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概要 
逆磁場ピンチ(Reversed Field Pinch : RFP)は核融合を目的とした高温プラズマ

の磁場閉じ込め方式である。RFP では外部から磁場をかけたトーラス状のプラ
ズマに大電流を流すため，磁力線の捩れの空間変化が大きくなる。このため電

磁流体力学的(MHD)不安定性が成長しやすく，またMHD不安定性の非線形効果
が磁場配位の形成と維持に重要な役割を果たす。このような RFP プラズマの振
る舞いを理解するためには，内部磁場の構造を調べることが重要である。本研

究では RFPプラズマから放射される制動放射 X線(軟 X線)のイメージング計測
から内部磁場を推定する新しい計測法を提案し，その原理検証実験を行った。 
 力学的平衡状態にあるプラズマでは磁力線は閉じた曲面(磁気面)上に存在し，
この磁気面上でプラズマの密度や温度は一定となる。軟 X 線放射強度はプラズ
マの密度と温度で決まるため，その等高線は磁気面と一致する。これを利用し

て RFPプラズマ内部の磁場構造を三次元的に計測する。 
まず典型的な高温プラズマを仮定して期待される軟 X 線画像のシミュレーシ
ョンを行った。磁場構造としてMHD不安定性の成長の結果生じる磁気島に特に
注目し，構造が同定できるための条件(放射強度，視野の範囲など)を調べた。磁
気島が視野の範囲に十分に入り，プラズマ中で最も高くなる程度の放射強度を

磁気島自身が持つと，軟 X線画像に構造が反映されてくることがわかった。 
そしてピンホール，マイクロチャンネルプレート(MCP)，蛍光板および ICCD
カメラから構成される軟 X 線イメージングシステムを設計・製作した。簡単な
計測系を用いて広い視野を確保するためにピンホールカメラを原理に用いてい

る。このイメージングシステムを RFPプラズマ実験装置 STE-2に適用して原理
検証実験を行った。実験より得られた画像をシミュレーションから得られた画

像と比較した結果，RFPプラズマのMHD不安定性による磁気島形成を反映した
複雑な分布を持つ軟 X 線画像であることが確認できた。画像に対しノイズ除去
することによって空間分解能が落ちるなどの問題が生じたので，これらを改良

して本イメージングシステムを内部磁場構造の三次元計測のための計測器とし

て確立し、低アスペクト比 RFPプラズマに適用することが今後の課題である。 
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Abstract 
Reversed field pinch (RFP) is one of magnetic confinement systems for nuclear 

fusion research. It is important to examine the structure of the internal magnetic field for 
understanding the behavior of RFP plasma. In the present research we have proposed a 
new method for diagnosing internal magnetic field structure in high-temperature RFP 
plasmas. In the proposed method, we measure a soft-X ray (SXR) image of an RFP 
plasma with an SXR imaging system which consists of a MCP, a fluorescent plate, and 
ICCD camera.  

As a first step, we made sensitivity analysis of the proposed method with numerical 
simulation. We calculated the expected SXR images of RFP plasmas with a variety of 
internal field profiles and geometrical relation with imaging system. In particular, we 
concentrated on the magnetic island structure due to the growth of tearing mode. It has 
been found that we can identify the island structure in the SXR image if the SXR 
emissivity inside the island is higher by ~20% than that of background plasma. 
We constructed the SXR imaging system, and the proof of principle experiment was 
performed in the STE-2 RFP plasma. SXR images were measured under different 
discharge conditions. The images were compared with measured MHD activities of the 
RFP plasma, as well as the numerical simulation results. It has been concluded that the 
SXR images obtained in the STE-2 include information on the internal magnetic field 
structures distorted by magnetic islands. The developed SXR imaging system will be 
applicable to our low-aspect ratio RFP experiments. 
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第 1章 緒言 
 

太陽観測衛星ようこうに搭載された軟 X 線カメラが，太陽のフレアなどの爆

発現象の原因となるコロナ中の磁気リコネクション現象をとらえたように，制

動放射軟 X 線イメージングは磁場構造の可視化を可能とする測定法である。そ

して近年，核融合研究に関連した高温プラズマに対しても軟 X 線カメラが多く

用いられている[1,2,3]。軟 X線カメラの主な使用目的は，プラズマ物理の重要な

研究テーマとしてあげられる内部磁場構造測定であり，技術発展と共にプラズ

マへの適用が進んでいる。 

 磁場閉じ込め方式のプラズマ実験装置では，高温のプラズマを磁場の力で閉

じ込めている。しかし，様々な不安定性がプラズマの閉じ込め劣化，さらにプ

ラズマ崩壊を導く原因となる。不安定性が生じるとプラズマを閉じ込めている

磁力線の籠である磁気面の形状に変化が起きる。このため，外部磁場のみで作

られた磁気面とプラズマがある場合の磁気面では磁気面形状に大きな違いがあ

る。ゆえに磁気面の可視化を行うことにより，プラズマ内部磁場構造を直接的

に観察することはプラズマ物理の研究に役立つ。これを可能とする測定法とし

て軟 X線計測がある。軟 X線計測の代表例として，プラズマの周りにフォトダ

イオードなどの多数の検出器群を配置し，断面像をコンピュータトモグラフィ

ー(CT)の手法により再構成する方法がある。CTに代表される軟 X線計測は逆磁

場ピンチ方式（Reversed Field Pinch :RFP）プラズマ実験装置でも重要な測定方法

として用いられてきた[4,5,6,7]。 

核融合研究から発展した RFP は，プラズマの中心部分と周辺部で閉じ込め磁

場の方向が逆転していることに特徴を持つ磁場閉じ込め方式の一つである。RFP

の研究は核融合研究の最も早い時期から始まったが，近年特定のモードのみが

極めて強くなる準単一ヘリシティ（Quasi Single Helicity : QSH）と呼ばれる新た

な RFP磁場配位が現れるなど，現在でも広く研究が行われている[4,8]。 

QSH 配位の大きな特徴は単一の磁気島構造が現れることである。この磁気島

構造は通常の RFP配位と比較して数倍から数十倍の制動放射軟 X線を放出する

ことがわかっている。通常の RFP プラズマの場合は複数の磁気島構造の重なり

により複雑な磁場構造をもつが，QSHRFPプラズマでは単純な磁場構造を持ち，
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この特徴的な磁場構造の可視化に最も適した測定方法は CT に代表される軟 X

線イメージングである。このように軟 X線のイメージング計測は近年の RFPプ

ラズマ研究において，内部磁場構造を調査するための強力な計測方法として実

用されている。 

RFP では複数の磁気共鳴面（有理面）が密接に隣り合って存在し，そこで発

生した不安定性が成長する。このため磁気面が複雑に変形し，プラズマの閉じ

込めに影響を及ぼしている。その有理面上にある磁気島は三次元的にはトーラ

スを一周する間に数回回転し同じ位置に戻る形をしていると予測できる。これ

らを実験的に調べるためには三次元的に広がりを持った計測を行う必要がある。

三次元 CTを行うことは測定系の増大などのため困難が予想される。そこで視野

を広く持ち，単純な測定系をもつピンホールカメラを原理とする制動放射軟 X

線イメージング計測法の開発を行っている。本研究ではそのイメージング計測

システムの作成，それを RFP プラズマ適用させた場合の数値計算シミュレーシ

ョンおよび RFPプラズマ実験装置 STE-2での原理検証実験を行った。 

本論文は７つの章からなり，構成は以下のようになる。第 2章で RFPの概要，

次に RFPを研究する上で最も重要となる理論で，RFPがプラズマの緩和現象に

よって落ち着くエネルギー最小であることを理論的導いた Taylor の緩和理論，

そして RFP 磁場配位の形成および自己組織化現象について，最後にプラズマの

磁気閉じ込めに大きく影響を及ぼすテアリング不安定性と磁気島について述べ

る。第 3 章では制動放射軟 X 線とそのイメージング測定の概要を述べる。第 4

章ではシミュレーションの方法と計算結果を説明する。第 5 章で今回設計・製

作した軟 X 線イメージングシステムの開発過程について説明する。そして第６

章に開発したイメージングシステムの原理検証実験の方法，実験装置 STE-2 の

説明，実験結果および考察を記述する。第７章でまとめとして結言を述べる。 
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第 2章 RFPの概要 
 
2.1 RFP磁場配位[9]

 

 磁場閉じ込め方式による熱核融合エネルギー開発のためのプラズマ閉じ込め

方式の一つに逆磁場ピンチ（Reversed Field Pinch: RFP）がある。RFPは現在

の核融合プラズマとして最も研究の進んでいるトカマク方式と同様の軸対称内

部電流トーラス系に属しており，小円周（ポロイダル）方向の磁場 および大

円周方向（トロイダル）の磁場 の組み合わせで作られる螺旋状の磁力線によ

ってプラズマを閉じ込めている。RFPの特徴は の向きがプラズマ中心部と周

辺部分で逆転していることである。図 2.1に RFPプラズマの概念図と磁場分布
を示す。 は外部コイルでつくり，プラズマ中をトロイダル方向に流れる電流

（プラズマ電流 ）が をつくるが，プラズマ内部におけるそれらの磁場の分

布にはプラズマの運動が深く関与している。 は，容器の外側に巻かれたジュ

ールコイルによって変圧器の原理を用いて容器内のプラズマに誘起される。

が流れると，電流がつくる によってプラズマが圧縮されるピンチ現象が起き，

プラズマ中の も同時に圧縮されて中心部のトロイダル磁束が増加する。 と

が合成された磁場の磁力線は螺旋状に容器内壁に沿ってプラズマ内に形成さ

れて，これらの磁力線により形成される磁気容器（磁力線の籠）の中に高温プ

ラズマを閉じ込めることが可能となる。 

θB

ϕB

ϕB

ϕB

PI θB

PI

PI

θB

ϕB ϕB

θB

 次に RFP磁場分布の特徴をトカマクと比較して述べる。RFPではポロイダル
磁場 とトロイダル磁場 の大きさが同じ程度であり，さらに がプラズマ

内外で逆転している。また， の大きさはトカマクのそれと比べて非常に小さ

い。安全係数 qは 

θB ϕB ϕB

ϕB

( ) ( )
( )rB
rB

R
rrq

θ

ϕ=                 (2.1.1)

