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早稲田大学先端電子線加速器の開発と現状

早稲田大学理工学術院総合研究所　 坂上和之∗

We have been developing a compact accelerator system
based on a photocathode rf electron gun at Waseda uni-
versity. The continuous developing of accelerator system
enables us to produce a flexible and high quality electron
beam, by which pulse width and dose are adjustable for ap-
plication. Also we have developed a specially designed rf
electron gun for ultra-short pulse generation and an rf de-
flector for electron pulse tilting. In this paper, the present
status and recent results of our accelerator system and fu-
ture prospective are reported.
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1 始めに

早稲田大学では，光陰極高周波電子銃（Photocathode
rf electron gun）を用いた小型電子線加速器システムを
有しており，日々その改良研究およびそれを用いた応
用研究を行っている．光陰極高周波電子銃は 1990年
代に米国 BNL/SLAC/UCLA にて実証された，小型な
装置にて非常に高品質な電子ビームを生成できる加
速器である．従来の熱陰極を用い，静電場で加速する
電子銃と比べ 1 桁–2 桁ほどエミッタンスと呼ばれる
ビームの品質を表す量が向上する．これは，レーザー
光によって初期電子の形状を容易に決定できるとと
もに時間幅としても必要な幅だけ取り出すことが可能
であり，かつ生成した光電子を高周波電場によって即
座に加速することによって実現できる．光陰極高周波
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電子銃の有用性は 2010年に世界で初めて発振した米
国 SLAC（Stanford Linear Accelerator Center）の LCLS
（Linac Coherent Light Source）の X線レーザー1) にお
いても電子生成部として用いられていることから疑う
余地はないだろう．
本学加速器システムは 1999年より設計・製作を開
始し，2001年より稼働を開始した．筆者は加速器シス
テム立ち上げ時にはまだ研究室に配属されておらず，
2004年に配属され，ほぼ完成された加速器システム
を用いて卒業研究等を行った身である．立ち上げ時お
よび装置維持のご苦労に関しては2)を参照いただきた
い．以降現在まで 13年間に渡り研究開発・卒業研究
指導等を目的として運転を続けてきた．2008年には
2代目となる高周波電子銃空胴を導入し，レーザーシ
ステム，光カソードも改良してマルチパルス電子ビー
ム（短時間に電子線パルスを多数生成する手法）の生
成に成功している．応用研究としては，レーザーと電
子ビームの衝突によるレーザーコンプトン散乱による
パルス軟 X線生成や癌治療への応用を目指したマイク
ロ電子ビームの生成，パルスラジオリシス研究を行っ
ている．最近ではより高度に制御された電子線を生成
するための高周波電子銃開発，電子線を傾ける高周波
偏向空胴を導入し，さらに応用の幅が広がっている．
本稿では早稲田大学小型加速器システムの紹介とそ
の応用研究および最新の研究成果に関して報告する．
一研究室で所有している加速器のため，未達な部分は
多々あると思われるが，その分非常に小回りの利く加
速器となっている．年に数回程度学内外の方に利用し
ていただく機会はあるが，まだまだ認知度も低いと言
わざるを得ない．本稿を読んでご興味を持っていただ
ければと思うことはもちろん，利用したいと言ったお
申し出やこんな応用が可能ではないか，というご連絡
により本学加速器を用いた研究の幅を広げて行ければ
と期待している．
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2 早稲田大学電子線加速器施設の現状

早稲田大学電子線加速器施設は地下鉄早稲田駅よ
りほど近い早稲田大学喜久井町キャンパスに設置さ
れている．このキャンパスにはほぼ総合研究所の研
究室のみが入っており，学生たちでごった返すキャン
パスとは異なり非常に静かな研究環境である．喜久井
町キャンパス第 2 研究棟の地下 2 階に加速器施設は
設置されており，制御室や遮蔽壁等すべてを含めても
10 m × 10 mに収まるサイズである．

