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• ILC advisory panel
• Draft of the presentation material
• Worldwide activities



ILC advisory panel
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First advisory panel was held on July 29.
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2021/mext_00253.html
Charges of the panel:
(1) Prospects for international research cooperation and cost sharing
(2) Academic significance and understanding of the public and scientific community 
(3) Clarification of technical feasibility
(4) Reasonableness of cost estimates
(5) Prospects for training and securing human resources
(6) Other issues related to ILC

Schedule: 2nd and 3rd panels will be held on the middle of October. (no detail information)
We are asked to submit the first presentation draft by the end of September. 
2nd panel (120 min.)
• Outline and history of the ILC project [10]
• Outline and history of the ILC project (physics) [10]
• Technical feasibility and validity of cost estimates (accelerators, etc.) [20+25]
• Proposal for the ILC PreLab [10+15]
• Discussions among expert committee members [15]
3rd panel (120 min.)
• Technical feasibility and validity of cost estimates (civil,environment,safety) [10+15]
• Academic significance and understanding by the public and scientific community [10+20]
• Prospects for international research cooperation and cost sharing [10+20]
• Prospects for training and securing human resources and others [5+10]
• Discussions among expert committee members [15]

See the note on Aug.3 in the 
WG2 mailing list

[+10]
Shin MICHIZONO

Nobuhiro TERUNUMA

https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2021/mext_00253.html


Draft of the slides 
(under preparation)

3



e- Source

e+ Main Liinac

e+ Source

e- Main Linac

Damping 
Ring

Beam delivery system 
(BDS)

250GeV ILC
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Positron source

The accelerator system is independently modularized for each area
Electron/positron source, damping ring, main linac, BDS (final focus), beam dump

Item Parameters

C.M. Energy 250 GeV

Length 20km

Luminosity 1.35 x1034 cm-2s-1

Repetition 5 Hz

Beam Pulse  Period 0.73 ms

Beam Current 5.8 mA (in pulse)

Beam size (y) at FF 7.7 nm＠250GeV

SRF Cavity G. 

Q0

31.5 MV/m
(35 MV/m)
Q0 = 1x10 10

main linacbunch
compressor

damping
ring

source

pre-accelerator

collimation

final focus

IP

extraction
& dump

KeV

few GeV

few GeV
few GeV

250-500 GeV

Key Technologies

Nano-beam Technology

SRF Accelerating Technology



250GeV ILC概略
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main linacbunch
compressor

damping
ring

source

pre-accelerator

collimation

final focus

IP

extraction
& dump

KeV

few GeV

few GeV
few GeV

250-500 GeV

ナノビーム

超伝導加速技術

重要な技術

陽電子源

8,000 SRF cavities will be used.

項目 パラメータ

衝突エネルギー 250 GeV

長さ 20 km

ルミノシティ 1.35 x1034 cm-2s-1

繰り返し 5 Hz

ビームパルス幅 0.73 ms

ビーム電流 5.8 mA (in pulse)

衝突点ビームサイズ 7.7 nm@250GeV

超伝導空洞の電界

空洞のQ値

31.5 MV/m
(35 MV/m)
Q0 = 1x10 10

加速器システムはエリアごとに独立にモジュール化
電子・陽電子源、ダンピングリング、主加速器、ビーム伝送（最終収束）、ビームダンプ



ILC Technology level
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Status

SRF cavity, CM

ILC

constr
uction

SRF Linac

e- source

e+ source
Undulator scheme

e+ source
e-driven scheme

DR

Final focus

Dump

：～2017
：2018～2021
：2022～ Pre-Lab

～2017
Technology development ->Model work-> Prototype

2018～2021
High performance and cost 

reduction of cavities

～2017
Tech. Design->Tech. Development->Tech. Demonstration

～2017
Tech. Design->Tech. Developmen

～2017
Tech. Design->Tech. Development

2018～2021
Facility design

～2017
Tech. Design->Tech. Development

2018～2021
Tech. Demonstration

Pre-Lab
International sharing, mass 
production, and transfer 

demonstration

Pre-Lab
Tech. confirmation

Pre-Lab
Establishment of target and 

magnetic focusing technology

Pre-Lab
Establishment of  target and 
capture cavity technology

Pre-Lab
Establishment of kicker 

technology

Pre-Lab
Establishment of stable op.

Pre-Lab
Establishment of remote 

handling technology

2018～2021
Tech. Demonstration

～2017                             
技術Design->Tech. Development-> Tech. demonstration achieved at 

KEK ATF

～2017
Design->Tech. Development->Tech. demonstration achieved at KEK 

ATF

Eu-XFEL user operation

Since the publication of the Conceptual Design Report (RDR) in 2007 and the Technical Design Report (TDR) 
in 2013, the technical development has been progressing steadily toward the start of construction.

*EDR:Detailed Engineering 
Design Report required to 
start construction.

(RDR) (TDR) (EDR)*

Model work: small-scale models, partial/component models.



ILC技術準備状況
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準備状況

SRF 空洞, CM

ILC

建

設

SRF線形加速器

電子源

陽電子源
アンジュレータ方式

陽電子源
電子駆動方式

ダンピングリング

最終ビーム伝送

ビームダンプ

：～2017年
：2018年～2021年
：2022年～ Pre-Lab

～2017
技術設計・開発モデルワーク** プロトタイプ実証

2018～2021
空洞の高性能化・コスト削減

～2017
技術設計要素技術開発要素技術実証達成

～2017
技術設計要素技術開発

～2017
技術設計要素技術検証

2018～2021
設備設計の具体化

～2017
技術設計要素技術開発

2018～2021
要素技術実証

Pre-Lab
国際分担・量産実証・移送実証

Pre-Lab
技術確認

Pre-Lab
回転標的・磁気収束技術確立

Pre-Lab
回転標的・捕獲空洞技術確立

Pre-Lab
高速キッカー技術確認

Pre-Lab
安定運転技術確立

Pre-Lab
遠隔保守技術確立

2018～2021
要素技術実証

～2017                             
技術設計要素技術開発 KEK ATFで技術実証

～2017
技術設計要素技術開発 KEK ATFで技術実証

European XFEL ユーザー運転

2007年に概念設計書（RDR)、2013年に技術設計書(TDR)を出版された。
これまで建設開始に向け技術開発が順調に進展し、今後の課題についても解決の道筋がついたと考えている。

*EDR:建設開始に必要と
なる詳細技術設計書

(RDR) (TDR) (EDR)*
2021

**モデルワーク（モデル）：小規模モデル、部分/要素モデル。
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Progress in SRF
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Yield evaluation 
of cavities based 

on TDR

Eng. design

Euro-XFEL Operation 
(Europe)

~800 cavities/
~100 Modules

LCLS-II Construction (USA)
~280 cavities/
~35 Modules

High performance and cost 
reduction

Cavity 
manufacturing, 

performance 
demonstration 

(Yield 
demonstration in 

three areas)

Demonstration of 
cryomodule 

assembly, transfer, 
and performance

Cavity

Cryomodule

～2017 2018～2021 2022～

Module assembly

The mass production of Eu-XFEL has 
reached ≥ 83% of the ILC specification 
yield (90%).

