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概 要

本研究では，イオン流体および電子流体の 次元密度分布の可視化を目的とした

蛍光盤の開発と低粒子束プラズマの径方向密度分布を計測可能とする集電盤の開発

を行っている。蛍光盤は沈殿法によって製作されている。蛍光盤から流れ出るビー

ム電流と カメラによる蛍光盤画像データより，製作した蛍光盤の発光強度は，

蛍光盤に印加する電圧 のある関数と到達粒子数 の積に比例する特性を有して

いる事が明らかにされている。さらには，この特性がビーム粒子種に依存しておら

ず，イオンビームおよび電子ビームの両方に対して同じ発光特性となることも示さ

れている。この発光特性は，蛍光盤の発光総強度と蛍光盤への到達総粒子数との比

を求めることを可能にする。得られた比の値より， カメラの各ピクセルの発

光強度に応じた粒子数を各ピクセルへと再分配することで，各ピクセルに到達する

粒子数および密度が求められている。なお，この計算では二次電子放出比 も考慮

されている。次に，開発した蛍光盤の動作特性が実験的に調べられている。蛍光盤

による 次元密度分布測定については，電子ビームおよびイオンビームの双方に対

して成功している。特にイオンビームの 次元分布については，ビーム密度が増加

するにつれてその分布が径方向へ拡がることが視覚的に明らかにされており，この

結果はブリルアン流を考慮した理論予測と符号しているように見える。蛍光盤によ

るエネルギー分析については，蛍光盤前方に配列された複数の金属メッシュ電位障

壁によるエネルギー分析が電子ビームに対してのみ成功している。続いて，集電盤

から得られた径方向密度分布と蛍光盤から得られた画像データが比較されている。

データーより，それらの間に高い相関が見られる事が示されている。さらには，集

電盤による粒子測定感度が蛍光盤の発光限界を上回り低粒子数領域にまで広がる事

も示している。最後に，開発した つの測定器を二流体プラズマ実験に適用する際

の問題点が検討されている。マルンバーグトラップに閉じこめられたイオンプラズ

マの粒子数 は であるが，データより発光を視認するための 比に対

する要請が と見積もられている。そして，これを実現するためには，高い

とバックグラウンド迷光の完全遮蔽が必要となる事が指摘されている。
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第 章 緒言