2.1 光陰極高周波電子銃

本項ではまず早稲田大学に設置されている光陰極高
周波電子銃に関して説明する．光陰極高周波電子銃と
はその名前の示す通り，光陰極から取り出した光電子
（光電効果によって取り出した電子）を高周波によっ
て加速する電子線加速器である．その概念図を Fig. 1
に示す．加速部となる高周波共振器空胴にクライスト
ロンによって増幅された高周波を蓄積する．このとき
空胴壁面と一体化された光カソード上には 100 MV/m
を超える非常に強い高周波加速電界が生成される．こ
のような状況で高周波の加速位相に同期してレーザー
光を用いて光電子を取り出す．すると取り出された光
電子は即座に加速電界によって加速され，5 MeV を
超える相対論的エネルギーを得る．この光陰極高周波
電子銃の最大の特徴はレーザー光によって初期電子パ
ルスの形状を高度に制御し，高い加速電界によってほ
ぼそのままの形状を維持したまま取り出せることであ
る．ピコ秒パルスレーザーを用いることによって短パ
ルスな電子線が容易に取り出せるとともに非常に高品
質で収束性も良いビームが得られる．この特性を利用

Figure 1. Schematic of the photocathode rf electron gun.

した電子ビーム形状制御が阪大産研において行われて
おり，本学会誌でも報告されている3)．

2.2 早稲田大学電子線加速器の性能

早稲田大学電子線加速器システムの概要図を Fig. 2
に，加速器システムの外観写真を Fig. 3に示す．早稲
田大学では 10 MWピーク出力の高周波増幅器クライ
ストロンを有しており，増幅された高周波が電子銃空
胴共振器に蓄積される．高周波の周波数は 2856 MHz
で S-bandと呼ばれる周波数帯である．光電子を生成
するためのレーザーシステムとしては，モードロッ
ク発振器，パルスピッカー，プリアンプ，メインアン
プ，高調波生成から構成されている．モードロック発
振器はモード同期によりピコ秒のパルスを生成する
Nd:YLFレーザーで，基準周波数の 2856 MHzの 1/24
の周波数である 119 MHz の繰り返し周波数でパルス

Figure 2. Diagram of the accelerator system at
Waseda University.

Figure 3. Photo of the accelerator system at
Waseda University.
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を生成する．生成されたパルス列はパルスピッカーに
よって必要数（1–100）のパルスのみピックアップさ
れ，プリアンプ・メインアンプによって増幅される．
増幅後のパルスは基本波長の 1047 nmから 2回の倍波
発生によって 4 倍波とされ，262 nm の UV パルスを
得る．生成された UVパルスは電子銃内の光カソード
に照射され，光電子を生成する．ここで，パルスピッ
カーにおいて任意のパルス数を取り出せることによっ
てピコ秒の幅を持つシングル電子パルスでの運転から
高線量を得たい場合（時間幅としては数十 ns）のマル
チ電子パルス運転の切り替えが可能である．これによ
り応用実験の要求に応じて非常に幅広いパラメータの
電子ビーム生成が可能である．光カソードとしては半
導体の Cs-Te を用いている4)．金属カソードに比べて
1桁–2桁程度量子効率（レーザー光子数に対する生成
光電子数の効率）が高いため，多数の電子を取り出す
ことが可能である．生成された光電子パルスは空胴内
の高周波加速電場によって最大 5.5 MeVまで加速する
ことが可能である．加速後の電子ビームは集束調整用
のソレノイド電磁石を通り，ビームラインに輸送され
る．ビームラインの構成はそれぞれの実験によって組
み替えている．強集束用の四極電磁石を配置したり，
空気中に取り出すためのチタン窓を配置したり，ビー
ムモニターを配置したりしている．
ここで早稲田大学電子線加速器で得られるビームの

パラメータ表を Table 1に示す．表を見てわかる通り，

Table 1. Electron beam parameters from the
phothocathode rf gun system at Waseda Univer-
sity.

