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概要
近年, 水素負イオンビームの応用は, 半導体デバイス製造産業, 医療用小型加速器, 高エネ
ルギー粒子加速器, 核融合プラズマ加熱用ビーム加速器など, 広がりをみせている。核融
合炉は, 次世代のエネルギー源として期待されている。現在の磁場閉じ込め型核融合プラ
ズマ実験では高エネルギー (>100 keV) を持つ中性ビーム入射により加熱·電流駆動され
るため, 高エネルギー領域でも荷電変換が容易な水素負イオンビームが必須である。
負イオンビームは, 負イオン源と呼ばれる装置で, プラズマ中の負イオンが静電加速さ
れることで生成される。日本では量子科学技術研究開発機構那珂研究所と核融合科学研究
所で, セシウム (Cs) 添加型直流アーク放電方式負イオン源が開発され, ともに良好なビー
ム集束性 (∼5 mrad) が達成されている。他方, 日本も参加する国際プロジェクトの国際
熱核融合実験炉 (ITER) では, 長パルス幅 (103 s オーダ) の運転が求められ Cs 添加型高
周波 (RF) 放電方式負イオン源が採用され, ドイツのマックスプランク·プラズマ物理研究
所を中心に開発が進められてきた。しかし, ビーム集束性が ITER の仕様に比べて 3 倍以
上悪く, その改善が核融合炉実用化に向けて急務の課題となっている。
イオン源内プラズマからイオンビームを引き出す場合, ビーム領域とプラズマ領域との
界面 (プラズマ·メニスカス) がビーム光学系で初段のレンズ効果を担うと考えられている。
一般に, 負イオン源では電子ビーム除去を目的とした磁場が存在する。さらに, Cs 添加型
負イオン源では負イオン生成領域がメニスカスに隣接することによる負イオン流束の不均
一性が存在する。しかし, このような負イオン源特有の性質がビーム集束に与える影響が
明らかにされていないため, ITER 用負イオン源のビーム集束性を改善する目処が得られ
ていない。この背景を踏まえて, 本研究では, 単一孔から引き出されるビーム (ビームレッ
ト) の集束特性を調べることで, Cs 添加型直流アーク放電方式負イオン源のビーム集束性
の劣化メカニズムの解明に挑んだ。
まず, 高時間分解能を有するビームレット計測器を開発し, それを用いてイオン源プラ
ズマの時間変動に対するビーム集束性の応答を調べた。イオン源内プラズマと負イオン
ビームレットの同時計測を行い, ビームレット幅の変動だけでなく, 軸の変動も観測した。
このことから, イオン源内プラズマの変動に対するメニスカスの応答を経て, ビーム集束
性の劣化が起こることを指摘した。
次に, ペッパーポット方式の位相空間構造計測器を開発し, それを用いて位相空間構
造 (ビーム進行方向に垂直な方向の位置と速度の空間構造: f (x, y, vx , vy )) を計測した。
その結果, 負イオンビームレットが 3 つの速度成分から構成されることを見出した。さら
に, ビーム集束性を変化させて各成分の変化を解析したところ, 各成分の垂直方向の広が
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りだけでなく, 各成分の軸の互いに逆行する変位がビームレット全体の集束性を劣化させ
ることを明らかにした。
以上のように, 本研究では, ビーム物理の視点から, Cs 添加型直流アーク放電方式負イ
オン源のビーム集束性の劣化メカニズムを実験的に二つ示した。これらは, ITER 用 RF
放電方式負イオン源のビーム集束性でも重要となることを指摘した。
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記号一覧
本論文で用いた記号を以下に示す。
ギリシア文字

意味

参照式

β−

プラズマ電極表面の負イオン生成確率

(2.4)

δ

3 つの速度成分の軸ずれ

(6.11)

δlu

upper 成分に対する lower 成分の変位

(6.12)

∆η

カプトン箔の黒化

(4.3)

∆ηA , ∆ηB

カプトン箔の黒化 (ビーム A, B の寄与)

(4.4)

∆ηx , ∆ηy

カプトン箔の黒化 (x, y 軸成分)

∆y

ビームの変位

(4.2)

εa

電子親和力

(2.4)

ε0

真空の誘電率

(3.5)

λ

∆ηy 分布の極大値間隔

(6.1)

λA , λB

∆ηA , ∆ηB 分布の極大値間隔

λD

Debye 長

λu , λl , λc

∆ηx 分布の極大値間隔

ν

衝突周波数

(2.6)

ξ

x の規格化変数

(3.7)

π

円周率

σvx/vz , σvy/vz

∆ηx , ∆ηy 分布のピーク幅

(6.4)-(6.6), (6.1)

σvyA /vz , σvyB /vz

∆ηA , ∆ηB 分布のピーク幅

(4.5)-(4.6)

σu , σl , σc

Ju , Jl , Jc の幅

(6.7)-(6.9)

σx , σy

J の幅 (x, y 軸成分)

ϕ

静電ポテンシャル

(3.1)

ϕs

シース端の静電ポテンシャル

(3.26)

ϕw

プラズマ電極表面の仕事関数

(2.4)

χ

ϕ の規格化変数

(3.6)

(6.3), (6.1)

(4.5)-(4.6)
(3.7)
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(6.4)-(6.6)

(6.10), (6.2)

ローマ字

意味

参照式

a

電子遷移確率の減衰因子

(2.4)

an

∆ηy 分布の極大値

(6.1)

a0

∆ηy 分布の最大値

(6.1)

