽電子3.5GeVまで加速 

周長 3km 



非対称なエネルギーで衝突  

もっと知りたいKEKB加速器 
http://www-acc.kek.jp/kekb/ 

•  重心系でB中間子対はほとんど静止しているが, 実験室系では200ミクロン程
度走る。�



高周波電場で加速 

もっと知りたいKEKB加速器 
http://www-acc.kek.jp/kekb/ 

静電場では 



４極電磁石 
ビームパイプ
内部の真空度は
10-7 Pa以下 

２極電磁石 

加速空洞 

陽電子 電子 

KEKB トンネル内�富士直線部 

LERの加速空洞が設
置されている 

右側：電子リング(HER) 
左側：陽電子リング(LER) 
　　　両リングの間隔1.1m 



KEKBトンネル内�曲線部 

曲線部 

曲線部 
2極/4極/6極磁石が規則的に配置されている 

6極電磁石�

電子リング�陽電子リング 

4極電磁石 

2極電磁石 



•  電子（陽電子）ビームの粒子はリング軌道上に一様に分布せ
ず, バンチと呼ばれる塊になる. 

•  高周波電場（KEKBでは508.9MHz）でビームを加速して
いるため, この高周波電場の適切な位相のところだけに電子
が安定に存在できる. 

•  存在できる最大バンチ数は、リングの周長と高周波の周波数
で決まる. (KEKBでは5120) 

ビーム粒子の運動 



長さ σz 6 mm
幅 σx 150 μm → 

~ 10 μm

高さ�σy 0.94μm → ~ 50 nm
電子�4.7×1010個/バンチ�

陽電子�6.5×1010個/バンチ�

水平面交差角�22mrad�~�1.3°

各バンチは1秒間に10万回衝突 
各リングに1584バンチずつ蓄積 

→ 2500 バンチ 

リング コライダーで世界最小の垂直
方向ビームサイズ�

ビーム衝突の様子  

KEKB　　　　SuperKEKB 



ルミノシティ  Luminosity  

１秒間に生成される 
B中間子ペア数 
～20 ペア s-1 

反応断面積 
～10-33 cm2 

ルミノシティ 
２×1034cm-2s-1 ＝ × 

€ 

L =
Ne+Ne− f
4πσ x

*σ y
* RL

多くのB中間子・反B中間子対を生成するには 
高いルミノシティ 

が必要 

€ 

e+e− → _ 4S( )→ BB Υ� 標的の大きさ 

40倍にする 
80×1034cm-2s-1 



ルミノシティを上げるには 

電子・陽電子の
数を増やす 

断面積を小さく 

€ 

L =
Ne+Ne− f
4πσ x

*σ y
* RL

大電流 

小ビームサイズ 

しかし、電流を大きく、ビームサイズを小さくすれば、どこまでもルミノシティが上が
る、というわけではない. 



衝突点�

衝突点　
IP 

∝ 水平方向 

∝ 垂直方向ビームサイズ 

４極磁石 

４極磁石配置 
HER 

近くに強い４極磁石を置いて絞り込む 

４極磁石 



衝突点�

絞って効果があるのはバンチ長にふさわしい程度まで 

バンチ長に合った
絞り方 

絞り過ぎ 



ルミノシティを上げるには　 

衝突によって、ビームサイズの増加やビーム寿命の短縮が
起こらないようにする。 

× 

大きなビームビーム力に耐える 



ビームビーム相互作用 

  

€ 

ξ±x,y =
re
2πγ±

N

βx,y
*

σ x,y
* σ x

* +σ y
*( )

相手のビームから受けるビームビーム力が許容範囲をこえると, ビームサイズ増大やビー
ム寿命短縮が起こり, ルミノシティが制限される. 

中心付近では4極磁石の収束力に近いが、ズ
レが大きいと非線形の力を受ける 

ビーム粒子 

ビームビーム・チューンシフト・パラメタ�

相手のバンチがつくる電磁場に
よって蹴られる 

K. Oide 



ルミノシティを上げるには 

•  衝突点でビームサイズを小さく絞る 

•  ビーム電流を増やす 

•  ビームビーム・パラメタを大きくする　 



KEKB の歴史 

１日毎のルミノシティ最高値 

１日の積分ルミノシティ 

蓄積電流 

総積分ルミノシティと効率 

連続入射モード(CIM) 

1034 cm-2s-1 
=10 /nb/s 

600 /pb/day 

2007年2月から　 
クラブ交差 



超伝導空洞:  
高加速電圧を効率よく発生. 
超伝導空洞での世界最高電流
1.4Aを蓄積. 

