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研究成果の概要（和文）：J-PARCリニアックの直線部ではビーム損失による機器の放射化が問題となっており、そのた
めにビーム損失量を定量的に評価することが求められた。ビーム損失の主機構は、H-ビームイオンが残留ガス中と反応
して発生するH0である。本研究では、H0ビームがビームパイプを貫通して発生する陽子の個数を計数することによりビ
ーム損失率の計測を目指した。このため、シンチレーションファイバー検出器を増設により荷電粒子飛跡の水平・垂直
座標の検出を可能とし、また遠隔位置制御装置を開発した。飛行時間測定により陽子による飛跡を再構成し、さらに陽
子生成率の絶対値の測定と角度分布の測定、エネルギーの測定に成功した。

研究成果の概要（英文）：At J-PARC linac, beam loss due to H0 is a serious problem. It is required to 
evaulate the beam loss level quantitatively. The main beam loss source is an H0 produced by interaction 
of an H- beam ion with residual gas. In this work, we developed an additional schitillation fiber 
detector, and a remote position control system. We observed trajectories of charged particles, and 
identify them as protons with the time-of-flight measurements. We succeeded in measuring absolute rates 
of protons, and their angular distributions, and energy.

研究分野： 加速器科学
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１．研究開始当初の背景 
 
J-PARC リニアックの直線部ではビーム損失
による機器の放射化が問題となっており、そ
のためにビーム損失量を定量的に評価する
ことが求められた。ビーム損失の主機構は、
H-ビームイオンが残留ガス中と反応して発
生する H0であることがわかっている。 
 
２．研究の目的 
 
本研究では、図１のように J-PARC リニアッ
ク直線部において、ビームイオン H-がビーム
パイプ中の残留ガス原子と反応して H0 が発
生し、それがビームパイプを貫通する際にさ
らに電離することによって発生する陽子(H+)
の個数を計数することにより、ビーム損失率
絶対値の計測を目指すものである。 
 
３．研究の方法 
 
本研究では、J-PARC リニアック直線部

(ACS 部)にシンチレーションファイバー検出
器を設置し、ビーム損失で発生する荷電粒子
を測定する。図２、図３に示すように、検出
器は 16 本のシンチレーションファイバーで
成る面積 64mm x 64mm のシンチレーショ
ン面 8 面から構成される。このうち 4 面を上
流側、4 面を下流側に設置し、上流側と下流
側の検出器はビーム進行方向に約 1.6m の間
隔を空ける。上流側検出器と下流側検出器の
水平、垂直方向の位置は位置制御装置にて移
動できる。それぞれの検出器面において高計
数率で荷電粒子の信号を検出し、8 面により
飛跡を再構成し、さらに上流側検出器、下流
側検出器の飛行時間により、粒子の速度を測
定する。 
 

 

図１： シンチレーションファイバー検出器と

陽子測定の原理 

 

 

図 2: シンチレーションファイバー面 

 

 

図３: ACS 部に設置した検出器と遠隔位置制

御装置 

 
４．研究成果 
 
既存のシンチレーションファイバー検出器

6 面に加え、2 面を増設することにより荷電
粒子飛跡の水平・垂直座標の検出を可能とし、
またビーム運転中に遠隔で検出器の位置制
御する装置を開発し、角度分布の測定を行う
ことができるようにした。 
検出器 8 面によって荷電粒子の直線状飛跡
の再構成を行い、さらに飛行時間測定により
これらが陽子であることを同定した。さらに
陽子発生率の絶対値の測定と角度分布の測



定、エネルギーの測定に成功した。図４に示
すように、陽子発生率の角度分布はシミュレ
ーション計算と同様にビーム軸に関して 5-6
度をピークとする分布になっており、ピーク
での陽子発生率はリニアックの 25Hz の各マ
クロパルスあたり 100-300(deg-2)であった。
これを H-ビームイオン当たりの損失率に直
すと、H+/H- = (0.72-1.77)x10-8であり、これ
は真空度から評価した H0 の生成率 2.7x10-8

と近いことが分かった。また、図５に示すよ
うに、陽子の平均エネルギーは角度にほとん
どよらず 80-115 MeV であり、シミュレーシ
ョンによる計算値 90 MeV に無矛盾であるこ
とがわかった。 
 

 

図４: 陽子発生率の角度分布 

 

 

図５:平均運動エネルギー(MeV)の角度分布 
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