Ai , B j

∆ηA , ∆ηB 分布の極大値

BEDM

電子偏向磁石による磁場

C

ビーム電流密度分布のカットオフ

(4.1)

e

電気素量

(3.1)

d

シース端から引出電極までの距離

(3.22)

f

位相空間構造

Gu , Gl , Gc

∆ηx を構成する速度成分

Ie−

電子電流

(3.29)

IH−

負イオン電流

(3.29)

j

ビーム電流密度

(4.1), (5.1)-(5.2)

jB

Bohm 電流密度

(3.28)

jCL

空間電荷制限電流密度

(3.24)

jxµ , jyµ

ビーム電流密度の極大値

J

∆ηx , ∆ηy に基づくビーム分布

Ju , Jl , Jc

各速度成分の分布

(6.7)-(6.9)

Ju0 , Jl0 , Jc0

Ju , Jl , Jc の振幅

(6.7)-(6.9)

Jyc

J の振幅

(6.2)

kB

Boltzmann 定数

(3.3)

L

輝度

(2.6)

L

ピンホール板からカプトン箔までの距離

(4.2)

M

u0 の規格化変数

(3.22)

M

イオン質量

(3.1)

ne

電子密度

(3.3)

nH−

ビーム引出領域の負イオン密度

(3.3)

ni

イオン密度

(3.3)

ns

シース端のイオン密度

(3.27)

n0

プラズマの密度

(3.3)

n1 , n2

バンチに含まれる粒子数

(2.6)

P

パーヴィアンス

(3.25)
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(4.5)-(4.6)

(6.4)-(6.6)

(4.1), (5.1)-(5.2)
(6.10), (6.2)

ローマ字

意味

参照式

Parc

アーク電力

(3.25)

sx , sy

バンチビームのサイズ

(2.6)

t

時間

Te

電子温度

(3.3)

Ti

イオン温度

(3.1)

u

イオン速度

(3.1)

un , ln , cn

∆ηx 分布の極大値

u0

イオンのドリフト速度

vx , vy , v z

ビームの速度成分 (x, y, z 軸成分)

v⊥

プラズマ電極表面から放出される粒子の速度

Vacc

加速電圧

Vext

引出電圧

wx , wy

ビーム幅 (x, y 軸成分)

x, y, z

Cartesian 座標系

xµ , yµ

ビーム軸位置 (x, y 軸成分)

xu , xl , xc

Ju , Jl , Jc の中心座標

(6.7)-(6.9)

xu0 , xl0 , xc0

∆ηx 分布の最大値をとる位置

(6.4)-(6.6)

yA0 , yB0

∆ηA , ∆ηB 分布の最大値をとる位置

(4.5)-(4.6)

yc

J の中心座標 (y 軸成分)

(6.2)

y0

∆ηy 分布の最大値をとる位置

(6.1)

(6.4)-(6.6)
(3.1)
(2.4)

(4.1), (5.1-5.2)
(4.1), (5.1-5.2)

添え字

意味

参照式

i, j

整数

(4.5)-(4.6)

n

整数

(6.1), (6.4)-(6.6)

u, l, c

‘upper’, ‘lower’, ‘centre’ 成分 (3 つの速度成分)
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(6.4)-(6.6)

第 1 章 はじめに

近年, 水素負イオンビームの応用が学術研究, 産業, 医療等の分野に広がりつつある [1]。
産業分野では半導体デバイス製造や半導体加工, 医療分野では陽電子放出断層撮影 (PET)
やホウ素中性子捕捉療法 (BNCT), 学術研究分野では宇宙推進技術や高エネルギー粒子実
験, そして核融合プラズマ実験を支える重要な技術となっている。
核融合炉は, 次世代のエネルギー源として期待されている [2]。現在の磁場閉じ込め型核
融合プラズマ実験では, 高エネルギー (>100 keV) を持つ中性ビーム入射 (Neutral Beam

Injection = NBI) により加熱·電流駆動されるため, 高エネルギー領域でも荷電変換が容
易な水素負イオンビームが必須である。負イオンビームは, 負イオン源と呼ばれる装置
で, プラズマ中の負イオンが静電加速されることで生成される。日本では, 量子科学技術
研究開発機構那珂研究所 (National Institutes for Quantum and Radiological Science

and Technology = QST, 旧日本原子力研究開発機構) と核融合科学研究所 (National
Institute for Fusion Science = NIFS) で, セシウム (Cs) 添加型 [3] の直流アーク放電方
式負イオン源が開発された。そして, 実際に JT-60U トカマクと大型ヘリカル装置 (Large

Helical Device = LHD) のプラズマ実験に水素負イオンベースの NBI を実現し, 核融合
分野で負イオン源開発をリードしてきた。他方, 日本も参加する国際プロジェクトである
国際熱核融合実験炉 (ITER) では, 長パルス幅 (103 s オーダ) の運転が求められているこ
とから, Cs 添加型高周波 (RF) 放電方式負イオン源が採用され, ドイツのマックスプラン
ク·プラズマ物理研究所 (Max-Planck-Institut für Plasmaphysik = IPP) を中心に開発が
進められてきた [4]。ITER 用負イオン源の仕様に対してビーム電流密度やビームエネル
ギーが達成されているなか, 残されている重要な課題の一つがビーム集束性である。現在,

