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Accelerator tunnel	

Klystron tunnel	

Central shield!
(3.5m)!

Cryomodule	

Pulse power supply!
for klystron	

Multi-beam klystron!

Digital RF controls!

ILC主リニアックの構成要素!

RF power distribution	

クライオモジュール	

クライストロン電源	

マルチ・ビーム・クライストロン	

デジタルRF制御	

RF分配導波管	

これらの開発を行うのがSTF	



ILC cryomodule (12.65m)	

クライオモジュールの構成要素�
9 Superconducting Cavities in the 12m length, 1m diameter cryostat!

Cross-section from	  D.	  Kos9n	

Input Coupler	
Superconducting cavity	

Helium gas return pipe	

Liquid helium supply	Thermal shield	

1701 unit (TDR)	

超伝導加速空洞を内包する加速モジュール	



超伝導加速空洞!

Picture	  of	  Superconduc9ng	  Cavity	  (	  length	  1.2m,	  diameter	  0.2m)	  
Cooled	  down	  at	  temperature	  2K,	  then	  become	  superconduc9ng	  state.	

Helium	  jacket,	  magne9c	  shield,	  frequency	  tuners	  are	  installed	  around	  the	  cavity,	  then	  put	  into	  the	  cryomodule.	

Frequency	  tuner	

Liquid	  Helium	  Supply	  Pipe	

Helium	  jacket	

14560 unit (TDR)	

Magne9c	  shield	

本体：　周波数1.3GHzの純ニオブ製９セル連結型共振空洞	

クライオモジュール組込み用	  
空洞パッケージ	



	  STF	  	  

ILCクライオモジュールを開発・実現する。	
超伝導リニアックの運転経験を積む。	

STF	  Phase-‐1：　必要な設備を整備する。一渡りのクライモジュール技術を経験する。	  
	  
STF	  Phase-‐2：　ILC仕様のクライオモジュール、超伝導リニアック・ビーム運転を実現。	



KEKにおけるILC試験設備の場所	

KEK　つくばキャンパス（北側上空より）	

STF	
ATF/ATF2	

空洞製造設備	

30m	  x	  60m	  建てや	  
95m	  地下トンネル	

CFF	

STF	  :	  Superconduc9ng	  RF	  Test	  Facility	



Cryogenic liquefier!

RF Power Source!

STF building!

tunnel underground!

STFの設備�

電解研磨設備	

Clean room!

Cryomodule assembly!

Electro-polish!

Cavity test!

空洞縦測定設備	

クリーンルーム設備	

クライオモジュール組立設備	

ヘリウム冷凍機設備	

RFパワー設備	

超伝導リニアック	

空洞検査設備	

30m x 60m :建物!
5m x 100m :地下トンネル!

Inspection camera!
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空洞内面の電解研磨処理（高性能表面処理の開発） �

電解研磨	  
	  	  	  硫酸とフッ化水素酸の混合液を空洞に半分ほど	  
満たし、内部電極と空洞の間に17Vほどの電圧を	  
かける。	  
	  	  300Aほどの脈流電流が流れ、硫酸ニオブの不動態	  
層を形成しながらも、フッ素イオンのニオブアタックに	  
より、ニオブ表面の研磨が進行する。	  
中央の電極には、水素ガスの発生、イオウの生成が	  
起き、その的確な処理が必要。	  

KEK	  STF	  EP　実際の写真	
	

電解研磨装置の内部を	  
示すイラスト	

電解研磨は、非常に危険な	  
強酸を使用する内面研磨法	  
であるが、超伝導空洞の高電界	  
性能を安定して出せる方法。	



クエンチ場所を特定するための温度センサーマップとX線センサーマップ	

温度センサー、X線センサー	  
を多数配置して、クエンチ時	  
の原因箇所を同定する。	  
その後、内面検査カメラで	  
詳細に調べる。	

Eacc=25MV/m	  (Quench)	