で定義される量であり，螺旋状の磁力線のピッチを表す。後に述べるように の

径方向分布はプラズマのMHD安定性に深く関与している。図 2.2に RFPにお
ける q分布を示す。図の横軸はトーラスの小軸からの小半径方向の距離である。

RFP では の値が小さいので の値も小さく，軸上でも

q

ϕB q 1<q であり，軸上の
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値 から周辺部に向かって緩やかに減少し， が反転する面（磁場反転面）よ

り外側では負の値となる。一方トカマクにおいては，プラズマ周辺部での安全

係数は となる必要がある。トカマクではトロイダルコイルに大電流を流し，

強い を発生させるが，RFP プラズマは が小さくても電磁流体的な安定性

は損なわれず，大きなプラズマ電流 を流すことができる。これは磁力線の捩

れを表すシアー

0q ϕB

1>q

ϕB ϕB

PI

( )( drdqqr )が大きいからである。また，プラズマ電流の小半径
方向の分布 はプラズマの安定性およびプラズマ閉じ込めの性格を決定す

るという性質があるが，トカマクには の強度に応じて をそれ以上大きくす

るとプラズマが不安定となる限界，Kruskal-Shafranov limit[10,11]が存在する。

しかし RFPにはそれに対応するものがない。このためその条件を越えた大電流

を流すことが可能である。これらの特徴より，RFPでは磁場の利用効率が高く，
高温・高密度のプラズマを弱い磁場で閉じ込めることができると考えられる。

に制限はないため，中性粒子ビーム（NBI）加熱や高周波加熱装置を用いずに

ジュール加熱のみで臨界条件，自己点火条件を満たす可能性を持つ。ゆえに小

型で低コストの高効率な熱核融合炉が実現しうるプラズマ閉じ込め方式である

といえる。 

( )rI P

ϕB PI

PI

 RFP の振る舞いは，プラズマの理想的状態から離れた方向へ系を発展させる

磁場拡散による輸送と，理想的状態を回復させる非線形動力である磁場のバラ

ンスにより決定される。そしてプラズマ自身が自発的に緩和して落ち着いた状

態，つまりポテンシャルエネルギー最小の状態をとるという緩和状態が RFPプ

ラズマの平衡配位であることは非常に重要な要素である。次節では，これら一

連の現象をより理論的に示した，J.B.Taylor の緩和理論について詳しく説明す

る。 
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2.2 Taylerの緩和理論[12,13]

 

 トーラスプラズマにある一定の条件を越えた大電流を流すと，プラズマが放

電直後の不安定な状態から自由エネルギーを散逸しながら自発的にエネルギー

の低い状態へと発展するだろう。RFP はプラズマがある拘束条件を満たしなが

ら最低エネルギー状態に到達していると考えられている。J.B.Taylorはプラズマ

生成初期に不安定な状態であっても，その初期条件に依存することなくプラズ

マ周辺部のトロイダル磁場が逆転した安定な磁場配位が現れるという ZETA で

の実験結果から，RFP 配位がプラズマの緩和現象により落ち着くエネルギーの

最小状態であり Bessel 関数形の磁場配位を持つことを理論的に示した。以下に

その理論の概要を示す。Taylorの理論ではプラズマは値は小さいが有限の抵抗を

持っており，完全導体壁に囲まれていると仮定している。ゆえにこのモデルで

は磁束は系の中で保存される。 

 このとき，磁気エネルギーWおよび磁気ヘリシティ Kは 

∫= dVBWm
0

2

2µ
                        (2.2.1) 

dVK ∫ ⋅= BA                          (2.2.2) 

で定義される。 Kは磁力線のトポロジーを表す量である。抵抗がゼロの完全導

体プラズマでは とmW Kも保存量であることが示される。プラズマが有限の抵抗

値を持てば磁力線のトポロジーは変化するが，プラズマ全体として見れば磁力

線の捩れの程度はあまり変化しないと考えられる。一方，磁気エネルギーは抵

抗があればジュール熱として散逸する。実際のプラズマは完全導体ではないた

め，平衡状態が落ち着くまでは磁力線の破壊や再結合が起こり，位相幾何学的

性質は保存されない。ゆえにKは必ずしも保存されないが，プラズマが完全導

体により近いものであり，プラズマ全体の幾何学的形状の変化が小さいと仮定

すれば，導体壁で囲まれたプラズマ全領域で積分されたKの値は保存される。 

∫ =⋅= constdVK BA0                    (2.2.3) 

従ってプラズマが値の小さい有限の抵抗を持つ場合，Kを保存しながら が最

低の状態へと発展していくと仮定してよいだろう。これは

mW

constK = を拘束条件

として が極値をとる状況を探すという変分問題として定式化することがでmW
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きる。λを Lagrangeの未定乗数として汎関数 ( )KWm 02µλ− の変分がゼロとなる

条件から最低エネルギーの緩和状態を求められる。これが Lagrange の未定乗数

法であり，式で表現すれば 

0
222 00

2

0

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅−=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− ∫∫ dVdVBKWm BA

µ
λ

µ
δ

µ
λδ        (2.2.4) 

となる。この式が成り立つ条件としてオイラー方程式が得られ，その解が緩和

状態を与える。 AB ×∇= を使って変形すると 

 
( ) ( ) ( )

( ){ } ( ){ }∫ ∫

∫∫
=×∇−×∇×∇+×+×∇×

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
×∇⋅−×∇⋅×∇

0

0
22

1

00

dVd

dVdV

AAASAAAA

AAAA

δλδδ

µ
λ

µ
δ

        (2.2.5) 

となる。 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ){ } ( ){ }[ ] ( ) ([ ]AAAAAAAA

AAAAAA
δδλδδ )

δδλδ
×⋅∇−×∇⋅−××∇⋅∇+×∇×∇⋅=

×∇⋅+×∇⋅−×∇⋅×∇
22

2
        (2.2.6) 

より，壁面上で 0=Aδ とすれば，停留条件と呼ばれる Euler方程式は 

BB λ=×∇                            (2.2.7) 

となる。λはプラズマ領域全体にわたって一定となる定数である。λがゼロでな

いことから，(2.2.7)式は電流が磁力線に沿って流れることを示す。このとき力

はゼロである。系のポテンシャルエネルギーが最小値を取るとき，流体に

力が働かない状態になっている。 

Bj×

そして圧力がゼロのプラズマでは，磁気エネルギーが最小に緩和した無力

（force－free）配位となる。無力磁場配位の条件は次式となる。 

BB µ=×∇                             (2.2.8) 

ここで簡単化のためトーラスプラズマを切って円柱プラズマで近似する。円

柱座標系 ( )zr ,,θ において，(2.2.8)式の偏微分方程式の軸対象解は 

(
( )rJBB

rJBB
B

z

r

µ
µ

θ 10

00

0

=
= )
=

                          (2.2.9) 

となる。ここで はｚ軸上でのトロイダル磁場， および はそれぞれ 0 次，

1 次の Bessel 関数である。プラズマが完全導体に囲まれた系で
0B 0J 1J

µが定数となる

(2.2.9)式の磁場分布は Bessel Function Model(BFM)と呼ばれる。 405.2>rµ の領域
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では z軸方向の磁場の方向が中心部でのそれに対して反転する。 

 BFMにおいて，ポロイダルフラックスは 

( ) ( ) µµπµπ aJaBrdrrJB
a

100 00 22 ==Φ ∫            (2.2.10) 

である。このとき，ベクトルポテンシャルは BB µ=×∇ の関係より 

χ
µ

∇+= BA 1
                       (2.2.11) 

となる。ゲージ関数 χは任意に選べるので， ar = でポロイダル磁束Φ＝0 とな

るように選ぶことができる。すなわちプラズマ表面でのベクトルポテンシャル

が となるように( ) 0==arzA χを選ぶと，磁気ヘリシティは次式で表すことができ

る。 

( ) ( ){ } ( ) ( )⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+= aJaJaaJaJa

LB
K µµ

µ
µµ

µ
π

10
2

1
2
0

2
2
0 22

    (2.2.12) 

よって 

( ) ( )[ ] ( ) ( )
( ) ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −+

=
Φ aJ

aJaJaJaJa
a

LK
µ

µµµµµ
π 2

1

10
2

1
2
0

2

2
2

     (2.2.13) 

と示すことができる。この比 2ΦK はμの関数であり，プラズマに蓄えられる

volt-seconds に比例するため，これに初期条件を与えればμを決定することがで

きる。 

 RFP においてプラズマの状態を特徴付けるパラメータに，磁場反転パラメー

タ FとピンチパラメータΘがある。これらは次式(2.2.14)であらわされる。 

( )

