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「「「「１１１１」」」」研研研研究究究究目目目目的的的的

現在、理化学研究所と放射線総合医学研究所の加速器研究施設において、RI ビームと陽子標的

を逆運動学で用いた(p,pN)核子ノックアウト反応の実験研究を行っている。この実験は、入射 RI

ビーム中の束縛核子と標的陽子の準弾性散乱により入射原子核の空孔状態を生成し、不安定核中核

子の単一粒子軌道に関する情報を得る事を目的としている。従来、安定核での単一粒子軌道に関す

る情報は、(p,d)等の核子ピックアップ反応や(d,p)等の核子ストリッピング反応によって行われて

きた。しかし、この方法を不安定核ビームに応用する場合には入射エネルギーをフェルミエネルギ

ー以下に下げる必要があり、ビーム強度や品質が極端に低下する事から実験的に困難を伴う。一方

核子ノックアウト反応は、入射エネルギーがフェルミエネルギーより充分高いエネルギー領域に適

した反応であり、RIビームファクトリーでの高い入射エネルギーを生かせる反応の一つである。

これまでは、理化学研究所加速器研究施設での100AMeVエネルギー領域や、放射線総合医学研

究所での 250 AMeV エネルギー領域で実験を行ってきた。標的として最適なのは不純物を含まな

い液体／固体水素標的であるが、これまでは技術的困難によりポリエチレン標的で代用してきた。

ポリエチレン標的は水素以外に炭素を含みバックグランドを生じる為、ポリエチレン標的から炭素

標的のデータを差し引く事が必要となる。陽子分離エネルギーが小さい領域では、残留核からの崩

壊粒子を前方で同時検出する事によりほぼバックグランドが無い状態で測定を行う事が可能である

が、陽子分離エネルギーが大きい領域ではバックグランドが９０％以上を占めてしまい差引き法で

分離エネルギー分布を求めるのはほぼ不可能に近い。この為には、液体／固体水素標的の使用が必

要不可欠になる。

液体水素標的は標的厚を一定にするのが難しい為、エネルギー損失の大きな RI ビームには不適

当である。固体水素標的については、ここ数年高エネルギー研究所の石本氏達の協力を得て開発を

行ってきた。厚さが一様な固体水素標的を作り、実験期間程度保持できるめどがたったため、固体

水素標的と各種検出器架台を一体とした固体水素標的・検出器架台一式を製作する。

「「「「２２２２」」」」装装装装置置置置概概概概要要要要

装置の概要を図図図図２２２２—１１１１に示すが、一体として移動と高さ調節・固定が可能であり、以下の７つ

の部分からなっている。なお各種検出器に関しては既存の物を利用できるように検出器架台を設計

する。

１）ビーム検出器架台

標的に入射する RI ビームの粒子識別を行うビームシンチレータ検出器と位置・方向を検出す

るビーム位置検出器(BDC)の位置調節・固定用の架台。
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１）固体水素標的と真空散乱箱

