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cERLにおける中赤外領域FELの開発
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中赤外域でのレーザープロセス開発
(現在ここが空白)

ファイバーレー
ザー

YAG
レーザー

10W

平均出力

1kW

0.1W

波長紫外線 可視光線 赤外線

現在のレーザー加工で主に使われている波長域

CO2
レーザー

半導体レーザー

樹脂材料の分子振動の吸収波長の
ピークがあると期待されている領域

赤外波長を選択し、樹脂材料加工
ニーズの顕在化に対応

自由電子レーザー(FEL)
波長可変で中赤外領域で大強度レーザーの候補

エネルギー回収ライナック(ERL)
超伝導ライナックベース
高輝度・短バンチで高繰り返し

→ 高出力の波長可変赤外レーザーを目指す。

10.6μm

Compact ERL

阪井、「cERLを用いた中赤外FELの開発とFEL発振」
第18回日本加速器学会より抜粋



ERL-FEL <大電流CW運転へ向けて>
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電子銃 ビームダンプ

大強度 FEL アンジュレータ

エネルギー回収ライナック(ERL)の原理

超伝導空洞で周回ビームエネルギーを再利用

今迄超伝導空洞ERLで行われたFEL は共振器型
・JAERI-FEL (日本)、（超伝導空洞）(2003)

・Jlab-FEL(アメリカ) （超伝導空洞）(2005)

cERL運転の目標（2021.10）

エネルギー回収可能なビーム運転

（入射/周回エネルギー：3.5MeV/17.5MeV）

電荷量60pCのエネルギー回収

アンジュレータ設置後のエネルギー回収

大電流CW運転に必要な研究項目

リターンビームの制御

大電流CW運転可能なビームロス実現

将来のERL型高出力EUV-FEL光源、CW-XFEL光源にむけた世界初のERL型単一透過型FEL
の実証を目指す。



アンジュレータ設置
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U01

U02

第１アンジュレータ(U1) 第２アンジュレータ(U2)

FEL光モニタポート#1 FEL光モニタポート#2

如何に少ないビームロスで輸送するかが課題

アンジュレータチャンバー

長さ～3m, 内径50(H)x7.8(V)mm



アンジュレータ周辺のレイアウト
QM電磁石：それぞれのアンジュレータの上流に4連QMを設置

ステアリング電磁石:独立ステアリング(Z**)、QM補正コイル●:H, ■:V

スクリーンモニタ：アンジュレータ内にそれぞれ3台、出入り口にも設置

診断用ロスモニタ：各ID上下流に1台ずつ、合計4台を設置
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QM補正コイル
ステアリングの有無
●:H, ■:V

診断用ロスモニタ



ロスモニタとファラデーカップ
ファラデーカップ

GunFC:電子銃直下、CircFC:周回直後、MainFC:エネルギー回収後

ロスモニタ

インターロック用に16台、アンジュレータ周辺診断用ロスモニタ4台

CW運転にむけた低電流バーストビーム調整

MainFC/GunFCで100%の輸送効率を維持しながら、ロス信号が見えなくなるように調整

GunFC

CircFC

MainFC
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入射・周回エネルギー比の制限
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エネルギー比1:3

通すことは不可能。

エネルギー比1:4

ビーム中心からダクト壁までの距離が14mm程度

ビームロスにつながる恐れ

エネルギー比1:5

ダクト壁までの距離が25mm程度

ダンプ取り出しシケイン 入射合流部シケイン

ダンプシケインよりアクセプタンスが大きい

入射ビーム

周回ビーム

cERL特有の問題
超伝導空洞のField Emissionの状況を踏まえて、周回エ
ネルギーを17.5MeVに設定

入射・周回エネルギー比をこれまでに実績のある1:6
から1:5に変更

入射エネルギーを3.5MeVに設定

ダンプ



cERL運転パラメータ（2021年10月）
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主要パラメータ(2021.10)

電子銃電圧 390kV

入射エネルギー ~3.5 MeV

周回エネルギー 17.68 MeV

入射・周回運動量比 1:5

最大バンチ電荷量 ~40 pc

バンチ長 ~5ps
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©Rey.Hori/KEK

Compact ERL (cERL) 

ロス対策に特化した運転

オンクレスト加速・バンチ圧縮なし・FEL発振なし

予定外のパラメータ変更

電子銃改造に伴うアクシデントで390kV運転

カソードQE劣化のため、電荷量40pC



入射部パラメータ変更と測定結果
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2021.10 operation

入射部最適化シミュレーション結果(500kV, 60pC) 電子銃電圧:390kV

ビーム調整
入射エネルギー: 3.46MeV
周回エネルギー：17.68 MeV
エネルギー比: ~1:5

パラメータ測定結果
電荷量:40pC
Q scan規格化エミッタンス測定：
(enx,eny) =  (3.53, 2.04) mm-mrad
偏向空洞によるバンチ長測定: 5 ps

低い入射エネルギーでは短バンチと低エミッタンスの両立が困難
→ エネルギー比1:5で高めの入射エネルギー



1. ARCのQM設定(non zero ηx)

Etax=0.240, etap=0, R56=0

3.アークと北・南側直線部マッチング
@ARC center

Betax=betay=5m

Alphax=alphay=0

2.アンジュレータマッチング
@UND center

Betax=1.488m, betay=0.1302m

Alphax=alphay=0

周回部オプティクス（アイソクロナス・バンチ圧縮なし）
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Q scan matching (アーク)
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• 北直線部下流のQMAM01とcam13でQ scan実施