Parameters Value

Energy 3 MeV–5.5 MeV

Energy spread 1 % <

Charge < 2 nC/pulse

Num. pulse 1–100

Pulse rep. 119 MHz (8.4 ns space)

Rep. 1 Hz–25 Hz

Pulse width 4 ps (fwhm) <

Beam size (in vac.) 20 μm (rms) <

Beam size (in air) 200 μm (rms) <

Emittance 1 π mm mrad <

エネルギーは最大 5.5 MeVに限られるが，非常に幅広
い用途に対応したビームが生成できることがわかる．

ここで，表にはそれぞれのパラメータにおいて最大
と最小の値を表記しているため，必ずしも全てのパラ
メータが同時に達成できるものではないことを注意し
ておく．例えば，2 nC/pulseの電荷量を生成した場合
には電子パルス幅は伸びてしまうため，15 ps（fwhm）
程度となる．我々の応用研究においては，非常に収束
した電子線を得たいレーザーコンプトン散乱実験の場
合にはシングルパルスでエネルギーが高く，電荷量を
比較的下げた 400 pC程度のパラメータを用いている．
また，線量が非常に必要だがあまり時間分解能が必要
ないナノ秒パルスラジオリシスを行う際には 10パル
ス程度のマルチパルス運転で 10 パルスあたり 20 nC
程度のビームを加速する．このような電子加速器シス
テムの構築によって非常に応用研究に進展が見られ
た．次節では応用研究の現状に関して報告する．

3 早稲田大学電子線加速器の応用研究

前述の通り，早稲田大学では高品質電子線加速器を
用いた様々な応用研究を行っている．本節では主に放
射線化学に最も関連の深いパルスラジオリシス研究に
関して詳しく述べることとする．他の応用研究として
は，高輝度パルス X線生成のためのレーザーコンプト
ン散乱5) や MRT（Micro Radiation Therapy）による癌
治療のためのマイクロ電子ビーム生成6)などを行って
いるが，参考文献を参照されたい．

3.1 早稲田大学におけるパルスラジオリシス研究

早稲田大学では加速器施設立ち上げ当初から放射線
化学反応初期過程の解明を目的としてパルスラジオリ
シスシステムの構築および改善を行ってきた．本学加
速器システムではピコ秒のパルス電子線を生成できる
ことから，定常プローブ光と汎用の計測器を用いたナ
ノ秒分解能のパルスラジオリシスやピコ秒のプローブ
パルスを用いたストロボスコピック法によるピコ秒分
解能パルスラジオリシスシステムを構築してきた7, 8)．
我々のシステムから得られるビームのエネルギーは
5 MeV 程度と低いが，放射線活性種を生成するには
十分なエネルギーである．しかしながら，線量が十分
でなく，十分な S/N でデータを取得することが課題
であった．まずは前述のマルチ電子パルス生成が可能
になり，非常に大きな線量を短時間で照射できるよう
になった．また，パルスラジオリシスを行う際にもう
一つ重要なプローブ光を新たに開発することによって
S/Nの劇的な改善を実現した．
プローブ光としては従来 Xeランプ等の白色光源を
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用いることによってナノ秒分解能の計測を，ピコ秒
レーザーを純水セルに集光することによるパルス白
色光をピコ秒分解能の計測に用いてきた．これらに代
わる新たなプローブ光源としてスーパーコンティニウ
ム光を使用することを考案した．スーパーコンティニ
ウム光とはピーク尖頭値の高いパルスレーザーをファ
イバに通過させることによって非線形光学効果を引き
起こし，光スペクトル幅を広げた光である．500 nm–
1500 nm（1000 nm の光をシード光とした場合）の幅
広いスペクトルを持ちながらレーザーのように取り回
し，収束することが可能である．従来の Xe光源と比
較すると，コア径 5 μm 程度のフォトニッククリスタ
ルファイバー中を伝搬した光であるため，コヒーレン
スが非常に高く，数十 μm まで集束することや 1 mm
程度の径で伝搬させることが可能である．また，純水
セルによる白色光源と比較すると 1000分の 1程度の
パルス強度で白色光を生成でき，かつ安定な光源であ
る．パルス列構造のレーザー光をフォトニッククリス
タルファイバに通過させることでナノ秒分解能・ピコ
秒分解能のどちらも計測可能な光源が実現できる点で
も非常に大きなメリットを持つ．

Figure 4. Transient absorption of hydrated
electron at 720 nm with ps temporal resolution.

電子線システム改良後のピコ秒・ナノ秒パルスラジ
オリシスの結果を Fig. 4 および Fig. 5 にそれぞれ示
す．結果はどちらも波長 720 nmにおける水和電子の
吸収の時間挙動を計測している．Figure 4はピコ秒パ
ルスラジオリシスにおける電子パルス増強前後の挙動
を示している．図に明らかなように非常にパルス線量
が改善したことを受けて大きな信号を得るに至ってい
る．また Fig. 5に示すようにナノ秒パルスラジオリシ
スにおいても電子銃の改良による高線量化とレーザー

Figure 5. Transient absorption decay of hy-
drated electron at 720 nm observed by supercon-
tinum radiation with ns temporal resolution.

