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概要
放射光入射器2．5GeV電子線形加速器の電子ビームを利用して、低速階電子源を建設中である。計顔の
概要と、現在の建設状況について報告する。1！扮3年11月現在、およそ10Tの電子ビームを際電子生成標
的に入射して、実験室で4×101eソSの低速陽電子が得られている。最終的には、30kIの電子ビームで
2×10J eソSの低速際電子ビームを得ることを目標としているが、単位電子ビーム電力当たりの限電子数
に換算して、現在この目標値の1／部にまでせまっている。
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1．はじめに
本所の加速器を利用した物質科学研究用探針と
しての2次桂子には、中性子、ミューオン、光子
かあるが、これに四番目の探針として低速陽電子
を加える。これらの拉子で物質を「見る」と、物
質はそれぞれの桂子に特有の見え方をする。
一服の低速陽電子源は陽電子を放出する放射性
同位元素を用いている。しかし、単色高輝度化す
ると低強度であるため、陽電子顕微鏡のような大
強度陽電子ビームを必要とする実験は甚だしく困
難である。放射光入射器は、電子蓄積リングへの
電子 陽電子ビーム入射のために建設されたが、
入射に要する時間は僅かで済み、殆どの時間は待
脚寺問てある。この時間を有効に利用して物質科
学の進展に特異な寄与をしようと、微小饉単色高
輝度低速陽電子ビームの生成を計画した。此の計
画ては、低速陽電子輸送路終端で、ZXlO9 eソS
の低速陽電子を得ることを目標にしている。
これまでの経過は次のようなものである。
1990年度：低速陽電子利用に関する調査を
開始。
1991年度：特定研究経費「陽電子願徴鏡開
発のための基礎研究」が認められ、低速陽電子生
成用クーゲノト・減速材アセンブリ、輸送路の試
作を開始。
1992年度；特別設備費「高輝度低速陽電子
源」か認められ、本格的な設備を建設。陽電子の
最大エネルギーは、60keV まで上げることができ
るように、クーゲソト・減速材、及び輸送路の一
部に60kVの直流高電圧を印加できる構造にした。
12月に、10Wの電子ビームをターゲットに人射し、
長さか30mの輸送路終端で、102eソSの低速陽
電子を検出した。
特定研究経費「陽電子顕微鏡開発のための基礎
研究」が前年に引き続き認められ、低速陽電子の
マイクロビーム生成装置の試作を開始した。
1993年度：特別設備費「低速陽電子直流高
輝度化装置」が認められた。一次電子ビーム源と
して、パルス運転の電子線形加速器を使用するた
め、生成された低速陽電子ビームもパルス状であ
る。実験の種類によっては、直流の低速陽電子ビ
ームが必要になる。又、物質の徽小部分の構造観
察には、微小径の陽電子密度の高いビームが必要
−1−

である。此の年度にはそれらの装置を製作する。
7月のビーム試験では10Wの電子ビーム入射
で、輸送路終端の実験室での低速陽電子ビーム強
度は、1×101eソSまで増加した。更に11月に
は4×10−eソSにまで増加した。これは、本電子
線形加速器の最大電子ビーム電力30紺にたいし
て、1×108eソSの低速陽電子ビームが得られる
ことに相当する。目標を達成するためには、あと
20倍の改善が必要である。
特定研究経費「隕電子顕微鏡開発のための基礎
研究」は、三年度目が認められ、初歩的な陽電子
顧微鏡の試作をするところである。
他の研究機関でも、電子線形加速器を用いた低
速陽電子源を建設中、或いは、稜働中である。
（I）通産省工業技術院電子技術総合研究所
75MeV80Wの電子ビームを利用して、低速陽
電子源直近で、1×10−eソSの低速陽電子を得て
いる。
（2）日本原子力研究所東海研究所
大学の共同利用研究チームが、100MeV，1紺
の電子ビームを用いて、3×107eソS低速陽電子
を発生させた。此の施設は、1993年秋に閉鎖
された。
（3）大阪大学産業科学研究所
放射線実験所の100MeV電子線形加速器のビー
ムを用いて、低速陽電子ビームの発生を試みてい

る。約2kWの竃子ビーム入射で、4×106eソSの
低速陽電子を得ている。
（4）日本原子力研究所高崎研究所
これは未だ計画の段階であるが、電子ビーム出
力100紺の電子線形加速器の建設を含む強力な
低速陽電子醇（1×10日eソS）とその利用装置を
含めた本格的な実験施設である。
（5〉 オークリッジ国立研究所（米国）
パルス中性子源に打ち込まれる大強度電子ビー
ムを利用して低速陽電子を生成しているが、その
強度は大きくなく、33hWの入射電子ビームで
1」×108eソSの陽電子ビームを得ている。本所
の計画では、同程度の入射電子ビーム電力で、も
う一桁大きい低速陽電子ビームを得ることをもく
ろんでいる。
外国にはその他にも米国のローレンスリノヾモア
国立研究所などで、同様の施設が建設されている。
（以上のデータについては、第4章の参考文献を

参照のこと。）

fl］T．Kurihara．etal．：Proc．16thLinearAccelerator

MeetinginJapan，Tokyo，1991，p．304．

PF低速陽電子源の骨格が出来上がりつつある今、
その建設状況について中間報告する事とした。ま
た、低速陽電子利用実験について、所外からも報
告する。

［2］A．Asaml，etal．：Proc．9thlnLConf．Positron

Arlnihiiadon，Hul田町，1991，
MaterialsSc】enCeForumlO5−110（1992）1833．

日］浅見明、他：放射線18，No．2（1992）35．
［4】A．Shirakawa，etal．：Pr∝．18thLinearAccelerator

本計画の概要は、既に以下の出版物に公表され
ている。

MeetinginJapan，Tiukuba，19犯，
KEKProceedings93−10（1993）375．
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た約10mの直線部分を、絶縁碍子により大地より
浮かして、高電圧化が可能なようにした。これに

2．全体の構成
この章では、低速陽電子源の全体構成の概略を
述べる（図2．1参照）。各部の詳細は後続の章で
記述される。
低速陽電子漁では、2．5GeVリニアックからの
電子ビームを一次ビームとして使用する。通常の
トリスタン番積リングへの入射では、2ns幅、1（泊
mAピークの電子ビームを供給しているが、低速陽
電子源では、生成される低速陽電子数を増やすた
め、圧S幅、300mAピーク程度（柱：この時ビ
←ムローディングによりエネルギーは2GcV程度
まで下がる。）の電子ビームを供給することによ
り、一次ビームのパワー増大をはかる。この一次
ビームを2．5GcVリニアック終端部の第3ビーム
スイッチヤードに設置したターゲットに、2台の
lSC偏向電磁石と四極電磁石により導く。
ターゲットは5放射良の厚みの水冷されたタン
タルと13枚のタングステン箱（厚さ25llm）で
出来ている。リニアックからの電子ビームがタン
タルターゲット中で制動放射によるγ線を発生さ
せ、これによる電子・陽電子対生成で放出された
腸電子ビームは、タングステン箔の減速材で熟化
した後、低速陽電子ビームとして再放出される。
夕一ゲットを設置した場所は、もともとビーム
を放射光電子蓄積リングやトリスタンリング入射
強へ切換をする場所であって、ターゲットから放
出される放射線の量を想定した充分な放射線遮蔽
を施していないので、低速陽電子源の娃設にあた
り放射線遮蔽を強化した。具体的にはターゲット
貞空槽のL方を0．2m厚の鉄薇で、側面は厚さ2
mのコンクリートで遮蔽を強化した。
ターゲットで生成された低速陽電子を効率良く
引き出し、次の輸送系に送り出すために、メッシュ
とシリンダーから構成される静電レンズ系が附属
している。
低速陽電子輸送系には、直径60mmのビームダ
クトに直巻きしたコイル及びヘルムホルツコイル
により約1（氾Gのソレノイド磁場が印加されてい
る。輸送系の全長は約30mで、曲率半径40cm
の90。偏向部が9箇所ある。偏向部には偏向コイ
ルを、又、金糸にわたって地磁気その他外部磁場
の補正用ステアリングコイルが取りつけられてい
る。
ターゲット直後のヘルムホルツコイルを使用し
−3−

ょり隠電子エネルギーを0〜㊥k￠V程度まで自
由に制御して、空孔型格子欠陥の疎さ方向分布を
求める実験等が出来るようになる。又、高電圧に
浮かした直線部面削こはゲート電極を設けターゲッ
トからのパルスビームをベニングトラップにより
蓄積し、直流イヒ出来るようにしている【2．110
低速陽電子輸送路は、地下から厚さ2．5汀1の放
射線遮蔽床を通って、地上の実験室に低速陽電子
を導く。輸送路の最終端部には、ソレノイド磁場
による集束系から静電集束系への変換装置がおか
れる。陽電子の再放出顕微鏡等への応用を考慮し
て、高輝度化装置を設置する。
真空排気は、輸送路については2mごとに排気
速度60りSのイオンポンプを設置して、日日09
m如桂皮の到達真空度を考えている。実験装髭と
輸送系のつなぎの部分は差庄排気系を導入し、超
高真空化での実験が町能な様に考慮している。
ビームモニター系は約5けlごとにマイクロチャ
ンネルプレート（MCP）・蛍光スクリーン・ミラ
ーを組み合わせたプロファイルモニター、或いは
他の二次電子増倍素子を設置している。これらの
モニターやステアリングコイル等の制御は、全て
実験室で出来るようにまとめられている。特に高
電圧化部分に設置される各種横器の制御及びモニ
ターは光ファイバーを経由して行う。
実験室のビームラインは、或在は1本だけであ
るが、将来は複数の実験装置に迅速にビームを切
換入射することのできるシステムを設置して、円
滑な実験の遂行をはかるつもりである。実験装置
としては、低速陽電子源が充分な強度で、実験に
利用できることを確認する意味で、2光子角相関
測定装置や再放出顕撒鏡の基礎実験装置を準備し
ている。
参考文献
r2．日 T．Akah抑C，T．Chlba，N．Shiotani．S・Tam如wa，
T．Mikado，R．SuZu軋M．Chiwaki，T・Yamaz濾i
弧dT．Tomimasu：AppLPhys・A51，146（1990）・

図11机適職哉イ湖：仙舟場融有・川極電慮ム・クーケ㌧トアノセンプリーと舵初の15mの低速陽電子輸送路は地下、
後半の輸送路及び−j二験半は地目：舘のクライストロンギャラリーの終腸甑二位：l拝している
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インに分鴫する。陽電子発生用の標的へは、チャ
ネリング放射光実験用ビームラインの途中から、

3．陽電子生成用一次電子ビーム
3．1PF2j−GeV電子線形加速器
低速陽電子はPF2．5−GeV電子線形加速器の電子
ビームを重金属の標的に当てて発生させる。
PF2j−GcV電子線形加速器は、放射光リングに

偏向電磁石BM2によって更に18度曲げられる。
こうした配置は、既に設置されている輸送装置を
できるだけ変更しないこと、放射線遮蔽が容易に
なることなどを考慮して決めた。一次電子ビーム

2．5GcVの電子ビーム（パルス帽1抑）を供給す
るための入射器として、1978−1981年度に建設され
た。この加速器は、トリスタン計画のため、引き
続き198日983年度に拡張され、現在では陽電子
を加えた4種類の異なるモードのビームを加速し
ている（表3．1）。
放射光リングやトリスタンリングに侠給してい
る陽電子は250MeVの電子を標的に当てて発生さ
せているが、低速陽電子は、既設の地物を利用す
る関係上、標的を加速器の終端部に置き、2ふGeV
の電子ビームを当てて発生させることにした。
電子線形加速器で加速できる最大電力は、加速

輸送系は偏向電磁石BMl、BMzと囚庵電磁石1台
によるアクロマチック系とし、ビームのエネルギ
ー分散を消して、標的上のビームサイズを十分絞
れるようにした。
現在のところビームラインの試験のために2ns
の短パルスビームを使用しており、電流モニター
として電子線形卸速器運転用の壁電流モニター、
標的上の位置を確認するためにビームスクリーン

高周波に対するビーム負荷と加速管の構造に起因
するビーム発散現象によって制限される。PF2．5−
GcV電子線形加速器で、これまで加速することが

一様磁場の2台の偏向磁石の中間に1台の四庖
電磁石を配置すれば、アクロマチックな偏向電磁
と強度は次のようにして決められる。今、図3．2
のように、2つの偏向電磁石の偏向角をそれぞれ、
αいα2、四極電磁石の焦点距離を′とし、それら
の中心糊が⊥ハム2の間隔で配置されているものと
する。ここで、偏向電磁石がくさび型であること、
園極電磁石が電磁石l酌こ比べて十分薄いものとす
る。図でβ′、色は運動量がPからjPだけずれた
電子の偏向電磁石による分散角である。輸送系が
アクロマチックになる条件は、放何学的に

表11PF2．5−GeV電子線形加速器加速ビーム
PF入射

ビーム

陽電子

ニiげ−
ハ一掃幅

繰返し
ビーム電流

TRISTAN入射

ち伽81＝ら蜘l82

位相調整

電子／陽電子

電子

散角は、伊／Pの1次までの近似で、8′＝（Sinα′）
かノP、鴎＝（Sinα2）か／′となり、これらは通常1よ

2ns lトIS

25pps（max．50pps〉
6mA
100mA／35mA

（3．1）

であることがわかる。ここで、偏向電磁石での分

2．5GeV
40ns

3．3ビーム光学

石系を構成することができる。国権電磁石の位置

できた最大のピーク電力は1．7GcV、1．6匹、280
mAである。ピーク電流を3仙mAに増やすと激し
いビーム発散現象が観測された。ビーム発散現象
はビーム軌道等の条件によって異なるが、50pps
運転において約40kWが故人加速電力といえるだ
ろう。しかしながら、低速陽電子発生のために当
血許可されている一次電子ビームの加速電力は、
放射線遮蔽の都合上、最大6．25kWである。

用途

（商品名DesmarqucstAF995R）、モニターカメラ
を利用している。

り十分小さいから、I二式は

50mA

らSinα】＝らsinα2

3．2一次電子ビーム輸送系の概要

（3．2）

と書ける。これが求める同棲電磁石の位置を与え
る。また四棲電磁石の焦点距離も幾何光学より、

2．5−GcVライナック終端一陽電子生成用標的間の
ビーム輸送系レイアウトを図3」に示す。低速陽
電子を／1三成するための一次電子ビームは、エネル
ギー分析用18度偏向電磁石BMlで、放射光リン

1
1
1
−ニ＝−十−

′

ら

ち

（3．3）

として求められる。

グ／トリスタンリングへの入射ビームラインから、
低速陽電子／チャネリング放射光実験用ビームラ

実際にビームラインに梗川した2台の偏向電磁
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図3．1一一次電子ビーム輸送系レイアウト

図3．2アクロマチック系

ー6−

ワ5
／

4公

石BMl、BM之は偏向角が共に18度である。従っ
て、アクロマチック系を構成するためには、国権
電磁石を2台の偏向電磁石の真ん中に置かなけれ
ばならない。しかし、既存のエネルギー分析系と

最小限の大きさ25mmである。これは、真空ダク

干渉するため、若干下流側（上戸勤42mm、⊥2＝
3255mm）に設置せざるを得なかった。この位置
に四極電磁石を置いたとき、2番目の偏向電磁石
の偏向角は（3．2）式より、19．1度でなければならな
い。現状は18度である。そのため、完全なアクロ
マチックな条件から若干ずれることが予想される。
その誤差は以下のように見積られる。今下流側の
偏向電磁石の偏向角に誤差∂αがあるとすると、
運動量がPから伊だけずれた電子は、

にしたものである。磁極、リターンヨークの材質

あごP（トcos叫筈

鮎（si血）筈

トの厚さ等を差し引いた実質的なビームクリアラ
ンス（18．5mm）が、加速器のビームラインの中
で最も狭い、加速管のアバーチヤ程度となるよう

（3・4）

（3・5）

の変位と角度をもって電磁石から出る。ここでp
は偏向電磁石における電子の曲率半径である。従っ
て、偏向電磁石中心から標的までの距離をらとす
ると、標的上では

は純鉄（住友金属工業（株）鹿島製鉄所SSM25）
を用いた。主コイルは必要なアンペアターンを与
えると同時に、畑−McVスイッチヤードの偏向電
磁石と同じ最大450Aで励磁することを前提に設計した。
主コイルは磁極間隙の上下に−一対2個あり、各38
ターンずつ計76ターンである。又、補助コイルは
30ターンずつ計60夕一ンで巻いた。主コイルは

13．5x13．5mm㍉囲mm）の中空角銅管（hollow
conducl（汀）を川い、絶縁はガラステープを1／2重ね
巻きにした。補助コイルは3×3mm2のエナメル
被服角鋼線を用いた。主コイルは補助コイルとと
もにガラステープ1／2ラップ巻きを2回巻にし、
エポキシ樹脂で塗り閉め絶縁塗料で仕上げた。偏
向電磁石は架台の上で上下、前後、左右に±40
mm位置を調整することができるコつ
実測した励磁曲線は2．5GcV電子偏向に必要な
1．267T付近までかなりよい直線性を示す。又、電
源の投入定格の450Aでは、1．52Tを越える。
BMいBMZの励磁曲線は、三次までの近似で

尋（筈）＝P（トcos叫＋らSin∂α（3・6）
の分散が生じることになる。実際のレイアウトに

β＝ら＋ql＋ら12＋qJつ

おける値、P＝6582mm、⊥∫＝2434mm、∂α＝1．1

（3．7）

も＝（7．540±3．979）×10￣2

度を代入すると標的上での分散＆／（抑）は47
mmとなる。これは通常無視できる程度である。

cl＝（3．409±0．価9）×10 2
ら＝（2．870±0．333）×10−5

3．4一次電子輸送系電磁石及び電源

q＝（−5．746±0．465）×灯g
J＝ら＋C，β＋らβ2＋ら83

3．4．1偏向電磁石

（3．8）

も＝（−2．729±1．7・は）

一次電子偏向用電磁石BM一、BM2は、全く同じ
偏向電磁石であり、外観及び主要な寸法は図3．3、
主要なパラメータは衷3．2の通りである。凶のよ
うに磁石形状はH埋胤形偏向電磁石で、もともと

C．＝（2．999±0．085）×10
ら＝（−7．325±1．1536）×10 l
q＝（3．錮7±0．453）×10．2

で与・えられる。2．5GcV付近での計算誤差は0．2〜
0．4％である。又、実測した磁場有効長は却59
mmで、これによって求めた曲率半径は、偏向角
柑度に対して、5582mmである。偏向電磁石の磁

