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1988 設計に着手
1994 建設開始
1999 衝突実験開始
2001 世界最高ルミノシティ
2003 設計ルミノシティを超える
2007 「クラブ交差」導入

2009 2.1x1034 cm-2s-1, 1000 fb-1
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1999     2001     2003     2005　2007  2009

1034

KEKB



http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2008/
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2008/press_jap.pdf

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2008/press_jap.pdf
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2008/press_jap.pdf
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2008/press_jap.pdf
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2008/press_jap.pdf




LHC(2009)



(ルミノシティ) = 単位時間・単位面積あたりの
粒子同士の「出会い」の回数

衝突型加速器の性能はルミノシティで測られる。

(単位時間の反応回数) = (反応断面積) × (ルミノシティ)

人間の努力しうる量

多数の粒子が狭い場所で何度も
交差する: ルミノシティが高い

物理法則で決まっている
(衝突エネルギーの関数)





KEKB = ルミノシティ・フロンティア



LUMINOSITY OF COLLIDERS
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Energy Frontier Machines

Factory Machines

L∝E

SuperKEKB

Tevatron
BEPC-II



1034 cm-2s-1

600 /pb/day

KEKB: 世界最高性能の歩み クラブ交差

連続入射



KEKBの特長

超伝導空洞: 
高加速電圧を効率よく発生

ARES空洞: 
巨大な蓄積エネルギーで大電流を安定に加速

有限交差角: 2ビームを容易に分離
ユニークな超伝導最終収束磁石、常伝導特種電磁石群

2.5πセルラティス: 
最小の非線形性と最大の柔軟性

J-LINAC: 
限られたスペースで必要な入射エネルギーを達成

超伝導空洞で世界最高電流>1.4 Aの蓄積

半整数共鳴線0.504まで接近

1高周波パルスあたり2バンチ入射/実験中の連続入射の実現

リングコライダーとして世界最小ビームサイ
ズ(1.0 μm×110 μm)を達成

ソレノイド磁場により電子雲の発生を抑制

バンチ毎フィードバックで他の不安定性も抑制



ARES 空洞(世界唯一)
• 巨大な電磁場蓄積エネルギーにより大電流を自律的安定

化。
• 3空洞の結合により不要な寄生モードを効果的に減衰。
• SiCによる各種高次モード減衰機構。
• 進行方向フィードバックなしで2A以上 (LER) まで蓄積。
• 空洞に起因する横方向不安定性の排除

Accel.Storage

Resonant

超伝導加速空洞(世界最高)

• 世界最高蓄積電流 1.45 A。
• 入力カップラは通過電力400 kW以上を達成。
• フェライト HOM 吸収体は 13 kW以上を吸収。
• BEPC-II(北京)、TPS(台湾・計画中)にも輸出



発熱・放電・破壊
PEP-II: “Frangible Link”

KEKB: QC4RE Bellows

　加速器のビームパイプの内部は約1兆分の1

気圧に保たれている。
　世の中には半導体製造装置など、さらに低
い圧力の装置は存在するが、加速器の場合は
ビームに伴う電磁場、光、イオン、電子雲が
発熱・放電・破壊の源になるので、高真空の
維持は容易でない。



電子雲による単バンチ不安定性の証拠を世界で初めて観測
 (J. Flanagan,  K. Ohmi, et al, 2005)

陽電子リングの電子雲問題
電子雲不安定性はKEKB開始以来ルミノシティを制限
する難敵であった。

KEKBチームは全長2300mまでソレノイドコイルを巻
き足すことにより電子雲の発生を大幅に抑制しルミノ
シティを回復してきた。

電磁石間のどんな小さな隙間もできる限り
ソレノイドで埋め尽くそうという努力は現在
も進行中である。

H. Fukuma, et al



Suppression of Electron Cloud

 

An antechamber with 
electron-cloud suppression 

electrodes.

