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研究紹介ならびに
TIAによる研究推進
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CASA(応用超伝導加速器センター)

ILC(国際リニアコライダー計画)に向けた超伝導空洞の開発

Compact ERL加速器
を用いた産学連携 iBNCTにおける医学応用

• 超伝導加速空洞を用いた加
速器の開発を進めている。

• また、超伝導技術を用いた
他分野への応用展開も探索
している。
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超伝導加速空洞の特徴
• 荷電粒子の加速に用いる。
• 超伝導のおかげで、非常に小さな
空洞表面損失で、高い加速電圧を
実現することができる。
表面抵抗：数nΩ ← 常伝導の場
合の約100万分の1
例えば、1.3GHzニオブ製超伝導空洞
を2.0Kで運転する場合、10MV加速
(CW)時の表面損失は10W程度
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Qo=2πf x U / P
U:空洞の蓄積エネルギー [J]
P:空洞表面での損失 [W]
f: 共振周波数

Qo∝1/Rs
Rs:表面抵抗[Ω]

Eacc:加速勾配 [MV/m]超伝導加速空洞の高性能化
＝ 高加速勾配と高Q値の実現

加速勾配(Eacc) [MV/m]



ニオブ製超伝導空洞の
標準表面処理工程
(多量)電解研磨 ~100um
熱処理 800deg x 3h
周波数調整
仕上げ電解研磨 ~20um
超音波洗浄
HPR(超純水高圧洗浄)
空洞アセンブリ
ベーキング 120 deg x 48h
縦測定
内面検査

Heat treatment Pre-tuning

Electro-polishing High pressure rinsing

Cavity assembly Cavity inspection
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2010年頃、ニオブ空洞の表面処理方
法はほぼ固まりつつあった。



Sam Posen, TTC topical meeting at FNAL (2017)

冷却

磁束排除による磁場の増加

ニオブ製超伝導空洞は冷却時に磁束を捕捉する
⇒ 捕捉された磁束は空洞表面の抵抗となる

【対策】
・そもそも空洞周辺の磁場を十分小さくすること
・磁束を捕捉しずらいような冷却方法を取る(磁束排斥)

高Q値を実現
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新しい技術 ～磁束排斥～
~0mG

19mG trapped

2015年頃から「磁束排斥」や「窒素ドープ」手法による空洞性能の向上。
新たな表面処理方法の開発 ⇒ 超伝導特性や材料物性がより重要になった



TIAを絡めた研究の展開
2017TIA (TK17-026)
走査SQUID顕微鏡による超伝導ニオブ
加速空洞の表面抵抗の起源の解明

2018 TIA特別研究
ニオブ製超伝導加速空洞の高性能化
に向けたニオブ材料の開発研究

2021 TIA (TK21-035)
超伝導加速空洞における量子物性の可
視化（代表：NIMS・大井さん）

2019～2021
科研費 基盤研究(B) 19H04402
超伝導加速空洞の高Q値と高加速勾配の
実現のための現象解明と新規材料開発

加速器システムが得意な
KEK（高エネルギー加速器研究機構）

材料特性・超伝導技術に強みを持つ
NIMS（物質・材料研究機構）

× 空洞開発に向けタッグ！
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磁気光学イメージング法による高純度ニオブ中の磁束状態観測
磁場100 Oe中で温度降下
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type-II/1 superconductor

Vortex phase diagram of Nb

中間混合状態

磁束量子間に引力相互が生じる可能性がある。

𝜅𝜅 ∼ 0.78

Type-Iと Type-IIの境界値： 𝜅𝜅 = 𝑐
𝑐
≃ 0.707

高純度ニオブのGL parameter: 

空洞冷却過程での磁束排除のメカニズムを
理解するうえで重要な知見

近い
中間混合状態観察に成功

NIMS大井氏
Physical Review Bへ投稿中Kensei Umemori 2021/7/14 5第 回かけはし成果報告会 9
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新しい表面処理方法の開発

真空炉での200℃から
400℃での熱処理とい
う簡易な方法で、空洞
性能向上を実現できる
ことを発見した。

KEK・井藤氏
Prog.  Theo. Exp. Phys.
に投稿。受理。
https://doi.org/10.109
3/ptep/ptab056
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TIAを絡めたさらなる研究の展開
2017TIA (TK17-026)
走査SQUID顕微鏡による超伝導ニオブ
加速空洞の表面抵抗の起源の解明