厚さ5-10mm、直径30mmの固体水素標的、水素の冷却ブロック、4K温度で固体水素を生成

する為の冷凍機頭部、熱シールド、とその内部全体を約 10-6torr の真空に保つ真空散乱箱から

なる。真空散乱箱表面には、入射粒子、前方放出粒子、(p,2p)反応からの２個の陽子を通す薄

い窓がつく。

１）真空装置とガス処理装置

真空散乱箱の中高い真空に保つ、ターボ・ロータリーポンプ、真空測定計器、と水素標的用

のガス処理系からなる。

１）陽子検出器系回転架台

(p,pN)反応で放出される２個の高エネルギー陽子のエネルギー・方向を測定する２セットの陽

子検出器系の位置・角度を調節・固定する為の回転架台。なお、陽子検出器系は∆E 検出器、

陽子用drift chamber(PDC)、NaI(Tl)検出器からなる。

１）前方検出器架台

(p,pN)反応で生成される空孔状態からの放出粒子はほぼ零度方向に放出されるが、それらの入

射核破砕片の位置・角度を測定する前方検出器であるForward drift chamber (FDC1)の位置調

節・固定を行う架台。

１）架台テーブルと回路用ラック

約 1.5mx1.5m の広さのテーブル上に、固体水素標的、真空散乱箱、陽子検出器系回転架台、

前方検出器架台がセットされる。 両側面は、各種検出器用回路を収容するNIMビン、CAMAC

クレート、高圧電源、位置検出器用AmpDiscriクレート等の為のラックを兼ねる。

１）その他付属品

種々の架台の位置調節用治具と、通常のポリエチレン／炭素標的を使用する標的架台を含む。

「「「「３３３３」」」」装装装装置置置置のののの構構構構成成成成とととと仕仕仕仕様様様様

（（（（３３３３—１１１１））））架架架架台台台台全全全全体体体体にににに関関関関ししししてててて

①. 装置の高さに関して：

• 床面とビーム高の間隔： 1243 mm（最小値：床の高さの非一様性による）

• ビーム高と移動用車輪下までの間隔： 1235mm で設計する。この為、アジャスターに

よるジャッキアップの距離は、8mm から13mm必要

• テーブル表面とビーム高の間隔： 253 mmとする。

①. 全体としての移動／固定方法：

架台の４隅に移動用車輪と高さ調節用アジャスターをつける。
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（（（（３３３３ーーーー２２２２））））支支支支給給給給品品品品

①. 4K冷凍機頭部と冷凍機付属品

冷凍機頭部と冷凍機本体は、既存の物を用いる： 型番 Sumitomo RDK-415D(1.5W)

資資資資料料料料１１１１を参照のこと。

②. 各種検出器

• ビームシンチレーター、ビーム Drift chamber (BDC)

• 陽子検出器（∆E検出器、陽子用 Drift chamber(PDC)、NaI(Tl)検出器）

• 前方検出器（前方 Drift chamber, FDC1）

（（（（３３３３—３３３３））））ビビビビーーーームムムム検検検検出出出出器器器器架架架架台台台台

③. 既存のビームシンチレーターとビーム Drift chamber (BDC)を載せる架台は、BDCのwireを

直接下流側のトランシットで観測する事により、上流／下流／左右上下方向の位置調節と固

定を約+-0.1mmの精度で行える様にする。

④. 既存の部分を図図図図３３３３ーーーー１１１１に示すが、図中の４本のM12ボルトが今回製作する架台へ固定され、

上下方向の位置調節を行う。なお、調節／固定用ボルトの間隔は、470mmx330mm。

⑤. BDC の上面と左右側面には Pre-Amp が各３台つくので、標的／散乱箱の支持構造と干渉し

ないようにする。

⑥. ビームの標的上での位置決定精度を良くする為、BDC 下流側窓と水素標的用真空散乱箱上流

側入射窓の距離は可能な限り短くする： BDC 下流側窓と標的中心の距離は、150mm 以下

とする。

（（（（３３３３—４４４４））））固固固固体体体体水水水水素素素素標標標標的的的的とととと真真真真空空空空散散散散乱乱乱乱箱箱箱箱

①. 標的中心は、架台テーブルの上流側から150mmとする。

②. 固体水素標的本体と標的押さえ板：

• 直径30mm。厚さは5mmの物と10mm の物を両方用意する。

• 水素標的側面は、同じ厚さの銅製ブロックで冷却する。

• 銅製冷却ブロックの上流側と下流側表面には約 4 ミクロン厚以下のアラミドを張り、水

素ガス（固体）と真空膜との境界とする。

• 銅製冷却ブロックは、冷凍機頭部に接続されて冷却される。

• 外部ガス処理系からの水素ガスは冷却ブロックへ導かれ、冷却されて固体化する。

• 固体水素の生成中は冷却ブロックの上流と下流側を２枚の標的押さえ板でおさえ、一様

な厚さの固体水素を生成する。

• 生成後、引き抜き機構により標的押さえ板を下側に引き抜き、標的への入射粒子や標的
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からの放出粒子と干渉しない様にする。測定時はこの状態で用いる。