ITER 用 RF 放電方式負イオン源で生成されたビームは集束性が悪く (発散角 26 mrad),
仕様 (発散角 3-7 mrad) の達成に目途が立っていないことが問題となっている [5, 6]。核
融合炉の実用化に向けて, RF 放電方式負イオン源のビーム集束性の改善は, 急務の課題と
なっている。
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イオン源内プラズマからイオンビームを引き出す場合, プラズマ領域とビーム領域との
界面 (メニスカス) [7] が, ビーム光学系で初段のレンズ効果を担うと考えられている。一
般に, 負イオン源では電子ビーム除去を目的とした磁場が存在する。さらに, Cs 添加型負
イオン源では負イオン生成領域がメニスカスに隣接することによる負イオン流束の不均一
性が存在する。しかし, このような負イオン源特有の性質がビーム集束に与える影響が明
らかにされていないため, ITER 用負イオン源のビーム集束性を改善する目処が得られて
いない。
この背景を踏まえて, 本研究では, 既に良好なビーム集束性 (発散角 5 mrad) を実現し
ている核融合科学研究所の Cs 添加型直流アーク放電方式負イオン源 (NIFS-RNIS) を用
いて ‘孤立した単一孔から引き出されるビーム’(ビームレット) の集束特性を二つの手法で
調べることで, Cs 添加型直流アーク放電方式負イオン源のビーム集束性の劣化メカニズム
の解明に挑んだ。第一に, 高時間分解能を有するビームレット計測器を開発し, それを用
いてイオン源プラズマの時間変動に対するビーム集束性の応答を調べた。イオン源内プラ
ズマと負イオンビームレットの同時計測を行い, ビームレット幅の変動だけでなく, ビー
ムレット軸も変動することを観測した。このことから, イオン源内プラズマの変動に対す
るメニスカスの応答を経て, ビーム集束性の劣化が起こることを指摘した。第二に, ペッ
パーポット方式 [8, 9] の位相空間構造計測器を開発し, それを用いて位相空間構造 (ビーム
進行方向に垂直な方向の位置と速度の空間構造 : f (x, y, vx , vy )) を計測した。その結果,
負イオンビームレットが 3 つの Gaussian-beam (速度成分) から構成されることを見出し
た。さらに, ビーム集束性を変化させて各成分の変化を解析したところ, 各成分の垂直方
向の広がりだけでなく, 各成分の軸の互いに逆行する変位が負イオンビームレット全体の
集束性を劣化させることを明らかにした。
以上のように, 本研究では, ビーム物理の視点から, Cs 添加型直流アーク放電方式負イ
オン源のビーム集束性の劣化要因を実験的に二つ示した。これらのビーム集束性の劣化
メカニズムは, メニスカスに起因していることから, ITER 用 RF 放電方式負イオン源の
ビーム集束性でも重要となることを指摘した。
本論文の構成は以下の通りである。第 2 章では, 負イオンビームの必要性, 負イオン
ビーム開発の歴史, および負イオンビームの応用例について述べる。第 3 章では, プラズ
マからのビーム引出原理, 負イオン源特有の性質, 負イオンビーム集束性の課題, および本
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研究の目的と具体的手法を述べる。第 4 章では, 本研究で用いた Cs 添加型直流アーク放
電方式負イオン源の構造, 二つの計測器 (高時間分解能を有するビームレット計測器, およ
び位相空間構造計測器) の開発と性能について記述する。第 5 章では, イオン源内プラズ
マの時間変動に対するビーム集束性の応答 (ビームレット幅および軸の変動) について述
べる。第 6 章では, 負イオンビームレットの位相空間構造計測で観測された 3 つの速度成
分, その振舞いがビーム集束性に与える影響, およびその起源について述べる。第 7 章で
は, 本研究で得られた結果をまとめる。
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第 2 章 負イオンビームとその応用

2.1 負イオンビーム
イオンビームとは同じ電荷を持つイオン群が一方向へ運動する系であり, イオンビーム
を引き出す装置はイオン源と呼ばれる。イオン源は, プラズマを生成し, 電場でイオンを
加速する。通常, 水素正イオン (以下, 単に正イオン) と電子とから構成されるイオン源内
プラズマから引き出される正イオンビームが, 広く応用されている。一方で近年, 水素負
イオン (以下, 単に負イオン) を用いたビームの応用が学術研究分野や医療分野にも広がり
つつある。負イオンビームは正イオンビームに比べて生成も制御も難しく, 負イオンビー
ム応用はまだ開発途上の技術である [10, 11]。本章では, 負イオンビームの必要性, 負イオ
ンビーム開発の歴史, 現在の応用例を解説し, 核融合分野での課題と本研究の目的を示す。

