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1 電子光理学研究センターについて

電子光理学研究センターは 1966年に東北大学理学
部附属原子核理学研究施設として，原子核理学とそ
の応用に関する研究および教育を目的に設置されま
した．当初は，1967年に完成した 300 MeV電子ライ
ナックを用いた直接照射実験やパルス中性子源による
中性子回折実験，パルスストレッチャーを用いた連続
電子線照射実験などが行われていました．1997 年に
は 300 MeV電子ライナックを入射器としたストレッ
チャーブースター（STB）リングが完成し，1.2 GeVま
での制動放射線照射が可能になりました．また，非密
封同位元素（RI）を取り扱うための施設もセンターに
設置されており，制動放射線照射で製造した RI を化
学的に扱い研究に用いる，放射化学的研究も古くから
行われています．
組織は 2009年に現在の電子光理学研究センターに

改組され大学直轄の学内共同利用施設となりました．
加速器科学・ビーム物理，クォーク核物理，物質科学・
放射化学等の諸分野の研究者に電子加速器から得られ
るさまざまなエネルギーの電子・光子ビームを提供し，
基礎と応用の研究を推進しています．2011年 4 月に
は全国的な共同利用・共同研究拠点（電子光理学研究
拠点）として登録されました．
しかし，その直前の 2011年 3 月に東北地方太平洋

沖地震に被災して，研究・教育の要である加速器が大
きな被害を受けました．特に 300 MeV電子ライナッ
クの被害は甚大で，激しく揺さぶられたためライナッ
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ク全体にわたって真空漏れを起こしていました．建造
から 40年以上経っているため交換部品も乏しく，限
られた予算では 300 MeV 電子ライナック全体を復旧
することは不可能と判断し，加速器の構成を大幅に変
更して復旧・復興することになりました．

2 電子光理学研究センターの加速器

震災前の加速器は 300 MeV 電子ライナックと，そ
れを入射器とした 1.2 GeV STBリングという構成でし
た．被害の大きかった 300 MeV 電子ライナックの後
半部を廃止し，前半の加速器低エネルギー部のみを，
RI製造を主に行う 70 MeV大電流ライナックとして再
生しました．それだと 1.2 GeV STBリングの入射器が
なくなってしまうために，新たに 100 MeV 小型入射
電子ライナックを設置しました．300 MeVから入射エ
ネルギーが下がってしまった分は，シンクロトロン電
源等を更新することで対応し，その結果 STBリングは
1.3 GeV電子シンクロトロンになりました．他にも制
御系や電磁石の一部を更新することにより，震災前よ
りも扱いやすい加速器を目指しました．復旧・復興作
業の詳細については参考文献1)をご覧下さい．復旧・
復興後の加速器施設の概略図を Fig. 1に示します．
また，震災前から作成していた加速器科学・ビーム
物理学研究専用の光源用試験電子ライナックも復旧・
復興工事中に完成しました．現在は超短電子バンチ生
成やそれから放出されるコヒーレントなテラヘルツ領
域光の発生に関する研究を主に行っていますが，将来
的には高度加速器科学研究に関するさまざまな基礎開
発に利用できる，自由度の高い装置として活躍する予
定です．光源用加速器の紹介は別の機会に譲ることと
し，本稿では共同利用に提供している RI 製造用大電
流ライナックと 1.3 GeV電子シンクロトロンについて
簡単に紹介します．
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Figure 1. Schematic diagram of a part of the accelerator facility at the Research Center for Electron
Photon Science.

2.1 RI製造用大電流ライナック

RI 製造用大電流ライナックでは熱電子銃から放出
される電子をバンチ化し，電子を最大 60 MeVのエネ
ルギーまで加速することが可能です．加速部は 1 mの
加速管 8本で構成され，20 MWのクライストロン 2本
から発生する高周波を送り込んでいます．マクロパル
スの幅は ∼3.4 μs，ピーク電流は 120 mAであり，最大

Figure 2. Photographic image of the irradia-
tion site for RI production.

繰り返し 300 Hzで平均電流 ∼120 μAの照射が可能で
す（50 MeVでの実績）．
ビームライン末端には水冷式照射装置が設置してあ
り，試料を外径 20 mm 程度までの石英照射管に封入
して，白金またはタングステンで変換した制動放射線
を照射することが可能です．また，電子除去用のスー
プマグネットも設置されており，生体試料等，熱に弱
い試料の照射も可能です．照射位置の様子を Fig. 2に
示します．現在，共同利用・共同研究では大電流ビー
ムと照射装置を利用した RI 製造と光量子放射化分析
が中心に行われています．施設としても有用 RI の生
成断面積の測定やシミュレーションコード等を利用し
た照射線場の計算値と実測値などの基礎データを取得
し，必要なユーザーに提供できるようにする予定です．

2.2 入射用ライナックと 1.3 GeV電子シンクロト
ロン

電子シンクロトロン（Fig. 3）では入射用ライナッ
クで 90 MeVまで加速された電子を数秒で 1.3 GeVま
で加速することができます．震災復旧後の調整は続い
ていますが，現在のところ 15 mA の蓄積電流を達成
しています．蓄積電流を直接取り出すビームラインは
ありませんが，蓄積した電流に非常に細い炭素ファイ
バーを挿入することで高エネルギー制動放射線を発生
させ，ハドロン実験をはじめとしたさまざまな実験に
用いています．入射から次の入射までの時間は実験に
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Figure 3. Photographic image of the electron synchrotron.

よって変わりますが大体 10 s–30 s サイクルで行うこ
とができ，数日間に及ぶ実験も可能です．

GeV–γ照射室には電子シンクロトロン内で発生した
高エネルギー制動放射線を利用した電子・陽電子ビー
ムラインが設置されています．制動放射線を金属箔
に照射して生成した電子・陽電子対を中心磁場が最大
1.2 Tの RTAGX双極電磁石で，30度方向に運動量分析
したものをビームとして用います．電子・陽電子ビー
ムのエネルギーは電磁石の磁場をかえることによって
調整することができ，最大 850 MeV 程度が得られま
す．ビーム強度はほとんどのエネルギーで最大 3 kHz
であり，エネルギー分解能は 1 %弱です．陽電子ライ
ンでは三連四極電磁石および真空ダクトが設置されて
いるため低エネルギー陽電子でも収束させることがで
きます（100 MeV/cで σ =10 mm程度）．共同利用・共
同研究ではこれらのビームを利用した検出器のテスト

等がよく行われています．

3 共同利用研究について

電子光理学研究センターの共同利用実験の課題募集
は年 2回（2月と 8月に募集開始）行われています．原
子核，加速器，放射光，放射化学（RI製造），その他，
の各分野ごとの申請となっており，原則として口頭で
の課題説明をお願いしています（放射化学分野の課題
説明は省略することも可）．採択された課題は 2 年間
有効であり，半年ごとにユーザーの実施希望時期に応
じてマシンタイムの配分を決定しています．現時点で
は，迅速性を求めるユーザーに対応するため随時申込
を受けつけています．ただし，随時申込の実験課題に
はマシンタイムスケジュールの調整などが行われず，
マシンタイムの優先的使用も行えないことになってい
ます．申請時およびマシンタイム実施時には分野ごと
の所内世話人がサポートいたしますのでご連絡よろし
くお願いします．センターの案内や募集については随
時ホームページ上に掲載しますので参考文献のアドレ
ス2) をご覧下さい．
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