③. 熱シールド：

• 水素標的、冷却ブロック、冷凍機頭部は銅製の熱シールドで覆い、外部からの輻射熱を

遮る。

• 熱シールドの入射ビーム、前方粒子、２個の陽子が通過する部分は孔を開け、粒子を遮

らないようにする。なお外筒の孔の位置とも関係するが、粒子を遮ってはいけない領域

を図３ー２に示す。

④. スーパーインシュレーター

• 熱シールド外側にはスーパーインシュレーターを巻き輻射熱を遮る。このスーパーイン

シュレーターは粒子が通過する熱シールドの孔の部分も覆うので、１ー４ミクロン以下

の薄いアルミナイズドマイラーを使用する。又この膜が次で述べる散乱箱外筒と接触し

ないように注意する。

⑤. 真空箱外筒：

• 真空箱外筒は、固体水素本体、冷却ブロック、押さえ板、押さえ板引き抜き機構、熱シ

ールド、冷凍機頭部を収容する真空箱であり、内部を約10-6torrの真空に保つ。外筒は、

直径の異なる外筒上部と外筒下部からなる。

• 真空箱外筒は、架台表面からの支持構造によって支持される。真空系のノイズ等を避け

る為、この支持構造は架台の他の部分とは電気的に絶縁する。又、可能な限り、ターボ

やロータリーの振動が架台の他の部分に伝わらない構造にする事が望ましい。

• 水素標的を架台の中心に一致させることができるような、位置調節と固定機構を有する。

• 外筒下部のみを取り外す事が可能な構造にする。

⑥. 真空箱外筒下部

• 外筒下部は、固体水素本体等を収容する部分であり、検出器を真空箱外筒下部になるべ

く接近して設置可能にする為に、その外径はなるべく小さくしたい：外径は 130mm と

する。

• 外筒下部には、熱シールドと同様に、入射ビーム、前方粒子、２個の陽子が通過する部

分は孔を開け、粒子を遮らないようにする。粒子を遮ってはいけない領域を図図図図３３３３ーーーー２２２２に

示す。孔の部分には約50ミクロン厚以下のカプトン膜又はアラミド膜を張り、真空と大

気の境界窓とする。この膜厚はより薄い方が望ましい。

⑦. 真空箱外筒上部

• 外筒上部は、主に冷凍機頭部を収容する部分である。

• 外筒上部には次の部品をつける。なお、BDCと干渉しないように位置／方向に注意する。

• 真空計用のポート(NW25) ２ー３個

• 手動ゲートバルブと150 l/secのターボポンプへの接続フランジ
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• 水素ガスの導入バルブ

