(57)【要約】
【目的】 周回位相差および周回軌道差の帰還制御の開
始および停止が安定して行える粒子加速器の制御装置を
得ること。
【構成】 加速電圧の周波数と加速粒子の周回周波数と
の周回位相差により発生するシンクロトロン振動を抑制
するために周回位相差を帰還する周回位相差帰還回路
と、加速粒子の中心軌道に対する水平方向の軌道偏差を
抑制するために前記軌道差を帰還する周回軌道差帰還回
路と、これら各帰還回路に各設けられて各帰還信号をス
ムージングするためのフィルタ回路と、加速粒子の粒子
ビーム強度が所定のレベルになったとき前記各帰還回路
の動作許可信号を出力する比較回路と、この比較回路か
らの動作許可信号を前記各帰還回路に与えるタイミング
を制御するとともに、前記各帰還回路による帰還制御が
確立したとき各々のフィルタ回路を前記各帰還回路から
除外するタイミング制御回路とを備えている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】 加速電圧の周波数と加速粒子の周回周波
数との周回位相差により発生するシンクロトロン振動を
抑制するために前記位相差を帰還する周回位相差帰還回
路と、加速粒子の中心軌道に対する水平方向の軌道差を
抑制するために前記軌道差を帰還する周回軌道差帰還回
路とを備えた粒子加速器の制御装置において、前記周回
位相差帰還回路および前記周回軌道差帰還回路の各々に
設けられ各々の帰還信号をスムージングするためのフィ
ルタ回路と、前記加速粒子の粒子ビーム強度が所定のレ
ベルになったとき前記周回位相差帰還回路および前記周
回軌道差帰還回路の動作許可信号を出力する比較回路
と、この比較回路からの動作許可信号を前記周回位相差
帰還回路および前記周回軌道差帰還回路に与えるタイミ
ングを制御するとともに、前記各々の帰還回路による帰
還制御が確立したとき前記各々のフィルタ回路を前記周
回位相差帰還回路および前記周回軌道差帰還回路から除
外するタイミング制御回路とを備えたことを特徴とする
粒子加速器の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】［発明の目的］
【産業上の利用分野】本発明は、イオン等の粒子を加速
する粒子加速器の制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】イオン等の粒子を加速する粒子加速器と
しては、イオンシンクロトロンがある。図２はイオンシ
ンクロトロンの一例を示すもので、イオン源１にて生成
されたイオンは、まず線形加速器２である程度のエネル
ギーまで加速して、シンクロトロンへ入射する。シンク
ロトロンは図示したように、リング軌道上に分布して配
置した偏向電磁石３及び四極電磁石４等の発生する磁界
により、イオンビームを曲げて、収束することによりビ
ームが常に閉軌道上を周回するようにする。
【０００３】イオンビームは高周波加速空胴５の加速ギ
ャップ間で発生する電界により加速される。すなわち、
図上高周波加速空胴５のギャップ間に下から上へ来た陽
イオンは、上ギャップが負、下のギャップが正になる位
相で高周波電界が印加されているので、これにより加速
され（逆位相だと減速になる）、周回毎にエネルギーを
上げていく。この過程で、線形加速器２から入射した連
続均一なイオンビームは密度変調を受け、塊（以下バン
チという）になって周回する。このバンチ数は高周波加
速空胴５に印加した加速周波数と周回周波数（ビームが
１回転回るまでの時間の逆数）の比できまるハーモニッ
ク数と同一となり周回する。
【０００４】図３は、そのようなイオンシンクロトロン
の制御装置を示すものである。ここで、イオンシンクロ
トロンの高周波加速空胴５は、ビーム軌道に沿った断面
を示している。この高周波加速空胴５は、実際は同軸円
筒状をしており、内筒の中央部で導電部が切れて加速ギ
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ャップを形成している。そして、内筒は左右両端で外筒
を介して短絡されて、１／４波長同軸共振器を形成して
いる。
【０００５】加速ギャップの左右には、数十枚積層され
たフェライト環６が装填されており、四極管９のグリッ
ド電圧が基準動作点から正方向に変化すると、プレート
電流が図示した矢印方向に増加し、右側のフェライト環
６の磁束も図示した方向に増加する。
【０００６】一方、フェライトバイアス巻線７が左右の
フェライト環６と磁気結合するように８字状になって巻
かれているので、左側のフェライト環６にも右側と同一
方向で磁束が増加する。従って、内筒中央の加速ギャッ
プには、右側が＋、左側が−の極性の電圧が発生する。
【０００７】制御装置は、四極管９の高周波加速空胴５
の共振周波数を合わせるチューニング制御と、イオンの
周回周波数と加速周波数の位相差Δφにより発生するシ