背景

近年， や をはじめとする発展途上国の経済発展や人口増加に伴い，

地球規模でエネルギー需要が増大している。我々が現在使用しているエネルギーは

主に，火力発電，水力発電，風力発電，太陽光発電，そして核分裂反応を利用した

原子力発電などによって生み出されている。しかし，化石燃料の使用には地球温暖

化の原因とされる温室効果ガス排出の問題が伴い，また化石燃料の埋蔵量には限り

があるため枯渇は時間の問題である。自然エネルギーを利用した発電方法は天候に

左右されやすく，増大するエネルギー需要にそれ単体では安定的に適用することは

できない。原子力発電は日本の発電量の約 割を担っており，温室効果ガスを排出

しないクリーンな発電方法として今後もその割合は増加すると予想される。しかし，

実際には使用済み燃料である高レベル放射性廃棄物処理方法の見通しは立っておら

ず，そもそも原料となるウランの産出国は限定的であり，その埋蔵量も有限であた

め，原子力発電も数世紀に渡る長期的なエネルギー供給方法とは成り得ない。した

がって，環境を損ねることなく増大するエネルギー需要に応えられる新しいエネル

ギー源の開発は，現在人類に課せられている重要な課題である。

新エネルギー源として期待されているものの一つに核融合発電が挙げられる。核

融合発電のメリットは，資源である重水素や三重水素が海水中に極めて豊富に存在

していることから，事実上無尽蔵の資源をもつこと，燃料補給型なので暴走が起き

ないこと，炉自体は低・中レベルの放射性廃棄物となるが，原子力発電に比べ処理

問題が比較的小さいこと等が挙げられる。

核融合反応を起こすには，原子核同士を電気的な反発力に打ち勝って衝突させる

必要がある。したがって，核融合炉内は，重水素と三重水素の 反応の場合で約

億度の超高温プラズマ状態となっている。プラズマ状態の荷電粒子は炉の壁面に直

接触れて冷えてしまうことがないように磁場によって閉じこめられている。磁場強

度を上げるとプラズマ密度が高まり，それだけ核融合反応回数も増えるので，得ら

れる出力も増大する。ここで，プラズマの圧力を磁気圧で割った無次元数をβと呼

び，安定したプラズマ閉じこめの効率を表すパラメータとして定義されている。つ

まり，β値の高いプラズマを作ることができれば，そのプラズマは弱磁場で閉じこ



められる事を意味し，経済性に優れたコンパクトな核融合炉の実現に繋がり，低単

価のエネルギー供給に結びつく。

一般にプラズマの運動を考える場合、考えている空間・時間スケールが長い時は

プラズマの流体近似が有効となり、特に 流体近似（ ）ではイオンと電子が一

緒になって運動するという取り扱いがなされている。これに対して 流体プラズマ

とは、イオンと電子が独立に運動する短い時空間スケール内でのプラズマのことで

あり、これを用いて 的には不安定な高βプラズマの存在を説明している理論

が存在する 。

目的

この 流体効果を検証する実験として、図 に示されているような，ポテンシャ

ル井戸によってトラップされた互いに逆向きに高速で × 回転している イオ

ンプラズマと純電子プラズマをマージングさせる方法を考案し、その実験準備を進

めている。この手法の特長は 流体効果の発現が予測されている空間スケール長を

観測可能な長さまで引き伸ばせるだけでなく，完全に熱平衡状態に緩和しながら互

いに反平行流となるコヒーレントな運動形態を持つ静かな つの流体を初期状態と

して 流体系へと状態遷移させる点にある。これらの利点を利用することで，精緻

で不確定性のない実験が可能となり，普遍性のある学術的知見を与える事ができる

。

この実験では流体の 次元ダイナミクスを計測するための測定器が必要とされて

いる。プラズマ計測において，径方向密度分布を測定する際にはプローブ法が有用

であるが，この方法ではトラップされたプラズマの軸対称性が失われ閉じこめ特性

が悪化する。本研究では 種類のエンドオン型プラズマ粒子密度分布計測器を開発

しており，いずれも粒子を磁力線に沿って軸方向へと引き出し，モニターする機構

となっている。開発された計測器の つは，到達した粒子を蛍光膜の発光強度へと

変換することでプラズマ密度の 次元分布を計測するというもので，プラズマ分布

の可視化を可能としている。もう一つは，同軸状の絶縁リング電極による径方向密

度分布計測器であり，方位角方向の情報は得られないものの，蛍光膜の発光が観測

できない低密度のプラズマの径方向分布計測を可能としている。



本論文の構成

本章に引き続き，第 章では実験装置 が説明されている。第 章では，製作

した蛍光盤の詳細，及び得られた計測結果について述べている。第 章では，製作

した集電盤，及び得られた計測結果について述べている。そして，第 章では，蛍

光盤と集電盤によって得られた計測結果を比較し考察を言及している。最後に，第

６章は本研究がまとめられている。



図 流体プラズマ生成実験の概要 正負 つの非中性プラズマを別々にトラッ

プした後にマージングする。非中性プラズマの特徴として 一方の符号の電荷を

持つ粒子のみで構成されている， 閉じこめ時間が長い， 閉じこめ得る密度が

磁場強度によって制限される，が挙げられる



第 章 実験装置について

非中性プラズマの一般的な閉じ込め方法に，マルンバーグトラップがある 。

図 はこの閉じ込め方法の構造を示している。イオンプラズマの場合，接地され

た中心部分と正の電位にバイアスされた両端部分の つに分けられた導体性の筒に

よって生じる電場により軸方向に閉じこめられ，均一な軸方向磁場によって径方向

に閉じ込められられる。

この閉じ込め方法の利点に，高い対称性ゆえに荷電粒子が多粒子系になっても高

い閉じこめ時間が得られるという性質と，構造が非常に単純であるということが

上げられ，本研究でもこのマルンバーグ型直線実験装置 （

）が用いられている。 図 は の全体図である。真空容器の内径は

，長さは の円筒形状をしており アルミニウム金属で作られている。

は主に，イオンを打ち出すイオン銃，打ち出されたイオンプラズマを軸方向

に閉じこめる為のポテンシャル障壁を生成する円筒電極，径方向に閉じこめる為の