US-Japan: high performance with new 
surface treatment, etc.

France-Japan: Automation of cavity cleaning

Realized through 
international cooperation 
and procurement Accelerator performance 

verification at KEK-STF2

N-infusion cavity Installation to the 
STF-2 (KEK)

Final design is underway to comply with "High 
Pressure Gas Safety".

Germany-Japan: Improving Efficiency in 
Cavity Manufacturing

Next step:International 
sharing and mass productio  
demonstration
→~41 M$,285 people/year
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超伝導高周波(SRF)技術の進展

9

TDRに基づいた

超伝導空洞の
歩留まり評価

技術設計

空洞・高性能化
コスト削減

空洞製造・性能実証
(歩留まり含む）

クライオモジュールの
組立・評価・移送・性

能保持実証

空洞

クライオ
モジュール

～2017 2018～2021 2022～

モジュール組み立て技術

Eu-XFEL量産実績：
・ILC 仕様歩留まり（90％）に対して

≥ 83 %まで到達

日米協力：新表面処理等で高性能化

日仏協力：クリーン作業の自動化

国際協力・国際調
達により実現

国際的な整合性・
品質管理実証

KEK-STF2での加速器性能検証

KEKのN-Infusion空洞性能（STF-2実装）

European XFEL運用（欧州）
約800空洞/

約100モジュール

LCLS-II 建設（米国）
約280空洞/

約35モジュール

「高圧ガス保安安全」適合の最終設計中

日独協力：空洞製造の効率化

次のステップ：

国際分担・量産実証
→約４１億円／３領域

285人・年／3領域

P.51参照

P.21-23,31,34参照



International Cooperation in SRF
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2018-2021:
• Achieve stable electric field E > 35 MV/m through US-

Japan cooperation
• Improvement of Nb material manufacturing process 

and properties (FG, MG, LG)
• Improvement of surface treatment technology

• Low temperature (10-20C) EP Two-step 
baking (75C and 120C) Optimization of 
cooling speed (flux expulsion) 

• Cavity manufacturing efficiency improvement and dust 
prevention work automation Germany/France-Japan 
cooperation

• Beam acceleration demonstration KEK-STF, 33 MV/m
• High field cryomodule (HGC, FNAL, USA) (in progress)

• Aim to demonstrate 38 MV/m
Demonstration plan at ILC Pre-Lab (2022-)
• Preparation for mass production: Demonstration of 

international statistics in three region

US-Japan: Improving Performance through Surface Treatment
Cost reduction by direct slicing materials

KEK-STF
France-Japan：Automation of Dust 
Prevention Work

Germany-Japan: Cooperation: 
Improving Efficiency in Cavity 
Manufacturing

Directly cut out by wire (eliminates 
the rolling and mechanical polishing 
processes)

Cavity Frequency Measurement 
System(Quality assurance for 
cavity manufacturing process) 

HGC（FNAL)
aiming for performance 

beyond ILC 
specifications (in 

progress)

(DESY)



超伝導高周波技術の国際協力
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2018 〜2021の進展：
• 日米協力による安定した電界 E > 35 MV/m 技術の達成

• Nb 材製法・特性の向上（FG, MG, LG)
• 表面処理技術の向上

• 低温(10～20C) EP 
• ２段階ベーキング (75C and 120C)

• 冷却スピードの最適化(flux expulsion)
• 日独・日仏協力による空洞製造効率化・防塵作業自動化
• ビーム加速実証

• KEK-STF、33 MV/mの実証

• 高電界クライオモジュール (HGC, 米国FNAL)（進行中）
• 38 MV/mの実証を目指す

ILC Pre-Lab での実証計画 (2022〜)：
• 量産準備：３領域での国際的統計の実証

日米協力：表面処理による性能向上
直接スライス材料によるコスト削減

KEK-STF 日仏協力：防塵作業の自動化日独協力：空洞製造の効率化

ワイヤーで直接切り出し(従来工法
での圧延、機械研磨工程を省く)

空洞周波数測定装置
（空洞製造工程の品質確保）

HGC（FNAL)
ILC仕様を超える
性能を目指すモ

ジュール（進行中）

(DESY)
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ILC and European XFEL

European XFEL
97 CMs

776 cavities

ILC
About 900 CMs

About 8,000 cavities

Cryomodule(CM)

Cavity

Cryomodules (CMs) containing eight or nine cavities are repeatedly arranged in the accelerator 
tunnel.

Main linac (electron)Main linac (positron)

Linac
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ILCとEuropean XFEL

European XFEL
97 CMs
776空洞

ILC
約900 CMs
約8,000空洞

クライオモジュール(CM)

空洞

８～９個の空洞を収めたクライオモジュール（CM)が加速器トンネル内に繰り返し並べられる。

主線形加速器（電子）主線形加速器（陽電子）

線形加速器（電子）

P.23参照



Progress in positron source
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～2017 tech. design 2018～2021 tech. verification 2022～

Undulator scheme to obtain polarization

Conventional e-Driven 4.4 M$, 5FTE-yr 

Undulator 
prototype

Photon dump design

Mag. focusing Paricle simulation

High-speed rotating 
positron target, 
Technology Design

Target
thermal 
simulation

Target 
Prototyping
Vacuum 
characteristi
cs Testing

Practical Operation 
of Superconducting 
Helical Undulator 
(APS)

Ti target beam test

Long undulator operation at European XFEL

Plan A:Undulator scheme
Plan B:e-driven scheme (same tunnel)
Plan C:e-driven scheme (extra tunnel)