TILC09, Tsukuba

Electron cloud density decreased to 1/10 at V = +200 V, 1/100 at V = +500 V.

~1x1012 e-/m3

1585 bunches (6 ns)~ 1600 mA[Log scale] Different bunch filling patterns[Log scale]

Y. Suetsugu



2007年1月、世界初のクラブ空洞がKEKBに
各リング1台ずつ装着

HER (e-, 8 GeV) LER (e+, 3.5 GeV)
電子 陽電子



連続入射の威力

• Belleは入射の瞬間の2-4%のわずかな時間を除いて連続的にデータを収集。

• 平均ルミノシティが30%向上

• 電流をほぼ一定に保てるので加速器の安定運転が可能。

before after



連続入射の威力 = 1日あたり1.5 /fbを達成



リニアック２バンチ入射の実用化
KEKBリングとライナックのRF周波数関係、圧縮後のRFパルス波形にフラッ
ト部がないことなどの問題から、当初はシングルバンチで入射を行っていた。

しかし96ns間隔の２バンチであれば、RFパルスタイミングを調整して、各バ
ンチのエネルギーゲインを等しくすることで入射できる可能性が示された。

独立のGun grid-pulserの新設、バンチング条件などを含めて、２つのバンチ
のビームの特性が極力揃うように調整を行うことにより、両方のバンチとも十
分な効率でリングに入射できるようになった。

1-st bunch
2-nd bunch

Primary electron Positron

リニアック ビーム輸送路

電
子

/陽
電
子

強
度

96 ns interval 96 ns interval

8 nC 8 nC 0.45 nC 0.45 nC

e- e- e+ e+



KEKB加速器の到達点
世界最高ルミノシティの達成
ピークルミノシティ: 2.1x1034cm-2s-1

1日あたり1480 nb-1、総積分1,000 fb-1超を達成
設計開始当時の世界最高値の200倍以上の性能

世界最高性能を支えた加速器技術とビーム科学
衝突点有限交差角に基づくユニークな衝突点設計
非重複六極・2.5πセル構造、局所色収差補正の光学系
大電流でも空洞に起因するビーム不安定性を起こさない常伝導ARES空洞
世界最高電流1.4 Aを蓄積した超伝導加速空洞
大電流のもとでの高真空を確保した新型各種真空要素
単バンチ電子雲不安定性の発見とソレノイドコイルによる電子雲の抑制
世界にさきがけた実験時連続入射による積分ルミノシティの飛躍
1高周波パルスあたり2バンチ加速による入射性能の倍加
高精度ビーム診断装置によるビーム光学系の補正
レコード数25万点を超える世界最大規模のEPICS制御システム
世界初のクラブ空洞、クラブ交差の実現
SuperKEKBに向けて



世界の加速器 

PETRA PEP
PEP-II等々

核研ES

陽子シンクロトロン

TRISTAN

KEKB = World Leader

PF

加速器
グループ

Belle
実験グループ

関係各企業

大学・研究者
コミュニティ

施設部

管理局機構首脳部文科省
国民

KEKBを支えたもの

SuperKEKB

機構諸組織

家族

放射線、機械工学、低温



Low emittance positrons to inject 

e- 2.6 A

e+ 3.6 A

x40 Gain in Luminosity

Low emittance gun

Nano-Beam
SuperKEKB

Redesign the HER arcs to squeeze 
the emitance.

New Superconducting / 
permanent final focusing 
quads near the IP

Colliding bunches

Low emittance electrons to inject New positron target / capture section

Replace long TRISTAN 
dipoles with shorter ones 

(HER).

TiN coated beam pipe with 
antechambers

Add / modify rf systems
for higher currents.



Plan	  of	  Luminosity	  Upgrade
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Shutdown
for upgrade
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Milestone of SuperKEKB

Year

9 month/year
20 days/month

Commissioning starts 
mid of 2014

We will reach 50 ab-1

in 2020~2021.


