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Euro-XFELにおけるカップラーの問題



 April, 20th 2016: 90 modules arrived with ~87 modules rf tested
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Cryomodule Test at AMTF

空洞の測定を行うDESYのテストスタンド。私が来た2016年4月ではcavityの縦測定は
すでに終わって、モジュールの作成をＣＥＡが行っていた。2016年4月の段階での80
個以上のRF testがすでに終わっていた。残り２０個弱のモジュールテストを終えて、9
月末までにトンネルに入れる予定でいた。

By Moeller阪井寛志



私の滞在中でXFEL建設中(建設間際で)メインでは
何が問題になったか？

• サクレーで組立られたモジュールの空洞性能の劣化はそれほど問題になら
なかった（後述）。特にサクレー側でのモジュールの組み立てはwell-trainさ
れてきており、1module/4dayのスピードで組立が後半は行われた。

• 但し色々問題。メインはAMTFモジュールテストでのカプラーの発熱

• ①Inner conductorが閉まっていない問題。

• ②内導体のベローズからリークが出る問題。

• ③Warmカプラーの発熱問題。

どれも（ぞっとするほど）深刻な問題。
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サクレーの組み立て図
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Production ratio : 4日
Training効果

By O. Napoly

Not installed are 
XM8 (leaky cryogenic line)
XM46 & XM50 (inacceptable 

cav.performance)
XM99 (leaky beam line)
XM100 spare module & replaced by XM-2

102台中5つのモジュールはinstallされず

滞在中前半はこれを直
すことに集中。

阪井寛志



①Screw on inner conductor was not tight

Sparking traces on cold 
part have been grinded

Warm part had to be 
replaced

By W.D.Moeller

阪井寛志



② Pushrod leak, location

cavity flange

antenna

70K windowRT window

capacity, dc insulation of inner coax

outer coax

inner coax

pushrod

1mm gap at air side

pushrod bellow

leak

By W.D.Moeller

阪井寛志



Pushrod leak, investigation

 bellow supplier SKODOCK investigation result:

 steel structure is locally changed by overheating, carbide 
precipitation on grain boundaries causes stress corrosion 
and leads to cracking

 RF simulations (DESY, SLAC):

 RF leak of the capacity leads to 15V/m @ 1W

i.e. for 200kW full reflection: 6.5V/mm

 The breakdown voltage in air is 3kV/mm

 Sparking is only possible when the bellow is deformed and 
touches the inner rod.

short, bellow cannot be 

deformed near the end

long, bellow can be deformed in 
high field area

SEM leak area

Rod @ leak location

By W.D.Moeller

阪井寛志



Pushrod leak, countermeasures

• The CPI coupler have no capacitor 
no need for replacement 

• Has to be done at all modules, also in 
the tunnel

• Coupler vacuum is not involved

• Material arrived at DESY, work has 
started

• No more RF operation with capacitor

• Exchange and commissioning will be 
still within time frame of XFEL

• The DC insulation of inner conductor is foreseen 
for bias application as multipacting remedy, was 
never needed in FLASH

The capacitor will be replaced by a short

the RF leak is suppressed

Multipacting対策で内
導体はbiasで浮くように
なっている。

阪井寛志



Replacement Installation
capacity

replacement

THALES/RI coupler with coax gasket

絶縁体ありからガスケットへ交換

このgasketを交換してい
る。それぞれにcheck list
があり、3組の作業部隊

がいて、交換作業を毎
日行っている。トンネル
の裏側なので、作業が
大変そうだが、すでに
5/31現在で300台くらい
のringは交換が終わっ

た。７月末までに間に合
わせた。

トンネルの中でのリングの交換をせざる負えない状況に。600個以上。

阪井寛志



③Conditioning problems

 Recently we faced overheating and strong light during conditioning on 
module test stands

 All parts passed the RF test at LAL, in some cases enhanced activities in the 
coupler vacuum Some warm coaxial coupler parts have been exchanged

 Most cases (except one) no visible traces could be found

 No cause was found  under investigation (今のところ、未解決)

LALでは熱電対をつけてテストしていないので、発熱の問題を把握していなかった。

Overheating during WCC: Overheating during Flat-top measurment:

XM85: Results of second coupler conditioning

e- probeでは反応しないが、warm部に発熱が見られる。
大体、XM80以降は１モジュールの8個のうち１個のカプラーに発熱が見られた。

最後まで原因不
明。要交換。

阪井寛志



(2016年前半)
warmカプラー取り外し作業
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なので、発熱やその他問題のある
カプラーの交換を手伝ってました。1
日2個のカプラー交換を行うのが

やっと。最後までこれに悩まされた。
まあ、現場でのいい経験。。

阪井寛志
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Accelerator Module on its Way to the Tunnel

1st module July 1st, 2014 – last module August 1st, 2016

阪井寛志



LCLS-II  SC-accelerator





３５台のクライオモジュール （２８０台の加速空洞）











M. Ross (SLAC)



G. Wu (FNAL)



G. Wu (FNAL)











上海XFEL  SCLF (Shanghai-Coherent Light Facility)
SC-accelerator



F. He (IHEP)



上海空港付近

上海空港

上海光源



Z. Zao (SINAP)



Z. Zao (SINAP)



Z. Zao (SINAP)



Z. Zao (SINAP)



Z. Zao (SINAP)



北京 IHEP超伝導加速器試験施設
PAPS ( Platform of Advanced Photon Source Technology R&D )







北京空港

北京市

IHEP

Huai-Rou







終わり

以上、超伝導加速技術の最新動向でした。