Optics design

Optics design

1.5 M$ 10FTE-yr

Next Steps:
evaluate both schemes 
by international 
cooperation

Thermal 
analysis

Loading
compensation

Pulse solenoid design

APS cavity 

Target maintenance 

RF stability test

Te
ch

no
lo

gy
 s

el
ec

tio
n



陽電子源の進展
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～2017 技術設計 2018～2021 要素技術実証 2022～

偏極が得られるアンジュレータ方式

従来型の電子駆動方式 ４．４億円 5人・年

アンジュレーター
プロトタイプ

光子ダンプ設計

磁気収束設計 粒子シミュレーション

高速回転陽電子
標的技術設計

標的熱シミュ
レーション

標的プロト
タイプ作成
真空特性
試験

詳細熱解析

ビーム負荷
補償法

超伝導ヘリカル
アンジュレーター
実用運転（APS）

チタン標的
ビームテスト

European XFELで長大アンジュレーター運用

APS加速管
詳細設計

RF長期信頼性試験

パルスソレノイド詳細設計

陽電子標的メンテナンス
システムの詳細設計（共通）

Plan A:アンジュレータ方式
Plan B:電子駆動方式を同一トンネル
Plan C:電子駆動方式を別トンネルに設置

ビーム光学設計

ビーム光学設計

１．５億円 10人・年

技

術

選

択

次のステップ：
国際協力で両方式
の検討評価が必要



Progress in DR
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Eng. design

Eng. Design
Equipment 
verification

Final design

Stable op.

DR

～2017 2018～2021 2022～

Beam extraction verified.

Inj./Ext.

Fast kicker technology for 
other accelerators

LBNL

CERN-CLIC

Design based on experience with 
circular accelerators around the world.

Maturing technology for beams in the 
latest ring accelerators such as SuperKEKB

Next Steps:
Detailed design with 
international cooperation
~2.5 M$,30 FTE-yr



ダンピングリングの進展
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詳細設計

安定運転
実証

ダンピング
リング

～2017 2018～2021 2022～

ビーム取出実証できた

入出射
（高速キッカー）

他の加速器
高速キッカー新技術

米国LBNL

CERNのCLIC

国内外のリング加速器での豊
富な実績に基づく設計

SuperKEKBなど最新リング加速器で

の高性能ビーム技術の熟成

技術設計完了

次のステップ：
国際協力での詳細設
計が必要
世界で約２．５億円
30人・年

P.27,33,36参照

技術実証



Progress in final focus
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Tech. design completed
Spec. almost achieved

Detailed design
Stable operation 
demonstration

～2017 2018～2021 2022～

Wakefield effect

ATF: achieved 41nm (2016)
（37nm=ILC（7.7nm)）

High-speed beam 
position control 
technology was 
also demonstrated.

Beam induced electromagnetic field 
effect evaluation test was conducted 
at ATF.

-No problem with ILC beam
-A technique to reduce the influence 

of the beam induced electromagnetic 
field was demonstrated.

ATF International Review (Committee)*
-The committee highly evaluated the 
achievements of ATF so far.
-The committee pointed out the 
importance of continuing research to 
contribute to the detailed design of the 
ILC final convergence. Modify the beam 

monitor system, etc. at 
ATF to demonstrate 
stable operation.。

If the site is located in a hard rock such as granite, the constant 
vibrations are calculated to be well below the allowable level.

Next steps:
Need for detailed design with 
international cooperation
~2M$, 16FTE-yr

* https://agenda.linearcollider.org/event/8626/



最終収束の進展
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技術設計完了
目標仕様ほぼ達成 詳細設計

安定運転実証

～2017 2018～2021 2022～

ビーム誘起電磁場
の影響評価

ATFで極小ビーム 41nm を達成 (2016)
（37nmがILC（7.7nm)と等価）

高速ビーム位置
制御技術も実証

ATFにおいてビーム誘起電磁場の影
響評価試験を実施
• ILC衝突ビームでの問題は無いと

評価した。
• ビーム誘起電磁場の影響低減技

術を実証した。

ATF国際レビュー（委員会）*

 今までのATFの成果が高く評
価された。

 ILC最終収束の詳細設計に資
する研究継続の重要性が指
摘された。

ATFでビームモニター
系など高度化、安定
運転を実証する。

花崗岩のような硬い岩盤に立地すれば常時微動は許容値
を十分下回ると算定。

* https://agenda.linearcollider.org/event/8626/

次のステップ：
国際協力での詳細設計が必要
世界で約２億円 １６人・年

P.28,29,33,36参照



Progress in beam dump
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Basic design
(by researchers abroad) Remote 

Maintenance 
Detailed design

～2017 2018～2021 2022～

Design revalidation and materialization of 
facility design

Civil Design of Beam 
Dump Cavity (2019) 

(including muon 
shielding

Consultations with beam target/dump 
experts from around the world beyond ILC

LHC beam dump

Specific design of radiation 

Shock 
wave

Heat 
analysis

RADIATE collaboration

Designed with 500GeV beam
Absorber: Water(10 atm)

Hydrogen-Oxygen Recombiner SV M To delay tank

FM

To　LCW　storage25A SV Flow Meter PRV TT SV TV

　LCWR

⑤ Mixed Bed, PT PRV Pressurising line

LCW　Make up 25A Demineral izer TT

　LCWS PRV /Deionizer
Q： L/min FM Be7 Filter

80A H： m Flow Meter TT Surge Hydrogen
     CWR Tank sampling loop SV

   CWS V： 18.8 M3
⑬ 80A FT Orifice Flow Meter TT    Level  Meter

LT ①
400A TT TT TT PT 400A TT 100A PG 125A TT

     CWR  400A

⑫ ② PG

FT

PG Orifice Flow Meter

  F.C Valve TT

FCV    Thermo Contoroller PG

400A TT TC PT

   CWS PG

⑪
Flow Contorol Valve BGV BSV ④

Qx MW Q： L/min

H： m
AV

TT TT PT

③ 　　PT

TT

400A

Hx： MW AV

　40A

Q： L/min

H： m
Radioactive Chamber Storage Tank

1.1 MPaG
70 ℃

50
70

4
0
0
A

200A BSVx3ｹ

  PUMP-7

660 L/min

70
50

PUMP-6

F
C

V

1.0 MPaG
50 ℃
12,540 L/min

0.5 MPaG
70 ℃
12,540 L/min

17
PUMP-1～5

12,540 L/min

4
0
0
A

3,300
60

　CWF： 209 L/sec　Vol'm：28 m3

Beam  Dump

200A BSVx3ｹ

200A BSVx3ｹ

17

Prim. Heat Exgr

4
0
0
A

      TT

1.1 MPaG
70 ℃
12,540 L/min

0.5 MPaG
70 ℃
13,200 L/min

500 L/min 8
0
A

MPaG
30 ℃

0.4 MPaG
50 ℃
12,540 L/min

0.5

Beam Dump Water 
Circulation System
Design (2020)

