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陽子加速器におけるWE7000ネットワークの構築

WE7000 Network for KEK Proton Synchrotron

高速光通信，プラグ＆プレイ機構など最新のテクノロジーを駆使し，新しいコンセプトに基づくPC（Personal

Computer）ベース計測器，WE7000シリーズのアプリケーション例を紹介する。茨城県つくば市の文部省高エネ

ルギー加速器研究機構（KEK）にある陽子加速器において，WE7000による光ファイバネットワークを構築した。

このネットワークにより，ベータトロン振動測定装置および，ニュートリノ振動実験用ビーム取り出し装置磁

界モニタが現在稼動している。これらの光による高速通信システムにより，これまで困難であった，リアルタ

イムでのパラメータ抽出，制御系へのフィードバックが可能になり，加速器運転上，非常に有効なシステムと

なった。
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A new PC-Based measurement system, WE7000, has been developed. The WE7000 is based on a

new concept and the leading-edge technologies, such as 250 Mbps high speed optical fiber network

and complete Plug&Play mechanism. This paper describes an application to the betatron oscillation

monitor and a magnetic field monitor of beam extraction system for neutrino experiment at 12 GeV*2

Proton Synchrotron(PS) Accelerator in High Energy Accelerator Organization(KEK).It was found that

these system are very effective in the operation of the accelerator.

