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ルミノシティはビーム軸に垂直な面での
ビーム断面積に反比例 （面密度の比例）

Vertical ~7 nm Horizontal ~500 nm

ILC250 design

なぜ扁平にするのか？ （栗木さんの講義）
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ビーム収束とは？

レンズ：４極磁石

焦点

有限な焦点深度

ほぼ（しかし完全で
はない）平行な軌道
を持つ多数の粒子

「レンズ」で収束させる

有限な大きさ

（焦点深度

～焦点での b関数 = b *）
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四極磁場 (quadrupole field)
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s : distance along beam line
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x： 水平方向
y： 垂直方向
z： ビーム軸方向

四極磁場中での運動方程式

g の正負により 水平方向で収束・垂直方向で発散 又はその逆

水平方向の磁場が垂直方向の位置に比例
垂直方向の磁場が水平方向の位置に比例 四極磁石
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四極磁場 (quadrupole field)
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s : distance along beam line
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x： 水平方向
y： 垂直方向
z： ビーム軸方向

四極磁場中での運動方程式

g の正負により 水平方向で収束・垂直方向で発散 又はその逆

水平方向の磁場が垂直方向の位置に比例
垂直方向の磁場が水平方向の位置に比例 四極磁石

四極磁石
水平方向の角度変化が水平方向の位置に比例
垂直方向の角度変化が垂直方向の位置に比例
（比例係数の絶対値が等しく符号が逆）
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収束と発散の組み合わせで
垂直・水平両方向で収束させる

以下では主に1方向だけで議論する

水平

垂直



位相空間

位置と角度 （or 位置と運動量）

水平方向： x-x’,

垂直方向： y-y’

ビーム軸方向： 今は考えない

水平または垂直 １方向だけ考えると
ビーム粒子の分布は近似的に楕円で表せる

楕円の面積は、４極磁場で変化しない (線形運動でエミッタンスは不変)。
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エミッタンスは位相空間上での粒子のばらつき
（2次のモーメント）

正規分布の場合

1-s の楕円の面積/p

222 '' xxxxx   各々の平均からのずれ:',,', yyxx

 全粒子についての平均:
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線形運動

では保存量
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Quadrupole

mag.

Initial

Drift

Drift Drift Drift

Focal Point

Beam Focusing in Phase Space



10

x

x’

weak

quad

Strong

quad

long

drift

short

drift

焦点距離の短い（強い）レンズで収束すると小さくなる
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x

x’

Strong

quad drift

同じエミッタンスのビームを 同じレンズで収束する場合
初めにサイズの大きい（角度拡がり小）ビームの方が、焦点では小さくなる

x’

x
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同じビーム
焦点距離（L*）の短い（強い）レンズで収束すると小さくなる
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同じエミッタンスのビーム、 同じ焦点距離

初期サイズ（s）の大きいビームの方が、焦点では小さくなる
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なるべく強いレンズを使い、レンズの位置でなるべくビームサイズを大きくし
て収束するのが良い。
しかし、限界がある

物理測定の性能を考えると、
磁石から焦点（衝突点）までの長さはあまり短くできない

砂時計効果（hour glass effect）
焦点深度がビームのバンチ長より短くなるとよくない

色収差（Chromatic aberration）
エネルギーの広がり（energy spread）によるビームサイズ増大

生出 limit（Oide limit）
量子効果。 高エネルギービームを強く収束させることができない

Detector background の問題
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Limit of Minimum beam size

Quantum Effect - Oide limit 

Quad magnet

Radiation in the focusing magnet

Random（不確定）なエネルギー変化
 Randomな軌道変化

Randomな焦点のずれ

Stronger focus  More uncertainty

ILC では Limit まで余裕がある
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Quantum effect - Oide limit 

Ref.: K. Oide, PRL vol. 61, p1713 (1988)

• 砂時計効果は効かないとする（バンチ長が短い、など）と、 焦点でのビー
ムサイズをできるだけ小さくしたい。

• 古典力学では、強い収束磁場により、焦点でのビームサイズを（原理的
には）いくらでも小さくできる。しかし、

• 強い収束磁場により、制動放射が出る。量子力学では、

– エネルギー損失は不確定（ばらつく）。

– エネルギーの不確定により、その後の磁場中での軌道の角度変化
が不確定になる（ばらつく） 。

– その結果、焦点でのビームサイズが大きくなる。

 
7/5*
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*
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   ,  optimizing sb
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最小のビームサイズはエミッタンスに依存。
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Detector background の問題

最
終
収
束
磁
石

収束磁石のところで開口部の大
きさを超えてはいけない

Beam halo (tail) による background 

焦点でビームサイ
ズを小さく

 レンズの位置で
ビームを広げる

 halo も大きく

シンクロトロン放射の光子が付近
の壁に当たってはいけない

halo からの
シンクロトロン放射
の拡がり

中心から遠いところにビーム粒子が存在してはいけない
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Core:  ~exp(-a x2)

tail:  ~x-b (b ~ 3-4 ?)