Confirmation of safety by simulation
• Heat and stress in beam window, heat and 

shock waves in water
• Evaluation of activation and shielding

Testing of main 
components of 
circulating water system
Beam window 

replacement device
Leakage 

countermeasures for 
radiating dump water
Earthquake resistant 

design
Detailed system design 
(pursuit of safety design)Design for 

shielding of muon 
particles 
generated by 
beam dump

Next Steps.
Detailed design for internationa  
cooperation, ~3M$, 12FTE-yr



ビームダンプの進展
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技術設計
（欧米研究者が担当/取りまとめ） 遠隔保守設計

詳細設計

～2017 2018～2021 2022～

設計再検証・設備設計の具体化
(KEKが中心となって実施）

ビームダンプ空洞
の土木設計(2019) 

(ミュー粒子遮蔽を含む)

ILCの枠を越えた世界のビーム標的/ダンプ
専門家との協議

LHCビームダンプ

放射線遮蔽の具体的設計

衝撃波熱解析

RADIATEコラボレーション

500GeVビームで設計
吸収体：水
（10気圧） Hydrogen-Oxygen Recombiner SV M To delay tank

FM

To　LCW　storage25A SV Flow Meter PRV TT SV TV

　LCWR

⑤ Mixed Bed, PT PRV Pressurising line

LCW　Make up 25A Demineral izer TT

　LCWS PRV /Deionizer
Q： L/min FM Be7 Filter

80A H： m Flow Meter TT Surge Hydrogen
     CWR Tank sampling loop SV

   CWS V： 18.8 M3
⑬ 80A FT Orifice Flow Meter TT    Level  Meter

LT ①
400A TT TT TT PT 400A TT 100A PG 125A TT

     CWR  400A

⑫ ② PG

FT

PG Orifice Flow Meter

  F.C Valve TT

FCV    Thermo Contoroller PG

400A TT TC PT

   CWS PG

⑪
Flow Contorol Valve BGV BSV ④

Qx MW Q： L/min

H： m
AV

TT TT PT

③ 　　PT

TT

400A

Hx： MW AV

　40A

Q： L/min

H： m
Radioactive Chamber Storage Tank

1.1 MPaG
70 ℃

50
70

4
0
0
A

200A BSVx3ｹ

  PUMP-7

660 L/min

70
50

PUMP-6

F
C

V

1.0 MPaG
50 ℃
12,540 L/min

0.5 MPaG
70 ℃
12,540 L/min
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PUMP-1～5

12,540 L/min

4
0
0
A

3,300
60

　CWF： 209 L/sec　Vol'm：28 m3

Beam  Dump

200A BSVx3ｹ

200A BSVx3ｹ
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Prim. Heat Exgr

4
0
0
A

      TT

1.1 MPaG
70 ℃
12,540 L/min

0.5 MPaG
70 ℃
13,200 L/min

500 L/min 8
0
A

MPaG
30 ℃

0.4 MPaG
50 ℃
12,540 L/min

0.5

ビームダンプ水
循環システム設計(2020) 

シミュレーションによる安全性の確認
 ビーム窓の熱・応力、ダンプ水の熱・衝撃波
 放射化・遮蔽体の評価

 循環水システム主要
部品の試験

 ビーム窓交換装置

 放射化するダンプ水
の漏水対策

 耐震設計

システム詳細設計
（安全設計の追求）ビームダンプ

で発生する
ミュー粒子の
遮蔽設計

次のステップ：
国際協力での詳細設計が必要
世界で約３億円 １２人・年

P.30,33,36参照



Worldwide efforts for the ILC
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～2017 2018～2021

CERN Cooperation on nano-beam at ATF, study on 
industrialization of cavity and cryomodule for SRF, 
cooperation on design of cryogenics, beam dump, 
and civil engineering

Nanobeam collaboration at ATF, SRF cavity 
fabrication technology, cryogenics, beam dump 
and civil design collaboration. Overall 
coordination of ILC R&D in Europe.

France Experience in assembly of SRF input couplers and 
cryomodule assembly at XFEL in Europe, 
cooperation with Nanobeam at ATF

In-kind contributions to the European Neutron 
Source (ESS), the US PIP-II project, cavity 
performance improvement at SRF, nanobeam
collaboration at ATF.

Germany TESLA (preliminary stage of ILC) planning study, 
XFEL construction started in 2007, SRF cost 
estimate for TDR.

Demonstration of large SRF accelerator with 
stable operation of XFEL, and improvement of SRF 
cavity performance

Spain Nanobeam collaboration at ATF, in-kind 
contributions such as superconducting magnets at 
European XFEL, in-kind contributions to IFMIF in 
Japan

In-Kind contribution to the European Neutron 
Source (ESS), CIEMAT was awarded a budget for 
the R&D of the ILC superconducting magnet.

UK Nanobeam collaboration at ATF. Contributions to 
TDR for damping rings, positron sources, beam 
transmission, RF sources, and beam dump.

In-kind contributions to the European Neutron 
Source (ESS) and the US PIP-II projects, design of 
the ILC crab cavity.

USA Start of construction of LCLS-II; development of a 
new SRF cavity treatment method for LCLS-II; 
development of a crab cavity for HL-LHC.