• 釣り上げ用ボルト

（（（（３３３３—５５５５））））真真真真空空空空装装装装置置置置ととととガガガガスススス処処処処理理理理装装装装置置置置

以下の物を架台と独立したラックとして製作する。

①. ターボポンプ関連

真空散乱箱に直接つけられたターボポンプ用のコントローラー、ロータリーポンプ、ターボ

とロータリーポンプ間の接続ホース、状態表示盤等。

②. 真空計表示部

③. 水素標的関連

水素ガスボンベ、窒素ガスボンベとの接続ポート、水素ガスリザーバー、流量調節用バルブ、

流量計、冷凍機頭部と冷凍機本体との接続用ケーブル／ホース、各点での圧力計等

（（（（３３３３—６６６６））））陽陽陽陽子子子子検検検検出出出出器器器器系系系系回回回回転転転転架架架架台台台台

①. ２セットの陽子検出器系の設置角度（０度から９０度）と標的中心からの距離を調節・固定

する為の回転架台。

②. 支給部分である既存の検出器とスライド機構を図図図図３３３３ーーーー３３３３に示す。点線部分を製作する。

③. 陽子検出器は、ΔE検出器、陽子用drift chamber(PDC)、NaI(Tl)検出器の３つの部分から成り、

各々独立に標的中心からの位置を調節可能である。 その為には、図３ー３の部分を図図図図３３３３ーーーー

３３３３AAAAの様な断面を持つテーパーつき板の上に載せる必要がある。

④. ２セットの陽子検出器系の設置角度を調節／固定する為に、上記のテーパーつき板を２つの

同芯円（半径 300mm と 600mm）状のTHK製レール（型番：HCR15 A+60/300RとHCR35

A+60/600Rを使用）上を移動／固定可能にする。THKレールは各々３本を使い180度をカバ

ーする。

⑤. レール下面（テーブル上面）から検出器中心（ビーム高）までの距離は253mmとする。

⑥. テーパーつき板の最前面は標的中心から200mm、その長さは700mmとする。

⑦. テーパーつき板を交換可能な様に、テーブル、レール、レールブロック、スペーサー板、テ

ーパーつき板の順で固定する。

⑧. スペーサー板は、中心に向かう角度精度 1mrad 程度でレールブロックに固定する。スペーサ

板、テーパーつき板には上面と外側側面にケガキ線をつける。スペーサー板とテーパーつき

板は同じ長さとする。

⑨. スペーサー板最外側の側面に、テーブル上の角度けがきを読み取る指示板を正確な位置につ

ける。

⑩. スペーサー板の左右外側の側面に、レール上でテーパーつき板を固定できる機構をつける。
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なお、締め付ける時にレール上を回転しないような機構にする事。

⑪. テーブル上には１度おきに角度目盛り（ケガキ線）をつける。目盛りをつける範囲は、標的

中心からの距離で、180mmから950mmまで。

⑫. +-90度の位置には、レールからレールブロックが脱落しないようにストッパーをつける。

（（（（３３３３—７７７７））））前前前前方方方方検検検検出出出出器器器器架架架架台台台台

①. 前方検出器として図図図図３３３３ーーーー４４４４に示すdrift chamber (FDC1)を用いるが、この位置検出器の左右方

向の位置、ビーム軸に対する角度（90度）、検出器ワイヤーの鉛直方向の位置、を調節／固定

する為の機構である。 設置に当たっては、下流側からトランシットで検出器ワイヤーを直

接観測する事により、約+-0.1 mm精度で位置の調節／固定を行う。

②. ベース板２への FDC1 の固定は、６本の M8 ネジにより行う。片側３本のピッチは 55mm、

その間隔は600 mmとする。ベース板２には計５本x２列のM8タップをあけ、FDC1を上流

／下流方向に55mm単位で移動できるようにする。

③. 左右の移動は間隔240mmの２本のTHKレール（型番HSR15A）上をベース板１を動かす事

で行う。ベース板１には２つの位置固定機構（型番CP15H）を左右につける。レールの両端

には脱落防止のストッパーをつける。

④. THKレールは、テーブルの下流側から145mmと385mmの位置に設置（ピッチ240mm）す

る。

⑤. ベース板１の位置調節後、FDC1 全体をビーム軸上から移動できるように、ベース板１につ

ける位置固定機構と同じ物を、２個用意する。

⑥. ベース板１の上でベース板２の左右／上流下流／鉛直角度調節と固定を行う機構にする。

（（（（３３３３—８８８８））））架架架架台台台台テテテテーーーーブブブブルルルルとととと回回回回路路路路用用用用ララララッッッックククク

①. 架台テーブル表面には、２組の回転レール、２組の直線レールを固定する板（厚 20mm、材

質A5052とする）がのる。THK製レールの設置条件を考慮し、テーブル板を載せる架台本体

上部の平面度には十分注意する事。

②. 表面の板は２つに分けず、１枚の板を使用したい。ジュラ板規格の最大値

（1550mmx1524mm）と下で述べるEIAラック規格を考慮し、1550mmをビーム軸方向に用

い、ビーム軸に垂直な方向の大きさを1524mmとする。図１を参紹のこと。

③. 標的中心は、テーブルの上流側から 150mm とする。その位置には真空箱外筒を下側に引き

抜けるように直径300 mmの穴をあける。

④. テーブル上のけがきについて

• 標的中心を通る、０度線と９０度のけがき線

• １度間隔の角度を示すけがき線：標的中心からの距離で、180mmから950mmまで。
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⑤. ラック