( )
z

z

z

B
aB

B
aBF

θ=Θ

=

                     (2.2.14) 

ここで と( )aBz ( )aBθ はプラズマ周辺部でのトロイダル磁場とポロイダル磁場で

ある。また<Bz>はプラズマ断面での平均トロイダル磁場である。トカマクでは

， となるが，RFP では1≈F 1<<Θ 0<F ， 1≥Θ である。また，これらを BFM

で表すと 
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( )
( )

2

1

0

a
aJ
aJ

F

µ
µ
µ

=Θ

Θ=
                    (2.2.15) 

となる。RFP では F は負の値である。これら二つのパラメータは実験時に直接

的に制御可能な物理量であるプラズマ電流とトロイダル磁束に対してそれぞれ

密接に関係する。図 2.3 に F-Θダイアグラムのグラフを示す。実線が(2.2.15)式

で与えられる理論曲線であり，プロット点が実験データである。理論的に，

4.2>aµ もしくは 2.1>Θ の領域では が反転する。実際の実験データは，緩和

現象が不完全であることなどから BFMから外れ，理論よりも高い の値で が

反転することがわかっている。 

F

Θ F
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2.3 RFP磁場配位の形成と自己組織化現象[14]

 

 RFP では外部からポロイダル方向に電圧を与えなくても，自発的にトロイダ

ル電圧を十分に与えれば逆転磁場配位が自然と形成される。トロイダル磁束が

保存される容器内での RFP形成過程を考える。RFP配位形成直前は磁気ヘリシ

ティの符号はプラズマ内のすべての磁束管において同符号である。一方 RFP 配

位における微小磁束管に関して定義されるヘリシティの符号は磁場反転面の内

側と外側で逆転している。RFP 配位形成過程において磁力線のトポロジカルな

変化，すなわち磁気リコネクションが生じていることがわかる。 

 実験的には磁場反転時の直前で m=1キンクモードが不安定となり，強い m=1，

n>1モードが観測される。m=1キンクモードにより駆動されるトロイダル磁場の

反転の模式図を図 2.4に示す。図 2.4(a)のようにトロイダル方向に平行な磁場が

あるところにプラズマ電流が流れるとポロイダル磁場が生じ，螺旋状の磁場が

作られる。m=1 モードの成長に伴いプラズマ電流経路はヘリカルに変形する。

これをヘリカルなフィラメント電流の形を持つ揺動電流として表現する。そう

すると径方向の磁場揺動 が生じ，ヘリカル電流の谷の部分では は反平行と

なり，これらを互いに押し付けるようなプラズマの流れvが存在すれば磁気リコ

ネクションが起きる。この過程に関与するのは磁場と速度の揺動成分であるの

で非線形リコネクションと呼ばれる。磁気リコネクションが磁場反転面全体で

起きた結果，軸対称の RFP配位が形成される。 

rB rB

 プラズマの有限抵抗を考慮すると，抵抗性拡散によってその特徴的時間程度

しか RFP配位は維持されないはずである。しかし実際のプラズマ中で RFP配位

形成後は電流を立ち上げていくと，トロイダル周回電圧を印加する限り磁場分

布は準定常的に維持され，特定の値の ，F Θ領域を保ち，抵抗性拡散時間より

長い放電時間を持つプラズマ生成が実現されている。これは RFP においては抵

抗性拡散によって失われるトロイダル磁束を補う再生機構が存在することを意

味している。 

 プラズマ中に揺動があるとき，たとえば磁場 はその時間平均B
t

B と揺動項

の和 B~

BBB ~+=
t

                      (2.3.1) 
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で書き表すことができる。オームの法則 BvEj ×+=η の時間平均をとると 

ttttt
BvBvEj ~~×+×+=η               (2.3.2) 

となり揺動項による寄与
t

Bv ~~ × が新たに加わる。プラズマ内のトロイダル磁束

の時間平均は準定常状態では一定であるから磁場反転面においてθ方向の電場

の時間平均は 0となる。また＜ ＞rv t =0である。したがってトロイダル磁束の

抵抗散逸を補い，準定常的なRFPを実現するためには，磁場反転面において 

( )
tt

j θθη Bv ~~×=                    (2.3.3) 

が成り立っていなければならない。言い換えれば RFP配位においては，その抵

抗散逸が揺動項によって補われ，維持されることになる。このような磁場配位

維持の機構は，地球などで起きる天体物理学的なダイナモと類似した現象であ

り，RFPダイナモ機構と呼ばれている。 

 RFP磁場配位の形成およびその配位の準定常的な維持は RFPにおける自己組

織化現象と呼ばれ，宇宙物理や生物学の分野でも広く研究されている。 
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2.4 テアリングモードと磁気島[14,15,16]

 

 RFPでは抵抗性MHD不安定性が生じ，プラズマに大きく影響を及ぼす。散逸

過程で抵抗を考慮するとプラズマは磁力線に凍り付いて運動するとは限らず，

磁力線の繋ぎかえ(磁気リコネクション)が可能となる。特にテアリングモードは

代表的な抵抗性MHD不安定性であり，磁気リコネクションをもたらす。 

 トロイダル磁場(z 方向)が空間的に一定であるとする。プラズマの圧力を ，

磁場を とするとMHD平衡に対し次式が成り立つ。 
0P

0B

000 =∇⋅ PB              (2.4.1)

この式から円柱プラズマに 成分を持つヘリカルな変動磁場 が加わった場

合を考える。簡単のために 
rB 1B

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= z

R
niimriB mnr θψ exp1                 (2.4.2)

とすると，この変動磁場により微小なプラズマ圧力の変化 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= z

R
niimrPP mn θexp1                (2.4.3)

が生じると考えられる。ここで整数 m，nはそれぞれθ方向，z方向のモード数

をあらわす。また，トーラス磁場の近似として，z方向に長さ Rπ2 の周期条件を

仮定している。変動磁場によるMHD平衡配位の変化は十分小さいとして，二次

以上の高次の項を無視すれば，変動磁場を含めてMHDが保持される条件として

次式が成り立つ。 

00110 =∇⋅+∇⋅ PP BB                     (2.4.4)

上式を変形すると 

( ) ( )r
rB

R
nmB

drdP
rP mnmn ψ

θ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−=

00

0                (2.4.5)

となる。 は変動のない状態におけるポロイダル磁場である。上式の分母が

ゼロになる場所がプラズマ中に存在すれば，

( )rB 0θ

( )rPmn が無限大となり， と

いう最初に行った仮定が破れる。分母がゼロになる位置を とすれば，その位

置において安全係数は 

01 PP <<

sr
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( )
n
m

RB
Br

rq s
s ==

0

0

θ

                   (2.4.6)

である。 の円柱側面をモード有理面と呼び，(2.4.6)式を満たす(m,n)を持つ

(2.4.2)式の形の変動磁場は共鳴モードと呼ばれる。 

srr =

 共鳴モードが存在するときにはそのモードに対するモード有理面(共鳴面)近

傍では磁場島構造が生じる。以下にその詳細を述べる。 

( ) ( ) ( ) zs
s

BrB
r
rrr eeBBB 0010

* −−+= θθ             (2.4.7)

について考える。ここで右辺は摂動も含めた磁場から，共鳴面での と同じ値

を持つ一様電流分布がつくる磁場 と，共鳴面での z 方向の値を持つ一様磁場

を引いたものである。 と は半径方向にシアーを持たないので(2.4.7)式の

は磁場のシアー成分をあらわす。共鳴モード磁場により，磁場構造がどのよ

うに変化するかを調べるため，スラブモデルを用いる。（ を考慮しない）磁

場 は を境に正から負に変化している。

0θB

θB

0zB θB zB
*B

1θB
*
0B srr = bra s << が成り立つ円柱プラズ

マを図 2.5のように切り開いて平面に展開する。abと dcは同一面であるから，

周期境界条件を満たす無限に広がるスラブ状プラズマを仮定する。図 2.5の円柱

プラズマを展開して abcd 面を長方形で表すと図 2.6(a)のようになる。ここで

，( ) xrr s →= yr →θ ， zz → とデカルト座標系に変換する（図 2.6(b)）。 近

傍では 

0=x

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
<+=

=

0,
*

0

0

*
0*

0 dx
dB

x
dx

dB
xB y

x

y
y L              (2.4.8)

と展開できる。また， におけるヘリカル共鳴磁場の 成分を次式で表すも

のとする。 

srr = x

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= z

R
nkybBx sin1                   (2.4.9)

ｚ方向の磁場は空間的に一定であるので， 0=⋅∇ B を満たす磁場は，磁束関数を

用いて 

ζψ ∂∂−=xB ， xB y ∂∂= ψ                (2.4.10)

で与えられる。ここで Rnzkyk −=ζ とおいている。上の二つの式より磁束関数

ψ は次式のように求められる。 
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ζψψ k
k
bx

dx
dB

x

y cos
2
1 2

0

*
0

0 +++=
=

L          (2.4.11)

ここで 0ψ は定数である。このとき 0
0

*
0 <

=xy dxdB を満たせば const=ψ の等高線

は図 2.6(c)のようになる。ψ の等高線は 0=x ， πζ ±=k に鞍点がある。鞍点

πζ ±=k では kbs −= 0ψψ であり，等高線が交わるｘ点を通る磁気面 sψψ = はセ

パラトリックスと呼ばれる。 sψψ = で囲まれた内部では磁力線は sψψ = の外部

へ出ることはない。このように内部に閉じた磁気面を有する磁場構造を磁気島

という。セパラトリックス間の最大の幅は磁気島幅と呼ばれ，次式であらわさ

れる 

2
1

1*
04

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛
=

−

dx
dB

k
bw y

。                  (2.4.12) 