US--Japan collaboration on SRF cavity 
performance improvement and cost reduction, 
assembly and installation of cryomodules for 
LCLS-II.

https://agenda.linearcollider.org/event/9389/contributions/48820
/attachments/37146/58160/Worldwide-effortsV2D.pdf



ILCに関連する国際的な取り組みの例
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～2017 2018～2021

CERN

• ATFでのナノビーム協力
• SRF空洞・クライオモジュール工業化検討
• 冷凍機・ビームダンプ・土木設計協力

• ATFでのナノビーム協力、SRF空洞製造技術、冷
凍機・ビームダンプ・土木設計協力

• ヨーロッパのILC研究開発全体取り纏め

フランス

• 欧州XFELでのSRF入力カプラー、モ
ジュールの組立て実績

• ATFでのナノビーム協力

• 欧州中性子源（ESS)、米国PIP-IIプロジェクトへ
の物納貢献

• SRFの空洞高性能化。ATFナノビーム協力

ドイツ

• TESLA計画（ILCの前進）の推進
• 2007からEu-XFELの建設
• TDRのSRFコスト見積もり

• 欧州XFELの安定運転による大型SRF加速器の
実証

• SRF空洞高性能化

スペイン

• ATFでのナノビーム協力
• 欧州XFELの超伝導電磁石など物納貢献
• 日本のIFMIF（六ケ所）への物納貢献

• 欧州中性子源（ESS)への物納貢献
• ILC超伝導マグネット技術開発 (予算獲得)

イギリス

• ATFナノビーム協力、ダンピングリング
• 陽電子源、ビーム伝送、高周波源、ビー

ムダンプのTDRへの貢献

• 欧州中性子源（ESS)、米国PIP-IIプロジェクトへ
の物納貢献

• ILCクラブ空洞の設計、技術開発

アメリカ

• LCLS-II 建設
• LCLS-II用の新SRF空洞処理方法の開発
• HL-LHC用クラブ空洞開発

• SRF空洞、高性能化・コスト削減の日米協力
• LCLS-II用クライオモジュールの技術開発、建設

https://agenda.linearcollider.org/event/9389/contributions/48820/attachm
ents/37146/58160/Worldwide-effortsV2D.pdf



Technical preparation

The technical proposal was reviewed by a review committee 
(chair:Tor Raubenheimer (SLAC)).
The total global cost of the project is about 60 MILCU* and 
about 360 FTE-year. (This does not include the cost of the 
infrastructure for the WPs.)
The cost will be shared internationally as in-kind contribution.
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SRF
～41MILCU
285 FTE-yr

WP-1
Cavity production

WP-2
Cryomodule assembly

WP-3
Crab cavity

WP-4
Electron source

e- source
～2.5MILCU, 6 FTE-yr

WP-5
Undulator

e+ source
～6MILCU, 15FTE-yr
Undulator scheme

e-Driven scheme

DR
～2.5MILCU, 30FTE-yr

BDS
～2MILCU, 16FTE-yr

Dump
～3MILCU, 12FTE-yr

WP-6
Rotating target

WP-8
Rotating target

WP-9
Magnetic focusing

WP-10
Capture cavity

WP-12
System design

WP-13
Collective effect

WP-14
Injection/extraction

WP-17
Main dump

WP-18
Photon dump

WP-11
Target replacement

ILC Pre-lab

WP-15
Final focus

A
c
tu

al
 c

av
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y 

/
C

M
m
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u
fa

c
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n
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WP-16
Final doublet

WP-7
Magnetic focusing

For detail, 
http://doi.org/10.5281/ zenodo.4742018

The technical issues pointed out by the MEXT advisory panel and SCJ were summarized in IDT-WG2 as 
work packages (WPs) by in-kind contribution in the “Technical Issue Proposal”. As the next step, 
additional budget will be required for international cooperation such as SRF cavity mass production 
demonstration in three regions.

SRF technology is 
energy-efficient, and its 
applications are 
increasing around the 
world.
The Center for Applied 
Superconducting 
Accelerators (CASA) at 
KEK is developing 
industrial and medical 
applications as well as 
ILC technology.



技術課題に関する取り組み

技術課題提案書は、Tor Raubenheimer氏（SLAC国立加速器
研究所）を委員長とするレビュー委員会で審議された。
世界全体（4年総計）で約60億円*、360人・年程度を分担する。
（ここには、WP実施に必要となる基盤設備の整備費用は含ま
れていない。）（ * ILCU（2013年の米ドル）を100円と換算した金額）

物納貢献として国際的に分担される。

25

超伝導高周波
世界で約４１億円*
２８５人・年

WP-1
空洞量産実証

WP-2
モジュール組立

WP-3
クラブ空洞

WP-4
電子源

電子源
世界で約２．５億円
６人・年

WP-5
アンジュレータ

陽電子源
アンジュレータ型
世界で約１．５億円
１０人・年

電子駆動型
世界で約４．４億円、５人・年

ダンピングリング
世界で約２．５億円
30人・年

ビーム伝送
世界で約２億円
１６人・年

ビームダンプ
世界で約３億円
１２人・年

WP-6
回転標的

WP-8
回転標的

WP-9
磁場収束

WP-10
捕獲空洞

WP-12
システム設計

WP-13
Collective effect

WP-14
入出射

WP-17
主ダンプ

WP-18
光子ダンプ

WP-11
標的交換

ILC 準備研究所

WP-15
最終収束

実
際

の
空

洞
・
モ

ジ
ュ

ー
ル

製
造

WP-16
最終集束磁石

WP-7
磁場収束

各加速器エリアごとに数個程度のワークパッケージ。詳
細については、http://doi.org/10.5281/ zenodo.4742018

有識者会議や学術会議で指摘された技術的課題などについてIDT-WG2で、「技術課題提案書」に世界で
物納貢献するワークパッケージ（WP)としてまとめた。次のステップとして、超伝導空洞の世界3領域で量産
実証など国際協力で実施するため、追加予算が必要となる。

・ 超伝導高周波加速技
術は、エネルギー効率
が良く、世界で応用例が
増えてきている。
・ KEKの応用超伝導加
速器センター（CASA）で
は、ILC技術開発と共に

産業・医療応用にも取り
組みを深めている。

P.34-36参照
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WP-1: Cavity Industrial-Production Readiness

 Demonstration of mass-production, 120 cavities
~1% (total required number) → 40 cavities / region

(Goal）
 Cavity performance (35MV/m), success rate (yield) 90%.
(Final confirmation)
 Establishment of HPGS for mass-production
 Demonstration of performance/cost effective manufacturing 

method (results after TDR)
Material (Nb) production: No impurity contamination 

(direct slicing) + cost reduction
 New surface treatment method: Improved performance 

due to high electric field and low loss in cavity
 Reconfirmation of plug-compatibility: Final design to be

confirmed
 Confirmation of best surface treatment

Cavity production
↓

Surface treatment
↓

VT incl. success yield
↓

Installation into CM

40 cavities

Of the 40 cavities, about half will be used for CM assembly and 
the rest will be used for cost reduction evaluation

Baseline design in TDR

Nb sheet EP HT

To be confirmed the best method for mass-production

Items in green frame is related to WP-2 (next page)