エネルギー圧縮装置（encrgycomprcssionsysLcm：
ECS）の一部として使用される予定で設計された
ものであるが、現在はエネルギー分析及び実験用
ビームラインへの分岐用として流用している。従っ
て、偏向角、磁極良、磁極幅はこれらの電磁石を
エネルギー圧縮装置として／恥、る場合を考慮して
決めたものである。例えば、磁極幅はエネルギー

場をβ、偏向角をα、曲率半径をp、電子の運動
量をP、電荷をCとすると、

圧縮装置として用いる場合のBM之におけるビーム
サイズに磁場平坦度保証分（磁棲間隙の2倍以上、＞
50mm）を加えた寸法とした。磁極間隙dは必要

一7−

βp＝ヱ＝生壁塑
ど 299．7925

（3．9）

の関係かある。従って、運動量と磁場の関係は
β＝0．506＃托IGcVl

（3．10）

十2．870×1012＿5．745×10■P

位置調整

＋0．03887βI

線材外径
線材孔径

㌘細豊㌣℃

Å−ll∬n

β＝7．540×王01十3．409×102J

J＝−2．729十29．99月＿0．7325月】

主コイル

5

GcVわ

0

2．500

4

補助コル

T

337．8Ⅹ75

流量ノ′ター＝7タ

A−lurn

l．267

8

磁束密度
電子運動量

0

450x75

mm

0

6582

磁束密度
電子運動量
7バ7トン

0

冷却水

18．度

0

温度インターコ7ク

mm
nul1

0

GeVわ

mm

m

3．147

200

2059

7ンイ7トノ

励磁曲線

T

mm

2000

偏向角

定格

1．595

25

ノ

磁極間隙
砲棲幅
磁極長
磁棲有効長
曲率半径
最大定格

巻数
抵抗（20℃）
最大励磁電流
最大消費電力
耐圧
定格流量
冷却水圧損
温度上昇

H垂建巨形電磁石

7削45削l削約霊

表3．2一次電子偏向用電磁石
形状

】3．5x13．51mm2
08mm

重量
製造会社

線材外径
3x3 汀甘n2
巻数
50
直流抵抗（20℃）約630 汀血
最大励磁電流
10 A
補正率
磁極間隙高
水平面

2．3％（2．5仕Ⅵ
1200±40 mm
±40 mm
約7 【
三菱重工業株式会社三原製作所
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図3．3一次電子偏向用電磁石BM．、BM2外観図
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で計算できる。例えば、2．5GcVビームに対しては、
L267T（偏向電磁石電流値338A）が必要である。
2．5−GcV加速器エネルギー分析偏向電磁石BM，
用の電源（表3．3）は150V450Aのトランジスタ
直列制御方式の直流安定化電源である。電源のON、
OFF、インターロックRESET、電流設定は中央制
御室から行なうことが可能であり、電流値、電源
の状態もモニターされている。出力の橿性は外付
けの電磁開閉器によって切り替えることができる。
偏向電磁石BMzの電源（表3．4）は、2．5−GeV電
子線形加速器の予備の電源を利用したもので、55
V380Aのサイリスタ制御方式の直流安定化電源
である。外部から計算横制御する機能も持ってい
るが、現在は実験室に設置して手動制御している。
3．4．2四橿電磁石
四檀電磁石QMlの外観及び寸法を図3．4、主要
パラメータを表3．5に示す。ヨークの形状は円筒
形の上下二分割型、磁極先端形状は双曲線である。
磁極口径は四棲電磁石の位置でのビームサイズを
考慮して決めた。四極電磁石の位置での分散は、

表3．3m叫電源
製造会社名
型式

菊水電子工業株式会社

製造年月
出力電圧／電流
使用条件
環境
人力電圧

S．55．2

変動
入力電力
冷却水
電流制御方式

尋（筈）

150V！450A

温度0−25℃、湿度20〜80％
200V．30，50，601も
電圧±7％、相聞不平衡±3％
96kVA（全負荷時）
101／m，2〜3k扉cm−．0〜25℃
けンゾス，直列制御方式

安定度（負荷0．333il．0．6日、100％出力時）
入力変動
lXlO ！±7％
負荷変動
lX10．／20％
ドリフト

2×10．／4h

リンプル

2×】0．ms

外部制御
1．出力制御端子：ON，OFF，RESET
2．電流制御端子：0〜450A／0−10V
モニター
1．電流モニター：lV／100A
2．電源状漁

＝ちSlnα＝l・α狛（所）

SPEC80237

0吋Orr．M喝Wal，Ma8Tcmp．
Fan，OV，OC．TrTemp．TrFaull

（3．11）

保護回路

である。電子のエネルギー幅伊／Pを数％と仮定し、
余裕をみて四極電磁石のボーア半径は31mmとし
た。コイルは磁極1個当たり2x5mm2の平角鋼
線を172ターン巻いた。
四極電磁石の強度は、焦点距離より

豊ら＝テ冒雲等 （3・12）
で求められる。但し、田功伽）、上竹はそれぞれ四庵
電磁石の磁場勾配と磁声有効長、P、Cは電子の運
動量と電荷である。一一次電子輸送ラインをアクロ
マチックにするために必要な四極電磁石の焦点距
離は（3．3）式にら＝勤42mm、ら＝3255mmを代人
すると、f＝1673mmである。従って、（3．12）式よ
り国庫電磁石の強度は2．5CkVの電子に対して
4．985Tである。四檀電磁石の良さを0．531mとす

1．過電圧．2．過電流，3．冷却77ノ．4．Tr．SCR温度異常
5．主†ラノシ 対とュ1．．6．電磁石冷却水．7．回温度異常

表3・48M2電源
製造会社名
出力電圧／電流
入力電圧
電流制御方式

工藤電機株式会社
55V／350A
200V，30，50，60Hz
サ相†制御方式

安定度
ドリフト

】×101／4h

リップル

lX103ms

外部制御
1．出力制御端子：ON，OFF．RESET
2．電流糾御端子：0〜380A／0〜】OV
モニター
1．電流モニター：10V／380A

ると、磁場勾配は9．39T／m（0．939kG允m）となる。
国権電磁石QM】の電源（表3．6）は、市販の㊥
V12Aのスイッチング方式の直流安定化電源を2
台並列接続することによって、最大封Aを国権電
磁石に供給する。この電源も現在は実験室に設置
して手動制御で使用している。

ー9−

2．電源状憩‥

0∫VOrr．M喝Wat，MagTemp，
Fan．OV，OC，SCRFaull

保護国路
1．過電圧，2．過電流，3．冷却77ン，4．SCR温度異常
5．電磁石冷却水．6．同温度異常

表3．5四極電磁石QM．
製造会社 株式会社トーキン
形状
磁極先端部：双曲線
磁極口径
磁極幅
磁極長
磁場有効長
最大定格 磁束密度勾配
7ンベ7，−ン

定格
コイル

磁束密度勾配
7バ7，−ン
線材外径
巻数
直流抵抗（20℃）
最大励磁電流
最大消費電力

冷却方式：
温度ルト；7ク

表3．6q吼用電源
製造会社名 菊水電子工業株式会社
型式
甲K6W12AX2（並列接続）
製造仕様
鶉別番号
PAKや
電圧／電流 60V24A

62 mm
70

mm

500

mm

531

mm

1．35

30x172

kG！qn

Ar／pole

O．939

kG／cm

20．9x172 Ar／polc
2x5 m1
172

T！polc

約1．55i1
30

人力電圧
入力電力
整流方式
安定度
リッフ

約1．5 kW
間接水冷

44mAnns

入力変動

0．2％十10mA

負荷変動

0．2％＋10mA

ドリフト
外部制御

A

200Vll，50，60Hz
2kVA
紆郁ゲ制御方式

300ppm／℃

出力制御 0〟0汀（接点15VlmA．Opc〟ShoTり
電流制御 0−maX／0・10V

85±5 ℃

保護回路

約400 k

過電圧（10・110％設定可）．過電流（110％），過熱

ヨ80
k−1−1−1−−1−−−＿・−

図3．4四桂電磁石帥t，外観図
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4．陽電子生成ターゲット及び減速材

た低速陰電子の動きをシミュレートしたものであ
る。減速材のタングステン箱アツセンプリーと第

低速陽電子生成用ターゲットは、電磁カスケー

1グリッド間に4kVの電圧を印加した場合、間

ドモンテカルロ計算コードEGS4【4．日を使った
計算【4．2】によれば、一次ビームのエネルギーが
2．5GcVの場合、最適なタンタル厚みとしてはは6
放射長必要である。この時に予想される低速陽電
子の生成個数は、（1）他の研究横間の1（泊McV
前後のリニアックによる低速陽電子生成率【4．3−8
】が大ざっぱにいって電子ビーム電力lkWあたり
IxlO8e＋！Sであること、（2）EGS4の計算によ
る比較から、「次ビームのエネルギーが2．5GeV
の場合、低速陽電子（一応、数MeV以下が減速
材中で低速陽電子生成に寄与すると考える。）の
生成率は、電子ビーム電力lkWに規格化して、
一一・次ビームのエネルギーが150McVの場合の約
0．7倍であること、などから0．7xlO8個e十！S・kW
となる。従って、P Fのリニアックの公称ビーム

爛5mmで深さ10mmでも充分に低速陽電子を引
き出せることがわかる。
ターゲット冷却装置は、放射線管理上の理由に
より、独立した閉鎖系になっており、ターゲット
近くのビームスイッチヤード内に設置した。
タ細ゲットアッセンプリーは、放射化対策のた
め、アルミの真空チェンバー内に組み込まれ、真
空的にはトラブルを回避するために、リニアック
からは切り離されている。又、ターゲットにあた
る電子ビームの位置・形状をモニター出来るよう
に、タ細ゲットチェンバーの電子ビーム入射ポー
トに蛍光スクリーンをはりつけ、テレビカメラを
設置した。

電力6．25kW（ピーク電流50mA、パルス幅lけS、
エネルギー2．5GeVで50パルス毎秒）では、低
速陽電子ビーム強度は4xlO8㌔／S、また最大加
速可能な30kWの時は2xlO9e十／Sが得られる
ことになる。
実際のターゲットとしては、水冷された5放射
長厚のタンタルと全体でタングステン箱（厚さ25
甚m）I3枚の減速材から出来ている（図4．1参照）。
減速材に必要な条件は、（1）陽電子に対して負
の仕事睨数を持つこと、（2）高速陽電子を減速
させやすく、平均注入距離が短かい高密度の物質
であること、（3）深い位置からの陽電子がもどっ
てきやすい、拡散距離の良い、高純度の出来れば
単結晶で、陽電子が捕獲されにくい格子欠陥のな
い物質であること、（4）陽電子が放出され易い
ように、表面が酸化されていたり、炭素などの物
質で汚染されていないこと、などである。減速材
の候補としては、W、Al、Ni、ぐUなどが考えられ
るが、我々は手にいれ易さを考えてタングステン
笛を使用することにした。当面はこの減速材を用
いて実験を行い、熱処理を施した効果などを見る
つもりであるが、将来は他の物質についても、順
次試験するつもりである。
減速材のタングステン箔間の問隋や疎さについ
ては、箱表両から放出される低速陽電子を効率的
に取り出せるようシミュレーションによって決定
した。図4．2は、タングステン箔間での放出され

参考文献
f4、1】 W．R．NcIson．H．HirayamaandD．W．0．Rogcrs：
EGS4CodeSystemN．SLAC，PUB−265（1985）；

H．HirayaJTta：KEKln【Crna189−17（1990）．
14．2】H・Hirayama：Proc．2ndWorkshoponRcsea∫Ches
UsingPosiIrOnS．Tokyo．1991（JAERTTakasaki，
199Dp・145．
［4．3l R．H．Howc軋R．A．Avare2，andhl．Stanek：Appl．
Phys．LelL40．751（1982）．
（4．4）R．Ley．K・D．Nicbling，A．Osipowicz，A．Picardand
G．Werth：Proc．7thInLConf，OnPosilron
Arlnihihliorl．NcwDeHli，1985，cds．P．C．Jain，
R．M．Sin ruandK P．Gopinathan（World
Scienl沌C、SlngapOre．i985）p・996．
【4．月 LD．Hulc【りr．，T．A．Lcwis，D．LDorlOhuea罰d
S．Pcndyala：Proc．8thInt．Corlf．onPosiLron
Anrlihila【jorl，Gerl【㍉988，cds．LDorik棚3−
Vanpr8e【，M．Dorjkens誠dD．Segcrs（Wor】d
Scje仙6C，Singapore．1989）p．585．
（4．6I T．Akahane．T．Chiba．N．Shiotani，S．TaJligawa、
T．Mikado，R．Suzuki，M．Chiwaki，T．Yamazakiand
T・Tomimasu：Appl．Phys．Å51，146（1990）．
（4．7】R．Suzuki：Privalecommtlnication．
l4．8】Y．lohM．Hjrose．S．Takamura．0．SlleOka，
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図4．1ターゲット及びタングステン箔モアレ一夕・アツセンプリー
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図4．2 タングステン箔モデレータ・アツセンプリーから放出される低速陽電子の動きのシミュレーション。
高さ10mmのタングステン箔が5枚垂直に並んでいる。上辺はグリッドで、タングステン箔に対して
4kVの電圧をかける。陽電子軌道は中3枚の箱から放出された陽電子についてのみ計算した。これ
は2次元の計算である。
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5．低速陽電子ビームの輸送
5．1低速陽電子ビームラインの概要
低速陽電子ビームラインはPF2．5−GcV電子線形
加速器の終端部に建設された。陽電子生成標的は
加速器本体のある地下トンネル内にあり、実験室
は地上にある。地下トンネル部は放射光リング及
びトリスタン加速器へのビームスイッチヤードの
一隅、地上部は高周波電源や電磁石、真空系電源
を設置するギャラリーの一角である。標的一実験
室を結ぶ低速陽電子ビームラインは、既設の数多
くの装置を避け、できる限り運転／保守の妨げと
ならないように、また最小限の工事で済むような
場所を選んだ。
低速陽電子ビームラインの良さは図5．1の通り
である。標的は加速器のビームラインの高さ（1．2
m）にあり、低速陽電子は上方向に取り出される。
トンネル部ビームラインはスイッチヤードの壁際、
高さ2mの位置を地下トンネル／地上ギャラリー
貫通孔の下まで約17mある。トンネル／ギャラリ
ー間の放射線遮蔽コンクリートの厚さは2．5mあ
り、陽電子は直径30cmの貫通孔を通って上方に
4m引き上げられる。ギャラリー内では壁際、床
上50cmの位置を実験室まで導かれる。全長は約
30mである。
陽電子ビーム輸送系の構成を表5．1に示す。集
束はソレノイド磁場を用いた。トンネル内の陽電
子直流化装置、ビームモニター、ゲートパルプ、
実験装置の部分はヘルムホルツコイルにして、磁
場内への装置の実装を容易にした。しかし．建物
の制約により、全てのビームラインにヘルムホル
ツコイルを用いることはできず、他の部分は真空
パイプ上に直接コイルを巻く形のソレノイドコイ
ルにした。R部は陽電子ビームの損失が特に心配
される部分であり、できるかぎり緩やかな曲率で
ソレノイドを曲げるように考慮した。又、パイプ
とパイプの接続部は補助コイルを使用し．磁場が途
切れないように注意した。R部及び長い直線部の
適当な箇所にステアリングコイルを設置した。

図5．2円形中心軌道上の動座積れγ，ヱ）：ズは主法
線、γは従法線、Zは接線方向を指す。和基準粒子
（勧座標原点）の位置ベクトル、l月J朝、〟：粒子の
位置ベクトル、∫：基準粒子（動座標原点）の道のり、
T：粒子の道のり。
勤座標1と呼ぶ）を用いて運動方程式を取り扱う
ことにする。
運動方程式は時間による微分のかわりに、中心
軌道上の距離∫による微分方程式に書きかえる
（ダッシュ記号の定義：．＝d／ゐ）。荷電粒子の運
動量をP、電荷をg、集束磁場を（βズ・βツーβヱ）とす
ると、連動方程式のズ成分、ツ成分は、

J〝一三一言＝擁−（1十号）可（5・1）
ッ′′＝謙＋窓）β1−可 （5・2）
と書ける。但し、荷電淑子は中心軌道付近を∫の
変化に対してズ．γが緩やかに変化するように動く
ものと仮定し（近軸近似）、ズ！β，ツ佃，え．，yt及びd
J ．，可 については、その2次以上の項を全て無視
した。

5．2磁場内の荷電粒子の運動

5．2．2直線状のソレノイドでの運動

5．2．1動座標による運動の基本方程式
円弧状のソレノイドを含む磁場内での荷電粒子
の運動を考えるために、図5．2のように半径αの
円形の中心軌道上を粒子と共に動く座標（以下「

運動方程式は8−＞∞・βェ＝り＝0・βZ＝β（＝COnSt）
を（5．1）（5．2）式に代人して、
∫〝＝秒
ツ
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図5．】低速陽電子ビームライン寸法園
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表5．1陽電子ビーム輸送系の構成
全長

