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序 文 

 

                                 平成２３年度ＫＥＫ技術賞専門部会 

                                            部会長 佐々木 慎一 

 

 

KEK 技術賞は、今年度すなわち平成 23 年度で 12 回目を迎えました。本賞へ

の応募推薦数は、年度により増減はありますが、増える傾向にあり、本賞が KEK

において評価をいただいていることが印象づけられます。 

 

今年度は5件の推薦があり、いずれも優れた内容でした。技術賞専門部会にお

きましては、これらの申請に対して「創造性」、「具体化」、「貢献」及び「伝承」

の4項目の選考基準を設け、候補者の「口頭によるプレゼンテーション」並びに

「開発現場での直接説明」による審査行いました。特に、「現場での説明」では、

予定された時間を大きく超過することがあり、開発意図だけでなく取り組みに

対する熱意も十分理解し感じとることができたと思います。 

このような審査の結果、今回受賞された5件は、いずれも技術の「具体化」、

「貢献」という点において、優れていると高い評価を受けました。しかしなが

ら、残りの2項目、特に「創造性」に関しては候補者本人の寄与を推量するのに

苦労しましたし、プロジェクト内における開発というテーマに関しては、個人

の主体性やオリジナリティが見えにくくなることを痛感させられました。しか

しながら、この点は、候補者本人だけの問題ではなく、プロジェクト全体、あ

るいはKEK全体で考えなければならない問題だと思います。また、「伝承」に

関しても先の2点に比べて、評価が分かれるところでした。この項目は、論文や

講演発表だけが全てではなく、その技術内容が如何に系統的に整理されて、保

持されて、継承されていくかを見るものですので、種々の工夫があっても良い

と思います。 

 

KEK技術賞の選考過程を通して、KEK技術職員の開発業務が、機構内で進め

られているプロジェクトや計画の支え、あるいは原動力となっていることがよ

くわかりました。同時に、多くの関係される方々の暖かい理解と協力によって、

完成された技術としてまとまったと理解されます。最後に、この点を強調させ

ていただき、KEK技術賞に対する関係者各位の一層のご理解とご協力をお願い

する次第です。 
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高エネルギー加速器施設における放射線管理のための数え落としのない

放射線モニターの開発 

 
飯島和彦 

高エネルギー加速器研究機構 
共通基盤研究施設 放射線科学センター 
〒305-0801  茨城県つくば市大穂 1-1 

 
概要  
 高エネルギー加速器施設においてはビームロ

ス等により極めて短い時間に大量の放射線が生

成される。このような放射線場を通常の測定器

で測定をしても「数え落とし」により正確に測

定ができない。そこで、今回この極めて短い時

間に大量に発生する中性子線を「数え落とし」

なく測定できることを可能とした中性子線量放

射線モニターを開発した。 
 
１．はじめに 
高エネルギー加速器研究機構（高エネ研）は

線形加速器、シンクロトロン等から構成される

複合型の大型加速器が稼働する共同利用施設で

ある。このような高エネルギー加速器施設では

加速粒子のターゲットへの照射や、ビームロス

により周囲に光子線や中性子線などによる放射

線場が形成される。そのため、十分な遮へいを

設置するとともに、その周囲の放射線量を監視

することにより、施設内の作業者や周辺地域へ

の安全を担保している。放射線科学センターで

は加速器からの漏洩放射線を連続して集中監視

するために NORM（Network Of Radiation 
Monitors）と称される連続放射線集中監視シス

テムを導入し、放射線に対する安全並びに環境

保全に万全を期している。NORM には約 200
台の SARM と称される放射線･放射能モニター

（Stand Alone Radiation Monitor）が接続され

ている。SARM は機構内の管理区域、管理区域

と一般区域の境界及び本機構の敷地境界に設置

され、放射線・放射能レベルを連続測定してい

る。このうち、空間線量率を測定する SARM に

は光子線用、中性子線用の 2 種類がある。高エ

ネ研で使用している空間線量率を測定する

SARM を表 1 に示す。光子線用の SARM には

読み出し方法がパルス型である GM 型 SARM
と積分型である電離箱型 SARM の 2 種類があ

る。これに対し中性子線用はパルス型の減速材

付き比例計数管を利用したもののみである。シ

ンクロトロンに代表されるパルス運転を行う高

エネルギー加速器施設ではターゲットやビーム

ダンプなどでのビームロスによりは極めて短い

時間に大量の放射線が生成される（以下、バー

ストとする）。図 1 に 1 時間あたり 1μSv の線

量率が直流運転で得られた場合と 2 秒ごと 100
μ秒パルス運転で得られた場合について示す。

直流運転によって発生する放射線は常に一定の

線量率として測定されるのに対し、同じ 1 時間

あたりの線量率であってもパルス運転で発生す

る瞬間の放射線量率は約 2 万倍と遙かに大きな

値をとることが分かる。この例のようなバース

ト状に発生する放射線を正確に測定することは

放射線管理上重要なことである。このような放

射線場において、通常市販されているパルス型

読み出し回路を持つ測定器で測定をしても「数

え落とし」により正確な線量率を測定すること

は困難である。高エネ研の SARM の場合、こ

れまで数え落としが大きな問題となる条件での
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使用実績は少ないものの、表 1 に示すように中

性子線用には積分型が存在せず、線量率の高い

バースト状の時間分布を持つ中性子に対して数

え落としの恐れがある。一方、光子線用は積分

型読み出しを採用した電離箱型であり数え落と

しの心配はない。そこで、バースト状に発生す

る中性子線量を測定することを目的に、積分型

読み出し方式の中性子モニターの開発を行った。

同時に、これまで単純なポリエチレンによる減

速材構造では感度が不足してしまう 10MeV 以

上のエネルギーを持つ中性子に対して感度向上

を図る目的で、減速材構造にも検討を加えた。

これら 2 点について開発を行うことにより、高

エネルギー加速器施設に適した放射線モニター

の実用化を図る。 

 
 
 
 
 
 
 

２．積分型読み出し機能を有する中性子

線量モニターの開発 
  
2.1 電荷積分器 
 高エネ研ではReuter-Stokes 社製の1インチ

または 2インチの円筒形状の 3He比例計数管に

6.5 厚のポリエチレン減速材を組み合わせて中

性子線量モニターとして使用してきた。信号の

読み出しにはパルス動作を行う前置増幅器、主

増幅器を用いてパルス信号を増幅・整形し、波

高弁別機により閾値以上の信号についてパルス

信号を生成し、スケーラーで計数を集計してい

る。積分型の中性子線量モニターの開発に当た

っては、この従前のデータ集計方法との親和性

表 1 高エネルギー加速器研究機構で使用されている空間線量

率測定用の放射線モニターの種類と読み出し方法 

積分型 パルス型
光子 電離箱 GM型

減速材付き比例計数管中性子 なし
 

100μs

2.0s

1h

20mSv/h

1h

20mSv/h

1μSv/h1μSv/h

図 1 1 時間あたり 1Sv の線量率が直流運転の加速器で得られた場合(左)と 2 秒ごと 100秒
のパルス運転で得られた場合(右)の瞬時線量率の比較の模式図 
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1V

時間（T1）

時間（T2）

1V

についても考慮した。  
検出器はこれまでの利用実績があり、安定的

に利用が出来る、パルス型と同様の 3He 比例計

数管を利用することとした。しかし、この 3He
比例計数管をそのまま用いると計数率特性が十

分でなく積分型として動作させることが難しい。

そこで、本研究では 3He 比例計数管に通常とは

逆方向に電圧を加えて電離箱として動作させる

ことを着想した。芯線をグラウンド、管壁にプ

ラスの電圧を加え芯線近傍での電子雪崩を起こ

さずに、電荷を収集することが出来る。収集し

た電荷を積分する電荷積分器のブロック図を図

3 に示す。この電荷積分器は検出器中に発生し

た電荷量を積分回路により積分し、一定電圧に

達したときにリレーによって強制的にリセット

（放電）を行い、再び積分を行うという動作を

繰り返す。図 4 に出力信号の模式図を示す。時

間と共に電圧は上昇し、一定電圧（ここでは 1V）

に達するとリセットされる。リセット間隔は流

入電荷量が多くなると短くなる。この動作によ

り信号出力は鋸歯状波形となる。この間隔は

6.5cm 厚みのポリエチレン減速材を付与した 1
インチ 3He比例計数管を用いて、37MBq(1mCi)
の中性子線源（Am-Be）に対して 2000 秒とし

た 。 線 源強 度 と リセ ッ ト 間隔 の 関 係は

3.7GBq(100mCi)まで比例関係にあることを確

認した。図 2 に電荷積分器を実装した電離箱型

中性子モニターを示す。  
さらにこの出力を従来のパルス計測用スケー

ラーを用いたシステムで集計することができる

よう、電荷積分器の出力段にはデジタル微分回

路を組み込んだ。この回路により鋸波状波形の

傾きの値に応じたパルスを出力している。これ

により、電離箱型検出器でありながら、読み出

しの簡単なパルス出力が得られるという特徴を

持っている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
図 2 電離箱型中性子放射線モニター 

Ion 
Chamber

HV in

test

out

Reset

DC
amp

図 3 電荷積分器のブロック図 

放射線による電荷により

鋭い鋸歯状になる 

 図 4 電荷積分回路の動作原理 

1V 1V  
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2.2 校正定数の決定 
 校正定数は 1 インチ及び 2 インチの 3He 比例