図(c)のようなトポロジーの変化が生じるためには磁力線のつなぎかえ（磁気

リコネクション）が起きる必要がある。クーロン衝突による抵抗が無視できる

理想電磁流体近似の場合はプラズマが磁力線に凍り付いて運動するので磁気リ

コネクションは生じ得ない。抵抗が有限であるプラズマにおいては凍りつきの

条件は成立せず，磁場に独立なプラズマの巨視的な運動が可能になり，

( ) 0≠smn xψ （ 01 ≠xB ）である変動磁場も許される。その結果，磁気リコネクシ

ョンが可能になり，磁気島構造が形成される。 

典型的な の径方向分布およびq nm モードに対する共鳴面の位置を見ると，

RFPでは m=1モードの有理面が近接しており，特に磁場反転面近傍で密集して

いることがわかる。磁場反転面付近では磁気シア qdrrdqs = が非常に強いので，

RFP ではプラズマの安定性を強い磁気シアに依存する代償として，共鳴モード

の成長が比較的小さい段階からモード結合が起きやすい。このためMHDモード

の非線形領域の振る舞いが平衡配位形成過程とその維持において重要である。

共鳴モード間の結合とは成長した磁気島が互いに重なり合う領域における磁気

リコネクションの発生である。この磁気島の重なり合いの度合いは定量的には

次式で定義され， 

( ) nmmnnmmn rrwws ′′′′ −−=
2
1

        (2.4.13)
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である。この値ｓはストキャスティックパラメータまたは Chirikov パラメータ

と呼ばれる。ここで はモード有理面の径方向の位置， はmnr mnw nm 共鳴モード

による磁気島幅である。s~1ではある磁気島のセパラトリックスが隣接する磁気

島のセパラトリックスと再結合を起こし，不規則に入り組んだ複雑な磁場構造

をとる。さらに有理面が密集して存在する場合 s>>1となり，磁力線はさらに複

雑になって，極限では 1本の磁力線が有限の領域を覆いつくすようになる。RFP

でテアリングモードが成長すれば s>>1 の状態に入りやすいため，3 次元の複雑

な磁場構造を持つ領域が拡大していると考えられる。 
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第 3章 高温プラズマから放射される制動放射軟 X線 
 

 時間的，空間的に分解された熱プラズマからの制動放射軟 X 線を測定するこ

とでプラズマ中の内部磁場構造を非破壊・非接触に観測できる。軟 X 線イメー

ジングによる内部磁場分布の再構成により目に見えない磁気面を可視化するこ

とができ，そのダイナミクスの振る舞いも理解できる。また，電子温度や密度

の空間分布を把握できる。以下はその原理となる事柄について詳しく述べる。 

 

3.1 制動放射[17,18]

 
 自由電子がイオンまたは原子のクーロン電場で減速されるときの放射は，電

子の最終的な状態が自由であれば制動放射(自由-自由遷移放射)という。制動放

射は，長波長領域では古典的取り扱いが可能であるが，短波長領域では光子の

エネルギー ωh が電子の熱エネルギー eBTκ と同程度となると量子力学的扱いが

必要となる。しかし，放射光のパワースペクトルに対する表示は，角周波数ω

および電子の速度 で決まるガウント因子v ( )ω,vG の違いを除き，同じ関数形で

表される。高温プラズマでは放射は X線領域まで分布することがわかっている。 

 

3.1.1 制動放射の古典論的取り扱い 
 電荷 をもつイオンのクーロン場中の電子の軌道を図 3.1 に示す。電子の軌

道はイオンが静止している位置を支点とした円錐曲線となる。ここでbは電子と

イオンの最近接距離である。衝突で放射されるエネルギーは 

eZ

( ) ( )
3

2

3

8,
cd

bdW ωπ

ω
ω d&&

=              (3.1)

となる。ここで，イオンから見た電子の位置ベクトルをrとして 

[ ]∫
∞

∞−
=

=

dttie
e

ω
π

exp
2

vd

rd

&&&&                    (3.2)

である。プラズマ中のひとつの電子が放射する放射パワー密度は 
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( ) ( )bdb
d

bdWvn
d

dP
i ∫

∞

∞−
=

ω
ωπ

ω
ω ,2                (3.3)

であらわされる。軌道 について運動方程式を解いた後，(3.3)式は次式で表す

ことができる。 

( )tr

( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Ξ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

v
bi

bvn
c

e
d

dP
i

03
0

2
2

22

3
4 ω

ωπ
ω
ω

               (3.4)

ここで はハンケル関数を含んだ関数である。Ξ Ξは高周波数や低周波数の場合

に近似することができる。 

 

3.1.2 制動放射の量子力学的取り扱い 
 速度 vと加速度 dtdv をもつ電子から放射されるパワーを速度分布関数に関し

て積分することにより，プラズマからの単位体積あたりの放射パワーが得られ

る。マクスウェル分布を仮定すると，制動放射の放射パワーは ωd あたり次式で

与えられる。 

( ) ( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
×= −

e
effeie T

TZgTZnn
d

dP
κ
ωωκ

ω
ω hexp,,1002.1 2

1
233  [W cm-3 Hz-1]。 

    (3.5) 

ここで ffg は温度平均した自由‐自由遷移放射におけるガウント因子である。ゆ

えに光子のエネルギーあたりの放射パワーは 

( ) ( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
×= −−

e

ph
effeie

ph

ph

T
E

TZgTZnn
dE

EdP
κ

κ exp,1054.1 2
1

232  [W cm-3 eV-1] 

(3.6) 

となる。ここで光子エネルギーを ωh=phE としている。 で積分すると制動放

射の全放射パワー 

phE

( ) ( effieff TZgTZnnP ,1054.1 2
1

232 κ−
− ×= ) [W cm-3 ]  ( eTκ  in eV )      (3.7)

が導かれる。(3.7)式を用いると，プラズマの密度やイオンの電荷が決まれば，得

られた全放射パワーから電子温度 が決定できる。 eT
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3.2 磁気面と軟 X線放射強度の等高線の関係 
 

磁気面について説明する。磁気面とは磁力線がその上に存在する曲面のこと

である。磁気面上ではMHD平衡状態にあるプラズマでは多くのプラズマパラメ

ータが磁気面上で一定となることが多い。例として圧力について説明する。プ

ラズマの流速を として，MHD方程式は次式で表される。 v

( ) Bjvvv
×+−∇=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∇⋅+
∂
∂ p

t
ρ                (3.8)

力学的平衡が成り立つ場合，式(３．８)の左辺は０となり， 

Bj×=∇p                           (3.9)

となる。両辺でBとの内積をとると 

0=∇⋅ pB ， 0=∇⋅ pj                      (3.10)

であり， と が共に に垂直であることがわかる。すなわち とBの力線はj B p∇ j

constp = の等圧面にある。従って，等圧面は磁気面と一致する。よってプラズ

マ圧力 は磁気面上で一定であり，このように磁気面上で一定の量を磁気面関

数と呼ぶ。プラズマの圧力は 

p

Tnp κ=                          (3.11)

で表すことができる。ゆえに圧力が磁気面関数であるから，近似的に密度，温

度も磁気面関数と考えてよい。そして３．１節で示したように，密度と温度の

関数となっている制動放射の放射強度も磁気面量とみなしてよい。プラズマか

らの制動放射の強度を，ポロイダル断面で二次元プロットしたときの等高線は

磁気面と一致すると考えられている。 

 eTκω ~h 近傍のスペクトル領域の放射は高温プラズマでは軟X線領域である。

磁力線に沿ったエネルギーと荷電粒子の輸送は非常に速いので，電子温度や電

子密度，電荷そして制動放射の放射率は磁気面上で一定となる。それゆえに，

放射率の等高線は磁気面と一致し，図 3.2 のような軟 X 線放射強度の等高線プ

ロット[5]は近似的に磁気面を表している。図 3.2の結果はフォトダイオードアレ

イを用いたコンピュータトモグラフィ計測によるものである。コンピュータト

モグラフィは代表的な軟 X 線イメージング計測方法であり，数々のプラズマ閉

じ込め装置で成功を収めている。 
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 RFP では有理面間隔が狭いため，磁気島が重なり合い，複雑な構造を持った

磁場領域が拡大する特徴を持つ。また，一つのモードが準支配的になるとき，

特徴的な磁場構造を持つQuasi Single Helicity(QSH)のような新たな磁場配位の研

究が近年進められている。閉じ込めに大きく寄与する磁気面形状を可視化する

ことは重要である。制動放射軟 X線イメージングは RFPプラズマの内部磁場構

造を最も直接的に観察することができる測定法である。 
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第 4章 軟 X線イメージングのシミュレーション 
 

 軟 X線システムの原理検証のため，プラズマからの制動放射軟 X線のイメー

ジング画像を数値シミュレーションにより求めた。3章で記述した(3.7)式 

( ) ( effieff TZgTZnnP ,1054.1 2
1

232 κ−
− ×= ) [W cm-3 ]  ( eTκ  in eV )     (4.1)