光のように指向性の高いスーパーコンティニウム光に
よって十分な信号を得ている．最近では結果を示した
水和電子以外にもポリスチレンや n-ドデカンの計測
を試みている．システムの高度化としては，フェムト
秒時間幅のスーパーコンティニウム光の開発を開始し
た．ファイバに入射する光に近年発展著しいフェムト
秒ファイバレーザーとすることによってフェムト秒か
つ白色のプローブ光を実現することを見込んでいる．
また，電子線パルスとしても次節で述べるフェムト秒
電子パルス生成に目処が立っており，今後高時間分解
能での計測など様々な面で改良を行っていく予定で
ある．

4 電子線加速器施設の高度化

本節では早稲田大学にて行っている電子線加速器シ
ステム開発に関する最新の成果について報告する．筆
者は加速器科学を専門としており，近年早稲田大学加
速器システムの高度化の一環として極短電子パルス生
成用高周波電子銃（ECC rf gun）開発と高周波偏向空胴
システムの開発を行った．極短電子パルス生成用高周
波電子銃に関しては，サンプル中での電子線の拡がり
等を詳細に検討する必要があるが，前述の通り超短パ
ルスの電子線を生成しポンププローブ計測の時間分解
能向上に寄与することが可能であると考えている．後
者の高周波偏向空胴に関しては当初の目的は電子パル
ス時間幅の計測であるが，放射線化学への利用も可能
ではないかと考えており，ここで紹介させていただく．

28 放 射 線 化 学



早稲田大学先端電子線加速器の開発と現状

4.1 極短電子パルス生成用高周波電子銃

1 psを切るような極短電子パルスの生成はポンププ
ローブ計測の時間分解能を大きく向上させるとともに
新しい初期過程の解明などにもつながる可能性を持つ
非常に興味深い研究課題である．しかしながら，十分
な線量を持ちつつ極短電子パルスを生成するためには
電子同士のクーロン斥力が邪魔をすることになる．前
述の通り，光カソードから生成される初期電子パルス
はレーザー形状に依存するため，フェムト秒レーザー
によって電子を生成すれば極短電子パルスを生成で
きるように思うが，このような短い時間幅では即座に
クーロン斥力で拡がってしまい，得られるパルス幅は
1 ps程度となる．このような課題を解決するために考
案したのがエネルギー変調による極短電子パルス生
成用高周波電子銃9)である．パルス圧縮器を追加する
ことなく，コンパクト性を維持したままフェムト秒へ
の圧縮が可能な電子銃構成となっており，非常に有効
かつ応用性のある電子銃である．その概念図と原理を
Fig. 6に示した．電子銃の高周波空胴として，Fig. 1に

Figure 6. Principle of an ECC rf electron gun.

示した形状の後に特殊な形状のセルと呼ばれる加速部
が付加されている．このセルによって電子パルス内に
おいてエネルギーを変調する．電子銃を出た電子パル
スはその進行方向位置に対してほぼ完全に線形な速度
差を持つこととなり，2 m程度の距離を進行すること
によって後方の電子が前方に追いつき電子パルスが圧
縮される．このように常に極短パルスを維持せずある
位置においてのみ圧縮することによって高線量かつ極
短パルスの電子ビームを得ることが可能である．放射
線利用としては，その特定の圧縮された位置にサンプ
ルを設置すればよい．これまでの計測ではほぼ設計通
りの圧縮位置において 500 fsを切る電子パルスの生成
に成功している．本成果の詳細に関しては非常に込み
入った加速器技術の説明となるので，誌面の都合上割