磁場を加える。ステアリングの強さを環状磁場の

dI
（5．5）

但し、γ＝了

f倍とすると、

である。ここで、γは運動量Pの荷電粒子が磁場
βと直交して進む場合の曲率（曲率半径の逆数）

βッ＝β
（5・15）
である。（5．8）、（5．15）を（5．1）、（5．2）に代人し、2

である。（5．3）（5．4）の解は、

次以上の項を無視すると、運動方程式は、

∫＝J。＋PSjn（声＋￠）

（5．6）

ツ＝γ0＋PCOS（笹＋￠）

（5・7）

㌫（三一可一三（三一号）ズ＝汐′（5・16）

となる。ここで、も、γ。は円運動の中心の座標、P
は半径、￠は初期位相を与える。これらは初期条
件（座標及び横方向運動量）で決まる定数である。

と書ける。そこで、
（5．18）

〃

となるようにステアリングの磁場の強さrを選ぶ
と、（5．16）（5．17）の運動方程式は

β
（5．8）

l十．小才

となることがわかる。（5．8）を（5．1）、（5．2）に代入し、
2次以上の項を無視すると、運動方程式は、
，，12

（5．17）

Lが＝0

5．2．3円弧状ソレノイドでの連動
環状ソレノイドの磁場はZ成分のみであり、軸
対称磁場であるからアンペールの定理を用いて、
βヱ＝

ツ〝＝一輝

ズ・′−畏一号）∫＝抄′

（5．19）

y′′＝一輝′

（5．20）

となる。この解は、

エー言一才r＝が

（5．9）

ツ〝＝−〆

（5．10）

ズ＝∫。＋PSin（α∫十￠）

（5．21）

ッ＝湘十pCOS（α∫＋￠）

（5．22）

l

（5．23）

化し、α2こγ2十一T
fJ

と書ける。この解は、
∫＝∫。十pSin（鮎＋￠）

（5．11）

である。Jこの解からわかるように、粒子は直線状
ソレノイドと同じように中心軌道に沿って螺旋運

y＝γ。り昌∫十ヱpcos（α∫十￠）

（5．12）

動を行なう。（5．18）式を書き直すと

α

但し、

α＝γ

1＋2．ro／d
宛＝一二二二＝コ吏ニ：
dγ

（5．13）

（5．14）

となる。（5．11）（5．12）でも、∫。、ツいγ。 、β、￠は

初期条件で決まる定数である。この解は、町＞21β
のとき振動解になり、呼＞＞2−虎のとこ＝ま直線状ソ
レノイドの場合の解と等しい。これは、ソレノイ

‡＝β，β

となり、ステアリングコイルの作る磁場がちょう
ど粒子が中心軌道に沿って進むように作用するこ
とがわかる。但し、螺旋のピッチは（22）式のよう
に少し長くなる。
5．2．5枚方向の運動量と縦方向の運動量の比
動座標における運動量は、

♪＝P竺＝ヱ

ドの円弧の半径aが荷電粒子の棲率半径p（＝1／γ）
より十分大きい場合に相当し、ソレノイド磁場が

dJ

r′

（胸中十三）喜）（5・封）

である。ここで、

十分強い場合である。しかし、この条件を実現す
るにはかなり大きな磁場を必要とする。又、上記
の餅では、ツ軸方向に軌道がずれていく。そこで

1・′＝∫′21事（1十三）2

次にy方向にも磁場をかけて、このずれを補正す
ることを考える。

（5・25）

で、X、γ、Zはそれぞれ、∬、γ、Z方向の射立ベク
トルである。従って、鯖方向の運動量と縦方向の
運動量の比は、

5．2．4ソレノイドとステアリングコイルの併用
環状ソレノイドの磁場にァ方向のステアリング
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5．3装置

且。匹亘

（5．26）

PI l＋〟〃

5．3．1ソレノイドコイル
成東密度3∝）ガウスを出すには単位長さ当たり、

となる。例えば、前節の場合、

叫⊥＝β／柚＝0．03／軸×10￣7≡2．4×104

号＝荒「訂Pγ

（5．27）

となる。最後の近似はγ＞＞的の場合で、直線状
ソレノイドの場合に等しくなる。

アンペア・ターン巻かなければならない。コイル
に流す電流密度を最大lA伽m2、導体のスペース
ファクターを0．8とするとコイルの厚さは30mm

5．2．6ソレノイドの磁場強度

程度となるが、これは空冷のコイルとして妥当な
電流密度とコイルの厚さと思われる。ソレノイド

陽電子の運動エネルギーをg、静止質量を鞠、
運動量をPとすると、

コイルは全部で5種類用意した。その主な仕様、
形状を夫々表5．2と図5．3に示す。各型とも線材

pC＝声宰
と

（5・28）

の関係がある。例えば、運動エネルギー60keVの
陽電子の運動量は、桝。㌔＝511keVを（5．28）式に
代入すると、255keV允である。今、横方向の運動
量として、最大44．3keVノヒを仮定する。これは、
角度にして10度のアクセプタンスに相当する。こ
のとき、螺旋の曲率半径を1cmにするために必要
なソレノイド磁場を求めよう。
直線状ソレノイドの場合、（5．27）、（5．5）式より、

β＝三上旦

（5．29）

epPZ
P′

P．C【〟gV1

g

299．7925

（5．30）

は2×5mm2のポリエステル被膜平角鋼線を用い、
最大電流10Aとし、電流密度を最大1A伽m2に
抑えた。尚、平角銅線は8mmzの多芯より線に変
換し圧岩端子（8−5）で終端している。
1型、2型はガラスエポキシでモールド成型し、
Iビームを2本並べた架台に直接固定できるように
ボスねじを埋め込んである。通常この様なコイル
は真鏡、アルミなどの巻き枠に巻き架台に設置す
るが、今回採った作り方は、コイル全体の厚さを
薄くできるメリットがある。架台構造も簡単にな
り、量産する場合はコスト的にも有利と思われる。
1哩はヘルムホルツコイルを構成するためのコ
イルである。中心直径は250mmで125mm毎に
並べてヘルムホルツコイルにする。内径140mm、
コイル間のギャップは80mmあり、夫々ICFI】4、
ICF70の標準フランジが入るサイズである。

である。Pご255keV允、者ミ朋．3kcV血、者＝251
keVノと、タコ0月Imを（5．29）式に代人し計算すると、
β＝0．015T＝150Gaussが得られる。
次に、円弧状ソレノイドの部分を考えよう。

場所的な制約により、ビームラインにR部が多
く、又トンネル／ギャラリー間の貫通孔が030
cmと狭いため、ヘルムホルツコイルの他に真空パ
イプ上に直接鋼線を巻くタイプも多く用いた（3

（27）式、（23）式及び（5）式より、

型、4軋
β＝ヱ
e

捨（1＋誠一（吉）2（5・31）

5塑）。3型、4型は直線形、5型は

R型のソレノイド（曲率4∝lmm）である。
2型は3、4、5型のフランジ部分の磁場ギャッ

となるが、円弧の半径が十分に大きいときは、直
線状ソレノイドの場合と結果は変わらない。円弧
の半径aをOAmとし、粒子軌道が∬＝0のところ

プを塊めるためのコイルである。

で直線状ソレノイドと繋がるものと仮定すると、
148．5Gaussを得る。但し、（18）式により、

1（泊mm、IIOmmとまちまちなため、磁場の強さ

β＝旦＝三上。生三三更＝。．的21【rl

の直流安定化電源を用い、電流制御モードで使用

ソレノイドコイルの配置を図5．4に示す。1−
5型のコイル中心径が250mm、195mm、IWmm、
は一様ではない。
ソレノイドコイル用の電源は市販の35V10A

dγ

g d O・4

している（衷5・！、表5・4）。ソレノイドコイルは
適当にまとめ、電源を表5．5の様に分配した。

即ち、21Gaussのγ方向磁揚が必要である。
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表5．2ソレノイド仕様

型
記号
形状
仝艮
長さ
外径
内径
用途

1型

2型

3塑
4型
5型
H T L S R
図1（a）
同（b）
同（C）
同（d）
同（e）
46
142
1000
500
42
】36．5
850
350
350
240
140
140・
150
140
150
60．5
60．5
60．5
へ仙柚7用
キ H7°用
直線部用
尺部用

コイル線材
巻数
成型方法
抵抗
端子
最大電流

2×5mm1本 リエス紬被覆平角鋼線（PEW−1）
360
416
2592
1056
2000
エホーキシ樹脂金型成型 SUSタ．クト巻枠．がラステイ＋絶縁塗料
0．15n O．460
1．43n O．60 1 12，5il
￠5汀打l
10A

級大砲東密度 190
個数
100
重量
製造会社

220
25

30kg

25kg

390
12

380
2

200
8

80kg
40k8
株式会社トーキン

70kg

注）単位長さ、外内径（mm）、磁束密度（Gauss）
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表5．5ソレノイド／電源接続表
No．男川l． 電源
No．．ルノ作
電源
l
2

西 −・．一 束

3

TI

PAK1

17

T2−6

PAK2

18

H8ト87

STAユ8

Hトb PAK3

STA19

RI

19

L1−2

4

H7−12

PAK4

20

L3−4

STA20

5

H13、18

PAK5

21

L5−6

STA21

6

H19＿24

PAK6

22

T7−10

STA22

7

H25−30

PAK7

23

R4−5

STA23

8

143ト36

PAK8

24

H88・93

STA24

9

H37−43

PAK9

25

L7−8

STA25

10

H44−50

PAKlO

26

L9−10

STA26

ll H5ト57

PAKll

27

R6−7

STA27

12

H58−64

PAK12

28

Tlト14

STA28

13

H65＿72

STA14

29

T15・18

STA29

14

H73＿80

STA15

30

Lll，R8−9

STA30

31

H95−100

STA31

15

北1
西

一一サー

こ

16

南

東

L8

」9

T13

LlO

R7

T14

図5．4（b）ソレノイドコイル配置図（2〉クライストロンギャラリー内

STA17

Sl，R2−3

STA16

32

表5．3電源仕様1
製造会社

スIビティサ㌧株式会社

型式
製造番号
譲別番号
電圧／電流

KEK−310

5．3．2ステアリングコイル
ソレノイドによる進行方向の集束磁場は約2的
〜3（泊ガウスである。地磁気は0．3ガウス程度であ
るが、建物の鉄筋、鉄製の装置、真空ポンプなど
によって若干増える場合も考慮せねばならない。
進行方向の2仰ガウスの磁場と直角に0．5ガウス
の地磁気が加わるものと仮定すると、陽電子は合
成磁場の向きに進行するため、2mで5mm偏向
することになる。輸送距離が長いのでステアリン
グコイルによる軌道の補正が不可欠となる。
図5．5のように直径2aのビームダクトに装着す
るステアリングコイルの磁場は、

012015−1・−012015−32

m1−STA32
35Y／10A

入力電圧
200Vl0
入力電力
860VA（全負荷時）
整流方式
トランゾス†直列制御方式
安定度く電源投入1時間後、於温湿度24℃60％）
入力変動
±10％時士1m〟10A以下
負荷変動
短絡→全負荷時士10m〟10A以下

ドリフト
絶縁抵抗
外部制御

lmA以下（！lh，20−23℃）
DC5㈱Vにて100Mil以上

β。2塾生sinO
（7

し出力制御端子：卿FFrSHORmPEN）
2．電流制御端子：0〜上位射0〜遭
保護回路
1．過電圧：
0−40V設定可変
2．過電詑：
12A
3．過熱：
90℃

である。

表5．4電源仕標2
製造会社
型式
製造仕様
識別番号
電圧／電流
入力電圧
入力電力
整流方式
安定度
リップル
入力変動
負荷変動
ドリフト
絶縁抵抗

菊水電子工業株式会社
PAK35−10A
SPEC93203
PAKl〜PAK18
35V／10A
200Vle47−63馳
10㈱VA
的チげ制御方式

図5，5 ビームダクトに巻くステアリング磁場
ステアリングコイルとしては3種類を用意した。
1型はヘルムホルツコイル内の￠55ビームダクト
用、2型は直線形ソレノイド用、3型はR型ソレ
ノイド用である。夫々の仕様を表5．6に示す。
3AB型を除くステアリングコイルは地磁気の補正
用で、3AB型はR部の軌道補正用である。3A8−1
型はlbV以下の陽電子輸送用、3AB−2型はの
kV陽電子輸送に対応したものである。1〜3AB型

20mAnuS
±10％時±25mA／10A以下
短絡→全負荷時士25mA／10A以下
150ppm／℃
DC5的Vにて20M【1以上

は0．75mm之の耐放射線用架橋ポリエチレン被覆電
線を10回巻いて束線しただけのものであるが、

外部制御／モニター
L出力制御端子：
2．電流制御端子：
3．電流モニター：
保護回路
1．過電圧：
2．過電流：
3．過熱：

0咽至（OPE叫SHO町）
擾点容量15VlmA
0−10A／0〜10V（差動入力）

3A8−2型は01．9mmのポリエステル被覆丸銅線を
38回巻き、ガラステープ1！2重ね巻きで成型し、
絶縁塗料を塗込んでいる。
ステアリングコイル用電源も市販の直流安定化
電源を電流制御モードで使用し、凄性は出力をス
イッチで切り替えている。電波の仕様を表5．7に
示す。ステアリシグコイルの配置は図5．6に、電
源との対応表を表5．8にまとめた。

0〜10V／0−10A
lO％−110％設定可変
ll A
90℃

−22−

型研輝鋸舶鮒袖地舶新説根勅損

表5．6ステアリング仕様
lA

18

2A

2B

3A虫

sS

IS

SS

lS

RS

3A11−2
RSH

図6（a）同（b）同（C）伺（d）同（c）同（0
116

1016

065日ト用

266

756

−

や140ル／什用

Rルノ作用

．75mm−
10

10

10

束線

10

OL9mm
10

二事8

がラ好イ十塗料

．140．510．20n O．43Jl．5211．37i2
04mm

05mm

maX2A

汀相は5A

ーNu−

図5．6ステアリングコイル配置図（1）第3スイッチヤード内

表5．7電源仕様3
製造

菊水電子工業株式会社

型式

PA832．2A

級別番号
電圧／電流
人力電圧
入力電力
整流方式

PABl〜PAB20
32V／2A
100Vle，47−63他
】50VA
トランシ え，直列制御方式

安定度
リップル
入力変動
負荷変動

lmAms
±10％時士2mA／2A以下
短絡→全負荷時±10mA〝A以下

ドリフト
100ppm／℃
外恕制御／モニター

1．出力制御端子：

0叩9！聖OPEN！SHORT）

接点容量15VlmA

2．電流制御端子：
保護回路
1．過電圧：
2．過電流：
3．過数

O〜10A！0〜10V

10％−110％設定可変
ll A
90℃

表5．8ステアリングコイル／電旛対応表
No．ステアリげ 電源

l RSI PAKl3

No．ステ7ルク． 電源

21

LS2x PAB3

2

sSIx PAKl4

22

3

sSly PAK】5

23

LS2y PAB4
LS3x PA85

4

撤去

24

LS3y grA

5

撤去

25

LS4x PAB6

6

撤去

26

0
1
2

和書去去去
SS撒撒撒撒

7 撤去
8
sS2x PAK16

27
28

PAK17

29
30

13

14

RSHI STA8

15

SSIx STA9

16
J7

RSH2

18

LSIx PAB1

19

LSly PAB2

20 RSH3

PAB】】

31

LS6x PAB12

32

LS6y PA813

33

LS7x PAB14

35

LS7y PAB15
RSH5

36

STA】1

m

LS5y PABlO
RSH5

34

SSly STAlO

u4y PAB7

RSH4
PAB8
LS5x PAB9

37
38

39

PAB16

LS8x PAB17
LS8y PAB18
RSHT PABl9
RSH8

PAB20

40
図5．6（b）ステアリ．ングコイル配置図（2）
クライストロンギャラリー内
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ーダを図5．7に示す。陽電子を検出するために入

5．4 陽電子ビームモニタ

射端には負の高電圧を印加した陽極接地方式となっ

5．4．12次電子増倍管

ている。

電子およびイオンの検出を行うための最も簡単
な方法としてはファラデーカップによる方法があ
る。しかし撒弱な電子流を捕えるとき等、より高
感度に行いたいときには、2次電子増倍管が用い
られる。2次電子放出率の高い物質で作られた多
段の電極の列の初段に人射した電子あるいはイオ
ンは複数個の2次電子を放出する。2段目以降の
電極には電子を加速する電位が与えられていて、
さらに多数の2次電子を生成する。通常2kVから
4kV程度の印加電圧により、1個の電子あるいは
イオンから106から108程度の2次電子を発生する
ものが人手可能である。実際の2次電子増倍管と
してはベリリウムー銅等を電庵材として用いた多
段のものと、導電性セラミックを用いて連続電庵
となったものの2種類に分類できる。低速陽電子
モニター用にはセラミック製の連続電極型のもの
を使用した。その特性を表5．9に示す。
衣5．9 2次電子増倍管の特性
品

名

村田製作所製セラトロン
EMT＿608柑

検出邪有効径
セテトロン管外径
内径
最高印加電圧
利得
鼓大出力電流
ベーキング温度
バックグランドノイズ

11（mm）
3．0±0．3（m）
1．2±0．2（mm）
3．5−4．0（kV）

l X101以上
1帥A）
400（℃）
0．01個／秒以下

SIGNAL

nV
図5．7 2次電子増倍管用ブリーダ

2次電子増倍管の出力は高インピーダンスであ
りプリアンプまでの距離を長くすると出力パルス
が減衰する。つまりプリアンプの主な目的は電圧
増幅ではなく、インピーダンス変換である。2次
電子増倍管の製造元によれば、プリアンプまでの
距離は60cm以下が望ましいとのことであった。
陽電子輸送用のヘルムホルツコイルの形状から、
導入器取り付けフランジからビームライン中心ま
での距離は25cmある。導入器に取り付けた電流
導入端子とプリアンプとの間にブリーダボックス
が入ることになるので結局2次電子増倍管とプリ
アンプとの距離は約55cmとなった。
プリアンプはORTECのMODEL113を使用し
た。表5．10にその特性を示す。
表5．10使用したプリアンプの特性

最大動作圧力
5×10￣5（To汀）
この値以上の圧力ではイオンフィードバックのため、

型名

疑似パルスを生じる確率が高くなる。
ただし、本体に損傷はない。

感度

立ち上がり時間
2．0±3．0（nsec）
（注）セラトロンは村田製作所の2次電子増倍管の商
品名

31mのビームラインに2次電子増倍管は5カ所
収り付けることとした。このため電線等はできる
だけ簡潔にすることとし、各検出部に電源1回線
と信号線1回線だけにした。したがって2次電子
増倍管の終わりとコレクター問にかける電圧1（氾V
はパリスタによっている。2次電子増倍管用プリ

ORTEC製

MODELl13

3．6×10 ・1．5×10一小V／electron）

ノイズ（ms）

100帥Ⅵ以下

立ち上がり時間

60（nsec）以下

出力直線領域

±7

2次電子増倍管は図5．8に見られるような形で
直線導入器に取り付けられている。低速陽電子ビ
ームラインはその大部分が地下の第3スイッチヤ
ードにあり、通常の入射中・実験中の地下への入
室は不可能である。各種検出器等は連関操作とせ
ざるを得ない。したがって、検出部のビームライ
ン中心への導入はエアーシリンダーによった。な

ー25−
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お、検出部の位置撒調整用にビームに対して垂直
平面内での移動が手動で可能にしてある。調整範
囲は2軸にそれぞれ±10mmである。
プリアンプの出力は1階のクライストロンギャ
ラリーに設けられた実験エリアの一角に送られる。
その距離は最長麒）mになる。この出力波形を直接
オシロスコープにより観察したり、メインアンプ
を通して波形整形ののち波高分析器に蓄横しなが
ら、ステアリングコイル等によりビーム輸送パラ
メータの調登を行っている。

