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Research background 

“ドップラーレーザー冷却”と“共鳴結合法”を用いると3次元的に 

極低エミッタンスの高品質ビームが生成可能 

京都大学の蓄積リング“S−LSR”では2つを用いてビーム冷却が可能 

実験での最適なレーザーのパラメーターを 

シミュレーションで決定する 

3次元的に極低温(エミッタンス)なビーム
を生成したい 

ビーム冷却の手段として電子冷却、確率冷却、レーザー冷却がある 



Storage ring“S−LSR” 

Laser cooling section 



共鳴結合法 (Resonance coupling method ) 

・ビームの進行方向の冷却を xy 方向 
  に拡張できる 

・各方向の Tune の差を整数にする 

レーザー冷却力 

京都大学の蓄積リング S-LSR は共鳴結合
法を用いて強力に xy 方向を冷却可能 
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（Reference）Hiromi Okamoto, Phys.Rev.E.50,4982 (1994)  



1. Simulation results of 3D cooling mode 

Rf cavity : “ON”   Solenoid : “ON”  



Purpose of simulations 

Laser detuning Laser spot size 

・レーザーパワーを実験と同程度に 

  固定し最適なレーザー径を決める 

レーザーパワー ∝ I0σ
2 

・ 限られたレーザーパワー(10mW)で冷却を行う場合のレーザーの  

   Detuning と Spot size の最適値を決定する 



Main parameters of simulations 

Ion species 

Kinetic beam energy 40 keV 

Betatron tunes (2.070, 1.070) 

Synchrotron tune 0.070 

Rf harmonic number 100 

Number of particles 300 [/bunch] 

Cooling time 1.25e5 turn (5sec) 

Initial xy temperature ~200K 

Initial momentum spread 7e-4 

Solenoid field 65Gauss 

Total laser power 10mW 

Laser spot size 0.3 mm ~ 6.0 mm 

Laser detuning −21MHz, −42MHz, −63MHz, −84MHz 



最終分布からParticle Capture Rateと冷却された粒子の温度を計算 

Analysis method 

Particle Capture Rateが高く、到達温度が低くなるレーザーの 

パラメーターを見つける 



Simulation results (3D cooling) 
PCR after 5sec 

Final temperatures (at 5sec) 

Laser spot size ・・ 1.5 mm 

Laser detuning ・・ −42 ~ −63 MHz 



Animation of laser cooling simulation 

Final temperature    ~1 K (Transverse),  

                               ~10 mK (Longitudinal) 



To make Crystal beam 

・レーザー冷却を行った後にCavity の電圧を rampし、ビームの線密度 

  を下げて 1D もしくは 2D の Crystal beam の生成を目指す。 

・Crystal beam は線密度により (a) String (1D), (b) Zigzag (2D),  

  (c) Shell (3D) と構造が変化する 

・3次元的に強力にビームを冷却するとビームはクーロン結晶化す
る。 

(Crystal beam) 



Simulation results 
Final temperatures (at 6 sec) 

2Vが最適な最終電圧 



Rf ramping simulation 

(Final voltage 2V) 



Summary 
・レーザー冷却の最適パラメーターを決定した 

Laser detuning ・・ −42 ~ −63 MHz 

Laser spot size ・・ 1.5 mm 

 

Final temperature    ~1 K (Transverse),  

                               ~10 mK (Longitudinal) 

・レーザー冷却後にcavityの電圧をrampするとビームが 

  さらに冷却されることが確認された 

Final temperature    ~0.1 K (Transverse), 

                               ~1 mK (Longitudinal) 

・最終電圧が2Vのとき到達温度は最低となり、String 

  ビームが生成されることが確認された 



Appendix : Time development of PCR 

(Laser spot radius is 1.5 mm) 

3D cooling mode 2D cooling mode 



Simulation results (2D cooling) 
PCR after 5sec 

Final temperatures (at 5sec) 

Laser detuning ・・ −42 MHz 

Laser spot size ・・ 1.5 mm 



Optimum value of solenoid field 

From matrix calculation considering a linear friction force, 

optimum value is around 65Gauss. 



Ordering of longitudinal direction 

Synchrotron motion is suppressed 



Final distribution of (x,z) and (y,z) space 



CRYSTAL Beam 
Coulomb coupling constant 

String(or zigzag)-like beam can be 

generate around Vf = 2 V. 



Stability of Crystal beam after “laser off” 

6.0 sec ~ 6.2 sec (5000Turn) ・・・ Ramping the laser power 
6.2 sec ~ 6.6 sec (10000Turn) ・・・Confirm the stability 

3D cooling ・・・ Stable 2D cooling ・・・ Unstable 



String-like beam  

If Initial particle number is 150 / bunch, 

string-like beam can be generated. 

3D cooling mode 

Laser detuning・・ -42 MHz 

Laser spot radius ・・1.5 mm 



LIF measurement by CCD camera 

Window position 

from beam line 
14 cm 

Diameter of 

lenses  

2.54 cm 

Expose time 0.1sec 

Quantum 

efficiency 

of camera 

15 % 

Gain of camera 1.2e3 

System gain 4 electrons / count 

Table4 : Parameters of LIF measurement 

From the simulation result,  

LIF measurement is possible. 


