
ILC Accelerator R&D
(現状のILCの加速器開発詳細と技術的課題と今後)

1

2016/10/8
阪井寛志、帯名崇

ILCについては第３回委員会（佐貫氏、吉岡氏、大谷氏発表）にて詳しく述べられ

ているため、加速器側としてはこのときに議題に上がった現在の加速器側の現
状のもう少し深い理解とそれに伴う技術的問題点についてのフォローをします。

(同じ話をするのは時間の無駄なので、加速器側のコメントだけを述べます。)
これを踏まえて高エネルギーの将来検討を考えていただければと思います。

道園氏LC推進委員会＋野村総研のレポートの資料を
ベースに全体は私なりにまとめております。

全20pages

高エネルギー将来検討委員会



ILC Acc. Design Overview  (in TDR)
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e- Source:
偏極

e+ Source
Undulator 方式

e- Main Linac :加速 250 GeV
Item Parameters

C.M. Energy 500 GeV

Length 31 km

Luminosity 1.8 x1034 cm‐2s‐1

Repetition (frep) 5 Hz

Beam Pulse  Period 0.73 ms

Beam Current 5.8 mA (in pulse)

Beam size (x/y) at FF 474 nm/5.9 nm

SRF Cavity G. 
Q0

31.5MV/m
Q0 = 1x10 10

KEKBと
同程度
（非常に高い）
SLC = 5*10^29

nanobeam

高加速勾配
With SRF 
EURO‐XFEL
=23.6MV/m

e+ Main Liinac：
加速 250 GeV

1. Nanobeam生成とその衝突の安定性。
2. 衝突後の高エネルギー大電流ビームをいかにダンプするか？
3. 大量の電子陽電子の生成（リングのように繰り返し当てれない。）
4. 高加速勾配、高Ｑ値超伝導空洞大量生産 16000台 (EURO‐XFEL 800台)

Damping Ring (a few GeV))
：ビームを扁平に小さく

Key Technologies

Frep: ビーム繰り返し
nb : trainのbunch数
N:bunch内の(陽)電子の数
σx*,σy*:水平、垂直のビームサイズ

(@衝突点)
HD:衝突時のビーム相互作用による

減衰効果。扁平ビームが良い。

衝突点

Luminosity 加速器開発のポイント

多くの(陽)電子

K.Kubo

ILCの開発の大半が加速器の開発



Brief history of ILC from 2012
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Technical Design 
Report (TDR)

(2013)

ILC Progress
Report
(2015)

KEK action plan
(2016)

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/cho
usa/shinkou/038/gaiyou/1374357.htm

ここ 近(2016年４月)
・4月から、LC推進体制が変わった。ILC推進
はILC推進準備室で、ILCの研究開発は各
所・施設で行う。 (KEK)
・5月にDOEと文科省で会合があり、LCのコ
スト削減に関するR&Dを共同で行う検討を
始める。（国際的に）時間があれば。

・国際的な体制（アジア、欧、米）は、枠組み
はほぼ同じだが人が替わる。

2016年7月公開

開発要素が多岐にあるため、現状の技術的課題を調査

今回前のページの1.‐4.に合わせこの結果と今後を見せる。

良くまとまっている。



1. Nanobeam開発 (KEK‐ATF/ATF2)
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2016/6/23 佐貫氏、吉岡氏、大谷氏発表資料より

Final focus
(FF) 模擬

1995年から建設。1.28 GeVのダンピングリングによる低

エミッタンス化とそこからの安定ビーム取り出しそしてそ
の取り出しライン(ATF2)でのfinal focusビームの生成と安
定性の評価を行っている。

Damping ring (DR)

取り出しkicker

正面衝突@FF
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位置のずれ1σ @FF

強いビームビーム効果

ビームが衝突後発散

位置のずれによ
るLuminosityの減
少効果。TDRでは
1σで6割になる。

角度のずれもほ
ぼ1σ‘で同じ効果。

y y

詳しくは
https://ilc.kek.jp/LCoffice/OfficeAdmin/Test/Seminar/Seminar.html
第五回ILCを学び考える会久保浄 「ILC Final Focusを考える」より

目標：v: 37nmのナノビーム ILCでCM 500GeVで6nm
そのFFでの軌道安定化のためのfeedback systemの確立。

Nanobeamでかつ
安定な衝突が重要

ビームはoptics通り



Goal 1:
Establish the ILC final focus method with 
same optics and comparable beamline 
tolerances (opticsの詳細設計と調整)
 ATF2 Goal : 37 nm  ILC 6 nm
 Achieved 41 nm (2016)
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Goal 2:
Develop a few nm position stabilization 
for the ILC collision by feedback
 FB latency 133 nsec achieved 