において， を決めるプラズマパラメータは電子密度 ，イオン密度 ，イ

オンの電荷

ffP − en in

Z，電子温度 である。本研究では水素プラズマを用いて実験を行

うため，完全電離を仮定すると，電子密度とイオン密度は等しい。また不純物

の影響を無視してイオンの電荷は１とする。ゆえに密度と電子温度が規格化小

半径方向にどのような値と分布を持つか決まれば放射パワーの空間分布が決ま

る。密度は２乗，電子温度は

eT

21 乗で放射パワーに対して寄与する。 

  

4.1 数値計算アルゴリズム 
 

 軟 X 線イメージングシステムはピンホールカメラの原理を用いているため，

撮像素子が受ける信号は，ある一本の視線においてはその視線上の放射パワー

の線積分値をとる。MCP は二次元撮像素子であり，無数の視線上の線積分値の

二次元分布を得ることが可能である。この視線の数を限定し，結像面を有限に

分割したものに対応する視線に沿って視線上でどの程度の値が加算されていく

かを決めれば，近似的にプラズマから得られる軟 X 線画像をシミュレーション

した。以下に計算アルゴリズムの手順を述べる。 

 

① ６４×６４×６４のボクセル配列に放射パワーの空間分布を入力する。図

4.1 に三次元グリッドの例（図のグリッドは 16×16×16）を示す。各々の

立方体に値が格納される。 

② 次にピンホールの場所をどのボクセル座標 ( )ZYX ,, にあるかを決め，その

位置から伸びた任意の視線がどのボクセルを通過していくか調べ，各々の

ボクセル内を通過した長さを計算する。概念図を図 4.2 に示す。このシミ

ュレーションの概念として図 4.3 に示すように一つのボクセルが点光源と
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なり，ピンホールに向かって放射すると考えた。 

③ 視線が通過したひとつボクセルについて，①で入力されている数値 と，

②で調べたそのボクセル内を通過した長さ を掛け算し，その計算をそれ

ぞれのボクセルと視線の線分に対して行う。ここでピンホール位置から数

えて i番目のボクセルを通過したことを添字 iであらわしている。この計算

結果 を とおいてひとつのボクセルが一本の視線上で寄与する重み

とする。 

iV

iL

iiV L× niI

④ ③で求めた値 をピンホールまでの距離ｒの２乗で割り算する。その結果

に，ピンホール面の法線と視線がなす角θを考慮して

niI

θcos をとる[19]。こ

の計算は次式で表される。 

θcos2r
I

I ni
i =                         (4.2)

微小面積 dSはピンホールの開口面積であるが，今回は無視する。 

⑤ ④で求めた値 を視線上で足し合わせていき，その計算結果を二次元撮像

素子が一本の視線において受ける放射強度

iI

I とする。 I の値を二次元画像

の１ピクセルに格納する。図 4.2 で示すように，二次元グリッドの１ピク

セルと視線が対応している。 

⑥ 有限に仮定したすべての視線について②から⑤を行い，得られた値を二次

元配列することで画像を得る。 

 

4.2 円柱プラズマに対する画像計測シミュレーションの適用 
 

 円柱プラズマの側面に視線を持つピンホールカメラを仮定し，プラズマから

の制動放射を測定したイメージングシステムで得られる二次元強度分布画像の

シミュレーションを行った。 

以下，手順について述べる。トーラスプラズマを円柱プラズマ近似する。そ

の円柱プラズマが存在する空間を立方体 64×64×64個に切る。その三次元グリ

ッド空間は前節で述べたボクセル配列が対応する。イメージングシステムの視

野角が約 20°を持つため，4.1 節⑥での二次元画像で１ピクセルごとに視線が

0.1°ずつ変化するように設定した。ゆえにシミュレーション結果である二次元
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強度分布は 200×200 ピクセルの画像と決めた。ピンホールはボクセル座標で

の位置に設定した。 ( ) ( 32,0,0,, =ZYX )
 密度分布と電子温度分布を仮定することにより，(4.1)式を用いて放射パワー分

布を決定する。得られた放射パワー分布を適用し，三次元グリッドのボクセル

配列に対して入力することで，円柱プラズマから放射される制動放射強度の三

次元空間分布を決定する。図 4.4に中心軸上で放射強度が強く，周辺部に向かっ

て弱くなる円柱プラズマのポロイダル断面像と三次元模式図を示す。 

 さまざまな密度分布，電子温度分布を仮定して，各々についてどのような二

次元強度分布が得られるか検証した。本シミュレーションでは，第６章で詳細

を 述 べ る RFP プ ラ ズ マ 実 験 装 置 STE-2 に お け る パ ラ メ ー タ

[1/m19
0 100.1~ ×en 3]， [eV]を中心軸上の値に用いて，周辺部に

向かって変化するガウス関数（正規分布）で密度分布，電子温度分布を仮定し

ている。これらの分布は次式を用いて仮定している。 

100~0eT

( ) ]7725887.2exp[
2

0
en

e w
rnrn ×

−=             (4.3) 

( ) ]7725887.2exp[
2

0
eT

ee w
rTrT ×

−=                 (4.4)

ここで および を密度と電子温度それぞれが持つ正規分布の半値幅として

おり，これらを変化させることにより複数の異なる放射強度分布を仮定した。

放射強度分布と軟 X線シミュレーション画像の関係を図 4.5に示す。ここで は

プラズマの中心軸からピンホールまでの距離である。図 4.5の①～④はピンホー

ル直前までプラズマが存在すると仮定した。一方，⑤～⑦は実験装置 STE-2 の

プラズマに対応させた。結果を見ると密度，電子温度の分布によって二次元強

度分布の形が変化することがわかる。密度は二乗，電子温度は

enw
eTw

pr

21 乗で放射パワ

ーに寄与するため，密度分布を大きく変化させると強度分布に強く反映される。 

 

4.3 磁気島構造を持つ円柱プラズマに対する 
画像計測シミュレーションの適用 

 

 磁気島構造は RFP プラズマの磁気面形状に大きく寄与する。そこで 4.2 節で



 22

用いた図 4.4 に示すような放射強度分布を持つ円柱プラズマに磁気島構造を加

えて，イメージングシステムで得られる二次元強度分布画像の変化をシミュレ

ーションした。実際の RFP プラズマは磁気島が複数，密接して存在するため，

それぞれの磁気島が重なり合うなどして複雑な磁場構造を持っているが，本シ

ミュレーションでは単一のモードが作り出すひとつの磁気島構造のみを考慮に

入れた。実験装置 STE-2では m=1,n=8モードが支配的であり，その有理面上の

磁気島のみを与えた。磁気島内は同じ強度を持つと仮定する。 

磁気島内の放射パワーと円柱プラズマでの強度分布の比を変えて計算し，そ

の結果を検証する。磁気島構造内には， [W/cm181015 −× 3]および [W/cm181050 −× 3]

に比例した値を１ボクセルに格納する。円柱プラズマの中心軸上の値と比をと

るとそれぞれ 0.262，0.874となる。また，磁気島幅を 1[cm]と仮定した。磁気島

はモードの位相により現れる位置が異なる。今回はm=1,n=8モードの位相がピン

ホールのあるポロイダル断面上で 0 のときとπのときについてシミュレーショ

ンを行った。位相が０のとき磁気島はピンホールにもっとも接近し，πのとき

はピンホールから最も遠ざかる。また，位相がπ/2 のときはプラズマの上側，

－π/2 のときはプラズマの下側にある。それらを仮定したときのポロイダル断

面での放射パワー分布を図 4.6 に示す。そしてシミュレーション結果は図

4.7-4.10のようになる。磁気島構造からの寄与を大きくしていくと画像結果に変

化が現れていくことがわかる。磁気島構造がピンホールに近い位置にある場合，

画像の結果に大きく寄与することがわかる。逆に遠い位置にある場合，影響は

薄れる。 

 

4.4 視野角を広げた場合の軟 X線画像計測のシミュレーション 
 

 4.2，4.3節においてはピンホールカメラの視野角を 20°としたが，これを 40°

と変更し，プラズマのより広い範囲が視線内に入る場合の軟 X 線画像のシミュ

レーションを行った。図 4.11(b)に視野角を 40°とし，図 4.5-⑦と同様の密度，

電子温度，放射パワー分布を与えたときのシミュレーション結果を示す。 

また，磁気島構造の寄与を加えたときの画像の変化をシミュレーションによ

り求めた。モードの位相を 0，π/2，π，-π/2としたときの結果を図 4.12-図 4.15
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に示す。磁気島に与える放射強度は [W/cm181050 −× 3] および [W/cm1810100 −× 3]

に比例した値を１ボクセルに格納した。円柱プラズマの中心軸上の値と比をと

るとそれぞれ 0.874，1.748である。視野角を 40°とすればm=1，n=8モードの磁

気島構造が上下には十分視野に入るため，視野角 20°の場合と比較して，磁気

島構造が軟X線画像に反映されやすい。そのため，磁気島内に与えた放射パワー

が大きくなった場合には単純な放射パワー分布を持つ場合の結果図 4.11(b)の二

次元分布から軟X線画像は大きく変化する。これらの結果から，広い視野を確保

した場合に軟X線パワー分布をより詳細に調べることができると考えられる。 

 