愛させていただく．興味を持たれた方にはぜひ参考文
献9) を参照いただきたい．

4.2 高周波偏向空胴開発

近年，極短パルスの電子線開発の進展とともにその
計測手法として高周波偏向空胴が提案・開発された．
高周波偏向空胴は加速空胴同様に高周波空胴共振器
であるが，電子を進行方向に加速するような共振モー
ドではなく，電子を進行方向と垂直方向に加速するよ
うな共振モードを用いている．Figure 7にその原理図
を示す．電子ビームの長さが高周波の波長よりも十分
短い場合には高周波のゼロ位相の中心において電子
を垂直方向に加速することによって電子パルスの前方
は上方向に力を受け，中心は力を受けず，後方は下方
向に力を受けることになる．つまり，電子パルスの時
間方向の情報をビームプロファイルとして投影するこ
とが可能である．これは電子線パルスを直接ストリー
クカメラの原理でパルス幅計測していることに対応す
る．電子線パルス幅計測手法としては，電子線を光に
変換した後ストリークカメラを用いて計測する手法や
コヒーレント放射を用いる手法，電子ビームの誘起し
た電磁場による EO（Electro-Optic）サンプリング法な
どが開発されているが，この高周波偏向空胴による直
接計測が最も信頼性が高く，高分解能が達成できる．
我々は Fig. 7に示すような偏向空胴を製作し，時間分
解能 150 fsを有するパルス幅計測システムを実証して
いる．電子線パルスの偏向空胴による計測例を Fig. 8
に示す．Figure 8の左図が高周波偏向空胴に高周波を
印加しない場合の電子ビームプロファイル，右図に高
周波印加時のビームプロファイルを示している．最終
的に得られるビームのプロファイルは，初期ビームプ
ロファイルと電子パルスの進行方向プロファイルのコ
ンボリューションとして得られるため，左図に示す通
り非常に良く集束された電子パルスを用いる．集束さ
れた電子線を用いているため，右図の横軸がほぼ時間
軸となっていると捉えてよい．この偏向空胴計測シス

Figure 7. Principle of an rf deflector cavity for
beam tilting.
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Figure 8. Example of electron pulse width
measurement by an rf deflector.

テムを校正することによってこの時の電子線パルス幅
は 3.79 ps± 0.2 ps（rms）と求めることができる．偏向
空胴システムは電子パルス幅計測に有用であることは
明らかであるが，応用研究としても利用可能な技術で
あると考えている．Figure 9 の上図に例を示したが，
もし電子線をプローブとして用いることが可能な現象
であれば，電子線をサンプルに通した後にこの偏向空
胴を用いて時間情報を空間に投影すれば 150 fsの時間
分解能で現象を追うことが可能である．図中ではわか
りやすくするために吸収として表記したが，結晶構造
を持つサンプルにおいては電子線回折によってその構
造を特定することが可能である．フェムト秒レーザー
等でサンプルの結晶構造に変化を起こし，その構造変
化過程をフェムト秒で計測することなどが可能であ
ろう．また，下図にはシングルショットでフェムト秒
の時間分解能を有するパルスラジオリシスシステムの

Figure 9. Schematic of an ultrafast electron
probe by rf deflector (top) and single shot pulse
radiolysis system with 100 fs temporal resolu-
tion and 10 ps dynamic range (bottom).

例を示した．傾けた電子パルスは時間方向と空間方向
に線形な相関を持っている．したがってこれを全てカ
バーするようにフェムト秒のレーザーでプローブし，
アレイ型の検出器で空間的に分けて検出すれば時間分
解能 100 fs程度かつダイナミックレンジ 10 ps程度の
幅の吸収挙動をシングルショットで取得することも可
能であると考えている．

5 まとめと展望

早稲田大学では光陰極高周波電子銃による加速器を
構築し，加速器開発・電子線利用研究を行っている．
マルチ電子パルスの生成システムの構築によって非常
に自由度の高い，時間幅や線量などを調整可能な加速
器システムが実現できている．このシステムは応用研
究の進展にも大きく寄与しており，さらなる幅の広い
応用研究を模索している．最近では新たな電子銃とし
て極短電子パルス生成高周波電子銃や高周波偏向空胴
を開発し，500 fs以下の極短電子パルスの生成や電子
パルスに傾斜をつけることなども可能になっている．
今後，このような非常に新しい手法を用いた放射線化
学分野への応用を推進していくとともに，より詳細な
検討を行っていく予定である．本稿をお読みになって
興味を持っていただいた放射線化学専門家の方々とぜ
ひ活発な議論を交わしたいと考えている．
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