(target: < 300 nsec) 
 positon jitter at IP: 410  67 nm (2015) 

(limited by the BPM resolution)

T. Okugi, 
ECFA‐LCW, June, 2016

リニアコライダー計画推進委員会（2016/10/05） by 道園真一郎氏

K. Kubo

Progress in FF Beam Size and Stability at ATF2 

概ね、ILCの仕様をほぼ達成してきつつある。

衝突点での安定性

FB on



野村総研レポートから1. Nanobeam (DR & FF) (総括)
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Damping 
ring

◎

DR仕様の

高速
feedback

△ (やっ

てないか
ら)

ビーム制
御@FF

◎

クラブ空
洞

△ (やっ

てないか
ら)

kick kick

正面衝突の実現

クラブ空洞



2. FF後のBeam dump (野村総研の総括のみ)

By 道園真一郎
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Beam Dump

ビームダ
ンプ

△ (やっ

てない
から)

18MW×4台(電子・陽電子各２台)
10気圧の高圧水

大強度のビームが今後増え
るため、どの加速器でも今後
ダンプの開発は重要であろう。



3. 電子陽電子源開発

8

(電子源は野村総研総括のみ)

3.2nC x 1312 bunches x 5 Hz
偏極度:80%以上 (depend on physics)
量子効率:0.5%以上

https://ilc.kek.jp/LCoffice/OfficeAdmin/Test/Seminar/Seminar.html
第六回ILCを学び考える会吉田光宏 「ILC 粒子源について学ぶ」 名古屋大とSLACで20年以上開発

偏極電子源 ○

偏極電子源は
基本的には実証済



Our Approach: Baseline and Backup
ILC requires HUGE number of positrons; Ne+ILC = 65 x Ne+SLC. 

I)  Baseline: Undulator‐based Source (Polarized, Better for Physics) (アンジュレータ方式)

II) Backup: E‐Driven Source (Conventional, But Un‐Polarized) （電子駆動方式）

Use e‐ beam in the main linac. 
Creates 2600 bunches of e+s in 1 m sec. Heat load is a serious issue. 
It requires the challenging rotation target (100 m/s). (spreads 2600 bunches in 100 mm)
Difficulty in cooling and vacuum of the target.

Use 4.8 Gev E‐linac as a driver.  Creates 2600 bunches of e+s in 63 m sec (stretching).
Employ much slower speed target: 5 m/s.  

陽電子源 R&D will be shared world wide

e‐

道園信一郎氏より

電子が蛇行して強い放射光を出す。

undulator

円偏向の光(polarized e+生成可)

DRに入れる前
に63msのlong 
pulseにして
targetのpeak
負荷を減らす。
DRの取り出し

で電子と同じ
構造にする。

電子と同じバンチ構造

T.Omori

10 MeV以上
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陽電子生成の課題（target,シール）
T. Kamitani

• Vacuum seal
– Two types of vacuum seals, Rigaku and FerroTech,  have been tested at LLNL.   Rigaku seal 

wasn’t able to run at 2000RPM. FerroTech seals each has its own individual personality; all 
have out gassing spike; off‐the‐shelf  models do not seem to be well designed.

– Need to partner with FerroTech to improve their design.
– However, a differential pumping can be used as a back up scheme

• Shockwaves and thermal dynamic
– Energy deposition causes shockwaves in the material. If shock exceeds strain limit of 

material chunks can spall from the face
– The SLC target showed spall damage after radiation damage had weakened the tungsten 

target material.
– Initial calculations from LLNL had shown no problem in Titanium target
– ANSYS simulation at DESY is underway and need to be further confirmed by experiment 

and/or simulation from different institute.