4.5 軟 X線画像のシミュレーション結果のまとめ 
 

 本シミュレーションにおいては m=1，n=8モードのみを考慮して磁気島構造と

軟 X線画像の関係を調べた。仮定した磁気島幅は 1cmとした。視野角が 20°の

場合，図 4.5-3⑦に示した強度分布から最も変化するのはモードの位相が 0のと

きである。これはモードの位相が 0 のときは，磁気島構造がピンホールカメラ

に対して最も近づいた場合に対応するからである。これは視野角 40°の場合に

も当てはまる。図 4.12の軟 X線画像の変化を見ると，磁気島の影響を強めると

ピークが中心から上下の位置に移動していくことがわかる。 

 一方，図 4.9 および図 4.14 に示したモードの位相がπの場合を考察する。磁

気島の影響を強めた場合でもピークは中心付近で変わらないが，強度の高い領

域が周辺に向かって広がっていくことがわかる。 

 また，モードの位相がπ/2，-π/2 の場合には磁気島が存在する位置と強度の

高い領域が一致することがわかる。 

ゆえに軟 X 線画像の強度分布を詳しく観察することによって磁気島の空間的

な位置を把握できると考えられる。また，磁気島構造を仮定した場合に，視野

角が広い場合のほうが構造の変化は著しい。このことからピンホールカメラの

視野の大きさの重要性が確認された。ピンホールカメラを実験装置に組み込む

場合にはプラズマが十分に視野の中に入るように設計する必要がある。 
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第 5章 軟 X線イメージングシステムの開発 
 

 プラズマを閉じ込めているのはらせん状の磁力線であるが，その磁力線は磁

気面と呼ばれる閉じた局面を周回する。トーラス系装置では磁気面はドーナツ

型の層となって存在している。効率の良いプラズマ閉じ込めを実現するために

はプラズマ内で成長する電磁流体力学的（MHD）不安定性のために複雑に変化

した磁気面構造を実験的に研究する必要がある。その研究において，プラズマ

内部から制動放射される軟 X 線の計測は有用な手段の一つであり，二次元的，

もしくは三次元的な磁気面構造の再構成を可能とする強力な非接触計測法であ

る。トロイダルプラズマでは放射強度分布の等高線が磁気面に対応するので，

軟 X 線放射強度のグローバルな計測はプラズマ内部の磁気面構造計測に広く用

いられており，特に軟 X線コンピュータトモグラフィ（SXR CT）は種々の核融

合プラズマ実験装置において成功を収めてきた．しかし，SXR CTにより磁気面

の 3次元構造を測定するためには多数の測定システムが必要である。 

 我々が研究の対象としている RFP プラズマでは抵抗性 MHD 不安定性（テア

リングモード）によって形成される磁気島の構造が閉じ込め特性との関連で重

要であり，トロイダル方向にピッチ長が短いため三次元構造を調べることが特

に重要である。よって磁気島の 3 次元構造を計測できる新しい計測法の開発が

必要である。このため比較的単純な計測装置で RFP の磁気面の三次元構造を調

べる計測法の確立が望まれており，我々はそのような目的に適合する軟 X 線イ

メージングシステムを開発している。現段階では一方向からの計測であるため，

二次元計測しか行なえないが，今後このシステムを発展させ，三次元計測を可

能にする予定である。 

 

5.1 イメージングシステムの設計 
 

 このシステムではピンホールカメラの原理を用いており，広い視野を利用し

たグローバルな測定が可能となる。図 5.1にイメージングシステムの概要図を示

す。イメージングシステムは直径 1mmのピンホール，マイクロチャンネルプレ

ート（MCP），蛍光板(有効径は共に直径 20mm)，ICCD により構成されている。
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画像取得の過程を簡単に述べると次のようになる。①プラズマ内部から放射さ

れる軟 X線像をピンホールによって MCPの有効径に結像させる。②MCPによ

り軟 X 線は電子に変換，増倍され蛍光面に再結像する。③蛍光面からはその電

子の数に比例する強度の可視光が放射される。④その発光を ICCDカメラによっ

て撮像し，二次元画像データを得る。 

 

5.2 マイクロチャンネルプレート(MCP)・蛍光板[20]

 

 MCP とはガラスキャピラリを数百万本束ね，薄い板状に加工されたものであ

る。そのガラスキャピラリは内壁を抵抗体とし，直径数μm から数十μm の非

常に細い導電性の二次電子増倍管である。MCP はそのガラスキャピラリ一本一

本が独立して働くので二次元電子増倍管として成り立っている。MCP は電子線

やイオンに対し高い検出効率を持つが，紫外線，真空紫外，軟 X線や硬 X線領

域まで感度を持ち，中性子の検出も可能であるなど，検出対象は広範囲にわた

る。MCP の構造を図 5.2(a)に示す。入射した粒子，放射線が内壁に当たり放出

された二次電子はMCPの両端に印加された電圧により生じる電場によって加速

され，放物線軌道を描きながら対向する壁への衝突し再び二次電子を放出する。

この過程を繰り返すことで出力側から多数の電子が放出される。 

ガラス板に蛍光材を塗布した蛍光板は，MCP と組み合わせて用いる。この蛍

光板を用いることで画像計測が可能となる。MCP から出力された電子を蛍光板

に加えた高電圧によって加速し，蛍光板に電子が当たると可視光が出力される。 

本研究では MCP アセンブリに浜松ホトニクス製 F2222-21P（蛍光材 P43）を

用いた。実際に用いた F2222-21Pの写真を図 5.2(b)に示す。蛍光板が出力する可

視光は緑色で，波長はλ=530～560nm である。使用されている蛍光材の残光時

間は 50～2000μsecである。また，蛍光板の空間分解能はMCP二段の場合半値

幅で 80μm～100μmとされている。MCPおよび蛍光板には高電圧を加えなけれ

ばならない。MCPに対しては最大 2[kV]，蛍光板には最大 4[kV]まで電圧を加え

ることができる。図 5.3に MCPと蛍光面に高電圧を加えるときの結線方法を示

す。 

 



 26

5.3 ピンホールカメラポートのユニット化 
 

 プラズマ実験装置に組み込むために，ピンホール，MCP，蛍光板および電流

導入端子をユニット化させた軟 X 線計測用ピンホールカメラの作成を行った。

ピンホールの材料は厚み 0.5mmのステンレス（SUS304）でレーザ加工により作

成し，ピンホール径はφ1mmとした。図 5.4(a)に図面を示す。また図 5.4(b)にレ

ーザ加工の様子を示し，図 5.4(c)には実際に実験に用いたピンホールを示す。

MCPの入力面とピンホールの距離が 50mmとなるように，MCPアッセンブリを

設置した。また，ピンホールおよびMCPアッセンブリを寸切りネジでドリフト

管に固定した。吸収フィルタには目的に応じて X 線のエネルギー分析を行うた

めに，ポリエステル吸収フィルタをピンホール前に設置した。吸収膜には厚さ

1.5μm，3.0μmの二種類を使った。MCPの各電極と電流導入端子をつないで外

部から高電圧を加えることができる。MCP アッセンブリの固定にはステンレス

基板を利用している。図 5.5に作成したユニットの写真を，図 5.6に図面を示す。

ICF114フランジ部分は，プラズマを作る真空容器の ICF114ポートに装着する。

ICF152ポートには窓フランジを装着しており，CCDカメラでアッセンブリの蛍

光板を望める。 

 

5.4 イメージングシステムの設置 
 

 実際の実験では，実験装置に上述のユニットを装着し，蛍光板発光面にピン

トを合わして CCDカメラに結像させて画像データを取得する。ピンホールの直

前に軟 X 線吸収フィルタを設置する場合は図 5.7(a)の部品にフィルタを貼り付

けたものを用いる。その部品を設置すると図 5.7(b)のようになる。今回作成し，

実験装置に組み込んだイメージングシステムの全体像の写真を図 5.8に示す。 
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第６章 軟 X線イメージングシステムの原理検証実験 
 

6.1 実験装置ＳＴＥ－２ 
 STE-2(Separatrix Test Experiment-2)[21]はアスペクト比 4(R/a=0.4 m/0.1 m，R:大

半径，a:小半径)の小型 RFP装置であり，真空容器（放電容器）は厚さ 2mmのス

テンレス製である。図 6.1(a)に装置の写真，(b)にその上面図を示す。真空容器に

電流が流れるのを防止するため，セラミックで絶縁したポロイダルギャップを

二箇所設けた二分割タイプのトーラス型装置である。ギャップ部には１Ωのセ

メント抵抗を並列につないで短絡している。トロイダルコイルは図のように 24

個設置されており，これらによってトロイダル磁場を発生させている。プラズ

マ電流は放電管の周りに配置した 12セットのジュール一次巻線（joule coil）に

より変圧器の原理で作り出される。ジュール一次巻線は図 6.2の実験装置断面図

で示すように巻いてある。典型的な磁場配位においては，安全係数 は磁気軸上

で 0.15，外側に向かって-0.05 まで減少する。図 6.3 に STE-2RFP プラズマの安

全係数分布を示す。 

q

次に RFP プラズマの特性を調査するために必要な基本パラメータについて述

べる。 

 

ループ電圧：プラズマを作るにはトロイダル方向に一周に渡って電圧を印加す

る必要があり，その電圧をループ電圧と呼ぶ。ループ電圧の測定には放電管赤

道面の外側に巻いてある１ターンコイルを用いる。そのコイルを貫くポロイダ

ル磁束の変化によって生じる電圧がループ電圧である。 

 

プラズマ電流：プラズマ電流の測定には，細いソレノイドコイルを巻きつけて

あるロゴウスキコイルを用いる。電流はその周りに磁場を作るため，その磁場

の信号をコイルによって取り出すことで電流に相当する信号を得ることができ

る。 

 