計数管と BF3 比例計数管について、6.5cm のポ

リエチレン減速材を巻いた状態で Am-Be 
370MBq 線源を用いて決定した。それぞれの校

正定数を表 2.に示す。 
 

 
2.3 単色中性子線照射試験 
 日本原子力開発機構の放射線標準施設（FRS）
において数え落とし特性の調査とエネルギー校

正を行うことを目的として、単色中性子線の照

射実験を行った。照射体型系を図 5 に示す。

6.5cm ポリエチレン減速材付き Reuter-Stokes 製
3He 比例計数管（封入ガス圧 9.3atm）にパルス

型読み出し回路（以下「パルス型」）、及び前節

で述べた電荷積分器を実装し電荷積分動作モー

ドとしたもの（電流読み出し電離箱型、以下「積

分 型 」） を 使 用 し た 。 計 数 管 は 同 じ く

Reuter-Stokes 製１インチ 9.3atm3He 比例計数管

を用いた。図 6 に 3He 計数管と減速材の模式図

を示す。 
実験時の中性子生成ターゲット、検出器の位

置関係を示した写真を図 7 に示す。中性子のエ

ネルギーは 8keV、144keV、565keV、1.2MeV、

2.5MeV、5MeV、14.4MeV の 7 通りについてパ

ルス型、積分型それぞれの応答を調べた。散乱

線の影響はシャドーコーンあり、なしの差をと

って除去した。 
 
 

 

6
5

5
2
0

50.865 65

3
3
0

比例計数管

減速材

 

 

図 6 中性子検出器と減速材の模式図 

表 2 各中性子比例計数管電離箱時の校正定数 
計数管 校正定数(Sv/h/cps) 

1 インチ 3He 34.5 

2 インチ 3He 13.8 

1 インチ BF3 72.5 

2 インチ BF3 13.7 

 

Long Counter

Target
Current readout type
Pulse readout type

F.R.S.

200cm

shadow

Monitor

 
図 5 単色中性子線照射体系型 

 
図 7 実験時の中性子生成ターゲットと検出器 

の設置状況の写真 

3He 比例計数管 
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2.3.1 単色中性子線数え落とし特性試験 
 図 8 に 5MeV の単色中性子線のビーム強度を

変えて、数え落とし特性を試験した結果を示す。

積分型、パルス型の示した線量率を FRS に設置

してある相対モニターの計数率に対してプロッ

トしてある。パルス型は 100Sv/h 位までは積分

型とほとんど差はないが、200Sv/h を超える線

量から測定値が飽和する傾向を示し、1700Sv/h
では積分型の約 1/2 の測定値となり正しい線量

を与えなくなっている。一方、積分型は相対モ

ニターの計数率と測定した範囲で良好な比例関

係にあり、この線量率の範囲での数え落としは

ないものと考えられる。 
 

 
 
2.3.2 単色中性子に対するエネルギーレ

スポンス 
 8keV から 14.4MeV までの 7 種類エネルギー

の単色中性子線に対するレスポンスをパルス型

と積分型について取得した。結果を図 9 に示す。

パルス型と比較すると積分型の感度は 500 分の

1 であるが、エネルギー特性はパルス型と同等

であることが確認された。 
 
 
 

 
 
2.4 高エネルギー加速器施設での実用性

の確認 
2.4.1 ミュオン第 1 実験室 
 バースト状の時間分布を持つ放射線場である

ミュオン第 1 実験室のターゲット及びビームダ

ンプ遮へい体上部においてパルス型と積分型の

比較測定を行った。この場所はビーム運転時に

は立ち入りを制限している区域である。これま

で、立ち入り制限区域外の実験室内への影響を

評価するために、ビーム運転が開始される毎に

線量率測定が行われており、陽子ビームがター

ゲット及びビームダンプに入射される毎に高い

線量率の中性子が測定されていた。入射される

500 MeV 陽子ビームの時間構造を図 10 に示す。

パルス型、レムカウンタ及び固体飛跡検出器

（CR-39）と同時測定を行った。 
測定結果を原理的に数え落としの発生しない

固体飛跡検出器（CR-39）から得られた線量率

を基準にしてプロットしたものを下記の図 11
に示す。パルス型の場合は約 200Sv/h の線量

率から測定値が飽和する傾向を示し、正しい線

量率を与えない。レムカウンタの場合も

200Sv/h の線量率から飽和する傾向を示して

0
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1600

1800

0 200 400 600 800 1000

線
量

率
[μ

S
v/

h
]
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ﾊﾟﾙｽ型

線形 (積分型)

図 8 5MeV 単色中性子線による数え落とし 

図 9 中性子エネルギーレスポンスの比較

10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 102
10-3

10-2

10-1

100

101

102

103

レ
ス

ポ
ン

ス
　

[計
数

/(中
性

子
数

/c
m

2 )]

中性子エネルギー[MeV]

 パルス型(実験値)
 パルス型(計算値)

 積分型(実験値)
 積分型(計算値)

 



6 7
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1

2
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HERビームダンプ電流

線
量
率
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Sv
/h
]

積分型
パルス型

いる。一方、積分型は 100Sv/h 以下では CR-39
より高い線量率を示しているが 200Sv/h を超

える箇所では他の検出器と比較して数え落とし

なく測定することが出来た。 
 

 
 

2.4.2 KEKB リングダンプ 
 バースト状の中性子が発生する箇所として

KEKB ファクトリー電源棟縦穴（D8 電源棟内）

地上部において測定を行った。この縦穴は直径

約 40 cm、深さ約 10 m で KEKB リングトンネ

ル室に接続しており、この接続部から横方向に

約 20 m の位置に KEKB ファクトリーHER ダ

ンプが設置されている。このダンプには、周長

約3kmのHERに蓄積された8 GeV、数100 mA
の電子ビームが 1600 のバンチで 4 分の 3 周上

に存在し、リングが運転を停止する際に、数

秒内にすべて入射される。このため電源棟縦穴

の地上部の開口部では数 ms の時間幅を持つ中

性子が測定される可能性がある。そこでこの開

口部に積分型及びパルス型の中性子モニターを

設置し、蓄積電流値を変化させながら中性子線

量を測定した。図 12 にダンプ時の電流値に対

する線量率測定値を各検出器について示す。こ

の図から積分型はダンプ時電流に対して比例関

係を示しており、数え落としは発生していない

ことが確認出来る。一方パルス型は時間幅の短

いダンプ時の中性子は大幅に数え落としている

ことが分かった。 
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図 10 500MeV 陽子ビ－ムの時間構造 
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図 11 固体飛跡検出器(CR-39)と積分型、 
    パルス型、レムカウンタとの比較 

図 12 KEKB ビームダンプ時の電流と 
モニター測定値の相関 
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３．高エネルギー中性子に対する感度の

向上 
 加速器の性能が上昇していくとともに、ビー

ムダンプ及びビームロスで発生する中性子線も

高エネルギー成分が含まれるようになる。従来

の 6.5 cm 厚みのポリエチレン減速材のみでは

高エネルギー中性子に対して感度が十分でない。

この不足している高エネルギー中性子感度を補

うために、従来は測定値に 2 倍の安全係数を用

いていた。本報告では、高エネルギー中性子の

感度を改善するために減速材の改良について検

討を行った。 
一般に高エネルギー中性子に対する感度を向

上させるためには、鉛などの重金属の(n,2n)反
応を利用することが多い。この(n,2n)反応は 10 
MeV 以上の中性子線で選択的に起こり、結果と

して中性子数が増えることから感度向上に寄与

する。本報告ではこの重金属として毒性の強い

鉛ではなく、比較的安価であるタングステン

(W)の仕様を検討した。同時に、これまで大幅

に過大であった熱から低エネルギーの中性子線

に対する感度を押さえることも検討した。感度

を押さえるためには中性子減速材であるポリエ

チレン中に中性子吸収剤であるボロン（B）を

含有することを検討した。シミュレーションで

検討した中性子検出器の模式図を図 13に示す。

この減速材改良の効果は数 10MeV の単色中性

子源がないことから実際に実験で確認すること

ができないので、汎用多粒子輸送モンテカルロ

コード MCNPX を用いた計算により評価した。 
 

3.1 計算結果 
 MCNPX(Monte CalroN-Particl eXtended)
コードを用いて、図 13に示した体型に対して、

タングステンの有無、厚み、ボロンの濃度をパ

ラメータとして 400MeV から熱エネルギー領

域までのレスポンス計算を行った。図 14 に結

果を示す。従来型で示している線がポリエチレ

ン 6.5 cm 厚の減速材に対する計算結果である。

理想形状である線量換算計数に比べて 10MeV
以上のエネルギー領域でレスポンスが大幅に低

下していること、これに比べ 0.1 MeV 以下でレ

スポンスが大きいことが分かる。この高エネル

ギー側のレスポンスをタングステンの厚み 1 
cm、低エネルギー側のレスポンスをポリエチレ

ンへのボロン添加（含有量を 1 %）で調整した

計算結果図14中に従来型＋W＋1 %の線で示し

た。高エネルギー側のレスポンスを大幅に引き

上げることができ、ほぼ線量換算計数と同等に

することができた一方、低エネルギー側の過大

なレスポンスを抑制することができた。これ以

上のタングステンの厚み増加は高エネルギー側

のレスポンスを過大にするのみならず、全体の

感度の低下が大きくなる。ボロン含有量を 1 %
より増やすと実際の場での線量評価上重要な熱

中性子を過小評価してしまう。このことから本

報告ではタングステンの厚み 1 cm、ポリエチレ

ンへの 1 %ボロン添加を最適解とした。 
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図 13 中性子検出器シミュレーション図 