LLNLでテスト。うまく行っていない（失敗）。
その後お金もつかず止まっている？

回転ターゲットTi

水冷却

e‐

Damage threshold:
今のところSLACの実験結果が唯
一。Peak Energy Deposition 
Density (PEDD) は35J/gで標的が

破壊。これ以下になるようにター
ゲットの回転速度を決めている。

Undulator方式：100m/s
バックアップ： 5m/s 

どちらも軸の磁性流体の
シールが課題。



11

野村総研レポートから 3. 陽電子源 (総括)

陽電子源
（ヘリカル
アンジュ
レータ）

△

陽電子
（標的）

△

陽電子源
（バック
アップ）

△

どれもまだ設計に未
達。ターゲットおよび
その冷却に難あり。
（大強度ビームを生成
するため。）開発の余
地あり。

バックアップの方はやればできるという感じもしないでもないが、今はR&Dのお金や人材
がないようでstopしているとのコメントあり。アンジュレータ方式は本当の試験は数100 
GeVのビームが出てからになるのではないかという危惧あり。但し、偏極陽電子は可能。



リニアコライダー計画推進委員会（2016/10/05）
道園真一郎氏より
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The ILC is the electron-positron 
collider of ~30 km linac.

4.超伝導空洞の大量生産

The main fraction of the 
construction cost is coming from 
main linac (ML).

EURO‐XFELはこの超伝導空洞の生産に関してはprototypeと呼べる。
EURO‐XFELの現状とその時の空洞生産の流れを通じて大量生産についての今後がわかる。

８空洞入りクライオモジュール
～2000台

クライオモジュール
RF power



EURO‐XFELでの空洞生産の流れ
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Pure Nb sheets
(RRR > 300)
800台で約3年
(several tons) 作
成
東京電解（株）
Ninxia, Plansee, 
(Heraus)

空洞製作(プレス、
電子ビーム溶接)
800台で3年表面
処理含む
RI(独)、ZANON(伊)

空洞表面処理(電
解研磨、化学研磨、
超純水洗浄(HPR))
クリーンassembly
RI(独)、ZANON(伊)

縦測定(VT)
(空洞単体での
性能評価試験）
DESY(独)
週に8台測定

空洞:800台
加速勾配:23.6 MV/m
Ｑ値： > 1x1010
加速部:1.5km

XFEL

cryomoduleに組

み入れ。クリーン
ルーム作業
(string‐assembly)
CEA‐Sacley(仏)

Cryomoduleでの空
洞性能評価 (CM)
DESY(独)
1週間で1module

ビームラインへ
DESY(独)

Production ratio : 4日
Training効果

EURO‐XFEL@DESY 概要

超伝導空洞性能劣化の主な原因

• 局所的な空洞内面欠損(10um程度)などから生じる温度上昇によ
る超伝導状態の破壊（クエンチ）

縦測定で判断可能。材料や表面処理の向上で性能は向上。

• 内面の突起や微小物(0.1um程度)から生じた電磁放射(field 
emission)によるQ値劣化

埃が問題（組立時の問題）、埃レスのクリーンルーム作業が重要。

（いい溶接、いい表面処理、いい組立）

By O. Napoly

8 cavity fabrication per week of each company.



Cryomodule average gradient performance of EURO‐XFEL

Ncavs Average  RMS

VT 815 28.3 MV/m 3.5

CM 815 27.5 MV/m 4.8

VT capped at 31 MV/m for fair 
comparison

usable gradient

Nick Walker et al, DESY LINAC16 Conference (2016/Sep/28)

97 module was installed in XFEL‐tunnel.

VT:縦測定、CM:cryomodule test

テスト機も含む

EURO‐XFELの空洞のすべてのテストが終わった。
今後、ビームライン（運転）で空洞が劣化しないかが鍵。

・VTからCMへの違いは今のところほとんど見られず性能はkeepされている。
・27.5±4.8 MV/mのperformanceが得られている。ILCに向けても大きな前進。

cryomodule: Q0～1.4 x 1010



野村総研レポートから 4. 超伝導空洞の量産化について
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現在大量の空洞製作を扱っている会社は
RI,ZANONの２社。
日本の三菱重工は現在ＳＴＦで30空洞ほ
どの実績あり。アメリカはなく、次期XFEL
計画のLCLS‐II空洞200台はRI,ZANONに頼

むことになった。あと各地域で組立に必要
なlabが必要。アメリカはFNAL,Jlab。欧州
はDESY,Saclayがあるが、日本はKEKでしか

も他に比べ、大量生産の超伝導空洞の
流れをまだ経験していない。

製造６年の換算だと各極で２社つまり６社が必要。今の
ままだと、２社がメインなので、18年くらいかかるか？



超伝導空洞大量生産に向けたstrategy
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https://ilc.kek.jp/LCoffice/OfficeAdmin/Test/Seminar/Seminar.html
第３回ILCを学び考える会加古栄治 「超伝導加速空洞システムを考える」より

2016建設終了 2020くらいに建設終了予定



超伝導空洞大量生産に向けたstrategy (2)