トロイダルフラックス：ポロイダル方向に巻いたフラックスループには，ポロ

イダル断面を横切る磁束の時間変化 dtdΨ に比例した電圧が発生する。この電



 28

圧を積分することでトロイダル磁束に相当する信号が得られる。この値を装置

の断面積で割り算したものがポロイダル断面での平均磁場である。 

 

磁場：プラズマの周辺磁場の測定には磁気プローブと呼ばれるコイルを用いる。

実験に用いられた磁気プローブは 4[mm]×4[mm]のベークライトに直径 3[mm]

のホルマル線を 25ターンずつ巻き，石英ガラスのジャケットでカバーされてい

る。このプローブを放電管のポートから挿入してプラズマ周辺部の磁場を測定

した。 

 

m=1トロイダルモード成分： の m=1成分の測定には，真空容器の外壁にトロ

イダル方向 24ヶ所に設置した sineコイルを用いた。これにより真空容器から浸

透してくる摂動磁場 m=1成分を測定できる。これをトロイダル方向 24ヶ所につ

いて空間フーリエ変換することでモードの振幅および位相変化を計算する。モ

ードの位相の計算結果より磁気島の存在する場所を判断することができる。 

rB

 

図 6.4 にこの装置で行われた実験での典型的な RFP 放電波形を示す。上からル

ープ電圧(a)，プラズマ電流(b)，ポロイダル断面平均のトロイダル磁場(c)，プラ

ズマ周辺部でのトロイダル磁場(d)である典型的な RFP放電では，プラズマ電流

が 40～50kA，平均トロイダル磁場は 50mT，プラズマ生成時間 600～700μsec，

RFP 配位持続時間 400～500μsec，ループ電圧 150～200V 程度である。図(d)の

波形を見ると，プラズマが生成されてから電流が立ち上がるにつれてトロイダ

ル磁場が反転していくことがわかる。ゆえに(c)と(d)の波形を比較することによ

り，トロイダル磁場が中心部に対して周辺部で反転している磁場配位が形成さ

れており，RFP磁場配位が達成されていることがわかる。 

 

6.2 実験方法 
  

RFP 放電中の軟 X 線二次元画像を得ることを目的として４章で述べたイメージ

ングシステムを STE-2 RFPプラズマに適用した。視線はプラズマを水平方向に

外側からトーラス中心の方向を向いており，プラズマ中心部で直径 10cm程度の
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領域が視野に入っている．真空容器内の視線の領域を図 6.5に示す。ピンホール

は開口径 1mmφで真空容器の内壁から 35mmの位置に赤道面に垂直に設置され

ている。ピンホールカメラの視野角は 22.3.°である。また，あるプラズマ中を

貫く視線での軟 X 線の放射強度は線積分値となる。Surface Barrier Diode(SBD)

を用いた軟 X線測定実験から，STE-2RFPプラズマのバルク電子は 100eV，高速

電子は 500eV 程度の電子温度を有していることが確認されている。磁場揺動は

m=1,n=7,8,9 の複数モードが支配的であるマルチヘリシティ(MH)RFP プラズマ

である。 

 画像計測システムのピンホールカメラとしての動作確認を含めた原理検証実

験を行なった。MCPに軟 X線が入射する前にポリエステルの吸収フィルタを設

置し，軟 X線のエネルギー分析に用いている。1.5μm，3.0μm厚のポリエステ

ルフィルタを用意し，フィルタをつけない場合と各々のフィルタを装着した場

合の像の変化を比較した。 

 またテアリングモードの制御を目的として，回転摂動磁場(Rotating Helical 

Field, RHF)[22]を加えて，モードのダイナミクスを制御した場合に軟 X線像がど

のように変化するかを検証した。 

 

6.3 実験結果とシミュレーションの比較 
  

6.3.1 STE-2RFPプラズマの軟 X線二次元画像の取得と 
画像処理 

開発した軟 X 線イメージングシステムの蛍光板は図 6.6 に示すような発光を

する。この可視光の瞬間的な放射強度分布をCCDカメラで取り込むことにより，

画像実験データを取得する。STE-2RFPプラズマのプラズマ電流がピークに達す

るのは放電開始から 400～500[μsec]である。ゆえにその付近の時間で CCDカメ

ラのシャッターを切ると決定した。また，プラズマ放電時間内のスナップショ

ットを取るためにイメージインテンシファイアに 5μsec の高電圧ゲートをかけ

て実効露光時間を 5μsec とした。実験で取得したスナップショットの一例を図

6.7に示す。この画像に平均処理によるノイズ除去を行った。また，MCPには図

6.8に示すように感度に角度依存性があるのでその補正を行う必要がある。図 6.9
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に示す相対感度を値として持った二次元画像を作成し，割り算することで MCP

の角度依存性を補正した。各放電で取得した画像に以上の処理行った。図 6.10

にある実験シーケンスでのプラズマから得られた軟 X 画像を並べる。これらの

画像はイメージングシステムに装着するポリエステルフィルタなしで撮影され

た。ひとつひとつが違う画像のパターンをしており，再現性の悪い STE-2RFP

プラズマの特徴を示している。この結果は放電ごとに形状の変わる磁場構造を

反映していると推定される。 

 

6.3.2 （1,8）モードが支配的であるプラズマの軟 X線画像 
 STE-2 ではm=1，n=7,8,9 が支配的であるが，どのモードが立つかは放電ごと

に大きく変化する。この節ではm=1，n=8モードが他のモードよりも二倍以上の

振幅を持っている場合にどのような画像が得られるか検証する。トロイダルモ

ードスペクトルを図 6.11 の(e)に示す。このスペクトルはカメラのシャッタータ

イミング以前の 50μsec間での平均である。50μsec間である理由は，50μsecが

蛍光板の残光時間の最短時間だからである。この図よりm=1，n=8モードが他の

モードに対して支配的になっていることがわかる。図 6.11 の(a)はこのときのイ

メージングシステムで撮影した軟X線画像である。(f)のモードの位相より磁気島

が正面の視線からは最も遠い場所に存在することがわかる。5章で述べた計算プ

ログラムにm=1，n=8モードの磁気島構造を考慮に入れてシミュレーションを行

った結果が(b)である。図 6.11(b)は磁気島の放射強度を [W/cm181050 −× 3]に比例す

る値を代入して計算した結果であり，図 4.9に示したものと同じ図である。 (c)

は磁気島構造を考慮しない，中心軸上が最も放射パワーの大きい円柱プラズマ

の場合のシミュレーション結果である。実験データとシミュレーション結果を

比較する。(a)(b)(c)の画像は共に中心付近にピークを持っている。(c)のような簡

単な放射パワー構造を持つ場合，中心部からプラズマのトロイダル方向（示し

た画像の場合横方向）に強度の大きい領域が広がる。しかし，実験データ(a)で

はトロイダル方向への広がりは小さい。この違いから(a)は簡単な磁場構造から

放射された軟X線の画像ではないことがわかる。 

５章でも述べたが(b)のように磁気島構造を与えると(c)の結果から変化が生じ，

二次元画像は複雑な形状へと変化する。(b)に示した画像の場合，左上から右下
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に向かって斜め方向へ伸びる構造を見ることができる。この傾きは(a)の画像が

持つ構造の傾きと同方向であり，シミュレーション結果と実験データとの共通

点の一つである。しかし，シミュレーション結果と実験データの軟 X 線画像の

強度分布には大きな差異が生じている。シミュレーションではひとつのモード

のみを考えているため，他のモードの影響は考慮していない。実際のプラズマ

の磁場構造は複数のモードの影響を受けて，より複雑となると考えられる。(a)

の実験データの二次元強度分布の複雑さは複数のモードの影響による磁気面構

造の複雑さと対応すると推定できる。 

 

6.3.3 モードスペクトルの差異による強度分布の変化 
 モードスペクトルの異なる場合に画像にどのような差異が生じるか検証する。

図 6.12に軟 X線画像とそれぞれに対する m=1，n=8モードの位相，シャッター

のトリガータイム以前の 50μsec 間の平均トロイダルモードスペクトルを示す。

よって位相のグラフに示した赤線がシャッターのトリガータイムである。 (a)

と(b)の軟 X線画像には強度分布に大きな差異が生じている。図 6.12の黄色の点

線で引いたラインで値をプロットとすると，図 6.13 に示すように波形は似通っ

ているが，値が大きく異なる。この原因を検証する。m=1，n=8モードの位相が

共にπ付近であり，ゆえに磁気島構造がピンホールからは最も遠い位置に存在

することは(a)と(b)の場合で共通点である。また，各パラメータにおいて図 6.14

に示した放電波形も似通っており，プラズマとしての共通点が多いことがわか

る。二つの放電の決定的な差異はトロイダルモードスペクトルである。(a)の場

合は，各トロイダルモードが同程度の大きさのモード振幅を持っている。(b)の

場合，m=1，n=8,9モードの振幅が突出しており，他のモードの 2.5～3倍の値で

ある。他のプラズマパラメータに共通点が多いにもかかわらず，画像の強度に

大きな差がある理由はモードスペクトルの違いが原因のひとつであるといえる。 
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第７章 結言 
 