① タングステンの(n,2n)反応で高エネルギー中性子

の増倍 
② ボロンをポリエチレンに入れ低エネルギー 

感度を調整 
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４．まとめ 
 既存のパルス型の中性子放射線モニターで用

いている 3He比例計数管に逆電圧をかけること

に電離箱動作させることと、この出力信号をリ

レーリセット式の前置増幅器で読み出すことに

より、積分型読み出し機能を有する中性子線量

モニターを開発した。この前置増幅器の出力は

微分回路でパルスとして読み出され、積分型で

ありながらスケーラーで値を読み出すことがで

きる。試作した中性子放射線モニターについて、

中性子線源を用いて値付けを行い、中性子標準

照射施設を利用してエネルギーレスポンスを取

得するとともに、数え落とし特性の素見を行っ

た。また、高エネルギー加速器研究機構にある

陽子加速器、電子加速器において、バースト状

に発生している中性子線の線量を計測すること

により有用性を実証した。また、これまでの減

速材では数 10MeV 以上のエネルギー領域にお

いてレスポンスが大幅に低く、数 100keV 以下

でレスポンスが高かったのを、タングステンと

ボロンを加えることにより大幅に改善できるこ

とを MCNPX コードを用いたシミュレーショ

ン計算で示した。 
 これまでに、本報告で述べた例に加え、

KEKB-BT トンネルでの線量率測定、CT リニ

アック室内での線量測定、医療用リニアック、

RI 製造用サイクロトロンの加速器室内での測

定など、さまざまな加速器における高線量、短

パルス放射線場での試験を行って、有用性を確

認している。今後は、高エネルギー加速器施設、

J-PARC、Super-KEKB、ERL 施設への適用を

考えている。 
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結晶格子コンパレーターのための回転機構の設計と製造 
 

高富 俊和 
高エネルギー加速器研究機構 

共通基盤研究施設 機械工学センター  
〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1 

概要 
産総研の国際アボガドロ定数プロジェクトでキロ

グラムの定義のためＸ線結晶密度法の研究が進めら
れている。それらの研究をおこなう装置の一つとし
て、単結晶シリコンの完全性評価をおこなうための
回転分解能を１ミリ秒でコントロールする高分解能
結晶格子ゴニオメーター（以下、ゴニオメーター）
の開発をおこなった。 
大型の試料ホルダーを高精度に回転角の位置決め

するためには安定性と再現性のある回転位置出し機
構を開発する必要がある。本装置では微動機構に弾
性ヒンジを用いることで１ミリ秒の回転分解能を持
つゴニオメーターを開発した。 
本報では今回開発した微動回転機構を中心にゴニ

オメーターの製作について報告する。 

１．はじめに 
産総研で研究が進められているＸ線結晶密度法と

は、同位体濃縮単結晶シリコンの密度、格子定数、
モル質量からアボガドロ定数を決定するというもの
で、そのためには、「密度、格子定数、モル質量の
精密計測」と「結晶シリコンの結晶完全性を評価す
るための超高分解能結晶格子評価システムの構築」
が必要となる。その中の単結晶シリコンの結晶完全
性の評価をおこなう装置として放射光実験施設で高
精度なゴニオメーターを使用した実験がおこなわれ
た。これらの研究を踏まえて昨年の 10 月に 120 年ぶ
りにキログラム原器の定義の直しが決定された。 
本報ではその実験で使用したゴニオメーターの開

発および製作ついて報告する。 

２．ゴニオメーターの開発及び製作 

2.1  要求される仕様 
この実験に使用されるゴニオメーターは、Ｘ線を結

晶にあて、二つの反射角度の差を計測することで結
晶の不均一性を評価する。そのため、回転分解能を
１ミリ秒以下とする必要がある。また、測定精度を
向上させるために動作の安定性と再現性が求められ、
広い範囲の測定をおこなうために測定の高速化が必
要となる。その他として、既存の実験ステーション
の限られたスペースで稼働できる構造とコストを抑
えるためできるだけ手持ちの部品を再利用すること
が求められた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図１：ゴニオメーターと結晶の X 線回折測定 
 

2.2  製作上の問題点 
本ゴニオメーターの製作において最も困難となっ

たのが、回転機構が全周回転でき、かつ１ミリ秒の
分解能を持つことである。 
通常の回転機構に良く用いられるボールベアリン

グではベアリング球の転がりによる誤差があるため、
要求される微小な角度が得ることは不可能である。
また、静圧軸受等では構造が複雑かつ安価にできな
いなど、本ゴニオメーターの回転機構としては適さ
ない。 
そこで、概念設計の見直しをおこない、いろいろ

と検討した結果、X 線反射を測定するためには結晶
に回転角度が与えられればよいので、同軸上にはこ
だわらず、粗動と微動を組み合わせてゴニオを構成
することとした。粗動を全周回転できるベアリング
の構造で作り、微動に弾性ヒンジを用いる方法を提
案した。 

2.3  全体構造 
ゴニオメーターの全体構造を図２に示す。全長は

５００ｍｍ以下、幅は４００ｍｍ以下でテーブル面
からビームラインまで３００ｍｍという制約から、
全長は４８０ｍｍ、幅は３６０ｍｍとした。 
構造は結晶を取り付ける結晶台を回転面盤に取付

け、粗動回転機構として精密スピンドルをウォーム
ギアで回転させる構造とし全周回転を可能とした。
測定時は粗動軸を完全に固定するためディスクブレ
ーキを取り付けた。ディスクブレーキには発熱を避
けるため圧空とばねの制御機構を採用した。微動回
転機構は回転面盤に取付けている。 
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図２：ゴニオメーターの全体図 
 

2.4  微動回転機構 
図３に微動回転機構を示す。微動機構には回転の

安定性と再現性を得るため材料のたわみを利用する
弾性ヒンジを用いる設計とした。斜線部が可動部と
なっている。可動部と固定部は上部に支点と 4 ヶ所
のヒンジで支持しており、材料には YH75 アルミ合
金を使用した。試料ホルダーの重量に耐える剛性を
持たせるため厚さを 30ｍｍとした。 
駆動にはピエゾ素子を用い、回転範囲は 150秒で、

ピエゾ素子１µmの伸びに対して可動部が 1秒回転す
るように設計した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
図３：微動回転機構 

 
 
ここでピエゾ素子をどのように取付けるかが問題

となった。今回使用したピエゾ素子は長さが 180mm
でピエゾ素子と回転半径との角度を 90°に設置する
ことができない。 
そのため、ピエゾの伸縮により接触点の横滑りお

よび反力により素子への曲げ力が発生する。それら
を改善するため、ピエゾの先端に平行ばねを設ける

ことで素子への曲がりを抑え、接触点に球状の超硬
材を用いることで横滑りによる角度誤差を抑える構
造とした。（図４） 
また、ピエゾの固定方法についても当初はピエゾ

本体の後部をネジで固定していたが、固定すること
でスムーズに変位しないことが判明したため、本体
後部と前方 2 カ所を点接触で固定する方法とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４：ピエゾ先端部 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５：回転面盤 
 
微動回転機構は固定版と微動機構板をねじ止めに

より固定する構造とした。（図５） 
大型の試料ホルダーを取付けられる剛性を得るた

めに摺動面にキサゲ加工を施し、平面度を向上させ
接触面積を減らす構造とした。この構造では最初は
順調に動いていたが時間がたつと接触点の摩耗によ
り動かなくなってしまった。 
そこで、可動部との摺動面を 0.1mm 削り込んで固

定板より完全に浮かせる構造に修正した。幸い板厚
を 30mm としていたため、たわみ等の問題は生じな
かった。 
ピエゾの伸縮と微動機構の変位量の関係を図６に

示す。計測にはオートコリメーターを用いた。横軸
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がピエゾに与えた電圧で縦軸は変位量である。赤は
回転方向で青は前後方向の変位量を表している。上
部は回転方向の変位量の傾き補正をおこなったもの
である。 
回転の行きと帰りで 10秒程度のヒステリシスが見

られるが、再現性があるので補正により対応が可能
である。また、回転範囲も 150 秒が得られているの
で機能的には問題ないことが分かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図６：ピエゾの伸縮と微動機構回転量との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 本装置によって得られた X 線反射 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)従来型の装置によって得られた X 線反射 
図７：結晶のＸ線反射から見た装置の安定性 

2.5 結晶のＸ線回析 による計測結果 
図７(a)は放射光実験施設の BL−3C に設置後、結晶

のＸ線回折を計測したもので、微動回転機構の繰返
し位置決め精度と再現性および安定性を表したもの
である。横軸は測定回数で縦軸は回転角度を表して
いる。 
従来型のベアリングを用いた回転ステージの図７

(b)では、ベアリング球の転がりによる接触点の変化
により回転中心の位置決めが不安定になっているこ
とが分かる。本装置は弾性変形をもちいているため，
回転中心がずれることなく，スムーズな回転が実現
されている。 
本装置を使って結晶の不均一性を測定した結果を

図８に示す。48mm×24mm の結晶の両面をスキャニ
ング計測し、結晶表面の状態を表したものである。 
結晶の不均一性を測定した結果、3x10-9レベルの分

解能での計測が実現できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８：結晶の不均一性を測定した結果 
3x10-9レベルの分解能が実現できた。 

 

2.6  その他の要素開発について 
図９に完成後のゴニオメーターの写真を示す。粗

動系の部品およびリニアガイドなどできるだけ手持
ちの部品を再利用することで製作費を抑えた。また、
マシニングセンターを利用し、計測しながら組立て
をおこない組立て精度の向上を図った。 
放射光実験施設の BL−3C に設置されたゴニオメー