ARES空洞:  
巨大な蓄積エネルギーで大電流を安定に加速 
バンチ毎フィードバックで他の不安定性も抑制 

2.5πセル構造:  
最小の非線形性と最大の柔軟性. 
半整数共鳴線に0.004まで接近.�

J-Linac:  
限られたスペースで必要な入射エネルギーを達成 
電子・陽電子 2バンチ/パルス入射の実現 

ソレノイド磁場により
電子雲の発生を抑制�

クラブ空洞: 
世界初のクラブ
交差を実施中 

KEKBの特長 �

有限交差角: 2つのビームを容易に分離. 
特殊な最終収束磁石群を配置し, 円型コライダーとし
て世界最小のビームサイズを達成. 



ビーム衝突の様子  

クラブ交差�
crab crossing �

角度つき交差 �



陽電子リングの不安定性 

「総研大ジャーナルNo.2 2002秋 p.18」より 



世界の電子陽電子コライダー 
SuperKEKB 



電子雲を抑制し、ビームサイズ増大や不安定を防ぐため
の新型ビームパイプ
（アンテチェンバー＋内面コーティング） 

高品質の陽電子ビームを得るた
めのダンピングリング新設 

 電子ビーム 7GeV 2.6 A 

 陽電子ビーム 4 GeV 3.6 A 

 SuperKEKB 

LER偏向電磁石を長い磁石に交換するな
ど、低エミッタンスを実現するために
ラティスを変更

衝突点でビームを極限まで絞
り込むための超伝導/永久４極
電磁石システム 

Colliding bunches 

高品質の電子ビームを得る
ための新開発電子銃 

陽電子ビーム強度を上げるた
めの陽電子源の増強 

ビーム電流を高めるために高
周波システムを増強

ビーム診断・制御システムの
精密化・高速化

Damping ring 

Low emittance gun 

Positron source 

New beam pipe 
& bellows 

Belle II 

New IR 

8 × 1035 cm-2s-1を目指す 



d 

衝突の様子 

KEKB Nano-Beam SuperKEKB 

Half crossing angle: φ

2φ

€ 

σ x
*

€ 

σ z

€ 

d =
σ x
*

φ
交差する領域の長さ <<バンチ長 交差する領域の長さ = バンチ長 

Head-on (crab-crossing) 

~ 6 mm � ~ 300 µm �

Y. Ohnishi et al.�

€ 

σ x
*

€ 

σ z 5-6 mm 10-12 mm
100-150 mm

6-7 mm
実質的なバンチ長  

細いバンチを大きな角度で交差させ、
交差する領域の長さ(実質的なバンチ
長)を短くする. 

ビームサイズを小さく絞
り込むことができる.  

垂直ビームサイズ　
50-60 nm�



SuperKEKB 
•   KEKBの40倍のルミノシティを目指す 

•  衝突点でビームサイズを小さく絞る 
　　　垂直方向 1000 → 50～60 ナノメートル（～20倍） 

•  ビーム電流を増やす　1.7/1.4 → 3.6/2.6 A （～2倍） 

•  ビームビーム・パラメタ　0.09 → 0.09 （～1倍） 

•  ビームエネルギー　3.5/8.0 → 4.0/7.0 GeV 

= 8 × 1035 cm-2s-1 

ルミノシティ 

LER： Touschek 寿命が伸び、intra-beam scattering によるエ
ミッタンス増が緩和される。　 
HER：エミッタンスが下がる。 



アンテチェンバー型真空ビームパイプ 
  構造

–  ビームからの放射光をスリット内に逃がす。
–  非蒸発型ゲッターポンプ (NEG) をスリット側室内に装着。
–  内面にTiN（窒化チタン）コーティングを施す。

  目的、メリット
–  電子雲の発生を抑制。
–  ビームインピーダンスを低減。
–  壁にあたる放射光パワー密度を低減。

  材質
–  ウィグラー部は銅製。
–  他の場所はLERではアルミ合金製も可能（コスト低減、製作期間短縮）

ビーム
放射光

NEGポンプ 概念図�

直線部用�
ウィグラー部用�

曲線部用
（アルミ合金製）�

曲線部用
（銅製）�

Y. Suetsugu et al.



SuperKEKB luminosity projection

Y. Ohnishi