SRF technology is maturing during the operation of European XFEL, which uses the same type of cavity.
In recent years, U.S.-Japan/Europe-Japan cooperation is working on cavity performance improvemen and 
cost reduction. The yield including these factors is evaluated.
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WP-1: 空洞量産実証

ILC超伝導空洞量産技術実証：9,000空洞の1%強に
当たる120空洞を世界で製造（40 空洞／各領域）

（課題事項）
空洞性能(35MV/m)・成功率（歩留まり）90%

（最終確認事項）
日本の高圧ガス保安法への整合性
性能/費用効果の高い製造法実証（TDR後の成果）

 超伝導材(Nb)製造：不純物混入無し（直接スライス）＋コストダウン

 新表面処理方法：空洞の高電界・低損失による性能向上

プラグ互換性の確認：最終終設計の確認

最適表面処理方法（レシピ）を確認

空洞製造
↓

表面処理
↓

性能試験・実証 （含歩留評価）
↓

(WP2: モジュール組込)

WP1: 空洞（４０台）

４０空洞の内、約半分をモジュール組込に、
半分をコストダウン評価に活用

TDRで提案されている空洞デザイン

Nb材 電解研磨 熱処理

ILC に最適な量産法が確認される
緑枠部はPre-Lab (WP2)で製造・評価（次ページ）

超伝導高周波技術は同タイプの空洞を利用しているEuropean XFELの運用中で成熟してきている。
近年は日米・日欧協力で高性能化・コスト削減に取り組む。これらを含めた歩留まりを評価。



Two CM production per region
48 cavities produced in WP-1 will be installed
Satisfied with HPGS
(Final confirmation)
Incl. ancillaries (coupler, tuner, SC-Magnet)
CM global transfer (as first case in SRF)
CM transfer from each region
Preparation for shock absorber, vacuum monitoring system
To be evaluated performance assurance in Japan
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WP-2: CM Assembly, Global transfer and Performance assurance

Improved tuner

Tuner (TDR baseline)

Work flow of WP-2
CM production

↓
Performance test @region

↓
CM global transfer

↓
Performance assurance in Japan

Two CMs production / region

SC-Magnet

Power coupler

cavity

Completion of CM final design

For the components that have progressed 
after TDR, evaluate the performance 
before deciding whether to use it

After performing performance tests in each area, they will be 
transported to Japan by sea transportation, where performance tests 
will be conducted again to confirm that there are no changes. Since 
transportation takes several months, it is necessary to monitor the 
impact and vacuum conditions during that period.

Cage for transfer Shock absorber 
and logger

Vacuum monitoring
system



各領域で2台のクライオモジュール（CM）を製造
WP-1で製造された空洞のうち48空洞を実装
日本の高圧ガス保安法に整合

（最終確認事項）
付属部品（入力カップラー、チューナー、超伝導磁石など）実装
クライオモジュールの国際・海上移送の実証

欧米からそれぞれ１台ずつクライオモジュールを移送
衝撃吸収機構、長時間真空モニターシステムなどを整備
安全な移送、日本で性能を再確認
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WP-2: クライオモジュール組立・移送・性能保持

改良版チューナー

TDR チューナー

WP-2の流れ

クライオモジュール製造
↓

性能評価＠各領域
↓

海上移送
↓

性能再評価＠日本

クライオモジュール（２台／領域）

電磁石

入力カップラー

空洞

CMの最終設計を完成させる

TDR以降に進展した部分については、
性能評価を行った上で、使用するか判断

• 各領域で性能試験を行った後、海上輸送により日本へ移送
• そこで再度、性能試験を行い、変化が無いことを確認する
• 輸送には数カ月。その間の衝撃や真空の状態をモニター

CM輸送用ケージ 衝撃吸収機構 真空モニター

超伝導高周波技術は同タイプの空洞を利用しているEuropean XFELの運用中で成熟してきている。
空洞を収納するクライオモジュールの組立・移送し性能保持を確認する。



拡大高エネルギー委員会 2021.08.21 30

Cavity Fabrication Facility

COI棟

In Europe and the U.S., basic facilities for the evaluation of the superconducting accelerator 
at the European XFEL and LCLS-II are in place, but in Japan, additional basic facilities are 
needed.

Nano beam R&D (ATF)

ILC R&D facilities in KEK

Superconducting RF test facility
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空洞製造施設

COI棟

ヨーロッパ、アメリカにはEuropean XFELやLCLS-IIでの超伝導加速器評価用基盤設備が整っ
ているが、日本では追加基盤設備が必要。KEKの３つのSRF研究開発拠点のうちCOI棟を中
心に基盤設備整備を進める。

ナノビーム研究開発 (ATF)

KEKのILC研究開発拠点

超伝導高周波試験施設



～2021  (GDE  LCB  IDT) ：
progress

2022 ～ (ILC Pre-Lab)：
plan

A) Heat treatment
B) EP
C) Clean room (for cavity string assembly)
D) Cryomodule assembly （partly)
E) Cryogenics (partly)

1. Cryogenics upgrade
2. RF/control
3. Multi-cavity vertical test
4. Full cryomodule assembly
5. CM evaluation
6. Clean room cavity assembly, air conditioner

SRF infrastructure

COI for Hub-lab 

The COI building has been equipped with the latest SRF-related equipment, and additional necessary basic 
equipment will be installed. (approx. 29M$) 

80m

30
m

Class-10

Class-1000

Clean room

EP

Cryo

EP

Cryo.

VT

モジュール組立

Module test

Preparation 
room

Furnace
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E

Futre：CM test for European XFEL

XFEL

4

Future：
CM assembly for  XFEL

Future：
Cavity assembly at European XFEL

Cyrogenics under construction

CM assembly
A

B

C D

E１

２,５

Future：
VT test facility at FNAL

３

４６

4

D

2,5

3

B EP

A



～2021  (GDE  LCB  IDT) ：
進展

2022 ～ (ILC Pre-Lab)：
計画

A) 熱処理
B) 電解研磨
C) 大型クリーンルーム（９連結作業用）
D) フルクライオモジュール(CM) 組立装置（一部）
E) ヘリウム冷凍設備（一部）

1. ヘリウム冷凍設備・増強
2. 高周波電力・制御システム 整備
3. 複数空洞・同時縦測定設備
4. フルCM 組立・連結・ファシリティー
5. フルCM 性能試験設備
6. クリーン作業環境整備（クリーン作業ルーム、空調）