ターを図 10 に示す。このように限られたスペースに

設置されるためコンパクトな設計が求められた。 
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図９：完成後のゴニオメーター写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１０：放射光実験施設 BL−３C に設置された 
ゴニオメーター 

４．まとめ 
本装置で最も難題となったのが、全周回転ができ，

かつ 150 秒角区間において分解能を１ミリ秒の回転
機構を持つことであった。ボールベアリングや静圧
軸受では達成することが困難であることが分かった
ため、概念設計からの見直しをおこない、粗動軸と
微動軸を分けて直列組み合わせすることと、微動機
構に弾性ヒンジとピエゾ素子を用いることで、要求
の仕様を達成することができた。限られた予算の中
で，手持ちの機械部品を再利用したことで低いコス
トで本装置を作製組み立てができた。 
微動機構では行きと帰りに 10秒のヒステリシスは

見られるが、再現性があるため、150 秒の回転範囲と
1 ミリ秒の分解能が達成できたと言える。粗動軸につ

いても精密スピンドルとウォームギアを使用するこ
とで全周回転が実現でき、角度エンコーダの取り付
けで，回転精度が 0.001°にできた。これにより、従
来のものより信頼性が１桁良くなり、測定速度も３
倍程度速くすることができた。この装置での結晶評
価が国際アボガドロ定数プロジェクトに寄与した。 
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概要 
宇宙粒子線気球観測実験用超伝導ソレノイド電磁

石(BESS)は、ソレノイドと伝熱回路で接続されたタ
ンクに液体ヘリウムを貯蔵し、4K に冷却された液体
ヘリウムタンクにより間接伝導冷却方式で冷却され
ていた。当初の気球飛翔による宇宙線観測実験終了
後、冷却システムから液体ヘリウムタンクを取外し、
新たな冷却システムとして小型冷凍機を超伝導ソレ
ノイドと組み合わせ間接伝導冷却方式で冷却を行う
無冷媒超伝導ソレノイドへと改造を行った。改造の
詳細、冷却及び励磁試験結果について報告する。ま
た、本超伝導ソレノイドは、それまで空芯で使用し
ていたものに鉄リターンヨークを付加し、素粒子実
験二重ベータ崩壊実験測定器 DCBA(Drift Chamber  
Beta-ray Analyzer)で均一磁場を提供している。こ
のソレノイド磁場空間に設置される DCBA測定器エリ
アにおける磁束密度が均一となるよう鉄リターンヨ
ークの設計製作を行い、磁場測定も実施したので合
わせて報告する。 

１．開発の背景 
無冷媒超伝導ソレノイドの冷却は、液体ヘリウム

などの冷媒を使用しないで、GM(Gifford-McMahon)サ
イクル小型冷凍機を使用して熱伝導で冷却を行う。
近年、低温で比熱が大きい蓄冷材が開発され、4 K
台の GM サイクルが実現した事が背景にある。また、
改造する BESSソレノイドは、粒子検出器に用いられ
る薄肉ソレノイドとして伝導冷却に基づく設計がさ
れており、小型冷凍機とソレノイドを熱接続するこ
とで冷却系を構成することができる。 
小型冷凍機を使用しての冷却方式の利点は、次の

事が挙げられる。(1)冷凍機を起動するだけで冷却が
でき、冷媒の準備や取扱いから解放される。(2)冷媒
容器や配管が簡略されるのでクライオスタットの構
造が簡略化される。(3)小型冷凍機の冷凍能力が 3ト
ン以下の場合は、高圧ガス保安法の手続きを要しな
い。(4)実験エリアが変更になっても移動が容易であ
る。(5)長期無人連続運転が可能となる。 
KEK では、二重ベータ崩壊実験測定器 DCBA 試作 3

号機“DCBA-T3”を用いてニュートリノのマヨラナ性
（粒子と反粒子の区別が無いという性質）の検証と
質量絶対値の測定をしようとしている。ベータ線の
螺旋飛跡から運動量と運動エネルギー分布を求める

ことによって通常の二重ベータ崩壊かニュートリノ
レス崩壊かを判別することができる。螺旋飛跡を得
るには、均一磁場空間は必須であり、この均一磁場
空間を無冷媒超伝導ソレノイドと鉄リターンヨーク
で実現する。 

２．無冷媒超伝導ソレノイド冷却系の設

計・製作 

2.1  超伝導ソレノイド及び超伝導線のパラ

メータ 
表 1 に超伝導ソレノイド及び超伝導線材のパラメ

ータを示す。超伝導ソレノイドは、これまで高エネ
ルギー実験で開発されてきた検出器用薄肉ソレノイ
ドと同様に巻線部とその外周にはめ合わせたアルミ
合金(A2219)製のサポートシリンダーから構成され
ている。このソレノイドは、中央部で 4 層、両端ノ
ッチ部で 8 層の多層ソレノイドとなっており、イン
ダクタンス 6 H、電流は数百アンペア(520A)程度の高
インダクタンス・低電流ソレノイドである点が特徴
となっている。 
超伝導線材は、臨界電流密度とともに、超伝導線

材自身の強度が高く、電磁力支持構造材としても機
能する NbTi合金を用いている。安定化材は軽くて電
気的安定性に優れている材料として純アルミ材を用
いている。 

表 1:超伝導ソレノイド及び超伝導線材パラメータ 

 

コイル寸法 L1.3[m]×φ1.0[m]×t5.2[mm] 
ターン数 3,383 ターン 
コイル層数 4 層(中央部)、8 層(両端 150[mm])
インダクタンス 6[H] 
クライオスタット寸法 L2.06[m]×φ1.29[m] 
検出器有効常温空間 L1.0[m]×φ0.86[m] 
中心磁場/定格電流 1.2[T] @ 520[A] 
運転磁場/運転電流
(DCBA-T3) 0.2[T] @ 66.3[A] 

磁場エネルギー 13[kJ] @ 66.3[A] 
超伝導線及び安定化材 NbTi / Cu / Al 
臨界電流(@3.8[T], 4.2[K]) 800[A] (実測値 1,010[A]) 

 000,1 RRR
超伝導線寸法 1.2[mm]×1.8[mm] 
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2.2  熱設計 
図 1 に無冷媒超伝導ソレノイドの冷却概念図を示

す。 冷凍機選定にあたり熱負荷計算を行い、1st ス
テージ（用途：輻射シールド冷却）で 21.5W@50K、2nd

ステージ（用途：コイル冷却）で 2.3W@4.5K と算出
された。 また、電流リード部は、63.6W@50K となっ
た。熱負荷計算結果を基に、2 台の GM 冷凍機を選定
した。1 台は、SHI 社製 2 段式 GM 冷凍機 SRDK-415D
を使用して、輻射シールドを 1stステージ 50 K で、
コイルを 2nd ステージ 4.5 K で冷却する。2 段式 GM
冷凍機で取り除く熱負荷は、1st ステージで 21.5 W、
2ndステージで 2.31 Wであり、この冷凍機を選定した
場合、図 2の冷凍能力特性からコイルは約 5 K、輻射
シールドは 42 K まで冷却できることが予測できる。 
また、電流リードの冷却では、コイルの冷却に冷媒
を使用しないため、蒸発ガスによる冷却ができない。
そこで、電流リードも小型冷凍機を使用して冷却を
行う。電流リード冷却用には、SHI 社製 GM 冷凍機
RDK400B を選定し、室温 ― 冷凍機ステージ(50 K)
間はリン脱酸銅で、冷凍機ステージ ― コイルリー
ド間は高温超伝導リード(HTcPL)で電流リードを構
成する。この HTcPLは、希土類元素 RE-Bs-Cu-O系高
温超伝導バルク材を使用し、熱伝導率は銅の約 1/100
と低く、熱侵入量の大幅な低減が期待できる（約
0.2W）。また、磁場中での臨界電流密度が大きいの
で、磁場中、大電流に適用が可能となる。臨界温度
Tcは、~80 Kである。 
 

図 １:無冷媒超伝導ソレノイド冷却概念図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ２:GM冷凍機 SRDK-415B冷凍能力特性表 

 

2.3  冷凍機ポートの設計・製作 
冷凍機ポート製作時の写真を図 3 に示す。ソレノ

イドの冷却は、ソレノイドサポートシリンダーと冷
凍機 2ndステージを 4Kアルミ冷却プレート（A1050）
と積層純アルミシートで接続して伝導冷却する。コ
イル口出し部の超伝導線も 4Kアルミ冷却プレートに
設けた溝に沿わせて冷却を行う。また、冷凍機 1st
ステージで、冷凍機ポート部輻射シールド及びソレ
ノイド輻射シールドの冷却を行う。先に述べた HTcPL
及びバスバーも冷凍機ポート内に設置し、もう１台
の冷凍機で伝導冷却を行う。最も気を使った点は接
触熱伝達で、接触面積と押え構造を工夫した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

図３：冷凍機ポート 

2.4  冷却試験 
図 4 に超伝導ソレノイドの冷却特性を示す。冷凍

機を起動後、ソレノイドは約 165 時間で 5.0~5.2 K

まで、輻射シールドは、30~50 Kまで冷却された。参

考までに BESSとして使用していた時は、90 Kまでの

予冷に液体窒素を使用して 60時間、90~4.2 Kの冷却

に液体ヘリウムを使用して 8 時間で冷却を行ってい

た。 

図４の冷却特性は、HTcPLの冷却促進改良後の再冷

却データであり、ここに至るまでに HTcPL の冷却促

進のための改良を行ったので詳細を次項で述べる。 

 
図４：超伝導ソレノイド冷却特性 

  