シリコンのTS囲51105￠S）を用いた。ちなみにシ
リコンオイルの屈折率は1．403である。クリーン
ペンチ内でシリコンオイルを塗付後1昼夜放置し、
気泡が見られなくなったところでScoIchのビニル
プラスチックテープ（3M33＋）で遮光および国定し
た後、径60mmの熱収縮チューブにより固定した。
消滅ガンマ線の計測系は次の通りである。光電
子増倍管のアノード出力をORTECのMODEL460
DELAYLINEAMPLIFIERで増幅した後、波高分析
器に蓄積した。測定システムのあらましを図5．9
に示す。
波高分析器にはクライストロンからの信号を遅

5．4．2光電子増倍管
陽電子を他の粒子から鼓別する方法はいろいろ
あるが、陽電子ならではの方法として消滅ガンマ
線を検出する方法がある。低速陽電子ビームライ
ンは、その大部分を約】30ガウスのソレノイド磁場
により輸送している。通常の光電子像倍管は磁場
中では出力が大きく減衰する。したがってダイノ
ードがファインメッシュになった高磁界用光電子

延させてゲートとして入れ、ターゲットを照射す
る1次ビームとコインシデンスをとっている。
PulseGencra【OT

増倍管を用いた。表5．日にその特性を示す。
衣5．日 高磁界用光電子増倍管の特性
型名
管径

浜松ホトニクス製

H2611

2インチ

感度波長範囲

300−650（nm）

ピーク感度波長入p
陰極ルーメン感度

420（nm）

陰複放射感度al入p
隠棲陰棲印加電圧
隠棲ルーメン感度
電流増倍率
（allT）

70仙A／lm）
70（m〟W）
2500（Vdc）

BGO．トフォトマルチプライヤー

アン1

210（A〃m）
3．0×106

図5．9光電子増倍管によるビームライン終端での消
滅ガンマ線測定

4．6×104

隠棲暗電流

200（nA）

立ち上がり時間
最大印加電圧

2．7（ns）

5．4．3 マイクロチャネルプレート
低速陽電子ビームラインに2次電子増倍管を導

2700（Vdc）

シンチレ一夕一には日本結晶光学のBi．Gc30．2
（BGO）を用いた。形状は2イ沖径×2インチ長とした。
Nal（Tl）と比べて平均原子番号が大きい、潮解性
が無いなど有利な点が多い。BGOの特性をNaI
（Tl）との比較で示す（表5．12）。光の反射材とし
てはテフロンテープを用いた。シンチレータの鏡
面研磨した面を光電子増倍管の受光面として残し、
他の面をテフロンテープで覆った。シンチレ一夕
ーと光電子増倍管の窓とのカップリングには東芝
−27−

入して陽電子等をその出力波形により検出し、光
電子増倍管により消滅ガンマ線を検出することに
より陽電子であることを確認したならば、次には
そのビーム形状がど町様であるのかを確認する方
向へ進むのは自然である。すでに述べた2次電子
増悟管は粒子1個の検出に対しては有効であるが、
ビームがどのような形状をしているのかはわから
ない。

表5．12シンチレ一夕ーの物理的、光学的特性

表5．13マイクロチャネルプレートの特性

物質名
迅GO N曲汀l）
密度
7．13×10，3．67×10，（kg！mう
融点
1050
651 （℃）
潮解性
無
有
蛍光皇
2．8×103
4×104
（光子蜘MeV）
蛍光豊最大波長 480
415
（nml）
蛍光減衰時間
350
230
（ns）
屈折率
2．15
1．85
（最大発光波長において）

型名
外径
電極径

有効径
14．5（mm）
厚さ
0．48（mm）
チャネル径
12（PTl）
チャネルピッチ
15（岬l）
バイアス角
8（d坤・ee）
開口率
57（％）
利得
atlOOOV l．4xlO
暗電流

位置検出器は1次元的検出を行うもの、2次元
的に検出できるもの、また検出する対象として光
子（可視光、X線、ガンマ線等）や電子、イオン等
の粒子線をその入射位置で検出出来る素子として
実用化あるいは開発されつつある。例えばフォト
ダイオード、MWPC、イメージングプレート、そ
れにマイクロチャネルプレートといったものがあ

aり000V O・1（pA／cmう

＿

直線導入器はその可動範周の上限および下限を
倹出するフォトインターラブクーをもち、ステッ
ピングモーターにより駆動される。入射器ではビ
ームの観察用に破壊計測方法としてスクリーンモ
ニターを用いている。これはエアーシリンダーに
より駆動される。前述の2次電子増倍管も同席で
ある。マイクロチャネルプレートのメーカーによ
るとエアーシリンダーは停止時の衝撃が大きく、
できるだけ避けてほしいとのことだった。したがっ
て、MCPアツセンプリーのビームライン中心への
導入には、ステッピングモーター駆動方式を採用
した。ビームダクト中心から陽電子が外れていた
場合等、MCPアツセンプリーを動かしながらビー
ムを探す必要にせまられたときにはステッピング
モーターによる走査しながらの観察が有効な手段
となる。
マイクロチャネルプレートを取り付けである基
板上には、蛍光面に対し挟角450 をなすアルミ蒸
着ミラーが取り付けられており、陽電子入射方向
に対して共棲からミラーに映った蛍光面の像をTV
カメラにより観察する。朋測窓に接して置いたTV

る。このように粒子を位置敏感に検出できる素子
としてはいくつかの選択肢があるが、2次電子増
倍管によりすでに縁電子を検出しており、原理的
には同一であるマイクロチャネルプレートを使用
することとした。マイクロチャネルプレートは電
子およびイオンの検出器として実績があり、一般
的には暗視野鏡として微弱光の増幅にも用いられ
ている。表5．13にその特性を示す。
以上のような特性のマイクロチャネルプレート
を2段に重ねたものを用い、さらに2段目のマイ
クロチャネルプレート後部から出る2次電子を電
圧をかけて加速し、蛍光面に当てることにより光
の輝点を得る。こうした方法により光学的に入射
粒子の形状を観察しようというものである。図
5．10にMCPアツセンプl）−を示す。このMCPアツ
センプリーを直線導入器の先端部に取り付け、陽
電子のビーム形状を観察するモニターとした。
直線導入器にはSHVの電流導入端子を設けた。
それぞれMCPIN、MCPOUT、蛍光面のリードお
よびMCP前面に取り付けるシールド板の電位を
伐給するためのものである。導入器近辺にブリー
ダボックスを置き、実験の用途にあわせて電圧、
極性等を変えて供給できるようにした。直線導入
器にMCPアッセンプリーが取り付けられた様子
を図5．日に示す。

浜松ホトニクス製F222ト21PX
18（mm〉
17（mm）

カメラから蛍光面までは約28cmあり、真空ダク
ト全体の観察が必要なときにはr＝16mmのレン
ズを、また蛍光面を拡大して観察するときには10
mmの接写リングを取り付けたr＝50mmのレンズ
を用いている。（いずれもCマウント。）
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．低速陽電丁・ビームの跡封じ

ギーを変化させたい場合にも使用するので、図
6．2に示したようなゲート電庄発生装置は高電圧化
ステーションに設置しなければならない一 このた

リニアックの電子ビームを一次ビームとして使
用する低速陽㍍子源では、ターゲットから放出さ
れる低速楊電十は、一次ビームのパルス特作を反
映する PFリニアックの場合は、20m秒間隔で

L6．1J T．Akahane．T．Chiba．N．Shzo（ani．S．Tanigawa．
T，Mikado，R SuZUk】，M，Chiwakl．T．Yamazakiand
T・Tomlrnahu：Appl．Phys，A57．146日99（り・
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必要なベニングトラノブのゲート電碗間の距離
は、ダーゲノトから収り出される低速陽㍍rビー
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け、ベニングトラソプ法による隅電J満祐を行な
い、徐々に「流刑のゲート電極の電＝三を下 げてい
けば、擬似的なl亘読ビームが11くり出せることにな

めプログラマブルな作意波形発生器と増幅儲2親
を光ファイバーを用いたシリアル制御系で動かす

ムのエネルギー！とびパルス幅に依存するが、400
evで1匹幅とすれば、け複の即雛を考慮しても、
6m・広、要である ビームパルス間隔が20nlSであ
るので、この間にベニングトラップされた低速陽
0

1い ・のゲート㍍師間虹紺日は女が最大川4回のオー
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60m汀1であるので、ほほこれとIl−Jじとし、長さは、

低速陽電 輸送拓終端部でt判定した低速楊

㍍場のしみ込を考慮し、必要以Lに高い電rl；を印

電J ・ビームのエネルギースペクトル 輸送

加しなくても済むように、50mmとした

拓終端狛二日llL電極を設け、それに印加す

図6．2

にノ、射パルスビーム、入射個ゲート電恥私lト、出
射槻ゲート電椒電圧及び小諸化されたビーム拝波
彬を掩⊥駆＝二ホす 日射側ゲート㍍範電It三波形は
入射パルス低速陽電！一ビームのエネルギーうう、着日こ
より調整する′g・要がある
山，克化のためのベニングトラップ集置は、空孔
里格！欠陥の深さうj、布測定のような陽㍍！・エネル
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る1釦二に対する消滅7線の封じを測電する
ことにより、エネルギースペクトルを推定
した 付し、このスペクトル曲線は、γ推
計放別間lの華純な微分であって、掛電子
連動も十の械成分による勅射ま甘酢二入れて
いない

︵．n．3 台芯u忠UH

三二二
a・入射パルスビーム波形

︵．︒．d︶u冨てロ＞
bl入射側ゲート電極乱的 形
︵．n．ヱ︼コ〇︑P芋U＞
Cノ 日用引用ゲート電極電圧波形

︵．コ．空 音su望U−
dlll 】 瀧化されたビーム波形．
図6．2

低速陽電子船舶ヒ装置ネ酌二おける波形の摸八軒
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ーム径も十分細くしたものとする必要がある。
低速陽電子のマイクロビームを生成するまでの

7．低速陽電子ビームの高輝度化
7．1ビームの高輝度化とマイクロビームの生成
7．1．1静電型3群4穣レンズによる集束
前述の腸電子生成ターゲットアツセンプリ一に
より生成された低速陽電子はICFl14のフランジを
持つダクトにより31m輸送される。従ってビー
ムの通過する断面は最大約60mmの内径を持つこ
とになる。実際にはターゲットからどれだけの断
面積の陽電子を得ているのか、あるいはソレノイ
ド磁場を通りながら9カ所の曲線部で外側の軌道
を描く陽電子の中にはダクトにぶつかるものもあ
る。輸送されてソレノイド磁場の終端にたどり着
いたときにはビーム径は小さくなっているようで
マイクロチャネルプレートによる観察ではその蛍
光面10Jnm径の中で十分追いかけられる大ききであっ
た。
電子を用いた各種実験においては特殊なテーマ
を除いて通常はビーム径を絞ったプローブとして
用いることが多い。表面からの2次電子、あるい
はAu評r電子を用いてその面分布を観察するときに
はビーム径が位置分解能を決める要因となる。
試料の物性をその深さ方向に知りたいというこ
とは良くある。例えば、イオン銃とオージェ分析
を組み合わせて試料の組成の疎さ方向の情報を知
ることは良く行なわれている。しかしながら、こ
の手法は試料表面をイオンで削りながらその削っ
た表面に現われた部分の組成をオージェ電子の信
号を追いかけることにより求めていくものである
ので、同一試料を他の実験方法で使うことのでき
ない破壊的方法である。また、椅子久瀬のような
研究対象には、このような削りながらその削った
表面に現われた部分を測定するという手法は使え
ない。したがって、陽電子の持つ、非破壊プロー
ブとしての側面が注目される。
イオンインプランテーションはすでに確立した
方法として固体試料への各種イオンの注入量、打
ち込み深さ等制御して利用されている。
低速陽電子の固体試料への応用の一つとして、
エネルギーを掛御したビームを使ってその打ち込
み深さを変数とした実験は放射性同位元素を隠電
子線源として行われている。今後3次元プロトrプ
として陽電子ビームの利点を引き出して行くため
にはエネルギーの制御もさることながら、そのピ
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過程として以下のような要素があげられる。
I．磁場輸送系から静電場輸送系への変換、静電
レンズによる集束、高透磁率材料による磁気シー
ルド等
2．減速電凍上の減速材による高輝度化初段
3．陽電子マイクロビームの生成
繰り返し述べているが、放射光実験施設の低速
陽電子ビームラインはソレノイド磁場による輸送
系となっている。輸送系の最後に4庵レンズによ
る集束系をもうけ、ビーム径を絞って減速材に照
射することとした。
ターゲットで生成された陽電子は近接して置か
れた減速材に入射する。減速材内部で熟化され減
速材表面に拡散し再放出された陽電子が低速陽電
子として輸送される。再放出される昧電子のエネ
ルギーは減速材表面の陽電子に対する仕事関数で
決まるため、この過程で陽電子は単色化されると
言える。したがって理想的には磁場輸送系終端部
において4庵レンズによる集束は有効であると考
えられる。したがって、以下に磁場輸送系終端部
に位置する4極レンズの仕様、ならびに設計上の
留意点について述べる。
回転対称レンズでは電磁場の主成分が集束され
るビームと平行である。ところが4棲レンズでは
電鑓場の主成分が直接ビームを集束させるレンズ
作用に寄与するためにいわゆる強集束レンズと呼
ばれている。4篠レンズ1段によるレンズ作用は
集束画と、それに直交する発散面をもっている。
したがって集束レンズとして用いるためには何段
かの蛮ね合せが必要である。軸対称となる、いわ
ゆるStigmalicな結像が得られ、さらにレンズの電
圧の自由度が増すという利点があることから3群
4庵レンズとすることとした。
レンズの構成を組み合わせると次のようになる。
I．静電型3群4鷹レンズ 1段
2．静電型3群4穣レンズ 2段
3．磁場哩3群4庵レンズ1段
＋ 絆電塑3辟4庵レンズ 1段
4．磁場塾3群4棲レンズ1段
低速陽電子生成用ターゲットチェンバーおよび
それに連なる部分は最高60kVまで高電圧に上げる
ことが可能である。したがって磁場輸送系終端部

には最大㊥kcVのエネルギーを持つ陽電子がくるこ
とになる。以上から最大60kcVのエネルギーの入射
陽電子を集束することが必要である。実際上は、
高輝度化ステージがはいることにより試料に照射
する陽電子ビームのエネルギーは疎）keVには至らな

y．．−β2k（わy＝0

の形で表わせる。ここで、β2は電場および磁場に
対応してそれぞれ

い。実験の目的によ．り高輝度化したビームはいら
ないが顔）keVのエネルギーのビームは欲しいという
要請があれば、ビームラインから高輝度化ステー
ジをはずすラインの組み替えを行うことにより対
応することは可能である。
磁場輸送系終端部のソレノイドコイルは内径が
140mmである。したがって、接続ダクトはICFl14、
パイプの内径は60．5mmとなった。この制約のなか
で開口半径をできるだけ大きくとることとする。
このような条件のもとで適切な構成を考えてみ
る。1．はレンズの開口半径との兼ね合いで電圧お
よび電庫が巨大化する可能性がある。2．はそのた
めにもう一段用いることを想定した。レンズに入
射するビーム径が小さく開口半径を小さくできる
ならば1．で十分である。3．磁場型は高エネルギー
加速器で頻繁に用いられているようにエネルギー
が高いビームに対しても比較的小型に構成するこ
とができる。しかし漏れ磁場があるのでモデレ一
夕に近い段を静電型で集束しようというものであ
る。4．は漏れ磁場の問題がある。
ここで60keVのエネルギーのビームが軸に平行
に3群4檀レンズに入射するものとする。
4極レンズにおいてその電場および磁場を与え
るポテンシャル分布は、高次の項を無視するとそ
れぞれ【7．日、
≠（x，y，Z）ごく≠l／めk（わ（xz守） （7．1）
≠m（X，y，Z）＝（2／刷り㌔）k（Z）xy
（7．2）
ここでaは開口半径、k（Z）は庵のZ方向の分布、≠
1は電極にくわえる電圧、nlはそれぞれの磁複を励
磁するアンペアターン数である。
磁場型の場合、磁束密度の各成分は
Bx＝（2〝。nl／めk（Z）y

（7．3）

By＝（2〝。nH㌔）k（Z）x
となる。

（7．4）

〆＝（1／め（≠l／中。）

（7．7）

β2＝（〟♂りめ√伽／m。eJ

（7．8）

となる。レンズ強度は一般に次式で表わされる
【7．2】。
x．＝βtL＝瓜．／叫√（≠．．／eJ
（7．9）
ここでβ．はレンズの波数、Lは電極の良さ、kは多
段にした時の級別である。
陽電子ビームの径が実測値で10mm径以下であっ
たので静電型3群4極レンズ1段で電極に当たる
ことなくビームをしぼることが可能である。電極
形状はその断面を半径Rの円で近似することが行わ
れている。この場合12，2028棲成分等の高次項を含
む。高次の項が電極面半径と開口半径との此R／a
の備によりどの様に変化するかは調べられていて
R＝Ll4a〜1．15aの円で極形状を近似すれば高次
項が無視できる［7．3】。以上から、レンズ系の下流
側は静電場によるレンズ杵が並ぶことになるので
4極レンズは静電型とした。図7．1の左側が静電
型3群4穣レンズである。電極の構造、電庵の接
続を図7．2に示す。それでは、あるエネルギー幅
をもつビームはどのように集束されるであろうか。
条件を単純化するために特定のエネルギー幅を持っ
た平行ビームを集束することとする。
輸送される陽電子ビームのエネルギーの半値全
幅を4（氾cVと仮定する。ターゲット直後のモデレ
一夕から放出される陽電子のエネルギー幅が4（泊
cvの場合、ターゲットの電位を0〜60kVに可変
させたならば、0・−4（沿eVから6（X畑〜帥（氾
cvの分布をもつものとする。
距離d離れて4庵レンズが2台置かれているもの
とする。厚さを11、12としそれぞれの焦点距離をrい
r2とする。X平面がこの順に集束、発散、y平面が
その逆とする。これらにより2番目のレンズから
距離Lx、Lyの所でx平面、y平面にて集束したと
する。ここで平行ビームを考えて初期条件としてx