MHI-‐09	  	  1st	  VT	  	  π-‐mode	

T-‐map	 Xray-‐map	

Sensors	  installa9on	

空洞の電界性能試験（縦測定）(高電界阻害原因の追求) �

内面検査カメラでクエンチ箇所の欠陥を探し出す	

温度マップ	  
X線マップ	  
を装着	

空洞を縦に	  
して、	  
高電界試験	



Pit;	  appeared	  aFer	  bulk	  EP,	  
limit	  to	  16MV/m	

Bump	  at	  heat	  affec9ng	  zone,	  
limit	  to	  20MV/m	

AES003 4-cell  equator, t=306 degree	MHI08 2-cell  equator, t=172 degree	

200um	  x	  600um,	  depth	  115um	 600um	  x	  600um,	  height	  ~50?	  um	

30MV/m	

local	  grinding	  &	  EP	

27MV/m	

local	  grinding	  &	  EP	

38MV/m	

addi9onal	  EP	

34MV/m	

addi9onal	  HPR	  and	  bake	

クエンチ箇所の局所研磨修理（高電界阻害原因の除去） �

欠陥箇所のみを局所研磨機で修復し、電解研磨をかけて、試験を行うと性能が上がる。	



STF	  phase-‐1	  
half	  size	  cryomodule	  test:	  2006	  –	  2009	  
Experience	  of	  ILC	  cryomodule	  technology	  
	  	  	  cryomodule	  assembly,	  
	  	  	  2k	  cryogenics	  technology,	  
	  	  	  low	  heat	  load	  technology,	  
	  	  	  cavity	  control	  for	  high	  performance	  for	  pulsed	  RF,	  
	  	  	  LLRF	  digital	  control	  technology,	  
	  	  	  RF	  power	  distribu9on,	  Qext	  control.	

Cavity	  assembly	  in	  clean	  room	

Loaded	  Q	  control	  using	  external	  phase	  shiFer	  and	  	  
reflector.	  +/-‐15%	  QL	  control	  was	  possible.	

Cryomodule	  cold-‐mass	  assembly	

クライオモジュール組立と電界性能試験（加速器開発）�



S1-‐Global	  Cryomodule	

INFN	  Cryostat	

KEK	  Cryostat	

国際協力クライオモジュール　：　日本がホストし、各国から空洞、クライオスタットなどを	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提供してもらい、日本での組立・試験に各国から参加	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してもらって行ったモジュール試験。(2009-‐2011)	

プラグコンパチビリティの実証、国際協力建設のデモンストレーション	



S1-‐Global	  Cryomodule	

FNAL	  Cavity	  package	  
	  	  (	  2	  units	  )	

DESY	  Cavity	  package	  
	  	  	  	  (	  2	  units	  )	

KEK	  Cavity	  package	  
	  	  	  	  (	  4	  units	  )	

国際協力クライオモジュール　：　日本がホストし、各国から空洞、クライオスタットなどを	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提供してもらい、日本での組立・試験に各国から参加	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してもらって行ったモジュール試験。(2009-‐2011)	

プラグコンパチビリティの実証、国際協力建設のデモンストレーション	



S1-‐Global	  Cryomodule	

Tree	  type	  Power	  Distribu9on	

Linear	  Power	  Distribu9on	

国際協力クライオモジュール　：　日本がホストし、各国から空洞、クライオスタットなどを	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提供してもらい、日本での組立・試験に各国から参加	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してもらって行ったモジュール試験。(2009-‐2011)	

プラグコンパチビリティの実証、国際協力建設のデモンストレーション	
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S1-‐Global	  Cryomodule	  国際共同実験	

実際の写真	

Before	  cryomodule	  installa9on	
aZer	  cryomodule	  installa9on	
7	  cavi9es	  combined	  opera9on	

Average	  30.0MV/m	
Average	  27.7MV/m	
Average	  26.0MV/m	



超伝導リニアック	  の開発	  

ILCクライオモジュールを使った超伝導リニアックを実現。	
ILCビームの安定な加速というビーム運転経験を積む。	



STF Phase-2 Accelerator	

STF加速器の全体計画図	

Cryomodule	

Capture	  Cryomodule	  :	  空洞２台	  
CM-‐1	  :	  空洞８台＋超伝導４極電磁石　（ILC仕様）	  
CM-‐2a	  :	  空洞４台(STF仕様　ILCの半分の長さ）	  
CM-‐2b	  :	  空洞４台(STF仕様　ILCの半分の長さ）	  
CM-‐3a	  :	  空洞４台(STF仕様　ILCの半分の長さ）	  
CM-‐3b	  :	  空洞４台(STF仕様　ILCの半分の長さ）	  