Coil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電流リード冷却 
1 段 GM 冷凍機 
住重 SRDK-400B 
54W @ 40K 

コイル・シールド冷却 
2 段 GM 冷凍機 住重 SRDK-415B 
1.5W @ 4.2K , 54W @ 40K 

 

輻射シールド コイル&サポートシリンダー 

63.6W@50K 

21.5W@50K 

2.3W@4.5K 

励磁電源
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2.5  HTcPL冷却不良 

HTcPLの冷却方法は、電流リード冷却用冷凍機で冷
却され熱アンカーとなるアルミプレートで、電気絶
縁テープを巻き付けた断面積 120mm2のリン脱酸銅バ
スバーを挟み、バスバーを 50K まで冷却する。この
50K に冷却されたバスバーと HTcPL の高温側を接続
して HTcPL は冷却される。また、HTcPL の低温側は、
4K冷凍機で冷却された超伝導線と接続すると共に 4K
冷却プレートと接続して冷却する。 
冷凍機ポート内の組立完成後、冷凍機を起動して

ソレノイド及び HTcPL の冷却を行ったが、設計温度
50 K、臨界温度 80 K の HTcPL は約 90 K までしか冷
却できなかった。熱アンカーアルミプレートは、22K
まで冷却されていたことから、アルミプレートから
バスバー及び HTcPL への伝熱面積不足、接続方法に
起因する伝熱不足が冷却不良の原因と考えられる。 
バスバーの熱アンカーアルミプレートへの取付け

箇所で製作の段階で、はじめにバスバーに電気絶縁
テープ「Upilex(Polyimide) tape(75μm)」を巻きつけ、
アルミプレートに取付けたが、電気絶縁不良を起こ
した。次に電気絶縁を確保するためUpilex tapeをガラス 
繊維で挟んだ「GUG(Glass-Upilex(Polyimide)-Glass)
絶縁テープ」を巻き付けたが、伝熱効果が悪くなり
冷却不足を招いた。また、冷却時の電流リード部の
熱収縮に対処するため、バスラインの途中に「亜鉛
メッキ銅撚線ケーブル」を挿入したが、ここでも伝
熱不良を起こしていると考えた。

 
2.6   冷却促進のための改良 
バスバーとの電気絶縁は、伝熱効果を確保するた

め Upilex tape を使用する。さらに伝熱効果を確保
しながら電気絶縁効果のある「窒化アルミ」素材の
板をバスバーと熱アンカーアルミプレートの間に挿
入し、電気絶縁を確保しつつ、バスバーの冷却を促
進する。図５にバスバー及び HTcPL 冷却部の写真と
窒化アルミを使用した改良の写真を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５：バスバー及び HTcPL 冷却部 
 
さらに接合部の熱伝導を確保するため、接合部にア
ピエゾングリースやインジウムを使用した。 
撚線ケーブルよる伝熱不足を解決するため、電気絶
縁処理した熱伝導率 26kW/m・K@4.2K の 5N 純アルミ
シートで撚線ケーブルを熱的にバイパスし、HTcPL

高温端と 50K 熱アンカーアルミプレートとを直接熱
的に接続し、HTcPLの冷却を促進した。 
改良後の冷凍機ポート内の温度分布を図６に示す。
改良前は 90K であった HTcPL が改良後は、設計温度
50K以下の 46Kまで冷却することができた。 
その後、DCBA実験の定格電流値の約 1.5倍の 100(A)
まで通電を行い、冷凍機ポート内やコイルでの異常
な温度上昇や電圧発生が無い事が確認できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６：冷凍機ポート内温度分布 

３．二重ベータ崩壊実験測定器 DCBA-T3
無冷媒超伝導ソレノイド 

3.1  DCBA-T3用無冷媒ソレノイドの概要 
二重ベータ崩壊実験測定器 DCBAを用いてニュート

リノのマヨラナ性（粒子と反粒子の区別が無いとい
う性質）を検証しようとしている。ニュートリノ放
出を伴わない二重ベータ崩壊（ニュートリノレス二
重ベータ崩壊）を探索できればマヨラナ性が検証さ
れたことになる。さらに統計量を上げて崩壊の半減
期を求めればニュートリノ質量の絶対スケールが判
明する。崩壊事象を背景事象から選別するのは容易
ではないが、崩壊時に放出されるベータ線は均一磁
場中では極めて特徴的な螺旋飛跡を描くので、アル
ファ線、ガンマ線及び自然崩壊元素や宇宙線に起因
する背景事象とはほぼ完全に区別することができる。
螺旋飛跡から崩壊Ｑ値近辺の運動量と運動エネルギ
ー分布を求めることによって通常の二重ベータ崩壊
かニュートリノレス二重ベータ崩壊かを判別する。 
ベータ線の螺旋飛跡を得るには、均一磁場空間は必
須であるが、無冷媒超伝導ソレノイド電磁石と鉄ヨ
ークによってこの均一磁場空間を実現する。図 7 に
二重ベータ崩壊実験測定器 DCBA-T3の概念図を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図７：DCBA-T3測定器 

1,300mm 

φ850m
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3.2  リターンヨークの設計 
本ソレノイドは、DCBA 実験において磁場の均一度

が要求されるため、それまで空芯で用いられてきた

ものに鉄リターンヨークを付加して、均一磁場を実

現した。鉄リターンヨークの設計にあたっての条件

は、φ850 mm×L1,300 mm のソレノイド磁場空間（室

温）において、測定器が設置されるφ600 mm×L600 mm

の測定器エリアの磁束密度が 0.2 T で、そのエリア

内での磁場均一度が 0.5 %以下(0.199~0.201 T)とな

り、かつ漏れ磁場が小さい(≦5 G)ことである。                             

ヨークの形状を調整し、有限要素解析コード ANSYS

で磁場解析を行い、条件を満たす形状を求めた。磁

場解析を行った結果、66.3 A で中心磁場 0.1999 T、

測定器空間の磁場均一度は Bmax=0.200536 T、

Bmin=0.199238 T で均一度=-0.381~0.268 %となった。

図 7に磁力線分布を、図 8に磁束密度を示す。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７：磁力線図（軸対称 1/2 モデル） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８：磁束密度（軸対称 1/2 モデル） 

3.3  磁場測定 
ソレノイド中心磁束密度 0.2 T で磁場測定を実施

した。ホール素子での測定結果を図 9 に示す。径方
向に対して 13 か所で、それぞれ Z 軸方向に
-350~+400mmの範囲で50~100 mm間隔で合計204点の
測定を実施した。 
測定器が設置されるφ600 mm×L600 mm の測定器エリ
アでの測定結果は、２か所において設計値とずれる
結果となったが、実際に測定器が設置される空間で
の磁束密度は、仕様の均一度 0.2T±0.5%以内に入っ
ていることから合格とした。 
（ R=0mm, Z=-350mm:0.2014T(+0.7%), R=0mm, 
Z=250:0.1987(-0.65%)） 
漏れ磁束密度は、鉄リターンヨークから数 cm 離れた
場所では最大 5G 程度であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図９：磁束密度分布（ホール素子） 
 

４．まとめ 
液体ヘリウムを使用して冷却を行っていたBESS超

伝導ソレノイドを、冷媒を使用しないで小型冷凍機
のみで冷却を行う無冷媒超伝導ソレノイドへと改造
を行い、冷却・励磁試験を行った。冷却は小型冷凍
機を使用した伝導冷却方式で、冷凍機を起動して約
165 時間で 5K 台まで冷却することができた。当初冷
不足であった高温超伝導電流リードは改良により、
設計温度以下まで冷却することができ、DCBA 実験の
ための定格通電を行うことができた。磁場設計は、
仕様を満たす結果が得られた。無冷媒超伝導ソレノ
イドは、現在、DCBA 実験で連続無人運転での均一磁
場を提供している。 
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５．今後の展望 
本超伝導ソレノイドはNbTi合金超伝導線材で製作

しているが、将来、高温超伝導線材を使用して製作
した場合は、冷凍機の熱負荷を軽減させることがで
きることから、無冷媒超伝導ソレノイドの大型化・
汎用化などが期待できる。DCBA 実験では、測定器の
大型化が検討されており、高温超伝導線材二ホウ化
マグネシウム MgB2（Tc=20K）や酸化物高温超伝導線
材ビスマス・イットリウム系（Tc=110K）などの高温
超伝導線材でソレノイドを製作することにより大型
の無冷媒超伝導ソレノイドが実現できると考える。
また、今回の開発のノウハウを生かし、ILC-TPC 測定
器 R&D 用無冷媒超伝導ソレノイドの開発も進行中で
ある。 

その他将来計画で、Super KEK-B 用超伝導 6極電磁
石を小型冷凍機による伝導冷却で冷却を行う無冷媒
超伝導 6極電磁石の開発が予定されている。 
超伝導電磁石の冷却ではないが、宇宙マイクロ波背
景放射 CMB(Cosmic Microwave Background)の各種プ
ロジェクトにおいても、検出器の極低温冷却・熱回
路設計・伝導冷却などで技術が生かせると考える。 

６．謝辞 
無冷媒超伝導ソレノイドの設計・開発に当たり、

御助言・御指導・御協力を頂いた、素粒子原子核研
究所 槇田康博氏、近藤良也氏、石原信弘氏、春山
富義氏に深く感謝致します。 
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Belle II 中央飛跡検出器用フロントエンド集積回路の開発 
 