電圧申。で加速されたビームの4極レンズでの運
動方程式は（7．り、（7．2）より

xH＋錘（Z）x＝0

（7．6）

＝Xo、X ＝0、y＝yo、y
面上での座標は17．1日7．41、

（7．5）

＝0を与えると、焦点

告＝（1十割1一計聖 （7・岬
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畠1−割l十割十上告 （7・11）

h山一扇＋（加2＋d（ら一川摘・圭，。＋，＿㌦
dhも

2Vo＋V V

となる。
dL＝flも

エネルギーの異なるビームに対しては、fいち

＝2叫伝．Vo＋V．竺

が変わる。したがってx、yは0でないある催をと
る。

dもら

封（1十告）君＋聖粁巨封書・告

＝2遡上1．些

（7．19）

2Vo＋V V

（7．12）

したがって、エネルギーVの入射ビームを集束

糾11七）苦一票普＋（1骨 立．旦
ら

2Vo十V V

ち

するQレンズは、エネルギー幅があるとき、集束
したビーム径はこの比で決まってくる。よって、
ビームのエネルギーに対するエネルギー幅が大き

（7．13）

いと、ビーム径は絞れなくなってくる。ちなみに

一方、電子のエネルギーをV、静止エネルギーを
Voと表わすと

△x／x。＝2Ⅳ0＋V）／（2V。＋V）・（△V／V）
に

告＝晋＝莞語等

（7・14）

V。＝511keV，△V＝2恥V，V＝咲）keV
とすると

したがって

△x！xo＝3．518×打つ
よって
X。＝：氾mm のとき△x＝0．1m爪

豊平㌣＋聖賢・し）怒号

となり、有限のエネルギー帽を持つビームは入射
ビームの径に対し、このような集束限界を持つ。

（7．15）

告＝上空＋彗禁・哺豊

7．1．2磁場輸送系から静電場輸送系へー磁気遮蔽

AV
V

ロ．16）
平行ビーム集束の条件として距離Fのところに集
束するとする。
d（d十12）輔（rl一房
dF＝も・色

を用いるとx平面では

笠＝！聖＋聖賢・可票譜
f沌（rl重ト

2d2＋d（ら一日

df沌

．Vo十V．旦ヒ
2Vo十V V
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今まで磁場輸送系から静電場輸送系に変換する
ことは、例えばズームレンズを用いるなどいくつ
かの方法が試みられてきている。しかしながら静
電躁輸送系への磁場輸送系からの縮れ磁場等から、
いわゆるマイクロビームを作るまでにはいたって
いない。
今回、磁場輸送系の終端部に静電型3群4重棲
レンズを置き減速材に陽電子を照射し、それ以後
の加速集束系等の高輝度化ステージおよび試料部
までを全て磁気遮蔽塑真空槽構造とし、磁場輸送
系からの漏れ磁場の影響をなくすることとした。
磁気シールドの方法としてはミューメタル等を
用いて遮蔽する方法が一般的である。実験装置と
して特定の目的のみに使われる場合は最初から必
要なポートの大きさ、ポートに取り付く検出器と
の整合性等が決定されているので真空槽内部のミュ
ーメタルによるシールドで対応するのが通例であ

る。単色低速陽電子ビームの利用実験を想定した
場合、陽電子再放出顕微鏡を当面の目標において
いるが陽電子消滅2次元角相関など干渉しあわず
に実験が可能な方向で拡張性を持たせておくこと
は重要であると考えている。また、多彩なユーザ
ーからの要望にも答えられるように余裕をもって
予備ポートを配置しておくことは不可欠である。
このようなときに、予備ポートとその周辺の故気
遮蔽が問題となってくる。
通常、超高真空装置で用いられるコンフラット
フランジは銅ガスケットを用い、フランジ間は接
触していないため、磁気遮蔽を考えるうえからは
不利である。したがって、低磁気抵抗接続を意図
した面接合フランジとヘリコフレックスによる真
空配管接続および鉄製真空槽を基本とした。通常
ヘリコフレックスを用いた薄型フランジは片締め
になることがある。今回作成したフランジ部分は
入れ子の構造になっており、これによりフランジ

ームを用いた各種実験装置を考えた場合、透過塑
および走査型顕微鏡、マイクロオージェ分析装置、
電子線回折装置等いろいろあるが、マイクロビー
ムを生成する陽電子源としてはその構成、構造を
走査型電子顕後鏡ないしは反射高速電子線屈折装
置の電子銃に近いものとするのが陽電子再放出顕
微鏡を含めた各種利用形態に長も対応しやすいの
ではないかと考えている。

面の接触が均一になりまたフランジの中心軸が出
やすくなっている。（図7．1参照）
鉄製真空槽とした場合の低アウトガス化のため
真空側表面にはニッケルメッキを施すこととした。
前述の静電型3群4極レンズおよびモデレ一夕は、
そのハウジング部分がすべてこの方接により作ら
れている。

【7．4】入江浩一講義録．

7．1．3減速電極およびモデレ一夕
陽電子の再放出現象を利用した高輝度化には入
射陽電子と同じ方向から出てくる再放出陽電子を
用いる方法と反対側から出てくる再放出陽電子を
用いるいわゆる透過型とがあるが、電子光学的に
レンズの軸対称性に有利な透過型を採用した。
図7．1の右側が減速電極である。ビームから見
たモデレ一夕を図7．2の右に示す。ターゲットお
よびその後の高電圧部のポテンシャルエネルギー
を運動エネルギーに変えてソレノイド磁場中を運
ばれてきた陽電子がこの電極により再びポテンシャ
ルエネルギーを獲得する。電楼上にタングステン
の箔がモデレ一夕として取り付けられるようになっ
ている。なお、図のモデレ一夕周辺の電極はモデ
レ一夕への入射ビームの観察用の配置になってい
る。ビームラインに組み込むときには右側フラン
ジが置き換わり陽電子銃鏡筒がつくことになる。
障電子銃鏡筒の中で高輝度化2段目の中間電庵ま
で陽電子は加速され輝度が上げられる。 電子ビ

−37−
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＆単色低速陽電子ビームの利用実験
re−emittede＋

8．1陽電子再放出顔微鏡
現在、加速器ベースの低速陽電子実験施設は何
箇所か稼働している。陽電子寿命測定用に時間分
解能を向上させている施設などそれぞれ特徴を持っ
ている。放射光実験施設では単色でしかも低速の
陽電子マイクロビームを生成すること、ならびに
それを用いた実験方法の確立、現実化を目標とし
ている。共同利用実験施設であることから、ビー
ムタイムが得られたらすぐに測定にとりかかれる
ことが理想である。
陽電子の再放出現象をもちいた顛被紗ま高輝度
化の部分でも触れたように、再放出陽電子の取り
出し方向により2種類に分けられる。電子光学的
にはいわゆる透過型が有利であるが、測定する試
料を中心に考えた場合、透過軌は不利となる。透
過型ではレンズ群の並んだ間に薄膜の試料を置く
ことになる。ちょうど透過塑電子顕微鏡のサイド
エントリ一式試料室を想定すればよいだろう。対
物レンズのポールピースの問に置かれた3mm≠の
グリッド上の薄膜を観察するといったものになる
だろう。透過型電子顕微鏡用に試料加熱機構といっ
たものが見られるが、試料とその周りの条件を変
えた測定の自由度は制限される。
同じ試斜を用いて何種類かの実験方法で、その
場観察を行えれば理想的である。そのためにはバ
ルク試料の測定をおこなえることが望ましい。ま
た、陽電子のマイクロビームを用いた同時測定、
相関測定といったものも必要となってくるであろ
う。そのために電子光学的な不利は承知で入射隠
電子と同じ方向から出てくる再放出陽電子を用い
る方法を採用した。
図害．1に陽電子再放出顕微鏡で用いるポートの
位置関係を示す。入射陽電子マイクロビームを試
料に対し450 の角度で照射し試料表面に抜放して
戻ってきた陽電子を再放出陽電子として対物レン
ズで拡大の後 ト1（船倍）、投影レンズを用いてマ
イクロチャネルプレートによる検出券に投影する。
検出系にはいくつかの方法が考えられる。マイ
クロチャネルプレートからの信号を測定用の真空
槽から外部にアナログの電気信号で取り出す方法、
デジタル信号で取り出す方法、あるいは光に置き
換えて取り出し像を増幅する方法などがある。こ
のうちの一つとしてアナログ方式を以下に記す。

感

Sbw♂

RHEPO

1号一一一

Gurt

図8．1入射陽電子マイクロビームおよび陽電子
再放出顕微鏡の各ポート
構成は次の通りである。40mmの有効径を持つ
5段のマイクロチャネルプレートと抵抗性電庵を
用いた電荷分割型2次元位置検出器の組み合わせ
である。
試料表面近傍の欠陥に陽電子が捕獲されること
により、再放出された陽電子ビームには欠陥の部
分を反映する爆電子の無い部分が存在する。電子
光学系によりマイクロチャネルプレートに投影さ
れた陽電子ビームはマイクロチャネルプレートに
より2次電子を発生させ、増幅された2次電子は
抵抗性電庵に到達する。電荷分割型2次元位置検
出器はこの抵抗性電極に到達した電荷を利用して
いる。この電荷が、信号読み出し用の電極にその
位置で分割された抵抗値の逆数に比例して抵抗分
割されることを用いている。このアナログ信号を
真空槽の外部へ導き増幅の後、清算し位置の情報
としてメモリーに蓄積する。したがって蓄積され
た像には陽電子がマイクロチャネルプレートに来
なかった部分、すなわち試料表面近傍の欠陥の部
分が陰として観察される。検出処理系の概略図を
図乱2に示す。
PF線形加速器の電子ビームは、デューティファ
クタが10￣4以下のパルス状なので、そこから得
られる低速陰電子ビームも同程度のパルスである。
このままの陽電子ビームにたいして、上記のよう
な検出系では、1パルスにたいして1事象の検出
しか出来ず、計数率が棲端に制限されるので、陽
電子ビームの直流化が必須となる。一方、パルス
ビームをそのまま利用するほうが得なやり方もあ
る。その一つは、マイクロチャンネルプレート背
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いように配慮されている。陽電子再放出顕微鏡の

面に蛍光スクリーンを置き、其の輝点を高感度カ
メラで撮像する方法である。これで、1パルス当

実験のときには約十5kVに浮かし、検出部を接地
電位において測定する。
試料部の移動機構は次の通りである。反射高速
陽電子回折および2次元角相関実験を想定してい
るため面内回転機構を持った、いわゆる5軸のマ
ニピュレータとなっている。ただし結晶軸合わせ
を可能とする機構を面内に持っているため通常の

たり複数の輝点を同時に記録することができ、し
かも、陽電子ビーム直流化にともなうビーム強度
の損失も避けられる。また、S／N比の改善という
おまけまで付く。

SENSOR

POSmONCOMPUTER

DIGITALOUTPUT

BUFFERMEMORY

図8．2陽電子再放出顕微鏡の検出系

8．2試料部とその周辺
単色で低速の陽電子を用いた様々な実験が提案
され計画され、さらにその成果が続々公表されて
いる。陽電子プローブは他のプローブで検出し得
ない新しい情報をもたらしつつある。加速器によ
る高強度陽電子ビームにより、さらにその勢いを
加速していくであろう。
放射光実験施設に建設された低速陽電子ビーム
ラインは陽電子源を高電圧に浮かしてマイクロビ
ームを生成することをその基本方針としてきた。
そしてそのマイクロビームを利用して、陽電子再
放出顕微鏡を含んだ．様々な実験形態に出来るだけ
対応できるようにしようと考えている。
試料部を図8．3に示す。試料は基本的には接地
電位で測定ができるが電圧をかけたいとき、例え
ば電子放射材料の測定等その場で電子を引き出し
たい場合を想定して絶縁構造としてある。もちろ
ん電子あるいは陽電子によりチャージアップしな

反射高速電子回折で使用するマニピュレータ以上
の自由度を持つ。なお陽電子および電子のマイク
ロビームによる鮒定を意図しているため除振楼横
に配慮した。マニピュレータはいわゆる片持ち式
であるが、Z軸の直線移動時およびZ軸周りの回転
時以外は疑似的に両持ち式に機構を固定できるよ
うになっている。もちろん真空槽架台そのものも
除振構造としてある。同様の桟横での27∝〉0倍の
SEM像観察でその効果を確認してある。
温度依存性の実験、温度を変数とする測定は物
性実験において頻繁におこなわれる。もちろん試
料表画の清浄化として測定の前に加熱昇温がおこ
なわれることもある。したがって、試料部は室温
から1880Kまでは温度を上げられる構造となって
いる。なお試料部単体での昇温特性は確認済みで
ある。温度を上げて相変態前後で電子状態がどう
変化するかといった測定は、陽電子以外ではなか
なか難しいのではないか。現在準備中の試料周り
はそのままでは試料温度を低温に下げるようには
できていない。実験テーマによっては低温でなけ
れば困るといったものもあるので課題として残し
ておきたい。窒素温度あるいは20K位までは冷凍
機とコールドフィンガーの追加といった形でいけ
るのではないかと思う。
陽電子再放出顕微鏡を組み込む実験用真空槽を
囲乱4に示す。陽電子を用いた実験用の下段レベ
ルとその他の手段による試料評価用の上段レベル
の2段構造になっている。陽電子用の下段レベル
には陽電子マイクロビームを生成する隠電子銃お
よび再放出顕微鏡、反射高速陽電子回折用検出部、
題gO度方向に対向して置かれた卓上型2次元角相
関用ポート等が設けられている。

−39−

−こい

′

︳ ・ 一

． ︑ ︑ ・

i、＼こ．

．

一

1ヾ誌と、

−

憲て・二王宰二十蔦豆・霊
，

H一

琵一斗一斗書；＿・・iナ hqY．・′音

登ギ空軍㌍

」．・

Jrニン・す・

さも

−rJJ主よ
︸
l

L′．．

′∴ こ㌧恒子

￣

・ご
一

．−

．，￣

∴・、・

1

−ず．ヽ

−

も．叫1−−

．
′
l

・J

よ﹁．・一二

￣十干：

く＿．・一＿

㌣

．一
．h．

−′

．
L
J
I
．

ヽユ
▼′・

r 一 l ﹂ ． 1 一

三≡∴rT

配序聖
− し二二㌦

デー、−ノ￣、I・

しノ l．

⁚−．︑㌦芦

lJ

＿l・

．．F￣、一

へ−J三二こ⊃

一一・・・一一．1

」

＿＿＿．

て￣￣￣「￣丁＼￣

東雲五茸 ・・L

一、∴
T．‥

・、
．

＿＿．

・

．

＿．＿．1

ーヽヽ一．一

二一￣￣

￣￣−1＝∵二二二＿
∠∫

I

l

一l

一一

ノノ

−ヽ＿一ノ

l

、、

㌣討 −ま．

虐7・．一・一ヰユ！

．一一
＿＿

・こ・

・・、ミニ．

⑫

一ト

喀
￣クヱ・

：、J g．．フ′・．

一一一二つ

二一十十ゝ

l・

／′．ノ

＼⊥一一一

−♂7′クl

￣C rシ

l

ー

入′．ハV
￣′ノ／〜l＿

ト ちノ′・J

・！

∵三▼，．1

仁；ゾ．J〆

嶺−
・イ上／r

￣

・∫〜′▲

ィ

￣テ

テ・二117
ク・ささ′

ねこl

ソ
1−．ン ￣ク′つ

・∴㌧r r

J

ウリl・Ⅰアてさβ

〃；〜．J占′タダ9如ご′｛′争J

フト．稚■〜▲〜〜√竹5ノ1．ン・

」ァ 一エー上竺空と現先ヒエリ牡ぎー二∴L−＿．＿＿」
，1

図8．3試料部の構造

￣￣￣一一￣￣7−−−

加熱機構を持つ試料部。3軸移動、試料表面を中心としたZ軸回転、
面内360度回転および面内角度調整枝構による結晶軸合わせが可能で
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9．陽電子輸送路の制御系

緒に高電圧部ステーション内のラックに組み込ん
だ（図9．1参照）。高電圧ステーションは、陽電子
輸送路の高電圧化部分の真下に設置してある。
ClOOOHの中には、CPU、光通信インターフェイス、
デジタル／アナログ信号変換器、リレー接点出力
器等を組み込んでいる。これらを通じて、電流・

陽電子輸送路上の制御対象物としては、ターゲッ
ト部の陽電子引き出し用高電圧電源や、陽電子集
束用電磁石電源、陽電子モニター駆動系、イオン
ポンプ電源などがある。従来、これらは全て個々
に手動で操作していたが、平成5年度の隠電子線
の高電圧化工事に伴い、高電圧化される部分にあ
る機器をまとめて遠隔操作することにした。以下、
それら遠隔制御を行う部分を中心に記述する。

電圧値の設定や電源の投入・切断を行ったり、又、
その状態を読み取って接地電位側に伝送する等の
操作を、パソコンからの指令に基づいて行う。
Cl（X氾H上には、そのためのプログラムを搭載した。
図9．1には、機器同士の接続の様子も措き込んで
ある。例えば、コイル用定電流電源とCl（X氾Hとの

9．1高電圧化部分の制御系構成
陽電子輸送路のうちの高電圧化される部分、約
9mの閲には、陽電子集束用コイル数十個をはじ
め、イオンポンプや陽電子モニター等が設置され
ている。それらに電力を僕給する電源も高電圧電
位に設置するのが当然であるから、それらを接地
電位側から遠隔制御をする必要が生じる。そのた
め、高電圧部内にローカル・コントローラを配し、
接地電位側に置いたパーソナル・コンピュータ
（日本電気製PC−9801、以下「パソコン」と言う。）
と通信することで逮捕操作を行う。高電圧側と接
地電位側の閥の通信は、導体を使わずに行う必要
があるため、光ファイバーケーブルを用いて光通
信を行う。

間は、電流値設定用と、出力電流値モニター用、
及び出力投入／切断回路用の、3組の対より線で
結ばれている。そしてその対より線のうち、電流
値設定用は、Cl（XX）H側では「デジタル→アナログ
変換器（国中一一D／A変換 つ」に、また出力㌢洗
億モニター用は「アナログ→デジタル変換器（図
中 Aの変換つ」に接続されている。
一方、Cl（椒）Hから出た光ファイバーケーブルは、
接地電位側に入った所で僧号変換器に入り、光信
号はJISC636ト1971規格の電気信号に変換される。
そこから、モデム及び電線によって、最終的に実
験室（地上）にあるパソコンに達する。通信で使
用する符号は、JISC6220−1976で規定する情報交換
用7単位符号で、同期方式は調歩同期式、通信速
度は9600bil！Sである。パソコンから命令文を送り、

