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Abstract  
The radio-frequency system of the RIKEN ring cyclotron is required to work in a frequency range of 20to 45 MHz 

and to generate the maximum acceleration voltage of 250kV. A new movable box-type variable-frequency resonator 
which is a compact half wave length coaxial type was developed for the above purpose. Each of two resonators is 
powered by separate RF power amplifier capable of delivering the power of 300 kW. The whole system was installed 
in September 1986 and has been working successfully.  

1. はじめに 
理研リングサイクロトロンは建設から約２５年経

つが未だ現役として稼働している。これを建設した
技術やノウハウは、これに先立つ理研１６０ｃｍサ
イクロトロン及び理研可変エネルギーリニアックの
建設と運転で培われたものを基盤としている。本稿
ではこれら加速器との関連及び開発経過に触れなが
ら、リングサイクロトロンの高周波系について述べ
る。最後にその高周波技術を応用して開発された産
業用高周波電子線照射装置について少し触れる。 
 

2. リングサイクロトロンの共振器 

2.1 仕様 

図１にリングサイクロトロンの平面図を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

図１: リングサイクロトロン平面図。 
 
この図で左下と右上の細い三角形部分が共振器であ
り、四つの磁石に挟まれている。入射半径は８９． 

 
３ｃｍ取り出し半径３５６ｃｍである。この狭い空 
間に表１に示される様な高周波系の性能を持つ共振
器を制作する必要があった。さらに半径方向に増大
する電圧分布が必要であった。 

 
表１: 最初の高周波系仕様。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
2.2 共振器の検討 

前記仕様を満たす共振器が作れるか当時としては
難問であった。最初に検討したのは、１／２波長の
ショート板方式であった。しかし駆動部分を含めた
高さが１１ｍと高く制作やメンテナンスの困難さが
予想された[1]。さらに中心導体（ステム）の最大電
流密度が７０ A/ｍと大きくコンタクトフィンガー
の制作も難しいため採用されなかった。次にシング
ルギャップ共振器が検討されたが、入射部の空間が
狭いため、この部分の電圧が仕様を満たさない事が
判った。次に１／４波長共振器で良いのではと考え、 
図２に示すようなモデルを作り電界分布を測定し

た。これは自励振回路を構成しており、セラミック
球移動による共振周波数の変化から電界の相対分布
を測定できる。その結果図３に示す様に加速ギャッ
プに上下方向に強い電界が発生することが判り採用
出来ない事が判明した[1]。この電界は Dee 内部ま
で深く浸透している事が、実機 Dee 内部に設置され
た電圧ピックアップにより観測された。そしてこの
ピックアップ電圧を測定する事により上下可動箱の
位置を調節することができた[2]。 
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図２: １／４波長モデル共振器電界測定スキム。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３: １／４波長モデル共振器の加速ギャップ電界
の垂直方向分布。 
 
最後に図４に示す様な可動箱型共振器を考案した

[2,3]。これは１６０ｃｍサイクロトロンの二同軸共
振器のディーにパラレルに電圧が発生する事からヒ
ントを得た[4]。原因は両ステムをつなぐショート板
及びステムが、マルチパクタリングを防ぐため DC
電圧をかける必要があり、アースから浮いているた
めである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

図４: 可動箱型共振器の概念図。 
矢印は電流を示す。 

図４から次のような事が判る、 
１）周波数を変えるための Movable Box が電流密度

の高い Stem に接触してない、 
２）Movable Box が Dee に近づくと Dee とアース間

の容量が増え、共振器のインダクタンスも増える、
逆に離れるとインダクタンスも容量も減る。従っ
て少ないストロークで大きく周波数が変わる、 

３）Stem が中心軌道に近いため最外周部分の電圧
が高くなる。 
図５に建設中の共振器の写真をしめす。空胴部の

全高は２ｍを少し超える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５: 制作中の可動箱型可変周波数加速空胴。 
右側が軌道中心側、上下中心部が Dee、白く光って
いるのが可動箱、左側から突き出ている箱が
Frequency tuner。 
 
2.3 可動箱型共振器性能 

  図６に計算値及び測定された Q―値とシャント
インピーダンスを示す。絶対値は多少合わないが
傾向はよく合っている。当然必要周波数範囲はみ
たしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６: Q-値とシャントインピーダンス（R ｓ）。 
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図７に半径方向に対する相対的電圧分布を示す。
必ずしも理想的電圧分布では無いが、半径方向に増
加する電圧分布が得られている。 
図８に２２０ kW の入力において加速可能なイオ

ン種をしめす。予定されたイオンのすべてが加速可
能と予想される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図７: 半径方向相対的電圧分布。 
パラメーターは共振周波数である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図８: 加速可能なイオン。 
Vin が入射部電圧の制限で、Ve が引き出し部の電圧
制限。曲線より下が加速可能。 

3. リングサイクロトロンの高周波増幅器 
リングサイクロトロンの高周波系の設計にとって

理研可変エネルギーリニアックの高周波電力投入試
験の経験が非常に役に立った[5]。ちなみに私はリニ
アック建設には直接関与していない。まづ第一は寄
生振動の原因を見つけ、いかに解決するかであった。
次にマルチパクタリングをいかに乗り越えるかで
あった。この二つを解決すれば、増幅器（AMP）は
設計性能を発揮した。第一の問題に対しては、当時
の AMP は陰極接地型であったのを、格子接地型に
した。そして AMP 各部に容量性電圧ピックアップ
を設置した。第二の問題に対しては早い繰り返しの
パルス励振回路を用意した。 
 