島﨑 昇一 
高エネルギー加速器研究機構 

素粒子原子核研究所、エレクトロニクス・システム 
〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1 

 

概要 
SuperKEKB での素粒子原子核実験に於い

ては、ビームの衝突強度が 40 倍となり、
Belle II 測定器もそれに見合った性能向上
が求められます。Belle II の中央飛跡検出
器であるドリフトチェンバー用回路では、
低雑音信号処理方法以外にワイヤーチェン
バー独特の 1/t テールキャンセル回路と高
ヒットレート下でもベースラインが安定し、
時間情報が正確に抽出できるベースライン
レストアラが重要となります。更に、これ
らデザインの性能を引き出すためには集積
回路のレイアウトに関して、基板を作る以
上に細心の注意が必要となります。本稿では、
これら諸課題およびその解決策を提示し、
所定の性能を得たことを報告します。 

１．はじめに 
高エネルギー物理学実験において実験の大型化に

伴う集積回路の開発要求が高まっています。具体的
には高集積度化として多数のセンサーから出力され
る信号を高速に処理出来ることや限られた空間に設
置することが望まれます。 
ASD-IC は 8ch のプリアンプ、PZC（ポール・ゼロ・

キャンセル）、シェーパー回路、ディスクリミネー
タ(コンパレータ)回路、及びその周辺回路が入って
おり、ドリフトチェンバーからの信号が入力される
と信号電流電圧変換し、フィルターを通してアナロ
グ信号を出力します。又、任意にスレショルド電圧
を印加することにより閾値電圧よりも大きい入力信
号に対しデジタル信号を出力します。ワイヤーチェ
ンバー特有のイオンの遅いドリフトによる 1/t テー
ルは、PZC 回路により設定されており長いテールを引
くことが無く、高いヒットレートでもパイルアップ
によって信号を失う事が少なく、高速ベースライン
再生回路とリミッター回路により大きな信号が入力
されてもアンプが飽和して長時間のデッドタイムが
生じることがないように作られています。 

２．半導体プロセス 
ASIC 開発において製造プロセスの選択は重要で、

回路の性能決定及び開発コスト、チップの寸法等に
より決めらます。本 ASIC は NJRC（新日本無線(株)）
の 0.8um の BiCMOS プロセスを使っています。BiCMOS

は回路内にバイポーラトランジスタとCMOS両方の回
路を形成することが出来てそれぞれの長所を使い分
けることで性能の向上が見込めます。 

３．回路構成 

3.1  設計仕様 
先ず、要求仕様は  
②  入力チャンネルは 8ch 
② アンプのサチュレーション<=-2pC 
③ アナログ出力振幅 600mV 
④ ディスクリミネータ内蔵でデジタル出力 

 （CMOS） 
⑤ アナログ信号出力は 0～2V の範囲内 
これらを考慮しそれぞれの回路ブロックを構築し

たシミュレーション値は図 1です。 

 
図 1  主な回路の仕様（simulation） 

3.2  構成 
プリアンプは 1/t キャンセル回路の後、ADC 用アナ

ログ信号出力の為のバッファーにはゲインの低い
(-1.1V/pC)信号と TDC 用デジタル信号出力の為のデ
ィスクリミネータにはゲインの高い(-15V/pC)信号
出力を生成します。BLR（Baseline Restorer）は高
レート時にベースラインを安定化させます。シェー
パー回路は２段の積分回路となっており、タイムコ
ンスタントは 5ns となっています。ディスクリミネ
ータはCMOSシングルエンド出力で外部よりスレッシ
ョルド電圧を与えることによりデジタル出力が得ら
れます。ブロックダイアグラムを図 2に示します。 

Parameter  Specification  
Head Amplifier   
1/t tail cancellation   
Gain@Analog output  -1.1V/pC  
Gain@Comparator input -15V/pC  
Buffer   
Two stage integration  time const.5nsec 
Max drive current  8mA  
Comparator   
Digital output  CMOS(3.3V)  
Time walk  <500psec  
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図 2 ブロックダイアグラム 

3.3  配置 
8ch のプリアンプﾟ、BLR、シェーパー及びディスク

リミネータ回路が入っており、ドリフトチェンバー
からの信号を増幅し、アナログ信号とデジタル信号
を出力します。図 3 
 

 
図 3 ASD-IC 配置 

 
このASD-ICを製作する上で２つの重要なことがあ

ります。1つは回路構成であり、プロセスやシミュレ
ーションにより要求するものを検証しながら進めて
いくことです。高速で低雑音に向いているバイポー
ラトランジスタを使用することや高レートでの動作
に対応するため、1/t テールキャンセル、BLR、リミ
ッターを入れます 。そして、集積度が高いが低消費
電力であることです。 

 
 
２つめはレイアウトによるクロストークの低減や

外部雑音の混入の低減、そしてチャンネル間の閾値
のばらつき低減の他、アナログ・デジタルの干渉が
無いように配置することが重要です。 

４．ＡＳＤ－ＩＣの対策と評価 

4.1  進歩した点 
従来はプリアンプ部のみが中央飛跡検出器のエン

ドキャップ内に配置されシェーパーやディスクリミ
ネータとは別に構成していましたがそれらが全て一
体化されました。（図 4） 

 

 
図 4 従来のシステム 

 

4.2  解決すべき問題点とその対策 
ASD-IC のプロトタイプでは次のような問題点が有

り、それに対しどの様に対策をすれば良いかを検討
し回路構成またはレイアウトに反映させました。 
（1）アナログ信号にリンギングがのる 

*パワーノードやチップ全体のレイアウト
の強化 

（2）省電力化で電源電圧の変更+5V→+3.3Ｖ 
*シミュレーション確認での回路変更 

（3）アナログ出力レベルの変更 
*外部で構成されていたシフト回路を内蔵 

（4）過電流*ラッチアップの原因を探り対処する 
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（5）パラメータの変更が出来ない 
*シミュレーションにてしっかり検証する 

（6）大きな容量 Cが使えない 
*等価回路で構成する 

4.3   検証 
4.2 における問題点（4）に関してはチップを赤外

線カメラで撮りながら徐々に電流を流し発熱させ、
データを分析し原因箇所を究明しました。解析ソフ
トで色温度による熱源を探り緑色の発光部を突き止
めました（図 5）。 
 

（アナログ回路は定
常的に電流が流れてい
るので、ホットテスト、
エミッション検査共に、
リーク箇所を見つけら
れない事が多い） 
確認の為、ASD-IC を

F.I.B（注）加工を行い
間違いが無い事を確認
することが出来ました
（図 6）。 

図 5 熱源の解析 
 

 
図 6  配線を F.I.B でカット 

 
(注)F.I.B (focused ion beam) 集束イオンビー

ムは数100nmから数nmまでビームを絞って加工する
ことができます。 
 

4.4  レイアウトの強化 
4.2の（1）はアナログ/デジタル電源の分離、サブ

ストレートコンタクト（図7）を多数配置することで

Metal1とP-substrateの基板電位の変動を押さえ、ア

ナログ・デジタルのクロストークを防いでいます。

また、時定数・電流源などの精度が重要な部分には

ダミー（図8）を入れる事でプロセスのエッチングに

よる製造誤差が少なくなるように配置しています。 

 

図 7 電源の分離とサブコン 
 
 

図 8 ダミーの挿入 
 

アナログ出力/デジタル出力が混在しているので
干渉しないようなレイアウト（図 9）を行いました。 

 
 

図 9 アナデジの干渉 

アナログ出力 

デジタル回路 

囲っている両側がダミー 
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4.5  ASD-IC の評価 
ASD-IC にステップパルスを入力した時の、アナロ

グ出力のゲイン（図 10）を示します。入力に対する 
出力は-500fC までリニア応答、-700fC でサチュレー
ションし始めますが-2pC まで飽和しないようになっ
ています。 
 

 
図 10 アナログ出力 

 
また、放射線耐性では Belle II 実験での 10 年分

に相当する neutron を照射（1012 neutron/cm2）測定
しましたがゲインの変化は有りませんでした。 
デジタル回路の閾値（図 11）はチャンネル間誤差

が<8mV となっています。 
オーバードライブ（図 12）は<700psec で TDC の仕

様を満足しています。 
 

 
図 11  チャンネル間の閾値 

4.6 適用事例 
Belle II の中央飛跡検出器用に ASD-IC と ADC、TDC

そして光ファイバーインターフェースがコンパクト
な基板に実装された 48ch-CDC 読み出し回路基板（図
13）での量産が決定しています。 
 
 
 

 
図 12  オーバードライブ 

 

 
 

図 13  48ch-CDC 読出し回路 

５．伝承 
フロントエンド集積回路を開発した事でASICのノ

ウハウを蓄積出来たことや回路のライブラリ化によ
って今後携わる方や新たな開発を行う時の資産が出
来ました。 
Open-It1ワークショップでの講演や Open-It での

大学院学生、若手研究者を対象にした「ASIC トレー
ニングコース」を開催し、ASIC 開発にあたって今ま
で培ったノウハウを交え、必要となる基礎知識の習
得の為の指導を行っています。 

６．まとめ 
Belle II での中央飛跡検出器で使用出来るフロン

トエンド集積回路の開発が完了しました。この
ASD-IC は他のドリフトチェンバーにも使える汎用性
があります。 
BiCMOS 回路を使ったことでアナログ回路やデジタ