SRF基盤設備整備

COI棟でのハブラボ機能・インフラ整備

COI棟にはSRF関連の最新設備が導入されており、さらに必要となる基盤設備を追加整備する。約29億円

80m

30
m

Class-10

Class-1000

大型クリーン
ルーム

電解研磨

冷凍機

電解研磨

冷凍機

縦測定

モジュール組立

モジュール試験

実験準備室

真空炉
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E

将来像：European XFELのCM試験設備

XFEL

4

将来像：
XFELでのCM組み立て

将来像：
European XFELでの空洞9連作業

整備中の冷凍設備と実験棟

KEKで整備中の
CM組立設備

A
B

C D

E１

２,５

将来像：
FNALでの縦測定

３

４６

4

D

2,5

3

B 電解研磨装置

A



• What efforts have been made regarding cost estimation since the compilation of the previous report? 
Also, has there been any progress in the validity of the cost estimates? (e.g., comprehensiveness of 
necessary expenses for ILC accelerator, facilities and equipment, peripheral maintenance, civil works, 
and environmental and safety measures, and reflection of the latest knowledge in the cost estimation)

• Are the cost estimates reasonable at present?

Validity of cost estimates (accelerators)

Results of the Studies
The components of the accelerator system are independent and modularized, and many of them are in 
practical use, and there is a wealth of experience with the LHC, SuperKEKB, and other large accelerators 
to date.
As for the SRF accelerator, which will be the core of the ILC, the European XFEL (using 10% of the 
accelerating cavities) is now in operation and have been installed in, and the cost analysis is progressing.
• The ILC accelerator construction cost estimate reflects the initial European XFEL construction budget 

adjusted in 2008 (TDR-adjusted) and actual bids through 2011.
• The XFEL construction was completed in 2017 within the original budget of 2008, plus additional 

budget approved in 2012 and 2015. (+13% compared to 2008, +6% compared to 2012)*.
• The main reasons for the cost increase are "temporary price hikes due to booming civil engineering" 

and "increased labor costs due to construction delays (within one year)" 
• Within the range of cost-premium (25%) and contingency (about 10%).
• The SRF accelerator part of ILC has about 10 times the number of cavities compared to European 

XFEL, and corresponds to a unit cost reduction of about 8% .
• If the yield of superconducting cavities remains at 80% (instead of 90% of the specification), the cost 

will increase by about 1%* * compared to the construction cost.
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Efforts at the Pre-lab
Cost estimates for the TDR were made by GDE, an organization of researchers under the direction of Barry 
Barish and evaluated in an international review. Full-scale cost reconfirmation will be undertaken at the 
Pre-lab through international cooperation.
Annual cost reviews will be conducted at the Pre-lab to ensure rapid response to cost changes.



〇前回報告書取りまとめ以降、コスト見積もりに関してどのような取組が行われたか。また、コスト見積も
りの妥当性に進展はあったか。（ILC 加速器、施設・設備、周辺整備、土木工事及び環境・安全対策等に
関する必要経費の網羅性や見積もりへの最新の知見の反映等）

〇現状について、コスト見積もりは妥当であると言える状況にあるか。

コスト見積もりの妥当性（加速器）

これまでの検討結果
加速器システムの部品は独立化・モジュール化され、その多くは実用に供されており、LHCや
SuperKEKBをはじめこれまでの大型加速器での経験も豊富にある。
ILCの中核となる超伝導高周波加速器については、European XFELではILCで使う10%に相当する数の加
速空洞が実装され、加速器の運用が開始されており、コストの分析も進んでいる。

• ILC 加速器建設費の見積は、2008年に調整されたEuropean XFEL建設当初予算 (TDR-adjusted) および2011年ま
での入札実績が反映された* 。

•XFEL建設は、2008年の当初予算に、2012年および2015年に認められた追加予算を加えた範囲内で2017年に完成
している。（2008年比で+13％、2012年比で+6％） *

•コスト増の主な原因は、「土木・建築費の好況による一時的価格高騰」と「建設遅延（１年以内）による労務費増加」
*

• ILCで想定しているコスト不定性（25％）、コンティンジェンシー（10％程度）の範囲に収まる。
• ILCの超伝導加速器部分はEuropean XFELと比べて空洞数が約10倍で、約8％の単価減に相当* 。

•超伝導空洞の歩留まりが（仕様の90％から）80％に留まった場合、建設コスト比で約１％のコスト増* * 。
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準備研究所における取組
• TDRでのコスト見積もりはバリー・バリッシュ氏をディレクターとする研究者組織GDEで行われ* * *、国

際的なレビューで評価された。本格的なコストの再確認は国際協力により準備研究所で取り組む。
• 準備研究所で毎年コストレビューを行い、コスト変化に迅速に対応する。

P.37-51参照

* P.49，50参照、* * P.51参照、* * * P.41-47参照
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International Cost Review (2013)



Summary
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• The conceptual design report (RDR) was published in 2007, and the technical 
design report (TDR) was published in 2013.

• We believe that we have made good progress in the technological development 
toward the start of ILC construction and that we are on the way to resolving 
future issues.

• Efforts to improve the performance and reduce the cost of SRF cavities are 
being made through US-Japan and Europe-Japan cooperation.

• IDT-WG2 summarized technical concerns pointed out by the ILC advisory panel 
and the SCJ in the “Technical preparation document” as work packages (WPs) 
(by the global in-kind contribution).

• Since the cavity production in the ILC construction will be shared among the 
world's three regions, and mass production demonstration of SRF is an important 
next step.

• As for the SRF accelerator, European XFEL (using ~10% of the SRF cavities) 
started its operation Cost analysis is also progressing.