2.1.1 負イオンビームの必要性
負イオンビーム応用を考えるうえで重要となる要素は, 電流密度, ビームエネルギー, 荷
電変換効率, 発散角, 運転時間, 制御性, メンテナンス性, コストである。表 2.1 に, 正イオ
ンビームと負イオンビームとの特性比較を示す。
電流密度は, 正イオンビームの方が容易に高くできる。イオン源内で正イオンを生成す
ることは, プラズマ放電で容易にできる。一方の負イオンは, 低電子温度領域をつくる必
要があり, 効率が下がってしまう。核融合応用分野での典型的な電流密度比は, 負イオン
ビーム/正イオンビーム=1/5 程度である。高エネルギー加速については正負イオンに大
きな差はないが, 負イオンビームの場合は, 解離した電子成分への対策等が必要になるこ
とがある。荷電変換反応は, 負イオンビーム応用上最も重要な性質であり, 負イオンは正
イオンに比べて容易に荷電変換される。以下に負イオンビームの荷電変換反応を利用し
ている例を二つ挙げるが, いずれも正イオンビームでは不可能なため, 負イオンビームが
用いられている例である。最初の例は, 核融合プラズマ加熱用負イオンベースの中性粒
子ビーム入射装置である。中性粒子ビームと呼ばれる高エネルギーの水素原子 (11 H, 21 D,
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etc.) ビームは, 一般に水素ガスセルを通過することにより, 水素正イオン (H+ , D+ , etc.)
または負イオン (H− , D− , etc.) から生成される。図 2.1 に, イオンビームから中性粒子
ビームへと荷電変換する効率 (中性化効率) のビームエネルギー依存性を示す。正イオン
は運動エネルギー ∼60 keV を超えると中性化効率が急激に落ちる。一方の負イオンは,
例えば 1 MeV を持つ D− のような高エネルギー領域でも, 中性化効率 ∼60% が維持さ
れエネルギー依存性が殆どない [3, 12]。これが, 日本も参加する国際プロジェクトである
国際熱核融合実験炉 (ITER) の磁場閉じ込め型核融合プラズマ加熱に, 負イオンビーム
が利用される理由である [13, 14]。すなわち, 高いエネルギーを持つ中性粒子ビーム入射

(NBI) により磁場閉じ込め型プラズマを加熱するためには, 負イオンビームを十分な強度
で生成することが必須となった。
表 2.1 正イオンビームの性質と負イオンビームの性質との比較。

項目

正イオンビーム

負イオンビーム

⃝

×

⃝/×

×/⃝

荷電変換効率

×

⃝

発散角

×

⃝

運転時間

⃝

×

制御性

⃝

×

メンテナンス性

⃝

×

コスト

⃝

×

電流密度
エネルギー
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Neutralisation Efficiency [%]

100
80

H-, D-

60
40
20

H +, D +

0
10

50

100

500
100

1000

D

500 H

Beam Energy [keV]
図 2.1

(a) 中性化装置による荷電交換の模式図。(b) ガス中性化セルを用いた場合の,
中性化効率のビームエネルギー依存性 (文献 [12] より)。

二つ目の例は, 高エネルギー粒子実験での負イオンビームの利用である。高い荷電変換
効率を有する負イオンビームの特徴は, 大強度陽子加速器施設 (J-PARC) の 3 GeV シン
クロトロン (Rapid-Cycling Synchrotron = RCS) での荷電変換箔膜システムにも応用さ
れている [15]。図 2.2 に示すように, 第一箔膜は, 線形加速器 (リニアック) で加速された

180 MeV の H− を H+ に荷電変換するために用いられる。その後, 3 GeV-RCS へ入射さ
れ周回された H+ ビームは, 50 GeV シンクロトロン等の施設へ輸送される。第二箔膜は,
第一箔膜で H+ ではなく H0 に荷電変換された粒子を H+ に変換する役割を担う。第三箔
膜は, 第一箔膜で荷電変換されなかった H− を H+ に変換する役割を担う。第二·三箔膜で
荷電変換された H+ ビームは, 下流にある H0 ビームダンプに導かれる。最近ではホウ素
添加炭素箔膜 (Hybrid type Boron mixed Carbon = HBC) が開発され, 従来の炭素箔膜
に比べて, イオンビーム照射に対する耐性が向上し箔膜寿命が延びた [16]。最適な箔膜の
厚さ (200 g cm−1 ) で, 181 MeV の H− から H0 への変換効率 99.7% が実現されている。
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図 2.2

J-PARC の 3 GeV-RCS における荷電変換箔膜システムの概念図 (文献 [15] より)。

負イオンビームが持つ第二の利点は, 正イオンビームに比べて, 集束性が良いことであ
る。空間電荷制限効果によるイオンビームの発散性を抑制するためには, イオンビーム輸
送経路で空間電荷の中和が求められる。イオンビームと残留ガスとの衝突でビームプラズ
マが形成されるが, 正イオンビームの場合は, ビームプラズマ内の電子による空間電荷緩
和は困難である。しかし, 負イオンビームの輸送経路では, ビームプラズマ内の正イオン
により容易に空間電荷緩和される [17]。つまり, 負イオンビームは空間電荷制限効果によ
る発散性が相対的に小さく, 良好な集束性を持つ。例えば核融合プラズマ加熱用に用いら
れるイオン源は, 炉心プラズマから 10-100 m 程度の保守スペースを隔てて据え付けられ,
ビームは細管を通して炉心プラズマに入射される。このような設計が可能なのは, 負イオ
ンビーム集束性が良好 (発散角 ∼5 mrad) であるからである。
次に制御性やメンテナンス性を比べる。正イオン生成では, 負イオン生成を促すための

Cs 導入系のような装置が不要である。また, 正イオンビームを引き出す過程では電子が
追従しないから, 負イオン源では必要な電子偏向磁石 (Electron Deﬂection Magnets =