STF Phase-2 Accelerator Tunnel Installation	

ハーフサイズクライオモジュール	  
を3台追加できるスペースをとってある。	  
すべてを導入して、ビームエネルギーは	  
800MeV。DESY	  FLASHと同等クラス。	



STF Phase-2 Accelerator　その後の利用案	

このILC開発のための超伝導リニアックは、大強度EUV-‐FEL光源に拡張し利用すること	  
を考慮して設計している。	  
（低エミッタンスRF電子銃、バンチコンプレッサーを組込んである。）	

STFトンネルをさらに100m延長し、加速モジュール、アンジュレーター、利用エリアを	  
導入。（STFトンネルはもともと拡張できるように建設されていた。）	  
拡張方向には建物はない。	
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STF accelerator was constructed 
by Feb. 2012	

量子ビーム計画を利用してAccelerator Injector部を建設、運転�

High-flux X-ray generation by inverse Compton scattering �
10mA electron beam （40MeV, 1ms, 5Hz）�
Laser accumulator by 4 mirror resonator�
head-on collision of beam and laser�

Target	  flux:	  1.3	  x	  1010	  photons/sec	  1%bandwidth	  	

Capture	  cryomodule	

Collision	  point	

Photocathode	  RF	  gun	

STF	  Accelerator	

Beam	  opera9on	  :	  March	  –	  December	  2012	



STF phase-2 Accelerator Birds View�

ILC-‐type	  Cryomodule	  (CM-‐1)	  
+	  
half-‐size	  cryomodule	  (CM-‐2a)	

Capture	  Cryomodule	  

Photo-‐cathode	  RF-‐gun	  

Chicane	  1	  

Chicane	  2	  

Beam	  
Dump	  STF	  Phase-‐2	  Accelerator	  in	  100m	  length	  STF	  tunnel.	  



Cool-‐down	  test	  in	  Oct.	  2014	  
Beam	  accelera)on	  in	  2015�

CM-‐1	  was	  completed	  in	  Dec.2013�

CM-‐1	

CM-‐2a	
CM-‐2a	  was	  completed	  in	  June	  2014�
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Cryomodule development: CM-1 and CM-2a �
CM-1: 13m 8cavities＋Q-magnet・BPM!
�           Q-magnet in the center:�ILC type cryomodule!
CM-2a: 6m 4cavities�



クライオモジュール CM-1の組立（1）地上クリーンルームで�

インプットカップラーの取付	 ベローズ、ゲート弁の取付	 ４空洞の連結完了	

４連結空洞をトンネルへ移動	



クライオモジュール CM-1の組立（2）地下トンネルで �

４連結空洞＋４連結空洞	 ８連結空洞をGRPへ吊下げ	 BPMへ４極電磁石取付	

サーマルシールド取付	  
真空容器1/3へ挿入	 真空容器2/3へ挿入	 真空容器3/3へ挿入、完成	



クライオモジュール CM-1+CM-2a の完成 �

トンネル内で完成したCM-‐1を所定の位置に移動・設置。	  
地上部設備で組み立てた４空洞モジュールCM-‐2aを地下に降ろし、CM-‐1に連結。	  
ヘリウム冷凍機コールドボックスと連結。	  
カップラー室温部を取付け、両端ビームパイプ部を取付けて、完成。	



KEK空洞の加速勾配性能　（最近の１5台の性能結果）	

15	  cavi9es	

1st	  Test	

13	  cavi9es	

2nd	  Test	

5	  cavi9es	

3rdTest	

3	  cavi9es	

4th	  Test	

1st	  Test	

Final	  	  
Performance	

TDR	  spec.	  
35MV/m	  +/-‐	  20%	

クライオモジュールに使用した空洞	

ただし、このプロセスは	  
TDRに従ったものではない。	  
いろいろな研究考察を混じえたものである。	



KEK空洞の加速勾配性能　（最近の１5台の性能推移）	
TDR	  spec.	  
35MV/m	  +/-‐	  20%	

1pass	  Ave.	  	  
27.9MV/m	

1passでの合格率　=	  	  	  8台/15台=53%	  
2passまでの合格率=12台/15台=80%	  
3passまでの合格率=13台/15台=87%	
4passまでの合格率=14台/15台=93%	  

ただし、このプロセスは	  
TDRに従ったものではない。	  
いろいろな研究考察を混じえたものである。	

クライオモジュールに使用した空洞	

Final	  Ave.	  	  
34.2MV/m	



Powering scheme of STF phase-2 Accelerator�
ILC仕様のRFパワー供給を計画中!
(TDR scheme）	

Use	  of	  	  
10MW	  Mul9-‐beam	  Klystron	  
(MBK)	  

Now	  MBK	  is	  driven	  	  
by	  Inverter	  PS	  HV	  modulator	  +	  Pulse	  trans.	  
Will	  be	  replaced	  by	  Marx	  Modulator.	  	  	