まとめ
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• 2007年に概念設計書（RDR)、2013年に技術設計書(TDR)を出版された。

• これまで建設開始に向け技術開発が順調に進展し、今後の課題についても解決

の道筋がついたと考えている。

• 日米協力・日欧協力により、超伝導空洞の高性能化・コスト削減の取り組みが進

んでいる。

• 有識者会議や学術会議で指摘された技術的課題などについてIDT-WG2で、「技術

課題提案書」に世界で物納貢献するワークパッケージ（WP)としてまとめた。

• ILCでは世界3極での空洞製造分担を想定しており、超伝導高周波（SRF)について

の量産実証が重要な次のステップ。

• ILCの中核となる超伝導高周波加速器については、European XFELではILCで使う

10%に相当する数の加速空洞が実装され、加速器の運用が開始されており、コスト

の分析も進んでいる。
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European XFEL construction in ILC preparation

年 ‘04 ‘06 ‘08 ‘10 ‘12 ’14 ‘16 ‘18 ‘20 ‘21 ２０22 〜

Eu-XFEL 準備
Preperation

建設
Construction

建設調整
Constr. Comissioning

運転・ユーザー実験
Operation & User Service

○ ● ◆ ●  ●
TDR TDR-調整 Convention (‘09/11) 建設完了

(938*） (1082*) ◉- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (1220*)             * 次ページ参照

ILC 
国際設計協力
GDE: Global Design Effort (RDR  TDR)

リニアコライダー・ボード
LCB

国際設計チーム

IDT
準備研
Pre-Lab

● ○ ● ■ ◎ ◆ ●
RDR                                                       TDR, ILC-500 PIP              ILC-250           Pre-Lab Proposal EDR

超伝導技術・選択 概念設計書 技術設計書 計画実施案 エネルギー改訂 Pre-Lab提案書 詳細案

文科省・審議
ILC有識者会議（1期）

作業部会
(2)

学術会議・審議 1 2

Note:  ILC-PIP: ILC Project Implementation Plan (2015),  TDR: Technical Design Report, CDR: Conceptual Design Report, EDR, Engineering Design Report (詳細技術設計書)

XFEL (~2011) results reflected in ILC 
estimates
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The European XFEL construction was completed in 2017 within the scope of the original budget revised in 2008 
(TDR-adjusted) plus the additional budget approved in 2015 (+13%).
The ILC accelerator construction cost estimate reflects the original European XFEL construction budget adjusted 
in 2008 (TDR-adjusted) and the progress of budget execution until 2011.

E-XFEL(TDR-Adjust) ILC250

SRF accelerator
（cav. CM, rf sources）

200 M€
(230M$*）

2,110 M$

Number of cavities ～800 ～8,000**

* TDR cost of ILC converted to Japanese Yen at a rate of 115 Yen/Euro 100 Yen/dollar
** Considering the yield, we will manufacture an additional +10%.

• European XFEL, which is based on the same superconducting technology as the ILC and is 1/10th the size of the ILC project, was constructed and 
completed in 2017. 

• Main additions were "temporary price hike due to boom in civil engineering" + "increase in labor costs due to construction delay (within one year)".

SRF線形加速器部: 約10 kmSRF線形加速器部: 約1 km

European XFEL＿＿ ILC-250



SRF線形加速器部: 約10 km

ILC建設へのEuropean XFEL建設実績の反映

年 ‘04 ‘06 ‘08 ‘10 ‘12 ’14 ‘16 ‘18 ‘20 ‘21 ２０22 〜

E-XFEL 準備 建設 建設調整 運転・ユーザー実験

○ ● ◆ ◆ ●  ●
TDR TDR-Adjust.  Convention Mid-Update 建設完了

(938M€） (1082M€) ◉- - - - - - - - - (1162M€) - - - - - - - - - - -  (1220M€)           

ILC 
国際設計協力
GDE: Global Design Effort (RDR  TDR)

リニアコライダー・ボード
LCB

国際設計チーム
IDT

準備研
Pre-Lab

● ○ ● ■ ◎ ◆ ●
RDR                                                       TDR, ILC-500 PIP              ILC-250           Pre-Lab Proposal EDR

超伝導技術・選択 概念設計書 技術設計書 計画実施案 エネルギー改訂 Pre-Lab提案書 詳細案

文科省・審議
ILC有識者会議（1期）

作業部会
(2)

Note:  ILC-PIP: ILC Project Implementation Plan (2015),  TDR: Technical Design Report, RDR: Reference  Design Report, EDR, Engineering Design Report (詳細技術設計書)

• ILCと同様の超伝導技術を基盤とし、ILC 計画の1/10規模となる欧州自由電子レーザ施設（European XFEL) が建設、2017年に完成。４年間を超える安
定なユーザー運転実績、超伝導加速器システムとして、ILC プロトタイプ加速器・技術実証への重要な実績を示す役割を果たしている。

• 主な追加は「土木・建築費の好況による一時的価格高騰」+「建設遅延（１年以内）による労務費増加」。

European XFEL, 2011年までの入札実績をILC見積に反映
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European XFEL建設は、2008年改訂の当初予算（TDR-adjusted）に、2012年および2015年に認められた追加予算を加え
た範囲内で2017年に完成している。
ILC 加速器建設費の見積は、2008年に調整されたEuropean XFEL建設当初予算 (TDR-adjusted) および2011年までの入
札実績が反映された。

コスト見積推移

コスト見積推移

E-XFEL(TDR-Adjust) ILC250

超伝導加速器物品費
（空洞、モジュール、高周波源）

200 M€
(230億円*） 2,110億円

超伝導空洞 ～800台 ～8,000台**

*   ILCのTDRコストを日本円に換算した際のレート：115円/ユーロで計算
** 歩留まり を考慮し、更に+10% 製造するSRF線形加速器部: 約1 km

-8%
European XFEL＿＿ ILC-250



ILC-SRF空洞性能・未到達リスクへの対応の検討 (例）
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• ILC-TDRおよびEuropean XFEL での実績（左参照）から、
35MV/mを90% の空洞が達成できる（ILC仕様達成）と想定し
ているが、歩留まりが80％に留まった場合を想定したコスト
増加のリスクを試算する：

• 未達成空洞（20%分）に、３回目表面処理等を加える事で、その半
分（10%/20%）の性能を向上し、最終的な歩留まり90% の実現を図
る。（European XFEL の経験を参考としたモデル）。

• この追加作業コストを空洞製造費の1/3 の比率と想定。

この結果：

• 空洞本体・総コスト（物件費）に対する増加比率：
• 1/3 x 0.2 = 0.067

• {空洞+CM・総コスト（物件費)} に対する増加比率：
• + 1/3 x 0.2 x 0.49= + 0.0326  約3.3%

• ILC総コスト（土木等含む総物件費)に対する増加比率：
• + 0.00326 x 0.29 = + 0.0095    約1%

(0.29 = [空洞＋CMコスト] / [ILC250全体コスト])

量産・建設時、歩留まり未到達リスクへの対応：

2018年〜： 性能向上・コスト削減の研究開発を
国際協力で推進。安定してE = ＞35MV/mの実績。
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~ 2013:  ILC-GDE における空洞開発・電界性能
歩留まり [%] の実績 (電解研磨表面処理２回）:

~ 2017:  European XFELでの実績
（電解研磨表面処理+ 超純水洗浄）：
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