EDM) が不要である。これらの理由から, 正イオン源は負イオン源に比べて制御性に優れ
メンテナンスやコストも軽減される。
以上から, 正イオンビームは生成および制御が負イオンビームのそれに比べ容易である
ため, 汎用性に優れ広く応用されている。一方, 負イオンビームは, 高エネルギー領域での
荷電変換や, 極限までビーム集束性が求められる最先端の学術研究で不可欠となっている。
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2.1.2 負イオン源開発の歴史
負イオン源は, 純水素放電プラズマ内で負イオンを生成し, 負イオンビームを引き出す
装置である。負イオンの生成方法は, 体積生成と表面生成とに大別される。1980 年代後半
までは, 体積生成負イオン源を中心に, 負イオン源開発が行われていた [18, 19]。しかし,
純水素放電プラズマ内に少量の Cs を導入することで, 負イオンビームの電流密度が大幅
に改善された。これにより, 表面生成の重要性が指摘され, 負イオン源開発の歴史は転換
期を向えることになった。ここでは, 負イオン源開発の歴史とともに, 負イオン生成方法
の概略を紹介する。
体積生成とは, 負イオン源内の純水素放電プラズマ領域で, 負イオンを生成する方法で
ある。代表的な純水素放電プラズマ生成法としては, フィラメントとチャンバー内壁との
間における直流アーク (Filament-arc) 放電方式と高周波 (Radio Frequency = RF) 放電
方式とがある。プラズマは, チャンバー内壁に据え付けられた永久磁石のカスプ磁場によ
り, 閉じ込められる。体積生成では, 振動励起分子 H2 ∗ と低速電子 (∼1 eV) との解離性電
子付着 (Dissociative electron Attachment = DA),

H2 ∗ + e(∼1 eV) −→ H + H−

(2.1)

により負イオン H− が生成される [20]。したがって, DA 反応を起こすには, 振動励起分
子が必要となる。振動励起分子を効率よく生成させるためには, 水素分子 H2 と高速電子

(>20 eV) との反応,
H2 + e(>20 eV) −→ H2 ∗ + e

(2.2)

が用いられる [21]。以上から, 体積生成による負イオン生成過程では, 高速電子と低速電
子とが必要となる。そこで図 2.3 に示すように, ビーム軸に対して垂直にフィルタ磁場

∼10 G (本研究では 52 G) をかけることで純水素放電プラズマ領域を二つに分離させ, 電
子温度を空間的に制御する方式 (タンデム方式) が用いられる [22]。第一の領域はドライ
バ領域と呼ばれ, 高速電子を擁して, 振動励起分子を発生させるための領域である。第二
の領域は引出領域と呼ばれ, 低速電子を擁して, DA 反応を行う領域である。そして, DA
反応で生成された負イオンは, プラズマ電極から負イオンビームとして引き出される。高
速電子はフィルタ磁場を横切るときに衝突によるエネルギー散逸で低エネルギー化し, 振
動励起分子と低速電子のみが引出領域へ拡散される。そのため引出領域では, 1 eV 以上の
電子衝突による負イオン消滅,

H− + e −→ H + 2e
15

(2.3)

が低減される。体積生成負イオン源の開発により, 純水素放電プラズマを用いて 50 keV-3

A が達成されたが, さらなる大電流化には至らなかった。

Caesium Injection
Gas-in
S

N

N

S

S

N

Filament
N

S

Driver Region

H2+e(>20eV) H2*+e

Cusp Magnets
S

N

Filter Magnetic Field
N

S

Extraction Region
S

N

H2*+e(~1eV) H+H-

N

S

Plasma Grid

H図 2.3

体積生成による負イオン源の模式図。フィルタ磁場により, 放電領域が二つに

分離される (タンデム方式)。

1980 年代後半, 体積生成負イオン源の純水素放電プラズマ内に Cs を導入することで,
負イオン生成効率が改善されることが明らかになった [23, 24]。図 2.4 が示すように, Cs
添加により, 負イオン電流はアーク電力にほぼ比例し 2-6 倍増加する結果が得られた [25]。
この理由は, 負イオンの表面生成過程に, ある変化がもたらされたからである。表面生成
では, プラズマ電極表面が主たる負イオン生成の場となる (図 2.5(a) 参照)。プラズマ電
極表面に Cs 被覆が施されたことで, 真空レベルに対するプラズマ電極表面の仕事関数が
低下した。低仕事関数となったプラズマ電極の表面上で, H または H+ がプラズマ電極内
部の自由電子を受け取り, H− に変換される [26, 27]。なお, プラズマ電極の仕事関数は Cs
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被覆率に依存性があり, ∼0.6 層が最適とされる。また, プラズマ電極の仕事関数はプラズ
マ電極の温度依存性があり, プラズマ電極温度 200-300◦ C において最適となる。すなわ
ち, これらの条件において, 負イオン生成効率が最大となる。
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図 2.4

負イオン電流のアーク電力依存性 (文献 [25] より)。Cs 添加有 (ガス圧 0.9

Pa, 加速電圧 25-35 kV, 引出電圧 4.0-7.5 kV), Cs 添加無 (ガス圧 2.0 Pa, 加速電圧
23 kV, 引出電圧 3.0 kV)。

図 2.5(b) に, プラズマ電極表面近傍に水素原子 H がある場合の, 電子に対する静電ポ
テンシャル分布を示す。表面生成過程では, プラズマ電極の Fermi 準位から水素原子の電
子親和力準位に, 電子が移動する。水素原子に余剰に付着された電子は, 1S′ 軌道を占め
る。1S′ 軌道は, 半径が Bohr 半径の 3.8 倍であり, エネルギー準位が真空レベルに対して

0.75 eV 低い。プラズマ電極表面の負イオン生成確率は,
[
]
2
π (ϕw − εa )
−
β = exp −
π
2av⊥

(2.4)