軸方向磁場発生用コイル，プラズマ電流と径方向分布を計測するエンドオン型測定

器，排気系等で構成されている。以下では各部位の詳細について説明する。

イオン銃

図 は本研究で使用されるリチウムイオン銃の写真および構造である。このイ

オン銃のアノードにはβユークリプタイトの塗布された多孔性タングステンが用い

られており，ヒーターには高純度アルミナの中に入れられたモリブデンの無誘導巻

きコイルが用いられている。このイオン銃の動作温度は ℃～ ℃で，得られ

る電流密度は ～ である。 生成されたリチウムイオンは， 電位

であるカソードに対してアノードに正電圧 をパルス的に印加することで，真

空装置内へと射出される。

電子銃

本研究では電子銃に， の ターン巻きフィラメントを用いている。図

にその構造を示す。フィラメントは交流 によって加熱されている。 メッ



シュに対して，このフィラメントに負電圧が印加されることによって，磁力線に沿っ

た真空装置内へ電子をエミッションさせている。

閉じ込め磁場発生用ソレノイドコイル

非中性プラズマを径方向に閉じ込めるための軸磁場は，図 のように内径

のパンケーキコイルを配列することにより生成されている。イオンプラズマを，

より長い領域に閉じ込めるためには，より長い均一な磁場が要求される。その磁場

分布を実現するためにはこのコイル群を閉じ込め部ミッドプレーン近傍で

間隔で配列し，装置両端部の間隔を と狭くすることで， 方向への磁場の一

様性を確保している。ビオ・サバール則から，ソレノイドコイルによる磁場は次式

で表わせる。

これを用いてこのソレノイドコイルにコイル電流を 流した時の中心軸上での

とミッドプレーンでの の計算値を図 図 に示す。グラフから分か

るように，ミッドプレーンの中心軸上 において約 の磁場強度が

得られており の範囲に渡って は概ね一様に分布している。一方 径方向

の については真空容器内で一様となっている。

ポテンシャル障壁発生用電極（円筒電極

非中性プラズマを軸方向に閉じ込めるためのポテンシャル障壁は 個の円筒電極

によって生成される。円筒電極の寸法は，内径 ，厚さ ，長さ

であり，電極材は無酸素銅を用いている。さらに 個の電極は の隙間を持っ

て並べられている。この電極群への電圧印加可変であるが，多くの場合，図 に

示すように中心 つの電極を対地接地して，それら つの電極電位に対して左右の

電極電位を上げることで，軸方向にイオンプラズマを閉じ込めるためのポテンシャ



ル障壁を形成している。このポテンシャル障壁の高さ は外部電源により制

御されていて，通常 に設定している。たとえば，イオンプラズマを閉

じ込める際にはイオン銃側の電極電位を低くしてイオンを閉じこめ領域内に引き入

れ，一定時間 経過後，再びその電位を上げることで，イオンの閉じ込

めを達成している。

これら円筒電極により作られる電位はラプラス方程式を円柱座標系で解くことに

より解析的に求めることができる。今の場合，

において境界条件 とすると解析解は

となる。ここで は真空容器の半径 は円筒長 は両端の円筒電極電位 は

第一種変形ベッセル関数である。図 は式 において

とした時の での円筒電極が作り出す空間電位分布を示している。

また 中心３つの円筒電極は 非中性プラズマ閉じこめの際に非接触でプラズマの

挙動を測定するための の役割を果たす。これらの円筒電極は方位角方向

に 分割されており 各々電気的に独立している。これにより 電極内壁に誘導され

る電荷の時間変化の相互関数を元にしたプラズマの方位角運動方向の推定が可能で

ある。図 はこの分割電極を用いた測定法の概略図を示している。

真空容器

の真空容器は円筒型ドリフト管を組み合わせて形成されており その寸法

は外径 ，内径 ，全長 である。ドリフト管は①プラズマ閉

じ込め部，②測定器・電圧印加用導入端子接続部，③ポンプ接続部の各部に分かれ

ており，それぞれ により作られている。また①のドリフト管には，コイル

間隔（ ）に合わせて 毎に ポートが設けてあり，このポート

を介して計測器（プローブ等）を真空容器内へと導入することで各種プラズマパラ

メーターを計測することができる。



真空排気系

真空ポンプに関しては，スクロールポンプと排気量 のターボ分子ポンプを用

いている。このスクロールポンプとターボ分子ポンプの組み合わせは，完全なドラ

イポンプであるので，真空容器内への油の拡散による汚染は原理的に生じない。ベー

キングを行った際の最高到達真空度は となるが，通常は

の真空度で実験を行っている。

シーケンス制御

図 にイオンプラズマの打ち出しから閉じこめまでのタイムシーケンスを示し，

図 にそのシーケンス制御用回路を示す。この回路はイオンの引き出し電圧

電位ポテンシャルの動作 ， を の短い時間スケールで厳密に

制御している。

また ショット間の時間と磁場を印加するタイミングは別のシーケンス制御用リ

レー装置で制御している。この装置は 数分の長い時間の動作を制御している。

これにより実験条件の均一化を図り，ショット毎のデータの信頼性を高めている。

周りの配線

の真空容器の電位を装置系全体の基準電位とし この容器を Ωの抵抗を介

してアースに接続する。こうすることで制御系や計測系など基準電位につながる全

ての機器への 回りのコモンモードノイズの低減を試みている。また 全ての測

定系は 点接地されており これにより ループに起因するノイズの発生を抑

えている。



図 円筒型プラズマ閉じ込め方法の構造

図 装置図

図 イオン銃



図 電子銃

図 ソレノイドコイルによる での磁場強度



図 ソレノイドコイルによる での磁場強度

図 円筒電極の作る電位



図 分割電極を用いた誘導電荷測定法



図 タイムシーケンス



図 シーケンス回路



第 章 蛍光盤による粒子密度計測

この章では，電子プラズマまたはリチウムイオンプラズマの径方向分布を計測す

るために開発した蛍光盤について述べる。

計測原理

蛍光盤とは蛍光膜が塗布された円盤を指し，蛍光膜とは蛍光体の膜のことであ