ンクロトロン振動を抑制する周回位相制御及び周回軌道
差ΔＲを抑制する周回軌道制御等の帰還制御がある。
【０００８】チューニング制御は、四極管９の励振周波
数と高周波加速空胴５の共振周波数とを合わせるため
に、四極管９のグリッド電圧ＶG と加速ギャップで発生
した加速電圧ＶC との位相差をＶC −ＶG 位相差検出回
路１７を用いて検出し、この位相差が零となるように、
すなわち共振周波数に合うように、フェライトバイアス
電源８の直流電流を制御するものである。これは、フェ
ライト環６の変分透磁率μｓを変えて、チューニング制
御することによって共振状態を常に保って、四極管９の
電力が高周波加速空胴５へ有効に注入するようにして行
われる。
【０００９】次に、周回位相制御について説明する。
【００１０】線形加速器２から入射した連続均一なイオ
ンビームは加速電圧ＶC の影響により、密度変調を受け
てバンチ化し、シンクロトロンを周回する。そして、高
周波加速空胴の加速ギャップの極性が図３の右が＋の極
性のとき、正電荷を持ったイオンがその加速ギャップを
通過した時に加速される。そして、同一イオンがシンク
ロトロンを一周して再び加速ギャップを通過する際に、
加速ギャップの極性が同じになるように同期していれ
ば、更に加速される。従って、この同期制御により、通
常光速の１０％程度の入射イオンがバンチ化され、ギャ
ップ通過毎に加速し、ほぼ光速程度まで加速することが
できる。
【００１１】そして、この同期制御はイオンの速度増加
に比例して高周波加速空胴５の励振周波数を増加させる
ＶＣＯ１２（電圧制御周波数発振器１２）と静電モニタ
の一種である位相検出器１４によりイオンのシグナルＶ
B を検出し、加速ギャップで発生する加速電圧シグナル
ＶC からビーム位相差検出回路１６によりＶB とＶCの
位相差Δφを検出し、イオンと加速電圧が常に同期位相
になるように位相制御することにより達成される。
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【００１２】また、周回軌道制御は、イオンの真空ダク
ト内の中心軌道からの水平方向の偏差ΔＲをビーム位置
検出器１３とビーム位置検出回路１５とにより検出し、
この偏差ΔＲを補正する位置制御が必要となるので、こ
れを補正するために行われる。
【００１３】次に、周回位相制御および周回軌道制御の
開始タイミング制御は以下のように行われる。線形加速
器２より入射した連続均一なイオンビームは、高周波加
速空胴５内の加速ギャップで発生した加速電圧ＶC によ
り密度変調され徐々にバンチ化されていく。このバンチ
化されるスピードは加速電圧印加パターンに関係する。
一方、ビーム位相検出器１４およびビーム位置検出器１
３は静電型モニタであるため、入射直後の均一イオンビ
ームでは位相および位置検出ができず、バンチ化されて
始めて検出することができる。従って、バンチ完了以前
に周回位相差Δφ周回軌道差フィードバック制御を開始
すると、基準値に対する正常な偏差値が帰還されないた
め、フィードバック制御は暴走してしまう。これを回避
するために従来はイオンビーム入射タイミングからバン
チが完了するまでの時間経過後にフィードバック制御を
開始するタイムオリエンテェド制御を図示していないタ
イミング制御回路で行っていた。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、この制御開始
タイミングを、従来のように単に時間制御だけのタイミ
ング制御にすると遅延時間の設定が加速電圧パターンに
依存するため設定値の決定に手間がかかり、場合によっ
ては試験運転等を行って決定する必要がある。更にビー
ム出射（シンクロトロンより加速ビームを取り出す運
転）にも同様に出射直前にフィードバック制御を停止す
るタイミング制御が必要であり、また高周波加速制御装
置以外の原因で突然イオンビームが消失した場合には、
フィードバック制御の暴走を回避することは不可能であ
った。更にフィードバック制御開始直後の状態で基準に
対する偏差値が多大である場合は、フィードバック制御
系がリンギングする等の不具合も発生していた。
【００１５】本発明は、周回位相差Δφおよび周回軌道
差ΔＲのフィードバック制御（帰還制御）の開始および
停止が安定して行うことのできる粒子加速器の制御装置
を得ることを目的とする。
【００１６】［発明の構成］
【課題を解決するための手段】本発明の粒子加速器の制
御装置は、加速電圧の周波数と加速粒子の周回周波数と
の周回位相差により発生するシンクロトロン振動を抑制
するために位相差を帰還する周回位相差帰還回路と、加
速粒子の中心軌道に対する水平方向の軌道偏差を抑制す
るために前記軌道差を帰還する周回軌道差帰還回路とを
備え、これら周回位相差帰還回路および周回軌道差帰還
回路の各々に設けられ各々の帰還信号をスムージングす