2018 TIA特別研究
ニオブ製超伝導加速空洞の高性能化
に向けたニオブ材料の開発研究

2020 TIA (TK20-035)
小型超伝導加速器のための
ニオブスズ薄膜生成の研究

2021 TIA (TK21-039)
宇宙背景放射観測への超伝導
技術の応用展開

2021 TIA (TK21-035)
超伝導加速空洞における量子物性の可
視化（代表：NIMS・大井さん）

2019～2021
科研費 基盤研究(B) 19H04402
超伝導加速空洞の高Q値と高加速勾配の
実現のための現象解明と新規材料開発

競争的資金の獲得を目指し鋭意奮闘中！

Kensei Umemori 2021/7/14 5第 回かけはし成果報告会 11



TIAを絡めたさらなる研究の展開
2020 TIA (TK20-035)
小型超伝導加速器のための
ニオブスズ薄膜生成の研究

2021 TIA (TK21-039)
宇宙背景放射観測への超伝導
技術の応用展開

新しい超伝導材料による次世代
超伝導加速器への展開！
NIMSはニオブスズ超伝導線材開
発の経験を空洞製造に生かす！
東北大はニオブスズ超伝導加速
器の利用・用途を検討！
目標：試作機でのビーム試験

これまで超伝導空洞・超伝導電磁石開発
のために培ってきた超伝導技術・薄膜生
成技術を生かして、宇宙物理学の装置開
発に応用！
超伝導ミラー開発、磁場の制御・抑制。
KEK素粒子原子核研究所・東京大学と協
力し、新たな分野への展開！Kensei Umemori 2021/7/14 5第 回かけはし成果報告会 12



小型加速器のための
ニオブスズ薄膜生成の研究
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T=4K
• 臨界温度が高く(Tc=18K)、Nbの場合と
比べてQ値が高い（表面抵抗が低い）

• 4Kの運転においてQo～1e10のQ値が得
られ、低負荷運転が可能。

例えば、5MVの加速であれば、5W@4K
程度の負荷でCW運転可能

He冷凍機を用いず、小型冷凍機による
伝導冷却での小型超伝導加速器のCW(大
電流)運転が実現できる。
• He冷凍機がいらない！（電気のみ）
• 超伝導空洞の産業・医療応用を始め
とする汎用利用に最適！

なぜNb3Sn?

14Kensei Umemori 2021/7/14 5第 回かけはし成果報告会

LINAC2018, 
R.D. Porter

Supercond. Sci. Technol. 30(2017)033004, S. Posen

世界では熱拡散法によるNb3Sn空洞開発が進む



Nb3Sn R&D at KEK
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• 縦型真空炉を用いたNb3Sn 成膜システ
ムを構築

• Nbサンプルを用いて、Nb3Sn成膜パラ
メーターを調査・最適化。

• 1.3GHz単セルNb空洞に成膜し、Nb3Sn
空洞製造に成功 Kensei Umemori 2021/7/14 5第 回かけはし成果報告会 15

総研大・高橋氏より

[①Nucleation工程]  約500℃で塩化スズを飛
ばし、スズの核を作る。
[②Coating工程]  高温でスズ蒸気を飛ばし、
Nb3Snを成膜
[③Annealing工程]  表面の残留スズを拡散さ
せつつNb3Snを生成

①

③
②



サンプルを用いたNb3Sn成膜状態の観察(図は観察例)

Nb3Sn表面(SEM画像)
Nb3Sn断面(SEM画像)

Tin : 23.5±0.9 at%

Nb3Sn組成比測定(EDS)

18.1 ± 0.1 K

転移温度観測(SQUID)

温度[K]

磁
場

[O
e]

• SEM、SEM/EDS、MPMS(SQUID)、レーザー顕微鏡等を使っ
て成膜されたNb3Snサンプルの表面状態の観測を行ってい
る。

• Nb3Snが成膜されていることを確認。
• 表面状態、膜厚ならびに断面状態、Nb/Sn組成比、転移温
度、表面粗さ等の測定を行い、成膜パラメーターの最適
化に努めている。

• より滑らかな表面の実現が今後の課題。

総研大・高橋氏より
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Nb3Sn空洞の低温大電力試験
日本初のNb3Sn空洞成膜に成功

• 18K付近での超伝導転移を観測
• 4.2KにてNb空洞より高いQ値を得た。
• 最大加速勾配 10.8 MV/m

⇒ Nb3Snが成膜されたことを確認できた

• ただし、Nb3Sn本来のQ値と比較すると低目に出
ている。

• 成膜条件の最適化は今後の課題。

Nb3Sn空洞は、KEK-STFにて4.2K～1.7Kにおいて性能
評価を行った。

総研大・高橋氏より
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Bronze Process for mass production for 
commercial Nb3Sn multifilamentary wires

Oxygen free copper

Nb diffusion barrier                                                                                

Nb filaments                                                                                

Cu-Sn (Bronze) alloy 
matrix                                                                                Synthesis of Nb3Sn thick layer trough the 

diffusion reaction at the interface between 
Nb and bronze matrix by low-temperature 
heat treatment at around 650-700 oC. Nb3Sn reacted layer                                                                               

Residual Nb core                                                                               

Before ReactionAfter Reaction

NIMS・菊池
氏より
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Small Nb/Bronze clad tape as feasibility study

Hot pressing to Nb and Bronze blocks, which was 
packed in a stainless bag in a vacuum and was 
heated at 720 oC.