る。蛍光体に電磁波や熱など外部から何らかのエネルギーを与え，蛍光体内部の励

起した電子が正孔と再結合する際に，可視光または可視光に近い領域の光を電磁輻

射する。この現象をルミネッセンスと言い，励起エネルギーに光を用いたフォトル

ミネッセンス ： ，電子ビームを用いたカソードルミネッセ

ンス ： ，イオンビームを用いたイオンルミネッセンス

： ，そして電場を用いたエレクトロルミネッセンス

： などが挙げられる 。

従って，電子またはイオンによって蛍光膜を発光させるためには，荷電粒子は一

定以上のエネルギーと数量を持っていなければならない。しかし，計測対象である

荷電粒子は数 ～数十 程度の低エネルギーであるため，単に蛍光盤に入射した

だけでは蛍光膜を発光させるには至らない。そのため，蛍光盤には荷電粒子を加速

するポテンシャルを印加する必要がある。ところが，この時に生じる電場が磁場に

対して垂直な成分を持っていると，荷電粒子は ドリフトを起こし，本来の正

しい粒子分布を計測することができなくなってしまう。これを防ぐ為に，図 の

ように，蛍光盤の前面に に接続されたグリッドメッシュを蛍光盤と平行に配

置している。このようにして不整電場を抑えることで，荷電粒子の正しい二次元分

布が得られる。

蛍光膜を用いた粒子分布計測法には，図 に示すように，反射光を測定する方法

と透過光を測定する方法がある。透過光を測定する場合のメリットは，構造が簡単

なことである。デメリットは，蛍光膜の厚みをある程度薄くしなければ，光が透過

しきれずに発光強度が落ちてしまうという点であり，膜厚を適度な値に調節しなけ

ればならない。一方，反射光を測定する場合には，実験装置の機械的な制約上，蛍

光盤をプラズマの入射方向に対して 度傾けることで装置軸垂直方向から発光を観



測することになる。この計測方法のメリットは，透過光測定法に対して比較的バッ

クグラウンドノイズを受けにくい点である。しかし，デメリットは構造が複雑にな

るとともに，構造の非対称性から上述の不整電場が生じ，正しい二次元分布が得る

のが困難となる点である。したがって，本研究では透過光測定法を用いている。

蛍光膜の発光は，ダイクロックフィルタ 中央精機 を通して，

カメラ で撮影し画像データとして記録する。このフィルタ

は図 に示す通り，緑透過フィルタであり，電子銃またはイオン銃のフィラメント

加熱による熱輻射発光を抑える役目を担っている。

最後に，開発した蛍光盤は，ファラデーカップとしての機能も有しており，到達

した荷電粒子の電流値を計測することができる。これから到達荷電粒子の総粒子数

が分かるので，発光強度比に応じて分配することで粒子密度分布が求まる。蛍光盤

に到達した荷電粒子は，蛍光膜とガラス基盤の間の導電性の膜 膜 を通じて電

流計測用の抵抗を介し へと流れる。この抵抗の両端の電位差を計測すること

で，蛍光盤に到達した総粒子数を求めている。ここで仮に，蛍光盤の電位がフロー

ティングとなっている場合，蛍光盤は入射された荷電粒子の電荷によってチャージ

アップされる。この状態は，次に入射される荷電粒子に対して，入射方向と逆向き

の静電力を与える。その結果，入射される荷電粒子は蛍光盤に到達するまでにエネ

ルギーを失い，発光量も低下する。したがって，蛍光盤は必ず導体に接続されてい

なければならない。

蛍光盤製作方法

沈殿法

透過光を計測する場合の蛍光盤製作には，ガラスの上に一様な蛍光物質の膜を形

成する必要がある。本研究では，このための手段として，均一性の高い蛍光膜が実

験室レベルで比較的容易に製作できる沈降法を用いている。この方法は，コロイド

溶液に重イオン溶液を混合した際，重イオンがコロイド粒子の表面に電気的に吸着

され粒子の比重が重くなり，徐々に水溶液中を沈降するという効果を利用している

。図 に沈殿法の概念図を示し，以下で手順を述べる。

まず，ガラス盤をプラスチック容器内中央に置かれた台の上に水平に置く。この



ガラス盤には，導電性を持った市販の 膜付きガラス ， ，抵抗

値 を使用している。ガラス盤の端の部分は，あらかじめ銅板などでマスキン

グされており，蛍光盤に電圧を印加させるためのリング状電極に接触させる端子と

なる。

次に，コロイド溶液と重イオン溶液を，図 中に示されているような重量比組

成でそれぞれ用意し，攪拌する。ここで蛍光物質には，イオンに対して強い発光強

度を示す を使用しており，その残光時間は ，発光波長ピーク

は で緑である 。

そして，コロイド溶液と重イオン溶液を の比率で混合し，プラスチック容器

内に注ぎ入れる。このとき，ガラス盤から液面の高さを変えることで，蛍光膜の厚

みを調整できる。例えば，混合した溶液の総重量が の時，ガラス盤から液面

の高さは で，その時の膜厚は である。また，液面の高さを の 倍

の に変更した場合，総重量は であり，膜厚もおよそ 倍の とな

る。このように液面の高さを変えることにより，任意の蛍光膜厚が得られる。本研

究では膜厚 のものを使用している。沈降し終えた後は，ドレンコックを開き

ゆっくりと排水する。排水後は，蛍光膜を十分乾燥させる。

アルミニウム薄膜の長所と短所

蛍光膜が用いられている技術の一つにテレビのブラウン管が上げられる。ブラウ

ン管には，メタルバックスクリーンと呼ばれるアルミニウムの薄膜が蒸着されてい

る。この技術のメリットは，蛍光膜で発光した光がアルミニウム膜で反射されるこ

とよって発光強度が増す点 倍程度増すという報告がある ，背景光を遮断し

てくれる点，機械的強度および化学的な作用に対する耐性が上がり蛍光膜が劣化し

ずらくなる点， などの導電性透明電極が他にいらないという点などが上げられ

る。これに対して，デメリットは蛍光膜に到達する粒子数が下がり発光強度が低下

する点である。入射された荷電粒子が固体によって阻まれて固体中で停止しまう固

体表面からの距離を投影飛程 という。電子よりイオンのサイ

ズが大きいことから，この はイオンの方が短い。

ここで，入射エネルギーが数 以下の比較的小さい場合の電子の投影飛程



は

　