• マッチングの計算結果をもとに下流のK値設定

• アーク部のプロファイルが改善した。

マッチング前

マッチング後

cam17cam16cam15cam14

cam17cam16cam15cam14

QMAM01-cam13 Q scanの結果と
デザイン値の比較（マッチング前）

cam13

cam13

cam13

cam15

cam14

cam16
cam17
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• スクリーンモニタの画像をもとに手動でビーム調整

• アンジュレータ付近のオプティクスに特化した調整ノブを使用

• アンジュレータ内で対称的なプロファイルに整え、軌道をチャンバー中心に合わせる。

手動マッチング

U#1

U#2



Q scan matching (リターンアーク)
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cam29

cam27

cam25

cam24 cam25 cam26 cam27 cam28 cam29

QMIM05-cam25QMLC05-cam25QMIS11-cam25

• 3か所でQ scanしたが、ウエストが見えたのは一か所のみ

• QMIM05とcam25のQ scan応答がいびつで、ベータ関数を求められ
ない場合がある。

• Matchingを試みたがうまく行かず、デザインK値を入力後に手動調
整



リターンビーム調整
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周回ループのビーム輸送調整

再びFEL付近のオプティクスマッチングの実施

スクリーンモニタでプロファイル調整

ロスモニタ低減ビーム調整

リターンアークのアクロマート調整

CircFC

減速・合流直前のCircFCで100%輸送

リターンビームによる放射線

電子銃や入射空洞の放射線モニタが発報

→ビーム停止

大電荷40-60pC運転で発生

主にスクリーンモニタ挿入、Q scan中に発生

遮蔽体設置のための情報収集中

Radiation from return beam

手動調整のため、時間がかかる・操作する人に依
存する、という問題が残る。



減速ビーム調整
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Cam31(ダンプベンド直後) Cam32(主ダンプ手前)

通常と同じ手順で調整

主空洞の減速ビーム

加速ビームと1周分（およそ300ns）遅れた信号をBPM生波形で判断

スクリーンモニタ挿入不可能（加速ビームを遮るため）

ダンプライン

スクリーンモニタの外側に大きくずれているときはBPM信号で軌道調整

スクリーンモニタで見えるようになったら、ビームプロファイル調整

周長補正（今回は補正不要であった）

主空洞減速ビームのBPM応答（4か所）

減速ビーム



調整後のダンプまでの輸送効率
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GunFC 47.1mA, CircFC 45.9mA, MainDumpFC 45.3mA → ほぼ100%の輸送効率



エネルギー回収のときのロスモニタ
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IL用ロスモニタ・リターンアーク出口で反応 FEL診断用ロスモニタではほぼ見えない

印加電圧 0.5V印加電圧～300V

1mA CW運転の目安：印加電圧が、ILロスモニタで700V、FEL診断モニタで1.1Vで見えなくなる程度

ILロスモニタ300V印加で信号が見える状態では大電流運転は不可能

2021.10の運転ではコリメータ不使用



FELビームロス (2021.2-3FEL発振実験中)
FEL調整時のビームロス測定

60pC/bunchのビームをU2の赤外強度が最大になるようにビーム調整

アンジュレータ#2後の取り出しミラーで最適化せず、リターンアーク輸送に最適化

スクリーン挿入でビーム全ロスと、FEL光取り出しミラー挿入一部通過、オープンの3通り

全ロスに対してオープンで1%、穴あきミラーで1.9%のビームロス →  大電流運転に大きな課題

ビーム全ロス -1.83 Vミラー挿入 -0.035 Vミラーなし -0.018 V
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信号強度



まとめ
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大電流CW運転に向けたビーム調整

アンジュレータインストール後、初のエネルギー回収運転

入射エネルギーを上げるため、入射・周回エネルギー比を1:5に変更

40pCバンチでエネルギー回収を実施し、およそ100%の輸送効率を達成

リターンアーク出口で大きなビームロス・大電流運転に課題

今後の課題

リターンアークビーム輸送の最適化・オプティクスマッチングの確立

エネルギー回収可能な3.5 MeV入射のFEL発振

バンチ圧縮・FEL発振状態でのエネルギー回収

リターンアーク出口・FEL付近のビームロスの改善
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Backup



合流部・ダンプシケインの軌道調整
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ダンプ取り出し 入射合流部

入射ビーム

周回ビーム

シケインの軌道調整

ダンプ取り出し・入射合流部のステアリングで軌道にキンクを与える。

小さいロスモニタの応答でメインダンプに100%輸送

バンプが設計より高いため、cam30でビームが見えない。

モニタ類がシケインの中にないため、バンプの高さは不明

調整ステアリング：ZHBMAD02、QMAM05, QMAM08の補正コイル

cam30ZHBMAD02

QMAM05,08は
合流部入口に配置



高速ロスモニタ：Pure CsIシンチレータ
・PMT:浜松ホトニクス社製、サイドオン型

・シンチレータ：Pure CsI (25x10x10 mm)

下ヶ橋ら、SUP083

“cERL高速ロスモニタ用検出系のテスト”

第１アーク中
央
（cam15付
近）

オプティクスマッチング前： ビームロ
スあり

（コアは通過、スソを落としている状
態）

オプティクスマッチング後： ビームロ
スなし

200mV/div
500ns/div

PMT信号

Interlock用
積分出力

200mV/div
500ns/div
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加速器学会年会(2014)より抜粋



入射部のビームプロファイル比較
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周回部ビームプロファイル
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