ローカル・コントローラにはオムロン（株）製
のプログラマブル・コ：トローラClOαIH（以下、
単に「Cl㈱H」と言う。）を使用し、電源類と一

地上

亡

亘

一里 竺竺 −1モデム

越せ

兢

）
l

l t l
高電 圧 電 源

モデム
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高駈
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図9．1高電圧化部の機器収納ラックの様子
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電気 ！光 変換註

（
接地電位）

それに対するレスポンスがCl（X氾Hから来る、とい
う通信形態になっている。通信文の形式は、大雑
把に言って、ヘッダ十伝達文＋フッタ という構成
で、当然ながら、伝達文の内容l二よってヘッダも
フッタも大きく異なる。通信の都度、手入力で通
信文を作成して打ち込むというのは、煩雑であり
現実的ではないので、簡単な手順で操作できるよ
うなプログラムを、MicrosofLVisualBasicによって
パソコン上に構築した。これにより、簡単なマウ
ス操作のみで電文の送受信を行えるようにしてい
る。表9．1に、破制御機器の一覧と、それらの用
途、可能な操作の種類をまとめて示す。

破制御債券名

（陽電子引き出し用）

直流定電流電源

敷

可能な操作

・出力電圧（電流）億モニタ ニ
常時「ADC」欄に表示され、変動時には自
動更新されるので、特に何もする必要はな
い．「定時更新」ボタンを「ON」にして
おくと、変動がなくても王0秒おきにデータ
を自動更新する
・出力極性切替：

4 ・出力入／切
・出力電圧値設定
・出力電圧値モニタ
・データ保存／読出
12 ・出力入／切

（ソレノイドコイル用）

・出力電流値設定
・出力電流値モニタ
・データ保存／読出

（l）操作したい電源の出力を「ON」にする
（2）各電源に対応した「正」ないしは「逆」
と表示されたボタンをマウスクリック
すると、「正」／「逆」が切り替わる
・出力値データ保存：

直流定電流電源
5 ・出力人／切
（ステアリングコイル用）
・出力電流値設定
・出力電流値モニタ
・出力棲性切替
・データ保存／読出
イオンポンプ電源

l

・高電圧人／切
・状態モニタ

エアシリンダ制御回路

0）「DAC値設定」の欄内の、数値スクロー
ルバーをマウスクリックで設定
もしくは、キーボードから数倍入力する
四）「DAC値設定」の欄内の、「設定」ボタ
ンをマウスクリック

表9．1遠隔制御機器一覧
高電圧電聴

操作したい機器のボタンをマウスクリックする。
5）以降、下記に示す方法で、出力値の設定その他
の操作を行うことができる。
・出力入／切：各電源に対応した「ON」又は
「OFF」ボタンをマウスクリックする
・出力電圧（電流）値設定：
（1）操作したい電源の出力を「ON」にする
（の電源の名前が表記してあるボタンをマ
ウスクリックする

1・ビームモニタ入／出

9．2遠隔操作横器の操作方法
パソコンから実際に操作する際の手順は、各横
器ともほほ共通になるようにプログラムを組んで
いる。遠隔操作のための具体的な手続きを示すと、
以下の通りになる。
0）地下・高電圧部の各棟器に電源が投入されてい
ることを確認する。
1）パソコンの電波を投入する。
2）MS−DOSプロンプトに対し、
VBDOSCONT（CR）

（1）「データ保存」ボタンをマウスクリック
（2）保存ファイル名を付ける。ファイル名
は「疏文字＋年月日十願番十．DATjの
ように付けるが、年月日までは自動的に
生成されるので、順番をAから順にアル
ファベットで付けるだけでよい。その際、
既存ファイル名の一覧を参照することで、
順番が何になるかがわかる
（3）「実行」ボタンをマウスクリックすると、
データ保存が実行される
（4）「終了」ボタンで、元の操作画面に戻る
・出力値データ読出：
（l）「データ読出」ボタンをマウスクリック
（2）既存ファイル名一覧の中から読み出し
たいファイルを選び、マウスクリック
（3）「実行」ボタンをマウスクリックすると、
ファイル内のデータがロードされ、自動
的にその出力値が設定される

と入力する。
3）ファンクションキー「PF5」を押す。
4）操作プログラムのメニュー蘭画が起動するので、
−43−

※一一トRESET．DAT−，というファイルを

読み出すと、全ての電源に、出力値0
が設定される
6）操作プログラムを終える時は、「終了」ボタン
をマウスクリックする。するとメニュー画面に
戻るが、全ての操作を終了するときには更に
「終了」ボタンをマウスクリックする。

源との閲を数十メートルもの長いケーブルで単純
に接続し、電源は1台毎に直接手動で操作する。
このような機器の一覧を表9．2に示す。
表9．2 手動操作機器一覧

機器名

数

用 途

イオンポンプ電源
8 StarCe11601／Sポンプ
定電流電源（30VIOA）18 ソレノイドコイル用

尚、上記の手膿は平成5年11月末現在のもので
あるが、内容に改善の余地があり、又、プログラ
ムエラーも出尽くしているとは言えず、今後随時
変更を加えていく。

定電流電源（30VlOA） 5 ステアリングコイル用
定電流電源（32V2A） 20 ステアリングコイル用
エアシリンダ制御器
4
ビームモニタ入／出
冷却水ポンプ制御器
1 冷却水循環ポンプ用

9．3接地電位部分の制御系

各機器は、まとめて実験室エリア内のラックに
組み込んである。最後に、実教室内の簡易見取り
図を付記し、制御関係横器の概略位置を示してお

操作対象機器のうち、従来通り接地電位にある
ものについては、遠幅操作の必要性もないので、
基本的に、直接手動で操作する。すなわち、例え
ば陽電子集束用コイルであれば、コイルとその電

く（図9．2）。

図9．2 実験室エリア内の機器配置の様子
−44−

10．放射線遮蔽と安全管理

10．3入室経路の新設

10」放射線遮蔽

従来より、第三スイッチヤードにアクセススす
るには、入り口は、最上流つまり制御室脇の一箇
所のみであった。この度、第三スイッチヤードに
直接入室できる新しい入り口を作った。この入り
口は、2．5GcVライナックの建設当初より準備され
ていたものであるが、今回個人キーシステム、自

第三スイッチヤードにおいて電子ビームを利用
する場合、伴って発生する放射線の遮蔽の関係か
ら、ビーム電力上限は50Wであった。現状の低
速陽電子利用では、陽電子ビーム強度を如何に上
げるかが課題であるため、人力電子ビームの強度
をリニアックの上限である6．25kWにすることに
した。ここではそのための放射線遮蔽の増強につ
いて述べる。
まず、図10．1に示すように2．5GcVの電子ビーム
は加速ラインから、13度偏向を2回行い低速陽電
子発生用のターゲットまで誘導される。ここで従
来第三スイッチヤードで行われてきたその他の一
般ビーム利用も出来るように、第三スイッチヤー
ド内の他の場所へのビーム誘導の可能性を残した。
さて、ターゲットに6．25kWのビームを入射し
た際に発生する放射線の遮蔽で増強を必要とする
部位は、ターゲットの上部と大扉搬入口側周辺で
あった。このため図10．1に示すように、ターゲッ
トの側方に1メートル厚のコンクリートシールド
を2粗重ねて設置し、さらに搬入口前を1メート
ルのブロックで遮蔽した。また、天井方向は、高
さの制限により、厚さ20cmの鉄板を用いること
にした。スペースの関係で、鉄板の片側は鉄の文
枝で、他の片側は、先に述べた側方のコンクリー
トをそのまま支柱として利用した。ターゲット部
の近傍の鉄板、および支柱、コンクリートの位置
を図10．2に示す。
これらの外部への放射線遮蔽のほか、低速陽電
子ビーム誘導用の制御機器を保護する意味で、第
三スイチッチヤード内に設置された制御債券を、
厚さ50cmのコンクリートで遮蔽した。

動表示灯、汚染検査ゲート、汚染除去室等を新設
して利用可能となった。
10．4 高圧用インターロック
ターゲット及び直後の約10mの直線部分は、絶
縁碍子により大地より浮いており、0〜60kVの高
電圧化が可能な構造になっている。従って、むき
出しのままでは危険であり、この部分を高さ2m
のフェンスで囲っている。ドアは高電圧電源制御
インターロックに組み込まれ、一旦ドアが開くと、
リセットしないかぎり電源は −OFF になったま
まである。また、電源，−OFF一一時には放電周回路
が常に，−閉−．となり、高電圧部の接地を強制的に
行うようにしている。

10．2インターロック

前述のように、従来は第三スイッチヤードで利
用可能な電子ビーム電力は、50Wであり、これを
担保するために、加速ライン上にある第一の偏向
電磁石を起動すると、ビーム繰り返しの上限が自
動的に制限されていた。今回、第一、第二偏向電
磁石が同時に起動された場合にはビーム繰り返し
の制限を解除するようにした。第一偏向電磁石の
みの起動では、従来通りにビーム繰り返しにイン
ターロックがかかる。
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舞3スイッチヤード通島

室

福酌

動直の
自装﹂
の生室

△ 加速詳運転
⑳ 「放射線条
☆ 「汚染検査

」の標識

図10．1第3スイッチヤードおよびビームラインの配置図

図10．2 ターゲット周辺の遮蔽
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11．1993／12／1の状況

を介して接地側に設置しているが、桧的真空槽用
のイオンポンプは高電圧側に直接接続されている。
此のポンプ電源は、未だ高電圧ラックに収容され
ていない。

11．1一次電子ビーム輸送系
一一次電子ビームは、陽電子生成標的に入射する
前に、F一旦大気中にでる。その時、2ヶ所の真空窓
を通過する。現在のところ、標的に入射する電子
ビーム電力はおよそ10Wで、未だ問題にならな
いが、ビーム電力を5川まで上げる場合は、窓
の強制冷却が必要になる。フランジの水冷と窓部
分の強制空冷を考えている。
2台の偏向電磁石の中間に位置する四極電磁石の
電源がないため、標的上のビームの槙の広がりを
押さえられない。これは、近い内に改善される見
込みである。

11．5陽電子ビームモニタ
輸送路途中でのビームモニタとして、二次電子
増倍管（セラトロン）とマイクロチャンネルプレ
ート（MCP〉＋蛍光スクリーンを使用した。多数の電
子が陽電子とともに輸送路中を終端まで通過する。
輸送躇終端での電子の数は、陽電子数よりはるか
に多い。セラトロンは、電子と陽電子の区別が出
来ず、陽電子のみの検出には特別の工夫がいる。
MCP もそれなりの工夫が必要で、電子、陽電子、
陽子、その他のイオンをどのように区別するか検
討中である。電荷の正負は、ソレノイド磁場中で
の回転方向でわかる。但し、回転半径が適度の大
きさの時に限られる。又、これらの試験時に、低
速の電子は、輸送路の途中に負の静電障壁を設け
ることで容易に取り除くことが出来る。最近の試
験では、標的・減速材アッセンプリ直上の静電レ
ンズをその目的に使った。
セラトロンやMCPを動作させるときは、近傍の
イオンポンプや冷陰極真空計等のイオン源の高電

仕2標的、減速材
標的・減速材の真空槽は、一次電子ビームの高
さに対してなお数mmのずれがある。一一次電子ビ
ーム輸送系の垂直方向の空隙が狭いため、僅かの
ビーム位置のずれが陽電子収量に影響を及ぼす。
更に標的真空槽の高さ調節が必要である。
櫨的直後に組み込まれている減速材のタングス
テン笛は、何の処理もしていない。低速陽電子の
収量を上げる最後の段階までは、このままでいく。
減速材から放出される低速陽電子を効率よく輸送
路に導くために、減速材の直上に静電レンズを設
置したか、動きが十分でない。そのやや上方に分
轄可能な構造の（真空ダクトを取り外さずに外側
から組み立てられる）ソレノイドを取り付ける計
画である。

圧を切断する必要がある。
11．6低速陽電子ビーム強度
陽電子ビーム輸送路終端で、以下の測定を行っ
た。
（1）一次電子ビーム
エネルギー

11．3真空
標的真空槽、輸送路の本格的な真空焼きだしは、
未だ行っていない。圧力は全系で1×10￣一mbar
前後である。租排気には、2台の4001／Sターボ
分子ポンプを使用している。標的真空槽側と、輸
送路終端部の両方から独立に粗排気が可能である。
11．4 高電圧輸送路
碍子やセラミック真空ダクト等の設置は完了し
たか、コロナ防止のための設備がなお不十分であ
る。高電圧昇圧試験は未だ実施していない。高電
圧側のソレノイド電源などは、既に高電圧ラック
内に収容して、遠隔操作で使用中である。高電圧
輸送路排気用イオンポンプは、セラミックダクト

2．05GeV

入射ピーク電流
パルス繰り返し数
平均電流

65mA （2ns幅換算）
25pulse／S
3．3nA
（65mAX2nsX25／S）

平均電力
有効電カ

6．7W
ー4．4W．）

使用クライストロン

29本

待機クライストロン

12本

（2−8，4−3．4−6．4−8，SeCtOr−5時）
．〉入射電力のおよそ2／3。ビームの横方向の広が
りが大きく、直径12mmのタンタルターゲットか
らはみ出ている。
＝〉クライストロン・パルス電源は強力なノイズ源
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であるため、陽電子刺定回路近くの電源は、パル
スタイミングをずらせて待機状態としてある。陽
電子計測の為だけなら、最後の2本だけでよいが、
現在は、他の理由で待機クライストロンの本数が
多い。

（4）調整後の陽電子の数の算出
7線の計数率（最大）
907±30／100 6（9．07±0．30／S）
検出器の立体角（rごBGOの半径、Rこ 7線
源からBGO前面中心までの距離）
打r2／定2＝4訂×3．7×10￣4

（2〉 輸送路調整方法
総延長30mの輸送路終端部に、シンチレーク
（BGO2 ￠Xr）を置き、陽電子消滅7線（5日
keV）を波高分析器で計測した。ソレノイド磁場を
およそ188Gに、900偏向部のステアリングコイ
ルの磁場をおよそ1．3G（一部2．6G：STC14．
17．20）に設定しておいて、その他のステアリング
コイルの電流を一つずつ変えながら、陽電子消滅
7線の数を計測する。（1．3Gは、400eVの陽電
子を半径40cmで偏向させる磁束密度）
（3〉 経過
陽電子輸送路終端の陽電子消滅壁から625m
後方L 一 BGOの前面がくるようにした。ここでの計
数率は、9counts／Sであった。ビーム繰り返し数
か25pps なので、数え落としの補正がおよそ
18％にもなる。更にBGOを1．4倍程度後退させ
ることか望ましい。適正なγ線計数率は、高々
5counts／S程度までである。此の補正計数は、以
トの計算には含まれていない。
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str

検出器の7線検出効率
0．6 と仮定（全入射7線に対する光電ピ
ークの割合）
陽電子数の推定値
9．1／（2×3．7×10￣1×0．6）

こ2．0±0．1×101eソS

分母の2 は、1個の陽電子消滅当たり 2
光子を放出することからきている。
このときの入射電子ビームの有効電力が
4．5打であったとすると、j 刷当たりに換
算して
4．5±0．2 ×108eソS
となる。検出器の効率、有効電力の割合の
誤差を考慮に入れると、有効数字は1桁で、
4×108eソ紺S
となる。
（5）その他の測定条件
ターゲット印加電圧 ＋400V （対接地）
グリッド印加電圧
−57V （ ）

よび入射電子エネルギー依存性を調べた。

EGS4コードによる陽電子生成効率
及び発熱量の計算

陽電子エネルギー

放射線管理センター平山英夫
L高エネルギー電子による陽電子の生成効率
高エネルギー電子からの陽電子生成効率を電磁
カスケードモンテカルロ計算コードEGS4日】を用
いて計算した。ターゲットの材質は、使用が予定
されているTaとし、2から10放射良の厚さにつ
いて検討した。0．1〜6McVと0．1〜IOMeVの

個の、1．6GeVの場合には0．14個の陽電子が得ら
れることになる。現在ライナックの最大ビームパ
ワーは、1．6GcVの場合は30kW、2．5GcVの場合
は6．25kWであるので、それぞれのエネルギーで
の最大ビームパワーで運転が行なわれた場合に得
られる陽電丁・数は、

1．6GcV（30kW）−1．6×10㌔施C
2．5GcV（6．25kW）−

3．3×1012C

／SCC

である。
2．5GcV電子が4放射良のTaターゲットに入射
した場合の生成陽電子スペクトルを図2に示す。5
McV近辺までは陽電子のエネルギー増大と共に陽
電子数が増大するが、それ以上では陽電子のエネ
ルギーに関係なく平坦なスペクトルとなっている。
ターゲットから生成した陽電子が減速材により
低速腸電了・となる割合は、陽電子のエネルギーが
低いほど高い。この割合は、減速材の構成等によ
り異なるが、減速材による減速効率の陽電子エネ
ルギー依存性はあまり変わらないと考えられる。
そこで、金戸と岡田が原桝のポジトロンフ7クト
リーのターゲット系について計算した次の結果12】
を用いて低速陽電子生成効率のターゲット厚さお

0．472

2McV

0．213

3McV

0．0575

4MeV

0．0186

5MIV

0．0151

結果を2放射長のときの効率に対する相対値の形
で図3に示す。熱化陽電子生成効率を考慮した結
果は、0．1〜6、0．1〜10MeVまでの陽電子数の
場合よりも厚いターゲットの方で効率が良くなる
傾向がある。低速陽電子生成効率は、熱化陽電子
生成量を加味した結果に近いと考えられる。した
がって、使用するターゲットの厚さは、1．6GcVの
場合は5放射長が、2．5GcVの場合は6放射長が
最も効率的である。

2つのエネルギー領域で、入射ビームに対して20．
以内の角度を持つ陽電子の数を計算した。入射電
子のエネルギーとしては、1．6GeVと2．5GcVにつ
いて計算を行なった。ヒストリ一致は、どちらの
場合も5∝〉0とし、入射電子当たりの生成陽電子数
として求めた。
ターゲットの厚さに対する生成効率の変化を図
1に示す。どのケースも4放射長のターゲットの
時、生成効率が最大となっている。低速陽電子へ
の変換効率が良いとされる0．1〜6McVについて
みると、電子1個当たり2．5GcVの場合には0．21