という近似式で表されることが知られている 。 は で表した電子の入射エ

ネルギー， は固体の密度である。図 にアルミニウム

に対する電子の投影飛程を示す。

次に，本研究で計測対象となっているリチウムイオンのアルミニウム内での投影

飛程 を，シミュレーションソフト

を用いて求める。このソフトは，モンテカルロ法によりイオンと固体の衝突を

確率的に解いていくことで，投影飛程を求めるものであり，求めた結果を図 に

示す。

図 ， から分かるように入射エネルギーが の時，電子の投影飛程は

，リチウムイオンは 程度である。一般的に，一様なアルミニウムコーティ

ングの膜厚は数 程度必要であるため，入射されたイオンはアルミニウム薄膜

内で停止してしまい，蛍光膜まで到達できない。したがって，アルミニウム薄膜に

よるメタルバックスクリーンは電子には有用であるが，イオンの測定に用いるのは

不適当であると言え，今回製作した蛍光盤にも用いられていない。

蛍光盤を用いた計測器のセットアップ

蛍光盤を用いた計測器は，図 に示されているように，ホルダー， ， ，

，リング電極，蛍光盤，スペーサー ，およびキャップから構成されている。

ホルダー及び は常に に接地されており，計測器全体を で覆う

ことによって，不整電場や静電ノイズを抑える役割を担っている。また，これら導

体部は磁場によって磁化しないよう で作られている。

はエネルギー分析を行う際に取り付けられる。このメッシュに印加する電

圧を上げ下げすることで，特定のエネルギーを持った粒子を選択することができる。

この時，使用するメッシュ間隔がデバイ長より短くなければ，デバイ遮蔽によって

意図した電場をプラズマに与えることができず，正しいエネルギー分析を行うこと

ができない。デバイ長は，プラズマ温度 ，密度 ，真空の誘電率 ，ボルツマン

定数 を用いると



と表すことができるので，

となる 。ここで，計測対象の荷電粒子の温度は数 から数 ，密度は

から であると想定しているので，この時に取り得るデバイ長は， 式に

， を代入することで，最小でも であるといえる。

したがって，使用するメッシュ間隔がこの値より小さいことが，エネルギー分析を

正確に行う条件であると言える。今回使用している のメッシュ間隔は，

であり上記の条件を十分満たしている。

は二次電子放出比を求める際に用いており，必要に応じて取り外しを行っ

ている。リング電極は 膜に接触させることで，蛍光盤に電圧を印加する端子の

役割を担っている。 ， そしてリング電極には電圧印加用のフィーダー

線がそれぞれ取り付けられている。これらのフィーダー線は の高電圧に耐え

られるようにテフロンチューブで被服されている。リング電極は，蛍光盤とスペー

サー の間に挟まれており，この挟み込む力によって 膜に密着させている。ス

ペーサー ， ，および は，厚みがそれぞれ である。これに対して，このス

ペーサー の厚みは である。これは，蛍光盤が高電圧になっているため，プ

ラズマが入射された時に前段メッシュとの間で絶縁破壊を起こす恐れがあるという

理由から距離を取っている。また，各スペーサーには深さ の溝が掘られてあ

り，ここにメッシュを埋め込み固定している。そして，これらすべてがホルダー内

に入った後に，キャップによって押さえつけることで，全体を挟み込んで固定して

いる。このキャップの固定はネジ止めによって行われている。

総粒子数 の算出方法

ここでは，蛍光盤に到達した総粒子数 の算出方法を示す。図 において，蛍

光盤に荷電粒子が照射された時の出力信号 と抵抗 は



の関係にある。ここで， は であり， に対して十分小さく，荷電粒

子入射による電流はすべて交流成分として，この抵抗を流れると考えられる。蛍光

盤に高電圧 を印加するための電源には，製を使用している。コンデンサーは直

流成分をカットするために用いられている。総電荷量 を用いると は，

と書けるので， は，

と表すことができる。従って，蛍光盤に到達した粒子の総数 は，

となる。ただし，この には，蛍光膜に到達する前にグリッドメッシュへと抜けて

しまった粒子が含まれていない。ここで， ， ， のそれぞれの透

過率の積を，透過率 で定義すると，

となる。

この計測器は，電子を計測するか，イオンを計測するかによってメッシュ及び蛍

光盤に印加する電圧の正負を変える必要がある。

電子計測方法

電子を計測する場合は，図 のようなセットアップを行う。電子銃加熱用のフィ

ラメント電流 は交流 に設定されている。また，フィラメント部分全体を

でバイアスすることで， を印加しない時は，電子が確実にエミッションされな

いようになっている。蛍光膜には正電圧が印加されているので， によってエミッ

ションされた電子は，計測器内でさらに加速され蛍光盤に衝突する。エネルギー分

析を行う場合には， に負電位をかけ，電圧を上げ下げしてやればよい。

イオン計測方法

イオンを観測する場合には，電子計測とは逆で，図 のように，蛍光盤に負電

位を印加し， には正電位を印加する。ただし，あらかじめ図 に示されて



いるように， を蛍光盤よりも低い電位にし，蛍光盤から発生する二次電子の

量を測定しておく必要がある。

一般に，固体表面にイオンが高速で衝突すると，その固体表面から二次電子が放

出される。また，今回製作した蛍光盤には，イオン計測の際に非常に高い負電圧が

印加されているので，負電荷を持つ二次電子は容易に真空中へと飛び出すことがで

きる。負電荷が放出されるということは，回路的には正電荷が入るということと同

じなので，二次電子が発生しているときに計測したイオンの粒子数は，実際のイオ

ンの粒子数よりも大きく見積もられた値となっている。

入射イオン粒子 つに対する放出二次電子数を，二次電子放出比といい で表す。

イオンの到達粒子を ，放出二次電子数を とすると， は上述の を用

いて，

で表される。従って， は，

で表せる。この は入射ビームの種類，エネルギー，ターゲット物質などによって

異なるので，実際に蛍光盤にリチウムイオンを照射して，実験的に を求めること

で，正しいイオン粒子数を求める。

したがって，その分を考慮した実際のイオンの総粒子数 は，

と表すことができる。

次元粒子密度分布計測のデータ解析

次に カメラに記録された発光強度分布をプラズマ粒子密度分布に変換する

方法を述べる。これは蛍光膜に到達した総粒子数を求めて，それを発光強度比に応

じて分配すればよい。ここで，この解析には，荷電粒子の密度は軸方向に一様であ

り，粒子の指向性も空間的に一様，そして，蛍光膜の発光強度は蛍光膜に到達する

粒子数に比例するという つの仮定を用いている。



カメラから得られた発光強度分布のデータ解析法について述べる。本研究

で用いているカメラは，記録された発光強度分布を画像データもしくは数値データ

として読み出すことができる。画像データを用いれば， 次元分布を視覚的に捉え

ることができ，数値データを用いれば，荷電粒子束の定量的な算出が行える。ここ

で，数値データとは各ピクセルにおける発光強度を離散化したものである。

まず，カメラから得られた画像データの ピクセルが表す空間距離を求める。図

から，計測器内径の直径は であり，そのピクセル数は であった。し

たがって，この場合の ピクセルの空間分解能は となる。

次に，蛍光膜からの発光強度の合計値を計算する。このとき，加熱用フィラメ

ント，磁場などの条件は全て同一にし， のみを印加せずに荷電粒子が照射され

ていない画像データがバイアス分として引かれた画像データを計算に用いている。

座標 にあるピクセルの発光強度を とした場合，蛍光膜がある範囲