図１　WE7000による光ネットワークの概要

1. は  じ  め  に

PCベース計測システム，WE7000のアプリケーション

事例を紹介する。当社は，1996年より，茨城県つくば市

の文部省高エネルギー加速器研究機構殿（KEK）にある，

12GeV陽子加速器（PS, Proton-Synchrotron）において，

WE7000を使用した各種信号モニタおよび制御システム

について，KEK加速器制御グループと共同研究を行って

きた。本稿では，そのうち，ベータトロン振動測定シス

テム（チューンメータ），および，ニュートリノ振動実験

用陽子ビーム取り出し部モニタへのWE7000の適用につ

いて報告する。図１は陽子加速器施設における，

WE7000ネットワークの概要である。

KEKにおける，陽子加速器のメインリングは周囲長約

300 mの円形を成す構造をしており，リングの周囲には４

つの制御・観測機器用の側室がある。これらの機器は中

央制御室から集中的に制御可能となっている。今回の

WE7000システムは，このうち，中央制御室，第１側室

および第２側室にWEステーションを設置し，それぞれ

の間を約300 mの光ファイバで接続している。この光ファ

イバはWE7000の特長的な通信手段であり，250 Mbpsの

速度で通信できる。中央制御室のWE7000ステーション

はWindowsNTベースのPCに接続されており，アプリ

ケーションソフトウェアはこのPCによって実行される。

今回の共同研究は，加速器施設のような高電圧，高レベ

ル放射線等の劣悪な環境においての光通信の信頼性を試

す試験にもなった。
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2. システム概要

2.1 ベータトロン振動測定

加速器メインリングはその中に陽子ビームを円形に曲

げるための40台の偏向電磁石，および，同ビームの発散

を抑えるための56台の収束電磁石がほぼ等間隔に配置さ

れている。加速器内の陽子ビームは約６MHzの高周波電

界にいわば，波乗りの形で乗ることにより加速されてい

る為に，時間にして約80 ns程度の固まりになっている。

この一固まりをバンチと呼ぶ。一つのバンチは約10 12個

の陽子により形成され，メインリング内にはこのバンチ

が一時に９個存在し，約1.5μsの時間で加速器を１周して

いる。陽子そのものはプラスの電荷を持っており，その

数が膨大なためにお互いに電気的に反発し合い，短時間

で発散してしまう。これを防ぐために，加速器内にはこ

の発散力を打ち消し，且つ強制的な収束を行う目的で収

束電磁石を配置する。理想的な状態では，収束された

ビームは常に加速管内の中心を運動することになるが，

実際には種々の要因により，中心軌道からある周期を

もって偏芯した軌道を運動する（ベータトロン振動）。こ

の状態で加速管内に設置された電極でビーム強度を観測

すると，ビームの回転周期のほかに，偏芯の周期をもっ

た信号が観測され，この周波数をチューンと呼ぶ。

2.1.1 システム構成

図２にチューン測定システムの構成図を示す。２台の

WE7000ステーションより成り，１台は中央制御室，も

う１台は第１側室に設置した。両者は約300 mほど隔てて

おり，その間を光ファイバで結んでいる。

中央制御室には4スロットのWE7000ステーション

WE400を置き，ビーム波形観測用にWE7111 100 MS/s

ディジタルオシロスコープモジュール（DSO）が挿入され

ている。側室内に設置された，同じくWE400には，2台

のWE7 1 2 1ファンクションジェネレータモジュール

（FG），WE7131パターンI/Oモジュール，および，

WE7111 DSOモジュールが実装されている。また，陽子

ビームに高電界を印加するためのパワーアンプ（最高出力

１kW）とそれの制御用のコネクションボックスが置かれ

ている。２台のWE7121 FGはそれぞれ，帯域制限された

ホワイトノイズ，および，振幅制御のためのエンベロー

プ信号を任意波形発生機能により出力する。WE7131パ

ターンI/Oモジュールはパワーアンプの電源ON/OFFお

よび，温度上昇などの異常検出を行う。チューンの測定

は，まず，第１側室内に設置されたFGモジュールによっ

て疑似ノイズ波形を発生し，増幅して加速器内の陽子

ビームを電気的に蹴り，振動を誘起する。その振動を同

じく加速器内の既設モニターにより検出し，中央制御室

のWE7111 DSOモジュールでディジタイズして収集し高

速フーリエ変換（FFT）を施して周波数成分を観測するも

のである。

図３にこの装置によるチューンの測定結果を示す。

同図において，上側が時間軸波形，下側が周波数軸波

形である。基本周波数である，ビームの周回周波数の他

に，ベータトロン振動による，サイドバンド成分が検出

されているのがわかる。本システムにより，従来手動作

業を介在せざるを得なかったチューン測定が，リアルタ

イムで測定可能になり，これによって，加速器制御パラ

メータへのフィードバックがスムーズに行えるように

なった。これは，特に，加速器運転立ち上げ時に非常に

有効である。

図２　チューン測定システム



陽子加速器におけるWE7000ネットワークの構築

47 横河技報　Vol.44 No.1 (2000)

キッカー電磁石（７台）� 磁界検出�

陽子ビーム�

磁界信号�

WE7111 100 MHz ディジタルオシロスコープモジュール�

ビーム信号�

47

2.2 ニュートリノビーム発生用ビーム取り出し電磁石モニタ

KEK陽子加速器では，1999年２月より，大強度の陽子

を加速後取り出して，ターゲットに衝突させることによ

り，ニュートリノを発生させるプロジェクトが進行して

いる。これは，約250 km離れた岐阜県神岡町にある東京

大学宇宙線研究所に設置されている，通称スーパーカミ

オカンデと呼ばれる大規模ニュートリノ検出器へ筑波か

らニュートリノを射出し，250 kmの遠距離伝播中での

ニュートリノの相転換を観測することを目的としたもの

である（図４）。

この観測は，銀河の隠された質量の起源探査や，これ

までの素粒子理論を統一する大統一論の検証を行う世界

初の実験である。今回は，このシステムのうち，加速さ

れた陽子ビームを瞬時に加速リングより取り出し（「早い取

図３　チューンの測定結果

図４　長基線ニュートリノ実験

図５　ビーム取り出しモニタシステム

り出し」，Fast-Extraction），ニュートリノラインへ送る

部分のビーム取り出し用電磁石の磁界モニタをWE7000が

担当している。

2.2.1 システム構成

図５に磁界モニタの構成図を示す。

ビーム取り出し装置は７個の電磁石によって行われ，

加速のタイミングとこれらの電磁石の励磁タイミングを

うまく調整する必要がある。モニタシステムでは，８台

のWE7111 100 MS/s DSOモジュールを用い，そのうち

１台でビーム波形の観測，７台が磁界波形のモニタに使

用している。これらは，加速器システムが発生するトリ

ガ信号によって，８台が同時サンプリングを行う。これ

によって，各チャネル間にタイミング誤差は１クロック

（=10 ns）以下に抑えることができた。図６は1999年２月

３日に行われた，初めてのビーム取り出し実験の際の観

測波形である。最上部の波形がビーム信号，下の波形が
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図６　陽子ビームとキッカー磁界の観測波形

各電磁石の磁界波形である。磁界の発生によって，ビー

ム信号が消滅し，メインリングから取り出されているこ

とがわかる。このモニタ上でタイミング測定を行いその

結果を電磁石の電流制御システム（PLCで構築）に渡し，

最適なタイミング制御を行う。

4. 今後の課題

今回の共同研究において，加速器施設のような高電磁

界，高ノイズの環境においても，WE7000の光ファイバ

通信によって，実用的なシステム構築可能なことが実証

された。特に，高速通信によって，いままでできなかっ

たリアルタイムでのパラメータ抽出，制御系へのフィー

ドバックが可能になり，加速器運転上，非常に有効なシ

ステムとなった。今後は，さらに，ブースターリングに

おける，ビームモニタシステムや，複数のアプリケー

ションの統合システムなどについて研究・実験を続けて

いく予定である。また，チューンメータシステムについ

ては，今回は水平方向の振動のみを検出したが，現在，

垂直方向の振動も同時に検出するシステムを開発中であ

る。最後に，本研究において，施設の提供，技術指導お

よび，有益なアドバイスをいただいた，高エネルギー加

速器研究機構陽子加速器制御グループ木代純逸助教授に

深く感謝いたします。
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