るためのフィルタ回路と、加速粒子の粒子ビーム強度が
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所定のレベルになったとき周回位相差帰還回路および周
回軌道差帰還回路の動作許可信号を出力する比較回路
と、この比較回路からの動作許可信号を周回位相差帰還
回路および周回軌道差帰還回路に与えるタイミングを制
御するとともに、これら各々の帰還回路による帰還制御
が確立したとき各々のフィルタ回路を周回位相差帰還回
路および周回軌道差帰還回路から除外するタイミング制
御回路とを備えている。
【００１７】
【作用】本発明では、周回位相差帰還回路および周回軌
道差帰還回路の各々に設けられたフィルター回路で各々
の帰還信号をスムージングしリンギングを防止するとと
もに、比較回路にて加速粒子の粒子ビーム強度が所定の
レベルになったかどうかを判定し、所定のレベルになっ
たとき周回位相差帰還回路および周回軌道差帰還回路の
動作許可信号を出力し、タイミング制御回路にてこの比
較回路からの動作許可信号を周回位相差帰還回路および
周回軌道差帰還回路に与えるタイミングを制御するとと
もに、これら各々の帰還回路による帰還制御が確立した
とき各々のフィルタ回路を周回位相差帰還回路および周
回軌道差帰還回路から除外する。
【００１８】
【実施例】図１は本発明の一実施例を示す構成図であ
り、図３と同一符号の要素は同一機能のものである。ま
た、説明の都合上、図１にはチューニング制御系は省略
している。
【００１９】ビーム位相検出器１４の出力をデバイダー
２１に入力して、一方を従来通りビーム位相差検出回路
１６に入力し、ビームと加速電圧ＶC の周回位相差Δφ
を検出する。他方をピーク検出回路２６へ入力し、エン
ベロープ検出を行うことにより、イオンビーム強度信号
Ａとなる。この信号Ａを比較回路２２へ入力する。
【００２０】比較回路２２では、イオンビーム強度信号
Ａと予め定めた設定値Ｂとを比較する。予め定める設定
値Ｂとしては、ビーム位相差検出回路１６およびビーム
位置検出回路１５とが正常に動作するビーム強度レベル
が設定される。
【００２１】そして、ＡがＢに等しいか又は大のとき、
出力を１として動作許可信号を出力し、ＡがＢより小の
とき出力して動作不許可信号を出力する。すなわち、ビ
ーム強度レベルが各々の検出回路１５，１６の正常動作
になったことを０から１に反転したことで検出する。
【００２２】一方、タイミング制御装置２４はビーム入
射信号を入力し、ビーム入射時から所定時間だけ遅れて
スイッチ２５をＯＮさせる。これにより、バンチ化が完
了しない状態で比較回路２２が出力した動作許可信号を
ブロックするようにしている。そして、バンチが完了
し、比較回路２２が動作許可信号を出力した状態にある
ときには、スイッチ２５のＯＮにより、この動作許可信
号をＶＣＯ１２へ出力し、周回位相差Δφと周回軌道差
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ΔＲのフィードバック制御を開始する。このフィードバ
ック制御を開始した時点では、各々の検出回路１５，１
６は正常に動作しており、それぞれ周回位相差Δφ、周
回軌道差ΔＲをフィルター回路２３へ出力する。フィル
ター回路２３は１次遅れ回路になっており、各フィード
バック制御開始時にスムージングが行え、リンギングが
防止できる。一方、フィードバック制御開始信号を入力
したタイミング制御装置２４はフィルター回路２３のフ
ィルター定数と各フィードバックループの応答時間で決
まるフィードバック制御が確立するまでの所定時間を検
出し、ＯＦＦしているアナログスイッチ２７をＯＮす
る。これによりフィルター回路２３がバイパスされ、こ
れにより一循のフィードバック回路の遅れ要素がなくな
り、フィードバック制御の応答が改善される。
【００２３】すなわち、本発明においては、ビーム位相
検出器から出力される信号の振幅はビーム強度に比例す
るので、この信号をデバイダーで分枝してやり、一方を
従来通りビーム位相差検出回路へ入力し、周回位相制
御、すなわちΔφフィードバック制御の偏差信号として
使用する。他方をピーク検出回路２６へ入力し、エンベ
ロープ検出を行い、イオンビーム強度信号とする。この
信号を比較回路２２へ入力しビーム位相差検出回路１６
とビーム位置検出回路１５が正常に動作するレベルまで
ビームのバンチ化が進み強度が強くなったことを検出
し、周回位相差Δφと周回軌道差ΔＲのフィードバック
制御を開始する。
【００２４】ところで、ビーム位相検出器１６が静電型
モニタであるため、ビームが入射してビーム位相検出器
１４に到達した瞬間、大きな信号が出力され、ピーク検
出回路２６を通して比較回路２２が反転し充分なビーム
強度に到達したと判定してしまう。この時点ではビーム
のバンチ化が充分行われていないので、各フィードバッ
ク制御を開始すると前述した暴走になり、最悪ビームを