と表される [1, 28]。ここで, ϕw はプラズマ電極表面の仕事関数, εa は電子親和力, v⊥
はプラズマ電極表面から放出された粒子の速度 (垂直成分), a は電子遷移確率の減衰因
子である。水素原子に対する減衰因子は, a=2×10−5 eV m−1 と実験的に評価されてい
る [29]。なお, 式 (2.4) は, v⊥ >104 m s−1 で成り立つ。プラズマ電極表面の Cs 被覆に
より, ϕw −εa が減少するため, 負イオン生成率が上昇する。図 2.6(a) が示すように, 実
験観測で ϕw ∼1.5 eV が得られている [30]。プラズマ電極から放出される H− の温度は
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0.12-0.15 eV, 電子温度は 0.65-0.85 eV と見積もられている。また, 負イオン電流ととも
に引き出される電子電流を抑制するために, 放電容器の電位に対するプラズマ電極の電位

(バイアス電圧) が印加される。図 2.6(b) が示すように, バイアス電圧印加により負イオ
ン電流の最適値が得られ, Cs 添加により電子電流が大幅に減少される [31, 32]。すなわち,

Cs 添加により, 負イオン生成量の増加と低電子電流とが実現された。

(b)
Vacuum Level

Cs Absorption

a=0.75

(a)
Cs

Cs

H-

Work Function
w~1.5 eV
e

Affinity Level

H or H+
Fermi Level

Plasma Grid
v⊥
1S Level -13.6 eV

Plasma Grid Surface

H Atom

図 2.5

(a) Cs 被覆プラズマ電極表面における負イオン生成の概念図。(b) プラズマ
電極表面近傍に水素原子が存在する場合の, 静電ポテンシャルの模式図。

図 2.6

(a) 負イオン電流の (プラズマ電極表面) 仕事関数依存性 (文献 [30] より)。
(b) 負イオン電流および電子電流のバイアス電圧依存性 (文献 [32] より)。
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2.2 負イオンビームの応用例
表面生成による負イオン電流密度の飛躍的増加により, 様々な応用研究が世界中で展開
された。S. R. Walther, K. N. Leung 等の研究チーム (米国のローレンス·バークレイ国
立研究所) は, サイクロトロン, 蓄積リング, およびトカマク型核融合炉でのプラズマ加熱·
電流駆動用の中性粒子ビーム生成に必要となる負イオン (H− , D− ) を供給するために, Cs
添加型負イオン源を開発した [23, 24]。これにより, それ以前の負イオン源に比べ, 負イオ
ン電流は 1 桁近く増加した (16 A, 450 A m−2 )。本節では, 現在実用化されている負イオ
ン源とその開発の現状についてまとめる。

2.2.1 医療用小型ビーム加速器
負イオン源を用いた医療用小型ビーム加速器は, 陽電子放出断層撮影 (Positron Emis-

sion Tomography = PET) やホウ素中性子捕捉療法 (Boron Neutron Capture Therapy
= BNCT) に応用されている。ここでは, BNCT について紹介する。
BNCT とは, がん細胞に予め含有させたホウ素と体外から照射された中性子とを反応さ
せて, 細胞レベルで選択的にがん治療を行う医療法であり, 難治がん·希少がんに対する次
世代のがん治療法として期待されている [33]。用いられる反応は,
10

である。非放射性同位体
4

10

B + n −→ 4 He + 7 Li

(2.5)

B 原子は低エネルギー中性子 n (<0.5 eV) を吸収し, その後

He 原子核 (α 粒子) と Li 原子核とに分解される。放出される α 粒子 (∼150 keV µm−1 )
7

および 7 Li (∼175 keV µm−1 ) は, 非常に短い走行距離 (<10 µm) で高いエネルギーを持
つ。この距離は腫瘍細胞の径と同等である。したがって,
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B が含有された腫瘍細胞のみ

が破壊され, 隣接する正常細胞までは届かない。図 2.7(a) に, ビームの生成·輸送過程を
示す。はじめに, 直流アーク放電方式負イオン源を用いて, 負イオン H− が生成される。
負イオン源から引き出された H− は, 30 MeV サイクロトロンに入射され, そこで加速さ
れる。その後, 陽子 H+ 続いて中性子へと荷電変換され, 人体に照射される。

BNCT 実用化に向けた課題は, 病院環境に併設可能な小型かつ 10 mA オーダの大電流
陽子を加速できる加速器駆動中性子源 (Compact Accelerator-driven Sources = CANS)
の開発 [34], および BNCT 治療に必要な中性子照射の時間短縮である [35]。現状では, 中
性子照射時間は 1 時間程度と長い。中性子照射時間を短縮するためには, 中性子の発生量
を増加させることが必要となる。つまり, 負イオン源の大電流化は, BNCT による治療時
間の短縮を可能にする。

19

既に (株) 住友重機械工業では, 図 2.7(b) に示すタンデム式の負イオン源に Cs を添加
させることで, 最大ビーム電流 22 mA を得ている。実用化に向けて, さらなる大電流化を
目指した開発研究が進められている。

(a)

(b)

図 2.7

(a) BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) の概略図。負イオン源, 陽
子サイクロトロン, 加速器駆動中性子源を示す。(b) 直流アーク放電方式負イオン源の
内部構造 (文献 [35] より)。
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2.2.2 高エネルギー粒子加速器
負イオン源を用いた高エネルギー粒子加速器は, 欧州原子核研究機構 (CERN) や大強
度陽子加速器施設 (J-PARC) で, 素粒子実験や放射光利用研究のために応用されている。
ここでは, CERN と J-PARC に関して紹介する。