に含まれるピクセルの総発光強度 を

として求める。到達する粒子数と発光強度は比例関係にあると仮定しているので，

は，到達総粒子数 イオンの場合は ，電子の場合は とする と定数 を

用いて

と書くことができ，各ピクセルに到達した粒子数 は，

となる。

ここで， ピクセル四方の面積 ，長さ ，密度

のプラズマ柱を仮定した場合， は，

と表せるので， は，



となる。

また，加速電圧 ，照射時間 の荷電粒子を蛍光膜に照射した際の粒子速度 は，

エネルギー保存則

より，

と表せるので，仮定したプラズマ柱の長さ は

となる。したがって， 式から最終的に，

という，関係式が得らる。

実験結果及び考察

電子ビームの粒子数計測

図 のセットアップにおいて，磁場 ，各メッシュの透過率を

， ， ， としている。電子ビームを ，

としとたときに得られる が図 に示されている。 式からこの時に得

られる到達粒子数 は と求まる。

電子ビームの発光強度計測

発光強度の 依存性

カメラによって撮影した電子による蛍光盤の発光の様子が図 に示され

ている。この時の総発光強度 は， 式から と求まる。求めた

の 依存性を図 に示す。この図から， となり，発光

強度と到達粒子数は正比例の関係が成り立つといえる。これは，画像データ解析方

法で述べた仮定が成り立つことを示している。また，発光強度を観測できる下限は



この図においては であった。したがって，蛍光盤の発光を観測する為に必

要な粒子数 はおよそ 個，電流密度に換算すると約 となる。

発光強度の 依存性

蛍光盤に印加する電圧 を変化させた場合の の変化を図 に示す。この

図のフィッティング関数より，製作した蛍光盤の電子による発光強度は の

乗に比例していることが分かる。ここで は，発光強度を観測するために

必要な最小印加電圧値である。

以上のことから，製作した蛍光盤の電子による発光強度 は比例定数 を用いて，

と表すことができる。この結果は文献 に記述されている

という式と一致するように見える。ここで， は物質によって異なる定数， は

ビーム電流密度の関数， は加速電圧， は の値を取り， は物質によって異な

るが通常 のオーダーであり，メタルバックのある場合は の値となる。

電子ビームのエネルギー分析

ここでは，計測器内に入射された電子ビームに対して， によるエネルギー

分析を行った結果について述べる。使用したパラメータは， ， ，

メッシュの透過率は ， ， である。 に印加する電圧

を から まで変化させた時に得られる の変化を図 に示す。

が から の間においてフィッティングを行い，その領域における を

で微分した値を図 に示す。これが入射された電子のエネルギー分布を意味して

いる。この時の，電子ビームのエネルギーは にピークを持ち，その半値幅は

である事が分かる。

同様に， を から まで変化させた時の発光強度の変化を図 に，そ

のエネルギー分布を図 にそれぞれ示す。到達粒子数の場合と同様に， に

ピークを持ち，その半値幅は であることが分かる。したがって， によ

る電子ビームのエネルギー分析に成功していると結論づけられる。



電子ビームの二次元密度分布

式と図 から が求まる。また，この画像は ピクセルあ

たり であったので， である。これらと ，

を 式へ代入すると，

となる。つまり， に各ピクセルの発光強度をかけた値が，各ピクセルに到

達した粒子の密度を表す。この結果に基づいて算出された 次元電子密度分布が図

に示されている。この結果より，到達している電子ビームの密度 は，中心軸

付近でおよそ であることが分かる。

イオンビームの粒子数計測

二次電子放出比 の測定

前述の通り，正しいイオン電流を得る前に，二次電子放出比 を求める必要があ

る。このために，図 のような配位で，蛍光盤にイオンビームを照射し実験的に

を求める。図 は， 式から計算した蛍光盤に到達する見かけ上の総粒子数

の 依存性を表している。この時の各パラメーターの値は， ，

， ， である。この図から，蛍光盤に印加する電圧 が高

いほど， も大きくなっていることが分かる。

いま， を通過し，計測器内へと入り込んだイオンビームには，密度 ，速

度 を用いると，連続の式

が成り立つ。 は時間変化しないので，上式は

と書ける。さらに 軸方向のみの一次元で考えると，



となり，

である。したがって，

となり，得られる電流値 は一定であるので，蛍光膜に到達する総粒子数も に

依らず一定でなければならないが，図 で示される実験結果はそれに反しており，

の増加と共に も増加している。この増加分が二次電子による寄与分と考えら

れる。

正しい到達イオン総粒子数 を求める為には，蛍光膜に印加されている電圧よ

りも低い負電圧を に印加し，二次電子を蛍光膜へと引き戻す必要がある。図

は， を変化させた時の を表している。 のとき， では

であるが， を上げていくと最終的に 程度で下げ

止まる。この の変化分が二次電子の数であるので， の時の二次電子放

出比 は，

となる。同様の計算を各 について行った結果を図 に示す。これより分かる

ように， が高いほど も大きくなり，最終的に飽和するような傾向をもってい

る。これは，入射エネルギーが高い程，生じる二次電子は蛍光膜表面より奥となる

ので，表面への拡散が難しくなり，結果として の値が飽和するためと考えられる。

以下で述べるイオンビーム計測結果には，ここで求めた を使用してデータ解析が

進められている。

到達イオン粒子数 の 依存性

図 のようなセットアップにおいて，メッシュの透過率 ， ，

としている。ただし は取り外してある。この時， を変化させ，

式を用いて得られる を図 に示す。 は， が考慮されているので

には依存しておらず， までは に比例している。

図 には，イオン源から 離れた所にある蛍光盤で測定した電流値と，

離れた所に置いた金属のコレクターで測定した電流値が示されている。このコレク



ターは，イオン銃の口径に対して十分大きな面積を有しており，そのため計測され

る電流値はイオン銃から射出された全イオンを捕集して得られたものであると考え

てよい。この時，得られる電流値は である。これに対して，

離れた蛍光盤で計測した場合の電流値 は， までにおいては，

であり，イオン粒子束は 進む間に拡散や真空容器壁等によっておよそ に減

少している。

イオンビームの発光強度計測

ここでは，製作した蛍光盤の到達粒子数 と蛍光盤印加電圧 の違いによる発

光強度の変化について述べる。ここで，発光強度には， 式で表されている蛍

光膜が塗布された領域の総発光強度 を用いている。メッシュの透過率

，磁場 ，イオンビーム照射時間 とし， は を から

， を から の間で変化させた時の発光の様子を図 に示す。

イオンによる発光強度の 依存性

図 は発光強度の 依存性を示している。このとき， の値は を変化さ

せることでその値の大小が制御されている。データより分かるように，発光強度は

に正比例しており，この領域においては画像データ解析方法で述べた仮定が成り

立つことが分かる。また，この蛍光膜を発光させるのに必要な粒子数 はおよそ

個，電流密度に換算すると約 である。

イオンによる発光強度の 依存性

図 からも分かるように，イオンビームによる蛍光膜の発光を観測するために

は，最低でも が 以上必要であるといえる。図 に，発光強度の 依存

性を示す。ところで， カメラによる撮影では が下限であるが，目視した

ところ でも発光を確認できている。実際， において，到達粒子数に