Nb thickness : 0.01 mm, Bronze thickness : 0.39 mm
Total thickness :   0.4 mm                                                                           

Hot pressing for initial cladding

Precision flat-rolling at room temperature

Precision flat-rolling at room temperature was applied 
after hot pressing to form tape specimen.

Nb(9.2K)

Nb3Sn
(14.4K) Nb3Sn

(13.5K)

(17.5K) (17.5K)

10 Öe 10 Öe

Cross-sections of Nb/Bronze clad tapes after the heat treatment
NIMS・菊池氏より
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Comparison to the grain size of Nb3Sn synthesized by (a) tin 
vapor process or (b) bronze process

※高温反応（1,000oC以上） ※低温反応（650-750oC）

(b) Bronze Process (Fine Grain)(a) Tin Vapor Process (Coarse 
Grain)

NIMS・菊池
氏より ブロンズ法の方が、粒界が細かく均一な成膜を実現しやすい
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Scale-up for fabrication of a half cell
①高品質板材の製造と組み立て

ニオブ ブロンズ 無酸素銅

②熱間クラッド圧延 ③冷間精密圧延

④ワイヤー放電加工⑤ドーナツ状円板（Nb/Bronze/OFC）⑥深絞りプレス成形（近日予定）
Nb

(0.5mm)

Bronze
(1.0mm)

Bronze
(1.8mm)

外径 260 mm

内径 53 mm

厚さ 2.8 mm

NIMS・菊池氏より

空洞製造を視野に入れた材料開発！
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Nb3Sn超伝導空洞開発に関するセミナー

ELPH seminar
講師： 梅森 健成、井藤 隼人、高橋 光太郎
題目： Nb3Sn超伝導空洞開発の世界動向とKEKにおける開発状況
日時： 2021年3月 25日（木）14：00～
場所： 電子光理学研究センター 三神峯ホール (+オンライン)

 参加者の超伝導加速器への期待は大きい（理由は下の長所）
 超伝導加速器を導入するにあたってのメリット・デメリット
（長所）大電流ビーム =>超高効率なRI製造を展開できる

反応断面積の小さいな物理現象の測定も可能になる
連続ビーム =>安定した高効率測定が可能（超高分解能・超精密測定）

（短所）大規模冷却システムが必要 →「冷却の壁」
 「4K運転可能なNb3Sn超伝導空洞」が普及の鍵

(目的)    国内外のNb3Sn超伝導空洞開発状況について関連分野の研究者への周知と情報交換、
また超伝導加速器の利用および大学など小規模施設への導入の可能性を探る。

参加者（47名）
主な所属機関
東北大、KEK、NIMS、九大、
秋田県産業技術センター、
秋田県・岩手県民間企業

次世代医療(RI内用療法)への応用
高効率RI製造

*超伝導加速器の“大電流・連続ビーム”は、低エネルギー(<100MeV)の素粒子・
原子核実験の精密測定に適している。新たな物理実験の可能性を秘めている。

（今後）
RI製造、低エネルギー物理実験に用いる、4K運転可能なNb3Sn超伝導加速器システム
（50MeV）の全体設計を行う。それにより開発課題をより明確にする。

超伝導
加速器

東北大学・
柏木氏より
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Nb3Snの開発項目
① Nb3Sn空洞単体での性能試験・性能向上
② 小型冷凍機による伝導冷却の試験
③ 小型冷凍機＆伝導冷却によるNb3Sn空洞の性能・冷

却試験
④ Nb3Snクライオモジュールの設計
⑤ フル装備のNb3Snクライオモジュール(小型冷凍機使

用)による性能・冷却試験
⑥ フル装備のNb3Snクライオモジュール(小型冷凍機使

用)によるビーム加速試験

Kensei Umemori 2021/7/14 5第 回かけはし成果報告会 23

赤：進行中
青：今年度よりスタート

東北大・NIMS・その他と協力しながら、早期にNb3Snクライオモジュールの
ビーム運転を実現したい。



まとめ
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まとめ
• TIAの枠組みを有効活用させていただいて、かなりダイナミックに
超伝導空洞および関連技術の研究を推進させていただいています。

• ニオブ製超伝導空洞開発、次世代のニオブスズ超伝導空洞開発を
進めるとともに、宇宙物理学への応用もスタートしました。

• TIAかけはしを足掛かりに、競争的資金の獲得に繋げています。
我々の特徴
・高電界の達成
・高Q値(低損失)の実現
・薄膜生成の技術
・表面処理の技術
・清浄化(クリーンルーム作業)技術

これらの技術にピンと来た方！
歓迎いたします。分野の横断は
構いませんので、ぜひお声かけ
ください。一緒に研究を進めま
しょう！
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ご清聴ありがとうございました。
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