CERN においては, 大型ハドロン衝突型加速器 (Large Hadron Collider = LHC) を
1034 cm−2 s−1 まで高輝度化する計画 (HL-LHC) が進められている [36]。HL-LHC は,
陽子と陽子との衝突頻度を向上させることにより, TeV クラスの新粒子探索, 暗黒物質·暗
黒エネルギーの解明に資するものである。現在, 高エネルギー粒子加速器はすべてバンチ
ビームを使用している (図 2.8 参照)。輝度は,

L=

n1 n2 ν
4πsx sy

(2.6)

で定義される [37]。ここで, n1 (∼1011 ) および n2 (∼1011 ) は 2 つのバンチに含まれる粒
子数, ν (∼109 Hz) は衝突周波数, sx および sy は水平および垂直方向のビームサイズを二
乗平均平方根で示した物理量である。

(a)

(b)

n1

図 2.8

4 s1s2

n2

(a) LHC を用いた陽子·陽子衝突の概念図。(b) バンチビームの模式図。

CERN では, 線形加速器である Linac4 の開発研究も進められている [38, 39]。Linac4
用負イオン源の設計値は, 規格化エミッタンス 0.25 π mm mrad, ビーム照射時間 0.5 ms,
電流 80 mA である [40]。2 MHz RF プラズマ加熱により, これまでに電流 16-22 mA,
ビームエネルギー 45 keV の H− ビーム生成に成功している。また, 低エネルギービーム
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輸送 (LEBT), 無線周波数四重極 (RFQ) 加速器, および Linac4 チョッパーの試運転に成
功した。Linac4 は地下ピットに埋設されており, 2-4 年間のメンテナンスフリーを目指し
た負イオン源開発が進められている。

J-PARC では, ニュートリノ振動を精密に調査する T2K (Tokai to Kamioka) 実験が行
われている。T2K 実験では, 陽子シンクロトロンで加速された陽子 (∼50 GeV) を用いて
生成されたニュートリノビームが, 295 km 離れたスーパーカミオカンデに向けて出射さ
れる。図 2.9 に示すように, 直流アーク放電方式負イオン源において生成された負イオン

H− は, 400 MeV 線形加速器 (リニアック) に入射される。H− は陽子 H+ に荷電変換さ
れた後, 3 GeV シンクロトロン (RCS) 続いて 50 GeV シンクロトロン (Main Ring) を用
いて, 50 GeV まで加速される。加速された H+ を炭素製の標的に衝突させることで, π 粒
子が発生する。発生した π 粒子は, 距離 ∼10 m を走行する間に, µ 粒子とニュートリノ
に崩壊する。このニュートリノが, 神岡の方向に出射される。ニュートリノは電荷を持た
ないから, π 粒子が発生される時点, 実質的にはイオンビームの時点で集束性が制御され
ていることが求められる。イオンビームは空間電荷効果により発散する傾向があるから,
ビーム輸送行程の長い J-PARC において, ビームは壁にあたり損失される可能性が高ま
る。そこで, イオンビームの集束性を維持することが必要である。ビーム集束性の指標と
して, エミッタンスが用いられる。エミッタンスは, ビーム位相空間構造の総面積で定義
され, ビーム輸送において不変量である [9, 41]。そのため, H− ビームとして引き出される
時点での低エミッタンスが求められ, 高性能な負イオン源開発が進められている [42, 43]。

図 2.9 J-PARC の概観。紙面左側から負イオン源, 400 MeV 線形型加速器 (Linac),
3 GeV シンクロトロン (Rapid-Cycling Synchrotron = RCS), および 50 GeV シン
クロトロン (Main Ring) である。
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2.2.3 核融合プラズマ加熱用負イオン源開発の現状
負イオン源を用いた中性粒子ビーム入射 (NBI) は, 核融合プラズマ加熱の有力な手法の
一つである。日本は世界に先駆けて直流アーク放電方式負イオン源を開発し, それを JT-

60U トカマク [18, 44], および大型ヘリカル装置 (LHD) に適用した [45, 46]。LHD-NBI
では, H− ビームを用いてエネルギー 190 keV, 電流 37 A (電流密度 340 A m−2 ) を達成し
ている。これらは設計値 180 keV-30 A を超える値である [47]。また, ビーム発散角 4.1

mrad (x 成分) および 6.1 mrad (y 成分) が得られている [48]。つまり, 直流アーク放電方
式負イオン源においては, 大電流化と良好なビーム集束性とを実現させ, 先駆的に核融合
プラズマ加熱·電流駆動の実用化に成功している。そして現在も, この技術に基づき, さら
なる大電流化·定常化を目指した開発研究が行われている。ここでは, JT-60U での経験を
踏まえてさらなる開発研究が計画されている JT-60SA に関して紹介する [49, 50]。続い
て, RF 放電方式負イオン源が適用される ITER 計画に関して記述する。

JT-60SA 計画は, 核融合エネルギーの実用化のために日本と欧州 (EU) とが共同で参画
するプロフェクトであり, ITER 計画と並行して実施されている [51]。JT-60SA はトカ
マク型プラズマ閉じ込め装置であり, 2020 年 3 月のトカマク完成, 同年 9 月の初プラズマ
に向けて建設が進行している (図 2.10(a) 参照)。トカマク型プラズマ閉じ込め装置では,
トーラスに沿うトロイダル磁場とプラズマを流れる電流がつくるポロイダル磁場とが合成
された磁場が, プラズマを閉じ込める。イオン源は直流アーク放電方式であり, 負イオン
源から引き出されたビームは三段加速器により加速される [52]。図 2.10(b) に示すよう
に, 85 keV 正イオン NBI × 12 ユニット (24 正イオン源) および 500 keV 負イオン NBI