熱化陽電子生成量

l McV

2，陽電子生成ターゲット中での発熱
陽電子生成ターゲットには数十kWの電子が当
たるので、ターゲット中での発熱量の推定とその
除去対策が必要である。発熱量を求めるために、
入射電子によるターゲット中での吸収エネルギー
分布をEGS4を使用して計算した。入射電子は、
直径】mmの一様などームと仮定した。0．2放射長
当たりの吸収エネルギーを入射電子lkWあたり
のkWとして図4に示す。l．6GcVと2．5GcVでは
似たような分布となっているが、1．6GcVの場合の
方が若干浅い場所で肢大となり、最大値も若干大
きい。半径方向について積分した吸収エネエルギ
ーを示すこの結果では、30kWの最大ビーム出力
の場合でも0．75kW程度で問題が無いように見え
るが、入射電子のエネルギーが高いことからター
ゲット中での吸収エネルギーの半径方向の広がり
は4、さく、ほとんどのエネルギーは入射ビームの
範囲内で生じることが考えられる。軸方向で故人
となる位置での半径方向の吸収エネルギー分布を
入射電子1kWあたりのkW／cm3で図5に示す。予
想したように、入射ビームの領域にあたる半径0．5
mmの領域での吸収エネルギーが非常に高くなっ
ている。1．6GcVで最大ビームパワーである 30
kWで運転した場合には、最大で120kWノbm〕に達
するので勲除去対策が必要である。半径0．5mm以
内の吸収エネルギーの軸方向の分布を図6に示す。
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高強度低速陽電子を利用して行う実験計画
東北大学金属材料研究所

って増大すること（これを負の温度依存性と呼ぶ）
が明らかとなってきた。この負の温度依存性の観
察結果の例をFig．1に示す。金属の場合には原子空
孔やボイドは低温で正またはほとんど温度によら
ない陽電子捕獲率を与える。このような金属と半
導体の差異は半導体での以下のような特徴による
と考えられている。

長谷川雅章

【半導体中の窄孔型欠陥の研究
一一特に陽電子ダイナミックス
最近多くのグループによって、ノヾルク状患（ア
イソトープからの高速陽電子を利用）や表面層近
傍（低速陽電子を利用）の欠陥の研究が盛んに行
われている。例えば、シリコン中の原子複空孔や
空孔・酸素複合欠陥、ガリウム批素中に結晶作製
中に導入された欠陥（Native Defects）やいわゆ
るEL2欠陥の検出やそれらの構造の同定、さらには
半導体MBE（分子線エビクヰシー）成長膜、イオン
注入闇の欠陥分布深さ分布、SiO2／Si界面での陽電
f捕接などの研究が挙げられる。しかしながらこ
れら最近の研究に伴って、陽電子と欠陥との間の
相互作用は金属の場合と大きく異なることが明ら
かになってきた。例えば原子空孔（や複空孔）が
フェルミ準位によって異なる荷電状腰を持ち、そ
の荷電状態によって大きく異なる陽電子捕獲率を
持つこと、負に胃電した場合のみならず中性の場
合にも原子複空孔の陽電子捕獲率は温度低下に伴
0

l
0
0

0

l
K 2

（1）半導体では伝導帯、価竃帯間にノヾンドギャ
ップく禁制帯、Siの場合1．1eV）が存在し、
その間にフェルミ準位が位置する。このこと
によりヰヤリア濃度が金属の場合に比べて非
常に低い。このため陽電子の電荷ならびに欠
陥の電荷もほとんど遮蔽されること無く長距
離に及ぶ。
（2）このバンドギャップのために、欠陥に陽電
子が捕獲される場合に放出されるleV程度の結
合エネルギーは金属の場合のように電子・正
孔励起によって消費することが非常に困難で
あり、フォノン励起などに依らなければなら
ない。
（3）原子空孔や複空孔のイオン化準位もバンド
ギャップ内にあるため、フェルミ準位（燐や
ボロンなどの添加不純物の種類と濃度、温度、
共存する欠陥とその塁などによって複雑に変
わる。その例をFig．2に示す）に依ってこれら
の欠陥の荷電状態が変わる。この変化によっ
て陽電子捕獲も大きく変わる。
上記のような特徴をもつ半導体原子（複）空孔
の陽電子捕獲に対しては、
（1）フォノンカスケード模型。 負に帯電した
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Fig．】Si原子榎空孔の陽電子捕獲率の温度依存性。
複空孔の濃度はV2ト、V2￣、Ⅴ㍉に対してそれ
ぞれ8xlOll、5xlO15、3xlO】ecm￣3である。

Fig．2 Si原子複空孔のイオン化エネルギー（a）と
フェルミ・エネルギーの電子線照射による変
化（b）。各試料の添加元素とその塁は、PH（P：

ー52一

1．7xlOlecm￣3）、用（P：7．OxlOl．cm￣8）、BW（B
：4．OxlO一一cm￣3）、BF（B：8．OxlO用C¶￣3）である。

から300K）を行い陽電子易動度（拡散係数）を
求める。試料としては電子線照射（欠陥が一
様に分布）およびイオン照射したものおよび
参考として未照射のものを用いる。
（2）上吉己試料の一部について試料表面よりの陽
電子放出エネルギースペクトルを測定し共鳴
捕獲の有無などを調べる。
（3〉MeVエネルギー重イオン（例えば酸素）注入
（照射）したSi中の注入埋め込み層（特にそ
の界面）の形成過程を調べる。
（4）Schottky障壁（例えばAu−Siのように金属と
半導体を接触させたとき、加えたバイアス電
圧によって界面に生ずるもので、通常幅数分
の1ミクロン）近傍に導入された原子複空孔

原子空孔に陽電子がCoulomb力によって引き
寄せられる際にフオノンをほぼ連続的に放出
して結合エネルギーを失う。しかしながら熱
エネルギー程度しか失っていない場合はその
途中でCoulomb力から逃れる確率も非常に高い。
（2）恥dberg模型。負に帯電した原子空孔の周り
に主塁子数nこ3程度の励起水素原子様Rydberg
状態（Siの場合束縛エネルギー10meV程度、半
径6nm程度）が出現し陽電子に対する浅い捕獲
準位として働く。この浅い準位は低温になる
ほど有効に働く。
などの模型が提案されてきた。さらに最近の我々
の結果に依れば、中性の原子複空孔も負の複空孔
の場合と同様に負の温度依存性を示した。これは
上記のような単純なCoulomb引力を仮定した模型で
は説明されず、原子複空孔の電気的分極や陽電子
の速度（または波数）に依存するエネルギー消失、
共鳴捕獲潔どを考慮した模型を考える必要も出て
きた。これら模型の妥当性を吟味するには試料中
のキャリアとその感度、フェルミ準位とそれに基
すく欠陥の荷電状態を実験的に良く同定した試料
について詳細な実験を行わなければならない。ま
た赤外吸収、電子スピン共鳴（ESR）など他の実験
手段を併用する必要がある。さらに半導体中の陽
電子の易動度（拡散係数）とその温度依存性を添
加1不純物章および原子複空孔の塁と荷電状態に対
して求める必要がある。このような陽電子のダイ
ナミ ノクスについての基礎研究があって始めて陽
電r捕獲機構が解明され、陽電子によるバルクお
よひ表面層の材料科学的評価が可能となる。半導
体中の電子および正孔キャリアーの輸送や再結合
ダイナミックスについては膨大な研究の蓄積があ
り良く理解されているのに対し、陽電子（欠陥へ
の捕獲は電子のと正孔の再結合になぞらえること
ができる）についてはあまり研究が行われていな
いのか現状であり、今後の理解が待たれている状
況である。
低速陽電子を使い、すぐ行いたい具体的な実験
としては、
（1）フェルミ準位を実験的に同定する事により
−2から＋1の荷電状態のはっきりした原子複空
孔や原子空孔一酸素不純物複合体をふくむSi
試料について、低速陽電子打ち込みエネルギ
ーに対するドプラーブロードニング測定（10に

の荷電状態をバンドペンディング効果を利用
して変化させ陽電子捕獲を調べる。このよう
な界面の研究は、陽電子を利用して半導体人
工格子や多層陸を評価するために不可欠のも
のである。
また上記の課題と若干異なるが、数MeVの単色高
速陽電子ビームを用い、元素および化合物半導体
の高温陽電子寿命スペクトルを測定（パルスビー
ムまたはβ㌧γ法）し、熟的に助起される原子空
孔を測定したいと考えている。なおSiについては
プロトン照射を利用した内部緑源法実験を計画・
準備（原研高崎共同利用）している。

日 原子力関連材料のイオン照射効果の研究
原子力関連材料の照射効果、例えば軽水炉構造
材料の照射脇化や将来の核融合炉や高速増殖炉ボ
イドスエリングが非常に重要であることは言うま
でもないことである。このような照射効果を与え
る欠陥の検出法として、陽電子消滅は電子顕微鏡
では捉えることのできない小さな欠陥であるマイ
クロポイドやポイド内部状態の観測手段として利
用されてきている。さて最近の結果に依れば照射
欠陥例えばボイド形成は照射開始時温度条件に依
ってかなり敏感に変わることなどが分かってきた。
これからますますこのような照射温度や照射速度
をも良く制御した実験が望まれている。このよう
な実験を原子炉を利用して行うことは利用できる
設備および費用の点から一般には非常に困難であ
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る。またサイクロトロンなどの大型加速器からの
数10MeVのプロトンやアルファ粒子線を照射するこ
ともできるが、この場合にも原子炉中性子照射の
場合ほどではないが残留放射能の問題がある。数
一散10MeVの電子線を利用することもできるが、電
子線では伝達エネルギーが小さいため、高速中性

まれる。なお5〝m程度以上の厚みの試料であれば、
転位の挙動、再結晶、マルテンサイト変態などが
厚い試料の場合とほぼ同様に起こると言われてい
る。以上よりこの程度の深さ領域に照射損傷を与
え、
（1〉低速陽電子を使ったサブナノスケールの微

子照射の場合に重要となるはじき出し衝突カスケ
ードが殆ど起こらない。

小欠陥検出、
（2）機械的性質の目安としての硬度、
（3）電子顕微鏡を利用したナノスケール以上の
欠陥および組織観察
などを総合的に駆使した研究が行えるようにする
ことが非常に大切である。
具体的な実験計画としては、
（1）我々の研究室が管理している東北大金研の
タンデム型加速器（端子電圧1．7MV）を利用し
てlMeV程度のエネルギーのプロトン照射を行
う。
（2）照射済み試料（誘導放射能なし）について
高エネ研低速陽電子ビームを用いて陽電子寿
命測定を行う。
（3〉照射試料としては、（i）現在非常に重要とな
ってきている軽水炉圧力容器鋼脆化の問題の
基礎研究として鋏モデル合金（Fe−Cuなど）、
（ii〉低放射化合金核融合材料として注目を浴
びているバナジュウム、などを考えている。

この様な問題点を解決する方法として、小型加
速器を利用し核反応が殆ど起こらないエネルギー
範囲のプロトン（1MeV程度以下）やアルファ粒子
（数MeV程度以下）を照射することが考えられる。
このような照射研究の一例を述べる。鉄に1MeVの
プロトン（飛程6〟m）を照射（3xlOH Fソc¶2）を
鉄に照射するとマイクロピソカース硬度は約20％増
加した。また通常のNa22陽電子線源を使って陽電
子寿命スペクトル（Fig．3）を測定したところ、約
360psec相対強度約20％の長寿命成分が観測された。
この成分は約10個程度の原子空孔からなるマイク
ロボイドに由来する（Fig．4参照）。このような小
さな欠陥は電子顧微鏡では観測することは不可能
てある。ところでこの場合のプロトンの飛程内で
消滅する陽電子の割合は約20％である。今後トラッ
ピング模型による詳細な解析などを行うには、こ
のプロトンの飛程程度内で打ち込みプロファイル
をいろいろ変えれる低速陽電子ビームの利用が望

Fig．3

純鉄陽電子寿命スペクトルのプロトン照射

による変化。プロトンのエネルギー丁はlMeV、
フルエンスは3xlOHcm￣、照射温度は80°C以
下である。lchannelあたりの時間は12．7ps。

Fig．4 マイクロポイド（原子空孔クラスター）寸
法（含まれる原子空孔の数）に対する陽電子
寿命値（Puska等（1989，1990）の計算結果）。
Fe中10個の原子空孔からなるマイクロボイド
の直径は約0．5mmである。
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低速陽電子ビームと原子・分子との相互作用
高エネルギー物理学研究所
鈴木健訓
東京大学原子力総合センター 伊藤泰男
1．はじめに
高輝度、高強度の低速陽電子ビームが得られた
場合、化学の分野においてどのような利用がある
かについて、以下に項目のみを列挙する。

このように、陽電子と物質との相互作用という
観点から分類しても、低速陽電子ビームを用いて
数多くの研究が可能になることが分かる。
以下では、化学の視点から重要と思われる陽電
子及びポシトロニウムと原子・分子との相互作用
についてまとめる。尚、詳細に付いては伊藤によ
って報告されている［1】。

2．陽電子一原子・分子衝突

陽電子ビームを用いる研究には、大きく分けて
次の3つの型がある。
l）電子分光学の手法をそのまま陽電子に置き換
えた「陽電子分光学」とでも言う べきものであ
る。電子分光学では、電子と原子分子の衝突・散
乱・回折の現象を 扱うが、これを陽電子に置き
換えると、質量が同じで電荷のみ逆の粒子が衝突
・ 散乱・回折でどのような違いを見せるかに興
味かある。
原子・分子物理
陽電子一原子・分子散乱
ポシトロニウムー原子・分子散乱
化学結合論、 等
2）陽電子回折や陽電子特有の再放出過程を利用
して、表面および表面近傍の研究をする。
表面の構造、ゆらぎ、不均一性、
表面活性点、
触媒作用の研究
低速陽電子線回折
反射高速陽電子顕微鏡
再放出陽電子顕微鏡
ポジトロニウム形成スペクトロスコピー、
等

3）陽電子消滅を利用する研究で、従来物質のバ
ルク部分をプローブしていたが、 単色陽電子
ビームでは、打ち込む深さを制御出来るように
なり、選択的に表面に ストップさせてやれば、
表面の電子状態を測定できる。
陽電子消滅誘起分光
陽電子消滅誘起マススペクトスコピー
陽電子消滅誘起オージェスペクトロスコピ

ー、等
いずれも、二次電子の放出や分子の崩壊を伴わ
ない簡単でS／Ⅳ比の高い測定が可能。
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原子衝突の分野では、第一ボルン近似の妥当な
領域以下のエネルギーで、まだ十分な理解はされ
ていない。陽電子による衝突の実験は、質塁が同
じで荷電が逆の電子の実験結果とを比較して理論
による取扱の精密化を図ることができる。陽電子
では電子の場合に現れる交換作用がないので、陽
電子衝突は理論的には簡単な過程である。ポジト
ロニウム形成は、ユニークな量子力学的な再配置
問題であり、プロトンー原子衝突における電子移
動過程と比較される。
これまで得られている陽電子一原子・分子衝突
のデータの多くはガスを標的とした全断面積であ
る。理論的に簡単な水素原子と陽電子の衝突は理
論の検証に重要であるが、いまだ十分な実験が行
われていない。
2．1 全断面積
電子や陽電子と物質との基本的な相互作用には、
静的電磁相互作用と入射粒子による分極ポテンシ
ャルに分けられる。前者はeナに対して斥力であり、
e−に対して引力である。後者はe十、e￣のどちらに
対しても引力になる。従って、eナでは二つの相互
作用が打ち消しあうので、分極効果の大きい低エ
ネルギー域ではe￣に較べて断面積は小さくなる。
これまで、1−400eVのエネルギー範囲で約20種
類の原子・分子についてeヰ全断面積が榔定されて
きた。測定では
イオン過程

eヰ＋A−〉Aヰ＋e￣＋eヰ

Ps生成過程

eヰ＋A−〉Aヰ十Ps−〉21．37

の過程についてそれぞれ工夫がこらされている。
Heについては多くの測定結果があるが、一致し
た結果は得られていない。定性的にいえることは、

高いエネルギーではα￣とびすは一致し、低いエネ
ルギーでは〆≦α￣となることである0実験、理
論ともに多く比較的信頼度の高い希ガスについて

4．0

の低エネルギー部分の結果を図1に示す［2］。
2．2 Psの生成断面積と閲値エネルギー
陽電子による電離過程で電子と異なるのは、Ps
形成を通してのチャンネルがあることである。図
1ではPs形成の閲値Ep．（＝El。。−6．8eV）のとこ
ろに新い、チャンネルが生じたことによる屈折が
あり、これから内挿によって断面積を読みとるこ
とができる。より直接的にはPs生成過程でできる
Ps、27、37、eすの消滅、イオン生成等を測定し
て求める方法が行われている。生成した0−Psによ
る37の同時計数から求めた結果を図2に示す［3］。
巌近、Schrader et al．［4］はcrossed−bealn法に
よってeイ＋CH．衝突の際に生成されるPsHの測定
を行った。その結果を図3に示す。彼らの用いたビ
ムはタングステンモデレーターを出たところで
ruH width ∂Eニ3eVのエネルギー幅を持っている
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図2、伽とKrについてのPs形成断面積の比較．
帥S、Ei川はPs形成とイオン化の聞値
エネルギー．（文献3）
が、75％のビームをretarderで削った後では、
∂Eく0．5eV、FWHM〜0．3eV となり、かなり良くピー−
ムが調整されている。しかし、ガス容器の中を通
過する際にこのビームは電場によって加速と減速
をされるので、少なくとも∂E〜1eVに広がってお
り、図3においてe＋＋C軋−〉CH，＋＋PsHの立ち上がり
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図1、陽電子と希ガス分子との全衝突断面積．
矢印はPs形成（Pの、電子励起用、イオ
ン化川の聞値エネルギー．点線は全断
面積からPs生成断面積を差し引いたもので、
弾性衝突断面積にあたる．（文献2）
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図3、随電子とCルガスとの反応で生成するⅢ4．と
Ⅲ㍉イオンの生成断面積．（文献4）
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か緩やかなのはこのエネルギー広がりによると彼
らは説明している。実験から得られたPsHの結合エ
ネルギーtはB，．H＝1．1±0．2eVとなり、理論から得ら
れるLO598eVと比較するには十分な結果ではない
と結諭している。従って、理論と比較し得る結果
を得るためには、高強度のエネルギー幅の小さい
ビームの開発とガス容器内の反応部で電場による
エネルギーの広がりを小さくする工夫が必要であ
ろ。
2．3

その他

微分断面積の測定は全断面積より多くの情報を
合むので、衝突理論を正確に検証することができ
ろっ実験的にはビームの質と強度が要求され、高
強度の陽電子ビ一一ムが望まれている。現在は数グ
ループが飛行時間法とcrossed−beaTn法によって実
砂を行っているか、高強度のビームが得られるよ
うになれは、より広く行われるようになるであろ
1リ