3.1 格子接地型終段増幅器 

格子接地型増幅器は入力インピーダンスが陰極接
地型に比べ遙かに低い（今回は数Ω）ため周辺ノイ
ズに対し安定であると言われている。図９に中間段
増幅器、終段増幅器、共振器の結合図を示す。図か
ら判る様に終段増幅器の第一及び第二格子は１５０
００ｐ F の大きな容量で高周波的に接地されている。
そして陰極は負荷整合回路を介して中間段増幅器に
よって励振される。この整合回路の利点の一つは格
子接地型増幅器にもかかわらず、格子に面した陰
極が直流的に接地されていることにある。また中
間段増幅器と終段増幅器の整合が一つの Cathode 
tuning capacitor で可能である。それから、終段増
幅器は負荷整合可変容量（Ｃｓ）により給電線（５
０Ω）と整合がとれている。また給電線と共振器も
可変容量（Ｃｆ）によって整合がとられている。こ
の増幅器は周波数範囲において安定に動作したが４
０ MHz に於いて不安定だった。原因は第一第二格
子間の８０ MHz の寄生振動であった。原因は先に
述べた電圧ピックアップによりただちに発見され改
良が行われた[6]。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図９: 格子接地型終段増幅器と中間段増幅器及び共
振器の結合図。 
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なお数年後建設された大阪大学核物理センターの
リングサイクロトロンの AMP system は当時の池
上所長の決断によりこれと同じ方式が採用された。
その後、理研リアックの終段増幅器に使用されてい
た RCA4648 の供給が中止されるのに伴って AMP
改造が行われた。その際にも本方式が採用された。 
 
3.2 パルス励振の効果 
 使用したパルス励振用のパルサーの仕様は、 
立ち上がり時間：２０ ns 以下 
Duty     ：１０～９０％ 
繰り返し周波数：１ kHz～１ MHz 
と非常に可変範囲の広いものであった。 

図１０にマルチパクタリング時のパルス励振した
場合の説明図を示す。A 図は正常に共振器が励振さ
れた場合である。B 図はマルチパクタリングが起
こった場合で、放置すれば放電部または増幅器が損
傷される危険性がある。C 図は同じ信号レベルでパ
ルス励振した場合で、正常電圧は発生しないが、安
心してベーキングが出来、共振器を大気にした後な
どに適している。D 図は早く加速電圧を発生させた
い場合、必要電圧より高いパルス励振を行い、電圧
が立ち上がれば feed back を効かせて、必要電圧に
戻す方法である。これにより簡単に必要加速電圧を
発生できた。実際サイクロトロン会議に訪れた外国
の技術者に、マルチパクタリングを乗り越えるのに
何日かかったか質問され、励振後すぐ電圧はかかっ
たと答えたら、信じられない様な顔をしていたのを
覚えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１０: パルス励振模式図。 
実線が共振器電圧、破線は何も無い時の共振器電圧、
点線がパルス波形。 
 

4. 産業用高周波電子線照射装置 
標記装置開発は、電気興業（株）に於いて、１９

９１年より開始された。当時の産業用加速器は、３
００ keV 以下は長いフィラメントからカーテン状の
電子を加速するタイプであり、１ MeV 以上はビー

ム状のコッククロフト加速器が多かった。カーテン
状の加速器は多段ギャップが難しく、１段ギャップ
で最大加速エネルギーは３００ keV が限度であった。
そこで３００ keV~９００ keV のシングルギャップ
の高周波加速器を開発することにした。最高エネル
ギーを９００ keV にしたのは、これ以上だと高周波
電力損失が大きくなりすぎる事、及び１ MeV 以下
だと遮蔽さえ出来ていれば法律上放射線発生装置と
見なされない利点があったためである。平均電流値
は１０ mA を目標とした。また高周波電力損失を減
らすため、Duty は１０％とした。その結果高周波
の Beam acceptance が１０％とすると電子銃の放出
電流は１ A が必要になる。これを出来るだけ下げ
るため、入射側ステム内に自動バンチシステムを取
り付けた。また複雑で高額な他励振方式を避けて自
励振方式とした。 

商標をエレクトロンシャワーと命名した。最初は
３００ keV、次に６００ keV が開発されたが、９０
０ keV は設計のみで終わった。以下に６００ keV 
（以下 ES ６００と記す）の概要を説明する[7]。 
 
4.1 ６００ keV エレクトロンシャワー概要 
図１１に完成した ES ６００の写真を示す。右側

の黒い箱が高周波発振器である。非常にコンパクト
な事が判る。また表２に自励振回路の仕様を示す。
この様に小さな箱でパルスとは言え１６０ kW の出
力が可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１１: 完成した ES ６００。 
 

表２: ES ６００の高周波系仕様。 
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図１２に ES600 の断面図を示す。引き出し膜は３
０μのチタン膜で照射幅は２５ｃｍである。その他
については図中に示されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１２: ES ６００断面図 
 
4.2 ES の自励発振方式 

 この自励発振のアイデアは、3.１のリングサイク
ロトロンの寄生振動発振の考察から生まれた。図１
３にその原理を示す。図中 G2 バイパス容量に発生
した高周波電圧を、振幅及び位相が丁度発振条件に
合うように二重同軸のパラメータを調節し、G １陰
極間に feed back する方法である[8]。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１３: 自励発振の模式図。 

4.3 ES のビームバンチ方式 
 図１４に自動的にビームをバンチする入射側ステ
ムの写真を示す。このアイデアは図３の１／４波長
共振器の実験結果の考察から得られた。すなわちス
テムのキリカキの中にステム軸方向に発生した電圧
がビームをバンチするのである。これにより電子銃
の電流が２５０ｍ A で平均電流１０ｍ A が得られ
た。またエネルギーの半値幅は４％であった[7,9]。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１４: ビームバンチ機能を持つ入射側ステム。 
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