Toshiba	  MBK	

DTI	  Marx	  Modulator	



「産学連携による国際科学イノベーション拠点整備事業」	  
による新設備	

ILCで実際に運用する　「空洞・クライオモジュール試験設備」　の雛形を実現。	
その運用方法の経験と性能実績を積む事を目標とする。	
　　　　　　　　　　　　　　　（産学連携で推進する）	



ATF	

超伝導加速器利用促進化推進棟（新設）	

STF（既設）	

80m	
30m	

新規施設	
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超伝導加速器利用促進化推進棟（建設の現状）	

床基礎が終了したところ。これから鉄骨を組んでいく。	

30m	  x	  80m　の建物	  
が完成予定	



　　超伝導加速器利用促進化推進棟　機器配置予定図　	

(1)	  ヘリウム冷凍機	  
(2)	  電解研磨設備	  
(3)	  大型クリーンルーム	

(4)	  縦測定設備	  
(5)	  クライオモジュール組立設備	  
(6)	  クライオモジュール試験設備	

(7)	  総合制御室	  
(8)	  準備・開発室	  
(9)	  連携企業室	  



EP液	  
リザーバー	  
タンク	

HPR	

EPベッド	  
水平位置	

EPベッド	  
垂直位置	  
（右側）	  
	  
電極挿入	  
（左側）	

電解研磨装置	  
工場検収時	  
（3/13/2014)	

縦型電解研磨設備	



４台空洞用　縦測定設備	



クライオモジュールを組み立てる大型クリーンルーム設備	



クライオモジュール組立設備	



参考にしたのは	
	
　　　TDRの空洞プロセスフロー	
　　　E-XFELの空洞試験設備(XATC)	
　　　E-XFELのクライオモジュール組立設備(Saclay)	
　　　E-XFELのクライオモジュール試験設備(XATB)	



XFEL: AMTF Hall - XATC 

Cavity	  Tes9ng	

AMTF:	  70m	  x	  40m	

XATC:	  20m	  x	  40m	 38	
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Saclayのクライオモジュールの組立フロー（１）!

ジャケット付き超伝導空洞を	  
クリーンルーム内で連結していく。	  
その両端はゲートバルブで閉じられる。（左上）	

連結された超伝導空洞を	  
クリーンルームから運び出し（右上）、	  
ガスリターンパイプに吊るして（右下）	  
パイプ、シールドを組み込む。	

Cryomodule	  assembly	  of	  Euro-‐XFEL	  (as	  an	  example)	  	
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Saclayのクライオモジュールの組立フロー（２）!

ガスリターンパイプに吊るされた超伝導空洞１式を	  
シールドをかぶせ断熱シートを巻きつけ（左上、右上）	  
カンチレバーを使って真空容器に組み込み（右上）、	  
外からカップラー室温部を接続して（右下）、	  
クライオモジュールが完成	

Cryomodule	  assembly	  of	  Euro-‐XFEL	  (as	  an	  example)	  	



XFEL: AMTF Hall - XATB 

Cryomodule	  Tes9ng	

XATB:	  50m	  x	  40m	 41	



空洞の性能は、ILC仕様を満足し、	
　それを組み込んだクライオモジュールの試験、ビーム加速試験	
　を行う段階にある。	

まとめ	

STFでは、ILCクライオモジュールを開発・実現する、	
　そして超伝導リニアックの運転経験を積む、という目標のもと	
　STF phase-1、STF phase-2と計画を進めてきた。	

STFに隣接して建設中の新建屋では、	
　ILCの空洞・クライオモジュール試験設備の雛形を実現し、	
　その運用方法と運用実績の経験を積む事を目標とする。	
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