よって発光強度が異なることから，イオンを蛍光させる為に必要な電圧は 以下



である可能性がある。仮にこの値を，電子の場合と同じ とすると，図

に示されるように，電子の場合と同様，観測値は の曲線とよく一

致する。したがって，製作した蛍光盤のイオンによる発光強度 は，比例定数 を

用いて，

と推定できる。

イオンビームのエネルギー分析

電子ビームのエネルギー分析と同様， を通過したイオンに対して に

よるエネルギー分析を行う。各パラメーターの値は ， ， ，

， である。図 は に印加する電圧 を から ま

で変化させた時に得られる の変化を示している。また，そのエネルギー分布は図

に示されている。この時に得られたピークは 程度であり， とは一致

していない。いま，入射されているイオンの最大密度 は，到達粒子数 から

と求まるので，デバイ長 は，

と求まる。一方，メッシュ間隔は なのでデバイ遮蔽はおこっていないと

考えられる。 とエネルギー分布のピークの不一致については不明であり，今後

調べていく必要がある。

イオンビームの二次元密度分布

イオンビームの二次元密度分布を計測するために，図 の配位にし，各パラメー

ター値を ， ， ， ， ，としている。

図 はこのときの を示している。 式から， は 個と

求まる。

一方，この時にカメラで得られた数値データから，蛍光膜が存在する範囲に含まれ

るピクセル領域の総発光強度は， であり電子計測の時とは異なる



式と図 より と求まり，また， である。これ

らのパラメータを 式に代入して が

得られる。以上よりこの条件でのイオンビームの二次元粒子密度分布は図 で表

される。

閉じこめられたイオンプラズマ

図 と図 には， ， ，閉じこめポテンシャル電圧

の時に得られた と カメラによる撮影画像が示されている。

発光強度の分布に関しては，直径 の蛍光膜が存在する領域全体が光ってお

り，イオンプラズマが照射されたことによる発光なのかは 比が悪くて観測でき

ない。この時 程度である。

閉じこめたプラズマによる蛍光膜の発光を観測するためには， が 程度

必要であることと 式から， を 程度印加すればよいといえる。もしく

はノイズである背景光を完全にシャットアウトする物理的機構を設ければ， 比

の向上に繋がり観測が可能である。

図 蛍光膜を用いた２次元粒子密度計測系



図 透過光測定法（左）と反射光測定法（右）

図 ダイクロイックフィルターにおける透過率の波長依存性



図 沈殿法による蛍光盤製作方法



図 アルミニウムに対する電子の投影飛程

図 アルミニウムに対するリチウムイオンの投影飛程



図 蛍光盤の組み立て図

図 電子計測用セットアップ



図 イオン計測用セットアップ

図 二次電子放出比 測定用回路



図 解像度を求めるための画像データ



図 ， の電子ビームを照射したときの



図 カメラで撮影した蛍光盤の電子による発光の様子



図 電子による発光強度の 依存性

図 電子による発光強度の 依存性



図 電子ビーム における の 依存性

図 付近の電子のエネルギー分布



図 電子ビーム における発光強度の 依存性

図 付近の電子のエネルギー分布



図 の電子ビームの二次元密度分布



図 蛍光膜に到達した見かけ上の総粒子数 の 依存性

図 による二次電子抑制効果



図 二次電子放出比

図 の 依存性



図 イオン銃からの距離による到達電流値の違い



図 撮影した蛍光盤のイオンによる発光の様子



図 イオンによる発光強度の 依存性

図 イオンによる発光強度の 依存性



図 イオンによる発光強度の 依存性

図 イオンビーム における の 依存性



図 イオンビーム のエネルギー分布

図 イオンビームを印加電圧 上図 で蛍光盤に照射したときの 下図



図 イオンビームの二次元粒子密度分布



図 トラップされたイオンプラズマによる

図 カメラによるイオンプラズマの撮影を試みている画像



第 章 集電盤による粒子密度計測

この章では，リチウムイオンプラズマの径方向密度分布を計測するために開発し

た集電盤について述べる。この計測器を用いるメリットは，蛍光盤では発光が観測

できないような低密度のプラズマに於いても，エレクトロニクス的に信号を増幅す

ることで計測が可能となることである。一方のデメリットは，方位角方向の情報が

得られないことである。

集電盤の構造

集電盤は 荷電粒子の径方向密度分布を計測するために，図 に示されているよ

うに，それぞれ絶縁された 枚のリング電極を同軸上に積み上げた構造となってい

る。この集電盤は，リング電極 図 ，電極を固定するためのホルダー及びキャップ

図 ，ホルダー及びキャップと電極の間に絶縁を保つためのテフロンスペーサー

図 ，各電極の位置を固定するためのセラミック棒とセラミックボール，そして

信号を取り出す為のフィーダ線から構成されている。図 に本研究で製作した集

電盤の組み立て図を示し，以下で各要素の説明をする。

まず，内径 の ホルダーの中にテフロンスペーサー１を入れる。テ

フロンスペーサー と には，φ ，深さ の穴が 度間隔で ヶ所掘って

あり，ここにセラミック丸棒を 本差し込む。 枚のリング電極の中心穴の半径は

電極によってそれぞれ異なる。各電極の名前を で表すと，このとき各

電極に開けてある穴の半径 としプラズマに対向する面積 と関係は，

で求まる。これの全面積 に対する割合をが表 にまとめられて

いる。このリング電極のプラズマに対向する径方向の長さはそれぞれ なので，

この長さがこの計測器の径方向の空間分解能である。



各電極の端には 度間隔で ヶ所にφ の穴が開けてあり，セラミック丸棒を

その穴に通していくことで，電極が径方向と方位角方向に動かないように固定され

る。また，各電極にはセラミック丸棒の穴に対して 度回転させた箇所に 度間

隔で ヶ所にφ の穴が開けてある。この穴にφ のセラミックボールを入れ込み，

電極とスペーサーをホルダー内で重ね合わせキャップをネジ止めする際の圧力で押

さえつけることによって電極は軸方向に固定されている。この時，各電極同士は

間隔となっている。最後に，フィーダー線には線径 のエナメル線を 本

用いており，各電極に開けられた ネジ穴に圧着端子でネジ止めしてそれぞれ電

流を取り出している。エナメル線同士の絶縁にはテフロンチューブを用いている。

また，テフロンスペーサー には × の溝があり，この溝とキャップの

間から計測器外部にフィーダー線が通されている。計測器から出されたフィーダー

線は， の基準電位に接続された編組線によって，ノイズ対策の為の静電シー

ルドが施されている。

集電盤のセットアップ

集電盤を 内部のイオン銃から 離れた所に設置する。図 は集電盤に

よる径方向密度計測系の回路図である。高電圧を印加する必要がないので，高圧電

源とバイアス成分カット用のコンデンサを必要としない点は蛍光盤による計測系と

異なるが，それ以外は同じである。また，低エネルギーなので二次電子放出の効果

も無視できるものとする。各電極と の間にある抵抗 の両端の電位差

を計測する。このとき電極に到達する粒子数 は 式と同様に，

で表すことができる。したがって，密度 は，ビーム速度 ，照射時間 ，そし

て電極の面積 表 を用いると，

となり， 式から



という関係式が得られる。

実験結果

イオンビーム照射実験

図 は， ， ， ，のときに得られた である。図

のような，径方向密度分布が得られた。

図 製作した集電盤の写真