消失してしまう。
【００２５】そこで、本発明では、ビーム入射のタイミ
ングをタイミング制御装置２４が入力しており、この入
射タイミングから、所定の遅延時間を経て比較回路２２
の出力側に設けたスイッチ２５をＯＮする制御を行う。
これにより、ビーム入射時の誤動作を防止することがで
きる。
【００２６】次に、各フィードバック制御を開始した直
後、例えばビームが中心軌道より大きくずれて周回して
いる状態で、急激にフィードバック制御を行うと、偏差
値が大きいためリンギングを発生する。
【００２７】これを回避するために、ビーム位相検出回
路１４とビーム位置検出回路１３の出力段にフィルター
回路２３を挿入することにより、各フィードバック制御
開始時にスムージングが行え、リンギングを防止する。
尚、一旦フィードバック制御が開始されると、自動的に
偏差の補正を行うため、前述した偏差が大きい状態はあ
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りえない。従って、前述したフィルター回路２３と並列
にスイッチ２７を設け、フィードバック制御開始から、
フィードバック制御が確立するまでの所定時間をタイミ
ング制御装置２４が検出し、並列スイッチ２７をＯＮす
ることにより、フィルター回路２３をバイパスする。こ
れにより、一循のフィードバック回路の遅れ要素となる
フィルター回路２３がバイパスでき、フィードバック制
御中の応答も改善できる。
【００２８】加速が完了し、ビームを出射するタイミン
グで、前述した比較回路２２の出力側に設けたスイッチ
２５をタイミング制御装置２４がＯＦＦすると、入射以
前と同様に各フィードバック制御が暴走することを防止
することができる。尚、このＯＦＦ動作を行わせなくて
も、出射によりビームが消失するため、ビーム強度を検
出している比較回路２２が自動的に反転することによ
り、フィードバックの停止が行える。
【００２９】このように、本発明では周回位相差Δφお
よび周回軌道差ΔＲのフィードバック開始および停止制
御において、ビーム強度を検出し、比較回路２２によ
り、周回位相差Δφおよび周回軌道差ΔＲ検出回路１
５，１６が正常に動作するレベルに到達したことを判定
し、フィードバック開始および停止を行うので、加速電
圧印加パターンに関係しない制御が実現できる。また、
ビームの位相制御上、フィードバックを行わない期間が
最短となる制御が実現できる。従って、突然のビーム消
失時にも、ビーム強度が自動的に低下するため、この状
態を比較回路２２が検出し、自動的にフィードバック制
御を停止することができる。このため、暴走等の問題を
発生しない合理的で安定な周回位相差Δφと周回軌道差
ΔＲのフィードバック制御が実現できる。
【００３０】更に、ビーム入射時の誤動作を回避するタ
イミング制御回路２４を設け、フィードバック開始直後
に多大な偏差が発生していても、フィルター回路２３に
よりリンギングを防止し、一旦、フィードバックが確立
した後はフィルター回路２３をバイパスするスイッチ２
７をタイミング制御回路でＯＮするので、応答の低下し
ないフィードバック制御が実現できる。
【００３１】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
イオンビーム強度を検出し、比較回路によりビーム位相
検出回路およびビーム軌道差検出回路が正常に動作する
レベルを判定し、ビーム入射時の誤動作を回避するタイ
ミング回路を設け、更にフィードバック開始時に多大な
偏差が発生してもフィードバック制御のリンギングを防
止するフィルター回路と並列スイッチからなるスムージ
ング回路とを設けることにより、フィードバックを行わ
ない期間が最短にできる。また、突然のビーム消失時に
も、ビーム強度が自動的に低下するため、フィードバッ
ク制御が停止できる合理的で安定なフィードバック制御
が実現できる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を示す構成図。
【図２】イオンシンクロトロンの説明図。
【図３】従来例を示す構成図。
【符号の説明】
１ イオン源
２ 線形加速器
３ 偏向電磁石
４ 四極電磁石
５ 高周波加速空胴
６ フェライト環
７ フェライトバイアス巻線
８ フェライトバイアス電源
９ 四極管
【図１】

【図３】

特開平６−２５１８９９
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＊ １０ 前段増幅器
１１ 自動レベル制御装置
１２ ＶＣＯ
１３ ビーム位置検出器
１４ ビーム位相電極
１５ ビーム位置検出回路
１６ ビーム位相検出回路
１７ 位相差検出回路
２１ デバイダー
10 ２２ 比較回路
２３ フィルター回路
２４ タイミング制御回路
２５，２７ スイッチ
＊
２６ ピーク検出回路
【図２】