17https://ilc.kek.jp/LCoffice/OfficeAdmin/Test/Seminar/Seminar.html
第３回ILCを学び考える会加古栄治 「超伝導加速空洞システムを考える」より

ILC規模の加速器を作るには一つ手前にE‐XFEL並みの計画を各極で考える時期に来ている。特に日本がILCをホスト
するなら、実際に作成するときに大量生産を経験した人を育てることを考えないと話にならない。100台以上の超伝導
空洞生産をpre‐ILCとして(FEL‐baseか、proton‐baseでもいずれでもいいが、)経験し、加速器の人材育成を検討すべき。



1.3 GHz, 2K

空洞コスト削減に向けての開発 (High‐Q, High‐Gradient, coupler)

A. Short‐term R&D (2–3 years)
A‐1. Niobium material preparation空洞の製作方法を簡素化して50% downを目指す。

A‐2. SRF cavity fabrication for high gradient and high Q N2‐dop空洞R&D (下記参照)
A‐3. Power input coupler fabrication 窓の開発

A‐4. Cavity chemical treatment 大量生産に合わせた表面処理の方法。

参考：米国では、 近FNALで開発されたHighQ,HighGの空洞開発＋カップラーに焦点

リニアコライダー計画推進委員会（2016/10/05） by 道園真一郎 18

日米協力によるILCコスト削減のためのR&Dが 近提案されている。

Q0 1x10^10  (3～8)x10^10
劇的なＱ値の増加冷凍機負荷の減少

空洞800度アニールの 後に窒素を真空炉に入れることで空洞の
Ｑ値が劇的に上がることが2013年にFNALで（偶然）発見された。現
在、このN2‐dop空洞のR&Dが世界的に進んできていると同時に
LCLS‐II project(米)ではこのrecipeを基準として空洞製作が始まった。

A. Grasselino et al, 2013 Supercond. Sci. Technol. 26 102001

LCLS‐II specimprove

clean‐vacuum‐furnace 
+ N2dope

N2 dop



KEK‐PIP ILC Shin MICHIZONO 19

必要な人材

リニアコライダー計画推進委員会 by 道園真一郎



Summary(答申として)
• Targetとする物理がもちろん一番大事。

• それに向けて現実でどれくらいのペースと人数（とコスト）で出来そうかというのが
加速器側の大きな課題。従って、実現する物理に向けた設計とStrategyが加速器
では大事。 CM 500GeV ~ 750GeVならそれに向けた戦略が必要。

• 近の調査でILC加速器実現に対する技術的課題に対する答えが明確になった。

– nanobeam生成に関してはATF2でのここ数年の成果でほぼ目標を達成しつあるのが、
2012年からの進歩である。

– 陽電子やビームダンプなどが加速器開発が必要な部分である。とくに陽電子に関しては
目指す物理に合わせて、陽電子生成の方法を開発のペースと合わせて、選ぶべき。但
し、この部分はむしろILC実現を目指す学生や若い人が積極的にできる部分であろう。

– 超伝導空洞はEURO‐XFELの建設が終わり、800台の大量生産後はILCのスペック
31.5MV/mに近い27.5MV/mを達成。これも2012年からの大きな成果である。

– 今後、16000台の空洞製作への世界中での具体的な検討と企業への技術移転が必要。

– また、コスト削減に向けたR&Dは現在、日米でR&Dが開始された。建設で割合の高い超

伝導加速器部分について、特に、超伝導空洞の新たなコスト削減を、期限を決めて行わ
れていくことになる。ここにも新たな若い人の積極的な参加が可能である。

– 全体的には野村総研が判断した△評価もあるが、加速器側では人と金と時間をかけれ
ばILCの実現は基本的にはclearできるレベルというのが調べた結果である。

• 従って、ILCでしかできない物理が明確ならば、建設期間とコスト、それと他の大型
実験などの干渉を見ながら、ILCの 初のtargetとするエネルギーを別で決めて
step by stepで戦略を立てて進めるべき。（本委員会の仕事の一つと考えます。）

• 後にILCを高エネルギー委員会で目指すなら、加速器への大量の人材投入、育
成が必須。これを考慮して、将来検討の答申も考えていただければと思います。
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Backup

KEK‐PIP ILC Shin MICHIZONO 21



野村総研レポートから 4. 超伝導空洞について

KEK‐PIP ILC Shin MICHIZONO 22



野村総研レポートから 4. 超伝導空洞の量産化について
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