側面には各３列の EIA 規格のラック用タップを設置する。タップの位置は上下方向に関して

中心振り分け。なお、支柱間の間隔は450mmとする。

⑥. 装置の高さに関して（再録）：

• 床面とビーム高の間隔： 1243 mm（最小値：床の高さの非一様性による）

• ビーム高と移動用車輪下までの間隔： 1235mm で設計する。この為、アジャスターに

よるジャッキアップの距離は、8mm から13mm必要

• テーブル表面とビーム高の間隔： 253mmとする。

②. 全体としての移動／固定方法：

架台の４隅に移動用車輪と高さ調節用アジャスターをつける。アジャスターは固定時にトル

クにより位置がずれない機構の物を用い、又なるべく床の上で滑らない製品を用いる。

（（（（３３３３—９９９９））））そそそそのののの他他他他付付付付属属属属品品品品

①. 陽子検出器回転架台のスペーサー板を固定する場合の治具。

角度精度を出す為に必要。

②. 標的中心をカバーする板

標的中心には直径300 mmの穴が開いている為、基準点としてに標的中心を得る事が難しい。

位置調整時の為に、直径 300mm の穴とはめ合いの円盤で、その表面とテーブル表面が一致

するような治具を製作する。治具表面には０度と９０度のけがき線を入れる。この治具は、

下側からテーブルにボルトで固定する。

③. ポリエチレン／炭素標的用の標的架台

固体水素標的を使わない場合にも同様な実験ができるように、ポリエチレンと炭素の stack

標的を固定する架台を作る。上記と同じ直径 300mm のはめあいの円盤上に標的支持架台を

載せる。使用する標的ホルダーを図図図図３３３３—５５５５に示すが、ホルダーは標的架台に３本の M3 ネジ

で固定する。ポリエチレン標的を標的中心へ設置し、炭素標的はその 10mm 上流側に設置す

る。

「「「「４４４４」」」」添添添添付付付付資資資資料料料料とととと図図図図面面面面

• 資料１： 使用する4K冷凍機（ Sumitomo RDK-415D(1.5W) ）のカタログ

• 図２—１： 本装置の概略図。なおこの図には支給品も含まれている。

• 図３—１： 支給される BDC 検出器と架台の一部。 M12 のネジ部により上下方向の位置

調節を行う。

• 図３—２： 熱シールドと真空箱外筒下部で、入射粒子、前方粒子、２個の陽子が通過する

領域を示す。
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• 図３—３： 支給部分の陽子検出器系とそのスライド機構。製作するのは点線で示されたテ

ーパーつきスライド板以下の部分。

• 図３—４： 前方検出器として用いるFDC1。６個のM8ネジで架台へ固定する。

• 図３—５： ポリエチレンと炭素用の標的ホルダー。

「「「「５５５５」」」」納納納納入入入入場場場場所所所所

理化学研究所 和光本所 仁科記念棟

なお、検収後、この装置１式は最終的には放射線医学総合研究所HIMAC加速器施設で使用するの

で、最終納入場所はHIMAC棟１階搬入室とする。

「「「「６６６６」」」」納納納納期期期期

２００２年１２月２日

「「「「７７７７」」」」そそそそのののの他他他他

設計、製作の段階で不明点や問題点がある場合は理研担当者に相談し、その指示に従う事。

「「「「８８８８」」」」監監監監督督督督員員員員、、、、検検検検査査査査員員員員

監督員： RIビーム科学研究室 小沢顕専任研究員

検査員： RIビーム科学研究室 主任研究員


