高速の陽イオンによる電子捕捉反応は二段階反
応か主要な過程であるとされている。例えば、プ
ロトンか入射して刑京子として出てくる古典的な角
度（TholnaS anglc）8，は sin（OT）＝（m／M。）sin
（600）で表わされる。イオンー原子衝突ではこの
ようなThomas−Peakが観測されており、また、
60。sjngularity によるピークも観測され、微分
断面積には∴つのピークが現われる。ポジトロン
か入射する場合のThomas peakは45。になり、ま
た、ポシトロンによる電子捕捉では45。でsin一
gのar五yか起こることから、両者は打ち消しあっ
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て、微分断面積には極小値が現われる可能性があ
る。このことを実証する実験はまだなされていな
い。
3．まとめ
2章でまとめたように、低エネルギー陽電子と原
子・分子衝突に関しては、これまで、高強度、高
輝度の低速陽電子ビームが使えなかったため、実
験例も少なく、また、得られた結果も満足なもの
ではなかった。このような低速陽電子ビームが得
られるようになれば、2章で述べた原子・分子の基
礎的研究が積極的に行われるようになるであろう。
さらに、1章で項目を列挙したように、低速陽電子
ビームの応用は広く、表面化学や表面の電子状態
を研究でき、また、これまでには無いブローープと
しての応用も可能である。これらの詳細に付いて、
ここで記述するのは困難であり、これまで多くの
解説書が出版されてきているので【5］、それらを参
照して頂きたい。
参考文献
【1］伊藤泰男．放射線化学．No．45．1（1988）．
［2】未開修．日本物理学会乱 42（9）．825（1987）．
［3J M．Charlton，G．Clark．T．C．Grifrith．G、R．
Heyland．J．Phys．B16，L465（1983）．
［4］D．M．Schrader．F．M．Jacobsen，N．P．Frandscn．
and U．Mikkelsen．Phys．Rcv．Lettcrs，69．
57（1992）．

［5】例えばRadioIsotopes
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低速陽電子ビームの高分子材料への応用
高エネルギー物理学研究所
放射線安全管理センター

また、これまでの陽電子消滅とは異なった結果が
得られる可能性があり、この分野の研究者は、こ
のようなビームを研究に使える環境を整えていた
だきたいと切望している。
本報告では低速陽電子ビームを高分子材料へ応
用した場合どの様な実験の可能性があるかについ
て、その一例をまとめる。

鈴木健訓

】．序
高分子材料は多くの産業分野においてばかりで
はなく、我々の日常生活にも深く関わっており、
なくてはならない材料の一つとなっている。この
傾向には今後一層の拍車がかかり、新しい高分子
材料の開発は既存の産業においても、また、これ
からの先端産業（計算稚、加速器、原子力産業、
核融合、人工衛星、字韻産業、海洋開発、他）に
とっても必要不可欠のようである。
新材料が開発された場合の材料の特性試験には
多くの評価方法（強度、延伸性、剛性のような機
械的特性の試験、抵抗、誘電率、絶縁等の電気的
特性の試験、耐放射線、耐薬品、耐熱等）が採用
されてきた。しかし、これからの先端技術に要求
される特性や精度を測定するためには、基存のマ
クロな性質の評価方法とは異なった新しい評価方
法か嘱望されている。最近では放射光や中性子回
折を用いた高分子構造解析などが高エネ研の施設
を抑目して行われており、ビームを用いた材料の
構造解析として注目されている。また、同位元素
による低速陽電子を用いた半導体等の欠陥の測定
は日本のいくつかの大学、研究所、企業等によっ
て既に行われており、製品開発の試験の重要な役
割を担っている。
陽電子消滅を高分子材料に応用した場合、高分
．［構造の自由空間（rree volume）の大きさやその
相対的な壁を求めることかできる。高分子材料の
粘弾性や電気的性質はこれらの空孔の大きさやそ
の軌こ関係しており、高分子の特性を知る上で他
の手法からは得られない重要な情報である。陽電
子消滅を用いた高分子に関する研究は最近になっ
て数多く報告されるようになり、陽電子消滅の基
礎的研究や材料開発への応用の観点から注目され
始めている。しかし、現在は、主に22Naの繰源か
ら放出せれる高ユネルギ一一陽電子を用いた測定が
ほとんどであり、低速陽電子を用いた高分子の研
究は皆無酎こ等しい。以下の章で述べるように、寿
命測定のできる低速陽電子ビームは、高分子材料
の研究開発にとって重要な評価方法となり得るし、

2．低速陽電子ビームの高分子材料への利用
これまでの陽電子消滅の研究は、22Ⅳa等の線源
から得られるエネルギーのかなり高い陽電子（平
均エネルギーは約200keV、最大約540keV）を用い
て行ってきた。これはNaClの水溶液になっており、
薄いフォイルに数滴落として乾燥させ、さらに同
型の薄いフォイルで覆い、周辺を接着剤でかため
準密封線源を作成し、使用するのが一般的である。
従って、高分子材料の陽電子消滅では1−2mの厚
さと5mX5mm程度の大きさの試料が要求され、ハル
クとしての材料の特性を測定できるが、試料の局
所部分の測定は困難であり、また、薄いフォイル
や細い糸のような試料は消滅実験に使えない。
序で述べたようにこれからますます重要になる
高分子材料の評価手段となるためには、陽電子消
滅槙の高度化が必要である。このために、寿命測
定を行う場合には、①位置の精度は1−10〟m、②
エネルギーは数evから可変でき、エネルギーの半
値幅ができるだけシャープであること、③ピーーム
フラックスは10．〜106eソsec、④10−100ps程度
の′ヾンチを持つパルスビーム、等の特性を備えた
低速陽電子ビームは欠かせないものである。
上記のような陽電子ビームが得られると、これ
まではできなかったか或は容易ではなかった次の
ような多くの測定が可能になる。
①高分子構造に与える損傷を少なくして寿命測定
が可能
②高分子の結合、切断、架橋等の測定
③原子や分子レベルの欠陥、空孔の測定
④高分子の結晶構造の解析、一層毎の結晶性、
結晶や非品構造の空間的広がり
⑤薄いフォイル、表面の上塗り等の被膜、細い
繊維等の構造解析、欠陥の検出
⑥測定が短時間で、高効率でできる。
⑦短時間に進む高分子の相変化の解析
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⑧表面や表層の研究
⑨複合材料に使われる各材料の境界面の特性、
欠陥の測定
⑩ その他
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また、高分子についての角相関の測定はあまり
行われていないが、予備的に行った角相関による
空孔の大きさは寿命刺定から得られる値と異なる
という興味ある結果が得られている。このことは、
陽電子消滅から得られる空孔とは何かについて、
さらに基礎的な研究が必要なことを示唆しており、
エネルギーの低い陽電子ビームを用いて試料に与
える影響を少なくし、角相関と寿命測定を行う必
要がある。
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3．高分子中の陽電子消滅の特徴
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高分子中に入射した陽電子は原子、分子と相互
作用を繰り返すことによってエネルギーを失い、
最終的には電子と結合し消滅する。陽電子消滅の
基礎については多くの良書［1］が出版されている。
高分子中では金属中と異なり、大抵の場合、陽
電子は消滅前に物質中の電子を取り込みポジトロ
ニウム（Ps）という束縛状態を作る。このPsは高
分子車の非晶部の空孔、結晶部の欠陥、結晶部と
非品部の境界の中にできた空孔等に選択的にトラ
・ノブされ、その中で消滅する時にその大きさや数、
分子構造、電子構造等に関する情報をもたらす。
消滅の情報を得る測定方法としては①寿命測定の
方法、②半導体検出器を用いて消滅ガンマ線のエ
ネルギーの線幅の変化を測定する（通常ドップラ
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fig．2，Theintensities of positpon8mihihtionin
U世相PE8S8function of te坤er8lupe．Cposses（×）
denoteincpelSing te叫emtuPe8nd叩en SqulreSl□），
decreaSing tempemtupe．The shortestlifetiuelrl
Y8S fiェedlt125ps．【3】

一幅の測定）方法、③消滅ガンマ線の角相関を測
定する方法などがあり、詳細については文献［1］を
参照していただきたい。ここでは、簡便でまた多
くの情報の得られる寿命測定法について説明をす
る。
大きな空孔で消滅するPsの寿命は長く、また、
数が多いほどそのような成分の強度は大きい
（Fig．1）【2］。これは「自由空間効果」といわれ
ており、この性質を利用して高分子材料の特性を
推定することが出来る。高分子中の空孔にトラッ
プされたPsの寿命はかなり長く、他の短寿命の成
分から精度良く分離できる特徴がある。金属中の
陽電子消滅では短寿命のいくつかの成分が括抗し、
解析は簡単ではない。
高分子中における陽電子消滅の寿命スペクトル
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O−Pslifetitelndlhe volu■e elIpee−VOlu■e holes．

Thesolidlineis thebest fit to thel…n clYilr
VOlu■eS Or■OlecullP SrSle■312】．

には一般的に3成分の寿命を持った消滅過程が観測
される。短い成分は約130psの寿命（T．）を持ちパ
ラポジトロニウム（p−Ps）束縛状態からの消滅であ
る。2番目の成分は約300〜400psの寿命（T2）を持
ち、賜電子と電子とが直接接触し束縛状態を経な
いでそのまま消滅した成分で、この過程は自由消
滅といわれる。長い成分は2〜3nsの寿命（T3）を持
っている。これは、束縛状態のオルソポジトロこ
一59−

4．1直鎖状高分子の陽電子消滅
（1）高分子の酸化の影響
直鎖状の高分子ではポリエチレン（PE）、ポリ
プロピレン（PP）やテフロンについての研究が多く
なきれている。PEは高分子中でも一番簡単な構造
をしており1960年代の初期の頃から陽電子消滅の
研究対象になってきた。PEは、その製法によって
異なった結晶性、密度、構造を持ち、変化にとん
だ内容の研究がなされている。また、PEは液体窒
素温度のような低温から130℃の融点付近まで温度
を変えると、数種類の相変化を経るが、陽電子消
滅の手法によってこのような相変化を敏感にとら
えることができる（Fig．3）［4】。
酸化されたPEの陽電子消滅では、200g以下の低
温でI。が減少する結果が得られている（Fig．4）
【5］。酸化される場合、最初、表面層が酸化され徐
々に内部に浸透して行くがその早さは、酸素の拡
散係数に依存している。酸素雰囲気中で、酸化が
起これば〉Cこ0のカルポニル基が生成され、これが
電子や陽電子を吸引することによってPs生成を妨
げ、hが減少すると考えられている。しかし、
Fig．4の結果には疑問があり、もし表面層のカル
ポニル基がFjg．4の減少に寄与しており、さらに
内側においてはカルポニル基の生成が少なければ、
低速陽電子を用いた場合Fig．4とは異なった結果
が得られ、13はFig．4よりかなり減少すると思わ
れる。低速陽電子で寿命が測定できる場合、酸素
の拡散速度やPs生成の機構まで議論することが
可能であり、興味ある結果が期待される。

ウム（0−Ps）が物質中の他の電子と相互作用する
ことによって、陽電子が束縛から解放され、電子
と自由消滅を行う過程であり、0−Psのピックオフ
消滅過程といわれる。0−Psは真空中で140nsの寿命
を持つが、丁3はこの寿命より短く、この寿命は物
質の状態を反映して変化する。
高分子にはエポキシやカブトンのように密な構
造を持つものと、ポリエチレンやテフロンのよう
に租な構造を持つものとがある。密な高分子では
上記のように3成分の消滅が観測されるが粗な高分
子では上記の長寿命成分の他に約1nSの寿命を持つ
成分が観測される（Fig．2．［31）。この消滅過程は
現在よく分かっておらず、結晶部の空孔や非晶部
と結晶部の境界の空孔にトラップされたPsの消滅、
或は、Psが高分子中の水素原子と置換し、高分子
に束縛された状態からの消滅などのような説明が
なされている。
4．低速陽電子ビームを高分子材料に応用した
場合の興味ある研究課題
高分子材料の種類は数多く、化学式や結晶構造
等異なると、それ相応に陽電子消滅の興味ある結
果が得られため、応用は無限にあるといってもよ
い。従って、興味ある課題といっても、全般にわ
たることを記述することは不可能に近く、ここで
はこれまで行ってきた我々の実験の中からいくつ
かの項目について述べる。
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（3）結晶性高分子の構造の解明
PEは結晶部と非晶部とを備えた高分子であり、
製法によって数十％の低結晶性から99％の高結晶性
高分子を作ることが出来る。試料中には、10−20
m程度の大きさの結晶郡があり、その周辺を結晶
表面層が覆い、その外側に非晶部がある。これま
での賜電子消滅では、PEの長寿命成分を1．、hの
2成分に分け13は結晶部かその表面相に、hは非晶
部に生成された空孔中のPs消滅によると考えられ
ている（Fig．2）。 エネルギー可変の低速陽電子

U

2

ルクや表面との結果とどの様に変わるか等興味あ
る問題が残されている。
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成する可能性がある0これは陽電子の約20年m
程度の飛程の中で起こっているため、線量率に対
して0．2Mrad／h程度の影響を与え、10時間後には
約2Mrad程度のかなりの吸収線量を受けること
になる。
Fig．5 には30LECiの22Na線源を試料（PP或はPE）
で挟み、1時間毎にデータを取り、約70時間続けた
きのhの結果を示した。PPの場合、空気中での測
定の方が真空中の結果より減少が大きく、また、
最初の10時間で急激な減少を示している。もし、
試料が測定のプローブ（2用a線源からのeつ によ
って影響を受けなければ、13は変化しない筈であ
るか、結果として測定のプローブにより試料が影
響を受けたことになる。低速陽電子を用いた場合、
高エネルギー陽電子の照射効果の影響は避けられ
るが、逆に表面層を測定することになり、バルク
の性質と同じかどうか、ビームのエネルギーを変
えて深さ方向の陽電子消滅から得られる結果はバ

2

子結合の中に多くの二重結合が生成され、高分子
鎖の切断も起こり、機械的強度が小さくなり、も
ろくなる。Welander et al．［6］によって2年前に指
摘された高分子の緑源による照射の影響は、これ
までの多くの高分子に関する実験結果に疑問を与
えるため、現在のところ賛否両論あるが、我々も
同じような結果を得ている［7］。30〟CiのHNa等の
根源から得られるエネルギーのかなり高い陽電子
（平均エネルギーは約200keV、最大は約540keV）
は、約用】0個／sec（4×10日個／b）のラジカルを生

ウ

〈2）高分子の線源による照射効果
PEやPPは放射線の影響を受けやすく、低線立域
で架橋反応が支配的であり、放射線は高分子の結
合を強くする方向に作用する。高線登城では高分

ビームを用いた場合、結晶性の異なる試料に対し
て、結晶部、非晶部、表面層の陽電子消滅を行う
ことができれば、結晶構造と陽電子消滅との対応
が得られ、これまでの疑問を解決することができ
る。

4．2芳香族系高分子における陽電子消滅
芳香族系の高分子は耐放射線性や耐薬品性が良
く、また、非常に強靭で機械的性質にも優れてい
る。工業的にも広範囲に使用されており、これか
らの新材料開発には欠かせない高分子である。
これまで各種のエポキシ樹脂について陽電子消
城を行ってきた【8】。特に半導体産業に使われてい
るノボラック系のエポキシ樹脂の賜電子消滅では、
吸水性が問題となり、高分子構造によっては吸水
性が大きいことが分かっている。吸水性は先端機
器に使用されるICの長時間運転に対して、誤作動
や故障の原因となるため、吸水性と高分子構造と
はどの様に関わっているのか、基存の陽電子消滅
を用いて研究してきた［9】。その結果をFig．6、7に
示す［10］。水が重量にして約3％近く吸着されても、
1，やT。の減少は緩やかで、陽電子消滅は必ずしも
吸水量と対応していないのではないかという疑問
を持っている。吸水は表面層から行われ、表面層
に入ってしまうと一種のスクリーニング効果で、
水分子は内側に拡散できない可能性がある。水分
子はエポキシの分子構造の中で、親水性基にトラ
ップされ、エポキシ中を内部に向かって拡散して
いくことはなく、表面層に水の膜が形成されてい
る可能性がある。もし、このような膜が形成され

−51−

ていれば、低速陽電子を用いて陽電子消滅を行っ
た場合Fig．6、7とは異なった結果が得られる。
5．まとめ
これまで述べてきたように、22Na根源から放出
される高エネルギー陽電子で観測する現象はノヾル
クの現象であり、陽電子の飛程内にある多くの物
理的及び化学的校合現象を観測していることにな
る。低速陽電子ビームを用いて、これらを分離で
きれば、高分子の特性をより一層理解できると期
待している。
例えば、我々の行ってきた吸水率と陽電子消滅
の関係やPEの酸化の影響など、表面層と内部では、

かなり異なっている可能性があり、エネルギー可
変の低速陽電子ビームをなくしては、精度の良い
実験はできない。また、結晶及び非晶構造につい
て、これまでPEやPPの高分子で懸案になっている、
二つの長寿命成分の存在に付いて、低速陽電子を
珂いればなんらかの解決が得られると思う。
また、測定のプローブである陽電子がエネルギ
ーによっては試料を変質させてしまうため、正し
い試料の情報を与えていない場合があり、低速陽
電子を用いてその影響を検討する必要がある。ま
た、高分子に関する実験を行う場合には損傷を考
慮し、注意して実験を行う必要がある。
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詞寸

辞

数年前は単なる夢にすぎなかった低速陽電子源

獲得にご尽力頂いた。本装置の製作にあたっては、

の建設が進み、目標の陽電子ビーム強度の実現ま

電総研の低速陽電子源を参考にさせて頂いた。特

てあと一桁のところまで来た。この建設に先立っ

に鈴木良一氏にはお世話になった。又、多くの企

て、堂山先生グループの陽電子顧微鏡開発計画の

業やその他の方々からもご協力を頂いた。装置の

科研費申請や、千川・前放射光実験施設長時代の

ビーム試験に際しては、線形加速器運転チームの

所内予算要求などの前史があるが、実際に計画を

協力を得た。佐藤勇・現入射器系研究主幹からも

スタートさせたのは、放射光実験施設入射器系の

引き続き特別の配慮を頂いている。ここに、これ

浅見・前研究主幹である。岩崎・現施設長、管理

までお世話になった皆様に感謝の意を表します。

部の方々ともどもに特定研究経費や特別設備費の
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