Damping Ring での Radiation excitationによる

シンクロトロン放射のエネルギー分布 ~exp

Damping Ring 以降での散乱による（gas, intra-beam）

散乱角度、エネルギーロス ~ q n, d n

Beam Core and Tail (Halo)
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Collimation Extraction

Betatron collimation  

6 - 9 sx 40 - 60 sy half-gap  0.5 - 1 mm

Energy collimation

0.3 – 0.7% half gap 0.5 - 1 mm

Final focus

Deep Collimation の引き起こす問題
狭い開口部 → wakefield

collimator での放射線、熱、collimator破損、、、、、

Beam halo は最終収束系の上流の コリメーション部分
で取り除かれるが、いくらでも小さくできるわけではない
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Energy spread の効果
chromatic aberration

quadrupole

low energy particle

high energy particle

焦点距離は粒子のエネルギー
にほぼ比例



Chromatic aberration 

補正しない場合の影響の概算
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焦点距離：粒子エネルギーに反比例

最終磁石から衝突点までの距離 （焦点距離）～4 m

Energy spread (RMS) ～ 0.1% → 焦点距離の幅～4 mm

焦点深度の設計値（衝突点でのベータ関数）～0.4 mm （垂直）

→ 焦点距離の幅～ １０x焦点深度
→ ビームサイズ～ monochromatic beam の10倍
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First order chromatic aberration の補正

6極磁石 ４極磁石（エネルギーに反比例した収束）

（Dispersion: エネルギーに依存した位置のずれ
設計軌道を曲げることによりdispersionが発生）

水平方向Dispersionのある所に６極磁石を設置
→  エネルギーに比例した収束が得られる Cancel
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六極磁石
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強さが に比例する四極磁場と同じ。0ax

x0 に比例した強さの４極磁場

x0



Dispersion
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エネルギーに依存した位置のずれ
設計軌道を曲げることによりdispersionが発生

Bending magnet（偏向磁石）

Bending magnet（偏向磁石）

Higher energy

Lower energy

これが、Final Focus Line が曲がっている理由
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Chromatic aberration 補正により
Geometrical aberration 発生

• 六極磁石の場所で、エネルギーと相関のないビームの大きさがある。（同
じエネルギーの粒子にも位置のずれがある。）

• この位置のずれにより、収束力が違い、焦点距離がずれる。
Geometrical aberration

• Geometrical aberration の補正

– 複数の６極磁石を使ってキャンセルさせる。
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Local chromaticity correction

最終収束４極磁石

Chromatic aberration 発生

衝突点

Chromatic Correction

６極磁石

Geometric Correction

６極磁石

Geometric Aberration 発生

~np

~np

Chromaticity Cancel

Horizontal Dispersion

Final 4極磁石の隣に６極磁石を置き、Chromaticity をlocalに補正する。
発生したGeometrical aberration は上流で補正
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Chromaticity Correction：
各粒子のエネルギーが変化しないことを前提にしている。

ビームラインを強く曲げるとシンクロトロン放射によりエネルギーが変化
→ 弱い偏向磁石を多数並べて緩やかに曲げて Dispersion を生成

Final Focus Line に弱く長い偏向磁石が多数ある理由

ビームパイプの電気抵抗 (resistive wall) によるエネルギーロスも問題になりうる
→ ステンレス製パイプの内面を銅でコーティングする
又は、パイプをアルミ製にする



Resistive wall によるエネルギーロス
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beam
Electric field

pipe

pipe

Induced charge

Induced charge

• ビームパイプ内の表面近くに誘起された電荷がビームと共に移動する
（電流が流れる）

• 電気抵抗により熱が発生

• エネルギーは保存しているはずなので、ビームがエネルギーを失っているはず



Resistive wall によるエネルギーロス-2
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beam
Electric field

pipe

pipe

Induced charge

Induced charge

• ビームパイプ表面に誘起された電荷は（電気抵抗のため）ビームより遅れる

• 誘起電荷による電場に引かれて減速され、ビームがエネルギーを失う
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Crossing angle （交差角）

交差角（水平方向）が大きいほうが望ましい理由
• 衝突後のビームを安全に捨てるため
• 衝突後のビームの性質を測定するため

ILC design： 交差角14 mrad.

そのままではルミノシティ減少  Crab Crossing

交差角

電子 陽電子
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Crossing angle and crab crossing

Crab crossing

zx ssq            

 if reduction, luminosity
crossing angle  q

kick kick

(2 mrad in ILC)
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焦点深度の最適値はバンチの長さ程度

砂時計効果 (Hourglass effect)

焦点深度をバンチ長より短くすると
ルミノシティが減少する

（栗木さんの講義）

ただしより焦点距離を短くしてルミノシティを大きくするアイデアもある



Beam-beam force による収束
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e+

e-

相手のビームの作る電磁場により中心に向かう力を受ける
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Head on, 1

By computer code CAIN (developed by K.Yokoya)
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Head on, 2
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Head on, 3
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Head on, 4
このあたり
赤ビームはまだ収束が保たれているが
青ビームはまだ収束されていない
バンチ後方の焦点はもっと手前の方が良い
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Head on, 5
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Head on, 6
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Head on, 7
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Head on, 8
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Head on, 9
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Traveling Focus
（ILC 設計には入っていない）

焦点の位置をバンチ後方ほど手前に

by A. Seriy
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Traveling Focus by Crab Cavity + Sextupole
（crab crossing 用とは別のcavity

Sextupole はchromaticity 補正用に既にある）

Crab Cavity

Final Sextupole

IP

phase advance p/2 phase advance p/2

Stronger focus

weaker focus

e.g. using 3.9 GHz crab cavity, peak kick angle ~ 1.3 urad 

(Amplitude of transverse voltage ~3000 kV) 

バンチの前後端が蹴られる角度 ～ ＋‐0.03 urad

最後の六極での位置のずれ ～ 数ミクロン
（水平方向のビームサイズ ～ 300 ミクロン に比べ小さい）



Final Focus 設計にはまだ大きな改善の余地がある？？？

• 衝突点でのパラメータ

• Chromatic and Geometric aberrations 補正方法

• コリメーション

• Detector Background

• ???
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END