ル回路の構築が出来た事により多数の回路のライブ
ラリが出来、それを扱う事で仕様の違うドリフトチ

                                                           
1 http://www-osc.kek.jp/ 

ASD-IC 
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ェンバーにも対応可能であり、それが開発期間の短
縮にもなります。 

謝辞 
ASD-IC の開発にあたり、ご指導頂いた元岡山大学

の谷口敬氏を始め、このプロジェクトの牽引役であ
る田中真伸准教授およびエレクトロニクス・システ
ムグループ諸氏に厚く感謝します。また、共同研究
員である青木厳氏及び根岸久氏にはデータ収集に関
して助力していただいたことに感謝致します。 
尚、本研究は東京大学大規模集積システム設計教育
研究センターを通し、日本ケイデンス株式会社、シ
ノプシス株式会社の協力で行われたものです 
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[3]T. Uchida, et. al.,“Readout Electronics for the 

Central Drift Chamber of the Belle II 
Detector,”2011 IEEE Nuclear Science Symposium 
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J-PARC ハドロン実験ホールにおける 
新型静電粒子分離装置の開発 

 
皆川道文1 

高エネルギー加速器研究機構 
素粒子原子核研究所、ハドロンビームライングループ  

〒305-0801 茨城県つくば市大穂 1-1
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概要 

J-PARC のハドロン実験ホールでは大強度の π 中
間子や K 中間子などの二次ビームを利用して原子
核・素粒子の実験が行われています。静電粒子分
離装置（ES (Electrostatic)セパレータ）は一次ビー
ムライン上の生成標的から発生する様々な二次粒
子の中から、目的とする K－中間子等を選別し実験
エリアに導くために必須の二次ビームライン要素
になります。 
 

1. はじめに 

ハドロン実験ホールでは ES セパレータ二基を有
する二段分離型の K1.8 ビームライン、及び、磁場
共存型 ES セパレータを利用した K1.1BR ビームラ
インがあります。大強度ビーム環境下で使用する
場合、二次ビームライン機器といえども生成標的
に近い場所に設置される機器は一次ビームライン 
 

 
要素に準ずる仕様が要求されます。今回、K1.8
ビームラインの上流用には放射線耐性の高い改良
型のセパレータを設計、新規製作し設置しました。 

 

２. 静電粒子分離装置 

 ES セパレータは、２枚の対向平面電極に正と負
の高電圧を加えることにより高電場を発生させ、
通過する荷電粒子の速さを弁別する装置です。二
次ビームラインの電磁石群で輸送される運動量に
おいて、電場と直交する双極磁場とを組み合わせ
る事によって、荷電粒子の速さ（質量）の違いを
選別する事が可能となります。ES セパレータの主
な特徴と構成要素、運転形態等は以下の通りです。 
 

対向平面電極は二次ビームの進行方向に数 m
の長さで、電極幅はおよそ 30cm、電極間の間
隙が 10 乃至 15 cm です。材質は陽極側が SUS、 
 

図１：ハドロン実験ホール平面図. 

30GeV 
proton 

●

K1.8BR 
K1.8

K1.1BR 

KL 

二次粒子生成標

的（T1） 

K1.8-ESS1 
 

K1.8-ESS2 

K1.1-ESS1 

セパレータ（ESS） 
設置位置 

ビームダンプ 
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陰極側がアルミニウムで、運転時にはそれぞ
れの電極に+300kV と-300kV 程度の電圧を印
加します。 

 平面電極は真空容器に収められ、容器の到達
真空度は 1×10-4 Pa、He リーク量は、1×10-9 
Pa・m3／sec.以下が求められます。 

 二次ビームの多重散乱による粒子分離能率の 
低下を避けるために、ESセパレータも含め二
次ビームが通過するライン全体が真空で繋
がっていることが要求されます。 

 より高い電圧を印加できるように、絶縁ガス
として Ne-He 混合ガスを使用し、容器内真空
度を 1×10-2 Pa 程度に保ちます。従ってガス圧
の自動調整機構が必要となります。 
コッククロフトウォルトン型の高電圧発生装
置を真空容器に直接取り付け、ケーブルを介
さずに電極に直接高電圧を供給します。 
 

運転開始時には、電圧を加える過程でコンディ
ショニングが必要です。また、実験時の定常運転
に入った場合、加速器の１マシンサイクル（２〜
３週間程度）の間は、放電等が少ない安定な状態
が続くことが望まれます。 

 

３

●

●

●

●

. ハドロン実験ホールとビームライン 

J-PARC のハドロン実験ホールには、現在、粒子
分離型ビームライン K1.8 と K1.1BR、中性 K 中間
子専用ビームライン KL が共同利用実験に供されて
います。（図１） 

K1.8 ビームラインは 2GeV/c までの二次粒子を
対象とし、6m 長の ES セパレータ二基を備えた二
段分離型ビームラインです。（図２）一次陽子と
金属標的との反応による K 中間子の生成量はπ中
間子の５００分の１程度と非常に少ないので、二
次ビームとしての K 中間子の純度をより向上させ
るために二段分離としています[2]。ES セパレータ
による鉛直方向電場に対応して粒子分離のための
直交する水平磁場は、二基それぞれの上流と下流
にある双極電磁石(CM1-CM4)にて発生させます。
磁場の強度を調整する事によって、ES セパレータ
下流側のスリットを通過する粒子を選択し実験エ
リアに導きます。K1.8 は一段目の ES セパレータ
の下流側の双極電磁石(D3)の極性により取り出し
を選択できる分岐ラインを設けており、K1.8BR ラ
インとして運用できます。 

K1.1BR は 1.1GeV/c までの二次粒子を導くビー
ムラインで、2m 長の磁場共有型の ES セパレータ
一基を有しています。将来は K1.1 ラインとして、
下流側にもう一基 ES セパレータを設置し K1.8 同
様に二段分離型ビームラインとして延伸する計画
です。 
生成直後の K0

S中間子の崩壊によるπ中間子、及
び、二次粒子と標的近傍の物質との反応により生
成した三次のπ中間子などが、二次ビームライン
の光学上随所で輸送したい K 中間子と混在してし

まいます。早期にこの不必要なπ中間子を取り除
くため、K1.8、及び K1.1BR どちらのビームライン
も ES セパレータの上流側に生成標的の像を結ぶ焦
点を有し、そこに設けた中間像スリットで標的を
発生源とする粒子のみを選択的に通過させるよう
にしています[3]。 
 

図２：K1.8 のビームトランスポート。IF：中間像

スリット、MS1,MS2：質量スリット 1 及び２。 

４. 改良 

生成標的に近い ES セパレータには、一次ビーム

ライン要素に準ずる高い放射線耐性が要求されま

す。既存のセパレータの設計及び山本明氏の助言

を元に、J-PARC における高い放射線環境下でも十

分に使用に耐え、かつ、長期的に安定に動作する

ように設計・製作を進めました。[4] 
 

４.１ 耐放射線性に関して 

真空封止シールには、従来の EPT 材質の O-リン
グではなく、金属 O-リング（トライパック）を使
用し、真空ポンプには、耐放射線性を高めたター
ボ分子ポンプ、粗挽き用の真空ポンプとしてオイ
ルフリーのスクロールポンプを使用しています。 

 

４.２ 高電圧導入部 

高電圧発生装置(図３)は真空容器の上部に直づけ
し、プラグ状の電圧導入部を直接真空容器内に差
し込みます。既存の装置は電圧導入部が FRP
（Fiber Reinforced Plastics）で成形されており、真
空容器内では、さらにその部分をセラミック容器
で囲い空間部分に絶縁油を充填していました。こ
の FRP と容器間の絶縁油は放射線に曝される割合
も高く、高電圧発生装置自体を保守する際も解体
や絶縁油充填に複雑な手順を要していました。 

新型の高電圧発生装置では、FRP の電圧導入部
自体を放射線耐性の高いセラミックに換え、絶縁
油とセラミック容器を不要とし、高電圧発生装置 
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を直接真空容器に取り付けられるようにしました。 
セラミック電圧導入部は全長約 1200mm の長さ

があり、その長さの約半分がセパレータ本体の真
空容器側に差し込まれた状態になります。チュー
ブ中央部を挟み込んで本体に固定し、真空部境界
を作るために図 3 に見られるような形状をしてい
ます。この中央突起部が製造中に割れやヒビ割れ
が起こっていまい、最終的な形状までには幾度か
の試験と製造を繰り返し行いました。 

製造後には高電圧発生装置の単体試験として最
大定格の 400kV の印加に成功しました。ビームラ
インに設置後の連続運転においても良好な結果を
得ています。 

 

４.３ 内部電界の緩和に関して 

真空容器の母管の側面には、高電圧発生装置、
電極支持機構、真空排気装置、のぞき窓等などを
取り付けるため、随所に枝管を設けています。既
存のセパレータでは、枝管は真空容器母管に穴を
開け、その場所でのつきあわせ溶接により接合し、
その後に溶接個所の角を研磨していました。この
方法では接合部分に十分な曲率を取る事ができず
（R11 程度）、比較的強い電界が生じ、放電を誘
発する要因になっていたと考えられていました。 

 

新型の真空容器では母管に“引っ張り成形”を
施して、枝管との接合部を外側へ張り出す様にし
ました。これにより、接合曲がり部の曲率を大き
く取る事ができ（R30 程度）、母管側より離れた 
外側の平坦になる部分で溶接を行なうことになる
ので、電界を緩和でき放電要因を大幅に抑制でき
ると期待されます。（図４） 
 

 