表 各電極 に開けられた穴の半径 及びイオンが当たる面積 と全面積

に対する割合

電極



図 集電盤電極の設計図



図 ホルダー及びキャップの 設計図



図 テフロンスペーサの設計図



図 集電盤の組み立て図



図 集電盤による径方向密度分布の計測方法



図 ， のときの各リング電極からの

図 集電盤による径方向密度分布計測結果



第 章 蛍光盤と集電盤の計測結果の比較

蛍光盤を用いた密度の径方向分布と，図 に示されている集電盤を用いた径方

向密度分布を比較する。ここで，蛍光盤を仮想的に集電盤と同じように同心円のリ

ングが 分割された構造とみなす。集電盤と同様，径方向空間分解能はそれぞれ

で， の仮想リングの面積は表 及び 式で示される。したがって，

のときの仮想リングの総ピクセル数は，

である。また，画像解析ソフト によって得られる， から までの円内に

含まれている発光強度の平均値を ， から までの円内に含まれている発光強

度の平均値を で表すとする。この時， から までと， から までの円

内に含まれているピクセル数はそれぞれ， ， である。したがって，総発光

強度 は，

となる。以上から，仮想リング の ピクセル四方あたりの発光量は

と求まる。

図 ， ， は，それぞれ ， ， の時の蛍光盤と集電盤から得ら

れた径方向密度分布を示している。いずれの においても，半径 程度

までは，蛍光盤と集電盤よる計測結果は良い一致を得ている。 が大きいものほ

ど一致している領域は大きく， では 程度までの一致だが，

では 程度までほぼ一致している。

が小さい時の計測器による結果の違いの原因は 比にある。 が小さい

時には，蛍光膜に到達する粒子数が少なく発光強度が小さいので，蛍光が背景光に

埋もれてしまい正確な計測ができなくなっているためであると考えられる。これは，

言い換えると，集電盤による計測においては，蛍光盤で発光が観測できないような

が小さい領域においても計測可能であるということを示している。



得られた径方向分布密度分布には，ある所で段階的に密度が変化しているところ

が 箇所あり，蛍光盤によって得られた発光画像である図 中の と に対

応している。図 は各 における と が示されている。

まず， についての物理的な意味を考える。 の が最小となってい

る値は，イオン銃口径の を示している。 において，イオン

ビームは加速電圧に比例して拡がっていることが分かる。 の場合は，計

測器手前の真空容器の内径が であることから，それ以上は拡がっていない。

ここで，一様磁場中における荷電粒子の連続収束について考える。図 に示さ

れているように，イオンビーム内の密度分布は一様であるとする。中心軸から径方

向に 離れたイオンが受ける径方向の力は，イオンの自己電場 による外向きの静

電力 ，外向きの遠心力，および における方位角方向 と軸磁場による

内向きのローレンツ力 である。イオンビームの径が進行方向に対して一定で

ある条件は，これら内向きと外向きの力が釣り合う場合であり，この状態で軸方向

に進行している流れのことを の流れと言う。この時の条件は，

である。イオンビームの半径を とすると，径方向電場 は，

となる。また， は

で与えられる。したがって， 式， 式， 式から，連続収束に必要な半径

は，

で表される 。

に対応する各 の値を求め， 式に代入した値 が図 に示されている。

これから分かるように， と は一致している。つまり，この の変化分が

の流れを成すために必要な拡がりを意味している。

次に， について考察する。中心軸から，この までが，蛍光盤と集電盤の

計測結果が一致している。図 には， から までの距離 の 依存性が

示されている。フィッティング関数より， となることが分かる。



一般に，荷電粒子は磁力線に巻き付いて運動する。この円運動をサイクロトロン

運動と呼び，回転半径であるラーマー半径 は

で表される。ここで， はイオンビーム進行方向に対して垂直方向の速度成分であ

る。イオン銃から射出されたイオンビームも，軸方向に進みながらサイクロトロン

運動をするので，螺旋軌道を描いて計測器に到達している。

ここで， を とおくと，

という関係式が得られる。したがって， の時， は と一致する。

いま，ビームが射出されてから蛍光膜に衝突するまでの間においてイオンが熱緩

和されていると仮定すると， によって得られる運動エネルギーは，自由度が

なので

と書け，垂直方向の自由度は であることから

と表すことができ， となり， となる の値とほぼ一致している。

イオンイオン衝突周波数 は，

で与えられ， ，クーロン対数 とした場合， であ

り，熱緩和時間は 程度となる 。イオンビーム照射時間が であるこ

とを考慮すると， はイオンビームが緩和されている場合のラーマー半径を示し

ている可能性が高いと言える。



図 の時の径方向密度分布の比較
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図 発光画像における と に対応する長さ



図 による と の変化

図 一様磁場中によるイオンビームの連続収束を説明する図 の流れ



図 による と の変化の説明

図 の 依存性



第 章 結言

本研究では，イオン流体および電子流体の 次元密度分布の可視化を目的とした

蛍光盤の開発と低粒子束プラズマの径方向密度分布を計測可能とする集電盤の開発

を行っている。

蛍光盤は沈殿法によって製作されている。蛍光盤から流れ出るビーム電流と

カメラによる蛍光盤画像データより，製作した蛍光盤の発光強度は，蛍光盤に印加

する電圧 のある関数と到達粒子数 の積に比例する特性を有している事が明ら

かにされている。さらには，この特性がビーム粒子種に依存しておらず，イオンビー

ムおよび電子ビームの両方に対して同じ発光特性となることも示されている。この

発光特性は，蛍光盤の発光総強度と蛍光盤への到達総粒子数との比を求めることを

可能にする。得られた比の値より， カメラの各ピクセルの発光強度に応じた

粒子数を各ピクセルへと再分配することで，各ピクセルに到達する粒子数および密

度が求められている。なお，この計算では二次電子放出比 も考慮されている。次

に，開発した蛍光盤の動作特性が実験的に調べられている。蛍光盤による 次元密

度分布測定については，電子ビームおよびイオンビームの双方に対して成功してい

る。特にイオンビームの 次元分布については，ビーム密度が増加するにつれてそ

の分布が径方向へ拡がることが視覚的に明らかにされており，この結果はブリルア

ン流を考慮した理論予測と符号しているように見える。蛍光盤によるエネルギー分

析については，蛍光盤前方に配列された複数の金属メッシュ電位障壁によるエネル

ギー分析が電子ビームに対してのみ成功している。

続いて，集電盤から得られた径方向密度分布と蛍光盤から得られた画像データが

比較されている。データーより，それらの間に高い相関が見られる事が示されてい

る。さらには，集電盤による粒子測定感度が蛍光盤の発光限界を上回り低粒子数領

域にまで広がる事も示している。

最後に，開発した つの測定器を二流体プラズマ実験に適用する際の問題点が

検討されている。マルンバーグトラップに閉じこめられたイオンプラズマの粒子数

は であるが，データより発光を視認するための 比に対する要請が

と見積もられている。そして，これを実現するためには，高い とバッ

クグラウンド迷光の完全遮蔽が必要となる事が指摘されている。
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