 本研究では，RFP プラズマの内部磁場構造測定法として軟 X 線イメージング

計測システムの開発を行った。数値シミュレーションにより，イメージングシ

ステムを用いた軟 X 画像はプラズマの磁場構造を反映する二次元強度分布を持

つことがわかった。軟 X 線イメージングで磁気島構造を同定するためには，磁

気島内の軟 X 線放射強度がバックグラウンドに比べて二倍程度高ければ十分で

あることがわかった。そこでピンホール，MCP，蛍光板を用いたピンホールカ

メラを作成し，ICCDカメラを併用して軟 X線イメージングシステムを製作した。 

そして，RFP プラズマ実験装置 STE-2 にイメージングシステムを適用し，そ

の測定結果をもとに原理検証をした。STE-2 での放電実験では，軟 X 線を受け

てMCPが電子に変換，蛍光板が可視光への変換を行うことに成功し，緑色の発

光が確認された。ゆえに RFPプラズマ実験装置におけるMCP・蛍光板を用いた

ピンホールカメラの動作確認を行うことができた。また，放射パワーに単純な

ガウス分布を与えた場合の数値シミュレーション軟 X 線画像と，実験で得られ

た軟 X 線写真とは構造的に異なっていたため，STE-2RFP プラズマの軟 X 線空

間放射パワー分布は MHD ダイナミクスの影響を受けて複雑になっている可能

性があると推定できる。ただし，STE-2RFPプラズマのように複雑な内部磁場構

造を持っていると予測できる場合は，軟 X 線放射パワーの空間分布も複雑であ

るため，単純な二次元強度分布画像が得られるとは考えにくい。ゆえに比較的

単純な磁場構造のプラズマに対して用いることに適している可能性が高い。 

問題点として，今回開発を行ったピンホールカメラの蛍光板は残光時間が長

く，しかもプラズマができる前から高電圧を加えていたことがあげられる。そ

のため測定系は，結果として積分系として働き，本質的に瞬間的なスナップシ

ョットを得ることは困難であった。今後，残光時間の短い蛍光材料を使った蛍

光板に変更する必要がある。また，MCP と蛍光板に対し，電圧をパルス的に加

える方法も試す必要がある。 

また，世界最小アスペクト比 RFP プラズマ実験装置 RELAX(REversed field 

pinch of Low Aspect eXperiment)[23]への軟X線イメージングシステムの適用を検

討中である。RELAXには接線ポートがあるため，接線方向を視野とする画像計
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測が可能である。 
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3-1

図2.1 RFPプラズマの磁場配位



3-2

図2.2 RFP磁場配位とトカマク配位での
安全係数分布



8-1

図2.3 F-Θダイヤグラム
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(a)

(b)

(c)

図2.4 軸対称RFP配位形成過程の概念図



12-1

図2.5 円柱プラズマの切断 模式図



12-2

(a)

(b)

(c)

図2.6 スラブ状プラズマにおける磁気島の形成



15-1

図3.1 電子-イオン衝突による制動放射



17-1

図3.2 X線トモグラフィによるプラズマ断面像の例



19-1

Ｘ

Ｙ

Ｚ

図4.1 ３Ｄグリッド



19-2

図4.2 １ボクセルとピンホールおよび
二次元グリッドの関係

図4.3 １ボクセルからの寄与を
点光源とした場合の概念図



21-1
大

ピンホール

視野角

(a)小

(b)

図4.4 円柱プラズマの空間放射強度分布
(a)ポロイダル断面像
(b)円柱プラズマの模式図



①密度、電子温度、制動放射の
放射パワーの分布

21-2

①軟Ｘ線画像強度分布

②密度、電子温度、制動放射の
放射パワーの分布

②軟Ｘ線画像強度分布

図4.5-1 様々なプラズマ中の電子温度、密度分布での
軟Ｘ線イメージング計測のシミュレーション結果（視野角20°）



21-3③密度、電子温度、制動放射の
放射パワーの分布

③軟Ｘ線画像強度分布

④密度、電子温度、制動放射の
放射パワーの分布

④軟Ｘ線画像強度分布

図4.5-2 様々なプラズマ中の電子温度、密度分布での
軟Ｘ線イメージング計測のシミュレーション結果（視野角20°）



⑤密度、電子温度、制動放射の
放射パワーの分布

21-4

⑤軟Ｘ線画像強度分布

⑥密度、電子温度、制動放射の
放射パワーの分布

⑥軟Ｘ線画像強度分布

⑦密度、電子温度、制動放射の
放射パワーの分布

⑦軟Ｘ線画像強度分布

図4.5-3 様々なプラズマ中の電子温度、密度分布での
軟Ｘ線イメージング計測のシミュレーション結果（視野角20°）
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(a)位相0 (b)位相π/2

(d)位相-π/2(c)位相π

図4.6 磁気島を考慮した場合のポロイダル断面
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＋

円柱プラズマ

磁気島構造

図4.5-3 ⑦ 磁気島の放射強度
Pf-f～15×10-18[W/cm3]

磁気島の放射強度
Pf-f～50×10-18[W/cm3]

図4.7 m=1,n=8モードの位相が｢0｣のときの
磁気島構造とシミュレーション結果（視野角20°）
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円柱プラズマ

＋
磁気島構造

図4.5-3 ⑦ 磁気島の放射強度
Pf-f～15×10-18[W/cm3]

磁気島の放射強度
Pf-f～50×10-18[W/cm3]

図4.8 m=1,n=8モードの位相が｢π/2｣のときの
磁気島構造とシミュレーション結果（視野角20°）
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＋

円柱プラズマ

磁気島構造

図4.5-3 ⑦ 磁気島の放射強度
Pf-f～15×10-18[W/cm3]

磁気島の放射強度
Pf-f～50×10-18[W/cm3]

図4.9 m=1,n=8モードの位相が｢π｣のときの
磁気島構造とシミュレーション結果（視野角20°）
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円柱プラズマ

＋
磁気島構造

図4.5-3 ⑦ 磁気島の放射強度
Pf-f～15×10-18[W/cm3]

磁気島の放射強度
Pf-f～50×10-18[W/cm3]

図4.10 m=1,n=8モードの位相が｢3π/2｣のときの
磁気島構造とシミュレーション結果（視野角20°）
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(a)視野角20°

(ｂ)視野角40°

図4.11 視野角を変えた場合の画像の変化
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＋

円柱プラズマ

磁気島構造

図4.11 (b) 磁気島の放射強度
Pf-f～50×10-18[W/cm3]

磁気島の放射強度
Pf-f～100×10-18[W/cm3]

図4.12 m=1,n=8モードの位相が｢0｣のときの
磁気島構造とシミュレーション結果（視野角40°）
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円柱プラズマ

＋
磁気島構造

図4.11 (b) 磁気島の放射強度
Pf-f～50×10-18[W/cm3]

磁気島の放射強度
Pf-f～100×10-18[W/cm3]

図4.13 m=1,n=8モードの位相が｢π/2｣のときの
磁気島構造とシミュレーション結果（視野角40°）
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＋

円柱プラズマ

磁気島構造

図4.11 (b) 磁気島の放射強度
Pf-f～50×10-18[W/cm3]

磁気島の放射強度
Pf-f～100×10-18[W/cm3]

図4.14 m=1,n=8モードの位相が｢π｣のときの
磁気島構造とシミュレーション結果（視野角40°）
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円柱プラズマ

＋
磁気島構造

磁気島の放射強度
Pf-f～50×10-18[W/cm3]

磁気島の放射強度
Pf-f～100×10-18[W/cm3]図4.11 (b)

図4.15 m=1,n=8モードの位相が｢-π/2｣のときの
磁気島構造とシミュレーション結果（視野角40°）
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図5.1 軟X線イメージングシステムの模式図
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(a)

(b)

図5.2 マイクロチャンネルプレート
(a)模式図 (b)実物の写真
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(a)

(b)

図5.3 MCP-蛍光板と高電圧電源の
結線方法 (a)と接続の様子(b)
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図5.4 (a) ピンホールの図面

図5.4 (b) ピンホールのレーザ加工の様子

図5.4 (c) ステンレス製ピンホール
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図5.5 観察ポートの組み立て



26-3

図5.6 観察ポートの図面

(a)

(b)

図5.7 ポリエステルフィルタ装着用部品(a)と
ポートに設置した場合の図面と写真(b)
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図5.8 作成したイメージングシステム（写真）
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(a)

(b)

図6.1 ＲＦＰプラズマ実験装置ＳＴＥ－２



27-2

図6.2 ＲＦＰプラズマ実験装置ＳＴＥ－２（断面図）
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図6.3 STE-2RFPプラズマの安全係数分布
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図6.4 典型的なＲＦＰプラズマ放電波形
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図6.5 真空容器とイメージングシステムの
視野の関係
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図6.6 蛍光板の発光
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図6.7 軟Ｘ線イメージングによるスナップショット例
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図6.8 ＭＣＰ角度依存性

大

小

図6.9 角度依存性補正用画像
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shot number
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shot number
009 

shot number
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shot number
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shot number
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shot number
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図6.10 軟Ｘ線画像(Jun06,2006)



30-2大小

(b) (c)
(a) ＣＣＤカメラ画像 シミュレーション結果

シャッター

(d) 放電波形

(e) トロイダルモード
スペクトル

(f) （1,8） モード位相

図6.11 実験結果とシミュレーションの比較



(a) 31-1

トロイダルモードスペクトル(1,8)モードの位相

軟Ｘ線画像 強度分布

(b)

トロイダルモードスペクトル(1,8)モードの位相

軟Ｘ線画像 強度分布

図6.12 異なるモードスペクトルと軟Ｘ線画像
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(a)
(b)

図6.13 水平プロットの比較

(a)

(b)
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Vloop Ip
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図6.14 放電波形の比較