図３：高電圧発生装置。電圧導入部自体を放射線耐性の高いセラミックを採用。 

 

図４：枝管接合部に“引っ張り成形”を施し製

作した真空容器。 

最終形状 

１回目製造 ２回目製造 ３回目製造 

割れ ヒビ 割れヒビなし 

切削加工
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真空容器は、引っ張り成形の後に枝管とフラン
ジを取付け、電界研摩を施しました。従来のセパ
レータは当時の技術によりスコッチブライトによ
る研磨のみでした。電界研摩を施した新型機は平
均粗さで 0.05 ミクロン、最大高さ 0.2 ミクロン程
度と見込まれ、面粗さに起因する放電は抑制され
ます。 
 

４.４ 平面電極部電界の緩和 

既存のセパレータの電極をモデル化し、有限要
素法（ANSYS）を使い電界強度の解析を行いまし
た。陽電極の縁での電界がもっとも高い結果が得
られたので、陽極板となる SUS の板厚を変え、縁
の曲率を大きくし電界を緩和する設計を行いまし
た。 

新型セパレータでは電界強度の低減の度合いと、
設置時等の取扱いの簡便さ等を考慮して、t=10、
R1=8、R2=2 を採用しました。既存の ES セパレー
タに比べ、最高電界を 25%低く抑える事ができま

した。(図 5(a)、(b)) 
 

４.５ 共通架台の採用 
既存のセパレータは、３ｍ容器ごとに専用の架

台としていましたけれども、新型のセパレータで
は、６ｍの共通架台を採用することにしました。
共通架台の上に３ｍ単位の架台を乗せ、下流側３
ｍ架台は共通架台に固定し。上流側３ｍ架台はス
ライドレールを用い前後にスライドし動くように
しました。前後に動くことによって連結部の締結
と開放を容易にし、保守等が行いやすくなりまし
た。(図 6) 

 
４.６ 連結部の接触子の位置 

3m 単位の電極を連結し 6m 長の一体の平行電極

として電気的な導通を行うために、接触子を用い

ています。既存のセパレータは電極表面近くにば

ね機構を有する接触金属を取り付け相手側の同様

な個所に押し当てる方法をとっていました。 

(a) 既存の陽極に近い形状 

(t=5,R1=3,R2=2 [mm]) 

最高電界：2.23×107 [V/m] 

(b) J-PARC用新型 

(t=10,R1=8,R2=2[mm]) 

最高電界：1.67×107 [V/m] 

図５：真空槽内部での平行電極の電界強度の ANSYS による試算 

 

図６：6m 共通架台に 3m の架台を載せている。 

 

図７：セパレータの電極と連結部分。 

接触部 
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外側に突起部分があるためか、放電の跡が接触 
部付近に局所的に見受けられ、焼け付き黒くなっ

ている個所も生じていました。新型では、接触部

を電極面から少し離すことにしました。さらに、

電極カバーに穴をあけ、接触部を電極カバー内と

し、相手側の接触場所も同じく電極カバー内とす

ることによって、表面には突起物が出ない構造と

しました。(図７) 
 
 

４.７ 電源コントロール 
電源の操作は、プログラマブルロジックコント

ローラ（PLC）とプログラマブル表示器を使い行う 
ようにしました。以前は、高電圧操作盤を直接操
作し、ヘリポットにより手動で電圧の操作を行い
コンディショニング等を行っていました。操作す
る人の違いにより電圧のかけ方に差が生じ、電極
等に負荷がかかる場合も見受けられました。 
今回 PLC とプログラマブル表示器を使う事に 
 
 

 

     
 
 
 

図８：電源コントロール操作パネル（左）。右写真は、左からそれぞれ電源操作、真空関係、高電圧操

作盤のラック。 

 

図９：SUS 電極（正極［下側］）の水平性と SUS 電極とアルミ電極（負極）の平行性。図の右側の表にお

いて、第１列：左図の測定箇所、第２列：ビーム面から SUS 電極までの距離（50mm が理想位置）、第３

列：SUS 電極とアルミ電極間距離の 100mm からのずれを示す。最大差で 0.35mm に収まっている。 

電源コントロール操作パネル 電源操作用 真空関係 高電圧操作盤
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よって、操作する人が変わっても電圧の印可の度
合いが一定になるようにした。(図 8) 
 

５. ES セパレータの組立て 

ES セパレータは、電極、真空容器を 3m 単位で 
製作し、二つを繋ぎ合わせ全長 6m の構成としてい
ます。下流側の真空容器には正と負の高電圧発生
装置を取付けています。 

真空容器内部には平行電極が納められており、
上側に－電極、下側に＋電極の構成です。電極は
水平に、かつ、正負の電極の対向距離が 100mm と
なるよう平行に設置しました。測量の結果、電極
の水平度、及び、電極間の平行度は±0.5mm 以下
になっていることを確認しています。（図９） 

 

６． ESセパレータの設置 
ビームラインの床面には、一次ビームラインの

電磁石等で使用しているものと同じ仕様のピボッ
トとガイドポールを有するベース鉄板を採用しま
した。(図１０)  

設置には専用吊り具を使用し、クレーンにより
ビームラインへの設置および取り外しを行います。
6m 長の ES セパレータは下流側 3m の真空容器の
上部と左側に高電圧発生装置を取付いているため
に、前後左右の荷重バランスが均等でありません。
水平に吊れるようにチェーンの長さを調整しなが
ら設置作業を行います。ポールとピボットを有す
るベース板は、6m 長セパレータの上流側と下流側
に 5.5m の距離をおいて２カ所に設置しました。ま
ず、ビームライン床面のベース板から立っている
ポールに、主架台横に設けているコーン状の筒を
合わせることによって大まかな精度（±5mm）で
ビームライン上に降ろします。次に、主架台の底

面のピボット用の穴とベース板のピボットとが２
カ所で勘合することによって、ビームラインに精
度良く設置できます。（図１１） 
 

７． ビームによる性能評価 
K1.8BR、K1.8、K1.1BR の各実験エリアにて、

ES セパレータによる二次粒子の分離能力を測定し
ました。 

K1.8BR では 0.75GeV/c の運動量において、ES
セパレータ電圧を±200kV に設定し、上流と下流
の双極磁石の磁場を変えながら、質量スリットを
通過し実験エリアに導かれる二次粒子の計数を測
定しました。π-中間子、K-中間子、反陽子がよく
分離されています。（図１２）K1.8BR では、実験
に供する事ができるビームライン性能を得ること
ができました。 

K1.8 では 1.8GeV/c において、二基の ES セパ
レータを±200kV、上流と下流の計 4 台の双極磁石
の磁場を K 中間子用に設定して、実験エリアにて
輸送されてくる粒子を測定しました。測定器群は
K 中間子用に調整されているので、輸送されてく
る粒子の中で K 中間子を選択的に取り出している
ことになりますけれども、ES セパレータを使用す
ると二次粒子中の K 中間子の純度が大幅に改善し
ていることが確認されました。（図１３） 
K1.1BR ではビームラインのアクセプタンスを十分
に広げた状態ではないものの、0.8GeV/c の K+中間
子を導くビームライン設定において、実験エリア

 

図１１：ビームラインに設置するために移動中の

K1.8 第１セパレータ。 

 

図１０：ビームライン床面に設置されたベース板

（下流側）。設置ガイド用ポール(pole)とピボット

(pivot)が取付けられている。 

ガイドポール

用コーン 

共通吊り具 

ベース板 ピボット 

ガイド

ポール 



28 29

に輸送される粒子のほぼ半数を K 中間子（π／K
比で１.14）とすることができました。（図１４） 

 
今後は、K1.8 においては四極電磁石や高次の電

磁石群の詳細調整、及び、より高い ES セパレータ
電圧での粒子分離能力の評価を行います。また、 
K1.1BR では、二次粒子の収量を増加させるために
ビームラインアクセプタンスを広げて K 中間子の
純度の向上を試みます。 

 

８. まとめ 
 放射線耐性の高い改良型のセパレータを設計、製

作し K1.8 ビームラインに設置ができ、運用に供す

ることができました。ビームによる試験では良好な

二次粒子分離能力が示されました。今後は、本実験

使用時における高電圧での安定な運転を目指してい

きたいと思っています。また、放射線耐性の高い磁

場共有型 ES セパレータの設計と開発、及び製作を

行っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
図１３：K1.8 で 1.8GeV/c において、二基の ES セ

パレータを±200kV、上流と下流の計 4 台の双極磁

石の磁場を K 中間子用に設定して、実験エリアに

て輸送される粒子を測定した。測定器群は K 中間

子用に調整されている。ES セパレータを使用しな

い場合(a)に比べ、ES セパレータを使用する(b)で
は、二次粒子中の K 中間子の純度が大幅に改善し

ている。 

図１２：K1.8BR において 0.75GeV/c の負の二次粒

子に対し、ES セパレータ電圧を±200kV に設定し

た際の、質量分離曲線。上流と下流の双極磁石の

磁場を変えながら、質量スリットを通過し実験エ

リアに導かれる二次粒子の計数を測定した。π-中

間子、K-中間子、反陽子がよく分離されている。 

図１４：K1.1BR にて、0.8GeV/c の K+中間子を導く

ビームライン設定において、実験エリアに輸送され

る粒子のほぼ半数を K 中間子（π／K 比で１.14）
とすることができた。 
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技術賞へチャレンジしていただくようお願いします。  
 
 
 
 

平成２４年６月 
 出版担当 人事労務課福利厚生室 

専門職員（福祉担当） 
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