× 1 ユニット (2 負イオン源, 10 MW) を有している。
現在, 500 keV-100 s の同時達成を目指した技術開発が実施されている [53]。第一に,
ビームエネルギーに関しては, 2009 年に耐電圧改善の観点から加速ギャップを広げ, 定
格 500 keV ビームが実現された [54, 55]。同時に, ビーム熱負荷が各電極で 5% 以下とな
り, 長パルスに対応できるレベルであることが確認された。第二に, パルス幅に関しては,

2014 年にプラズマ電極温度を一定に制御して, 100 s 間の負イオン生成が達成された [56]。
しかしながら, ビームパルス幅が長くなるにつれて負イオン電流が減少する問題, および
耐電圧改善とビーム光学との両立が課題として残された。負イオン電流が長パルス化によ
り減少する問題は, 壁温度の上昇による Cs リサイクリングに起因するものと考えられ, 対
策としてチャンバ冷却性能の向上が講じられた。小型イオン源 (1/6 サイズ) を用いた試
験では, 100 s パルスで壁温度 40◦ C の実現に成功し, その結果 Cs リサイクリングが抑制
された。耐電圧改善とビーム光学との両立に関しては, 加速ギャップを広げる以前にビー
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ム発散角 4-5 mrad が得られている [22, 57]。また加速ギャップを広げた 3 段加速器を用
いて, 500 keV-118 s, 加速電流密度 154 A m−2 のビームが達成されている。これにより,

500 keV-100 s ビーム加速技術開発に見通しが得られた。

(a)

(b)

図 2.10

(a) 建設が進展中である JT-60SA の概観。(b) JT-60SA に据え付けられる
85 keV 正イオン NBI × 12 ユニット (24 正イオン源) および 500 keV 負イオン NBI
× 1 ユニット (2 負イオン源) の模式図。

ITER 計画は, 核融合実用化を目的として, 人類初の核融合実験炉を実現するための国
際プロジェクトである。ITER 計画に参画するのは欧州, 日本, ロシア, 米国, 韓国, 中国,
インドの 7 極であり, 2025 年の運転開始を目指してフランスのカダラッシュに建設中であ
る。ITER 協定に基づく活動を行う日本国内の機関は量子科学技術研究開発機構 (QST)
であり, QST は日本が分担する ITER-NBI の高圧電源やブッシングに関する設備投資·調
達活動を行っている。

ITER 計画の目標は, 長時間燃焼を実現し, 核融合エネルギーによる発電を科学的·技術
的に実証することである。すなわち, 31 T と 21 D とを実燃料として, 大出力長時間の燃焼を
行うことである。トカマク型の装置である ITER では, トーラス型真空容器の周りに配
置された超伝導コイルによる磁場とプラズマを流れる電流によりプラズマを閉じ込める。

ITER の負イオンビームに関する仕様を表 2.2 に示す。現在, ITER 用負イオン源の開発
は, 核融合研究において最も重要な課題の一つである。ITER 用負イオン源は, ドイツ·ガ
ルヒンのマックスプランク·プラズマ物理研究所 (IPP) により開発された RF 放電方式負
イオン源をベースに設計された [4]。直流アーク放電方式負イオン源には, フィラメント
の寿命に関する問題があった。そこで, 1000 s オーダの準定常負イオンビーム生成を実
現するためには, RF 放電方式負イオン源が適当であると考えられた。また, RF 放電方
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図 2.11

ITER 計画に用いるプラズマ閉じ込め装置および ITER 計画に参画する各極

が担当する機器の内訳。

式負イオン源を用いることで, 長期に渡る負イオン源のメンテナンスフリーが期待されて
いる。ITER-NBI に対する仕様は, H− に対して, 加速電流密度 230 A m−2 , エネルギー

0.87 MeV, ビーム照射時間 ≤1000 s である。D− に対して, 加速電流密度 200 A m−2 , エ
ネルギー 1 MeV, ビーム照射時間 ≤3600 s である。また, ビーム発散角は 3-7 mrad であ
る [58, 59]。ITER 用負イオンビームの開発試験は, IPP にある試験施設において行われ
ている。開発試験に用いられている主な負イオン源は, ITER 用負イオン源の 1/8 サイズ
を持つ BATMAN Upgrade, および ITER 用負イオン源の 1/2 サイズを持つ ELISE で
ある [60, 61]。ELISE では, H− ビームに関して加速電流密度 237 A m−2 , ビーム照射時
間 1000 s 以上を既に達成している [62, 63]。しかし, ビーム発散角は最適パーヴィアンス
の条件で 26 mrad (1.5◦ ) であり, ITER の仕様実証に目処が得られていない [5, 6]。
負イオンビーム発散角制御を含めた ITER 用負イオン源開発に関する性能実証実験
は, イタリア·パドヴァの Consorzio RFX の負イオン源 (Source for Production of Ion

of Deuterium Extracted from RF plasma = SPIDER) [64] および中性粒子ビーム入射
装置 (Megavolt ITER Injector Concept Advancement = MITICA) において計画され,

SPIDER では既にビーム加速実験が開始されている [65, 66]。
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表 2.2 ITER 用負イオンビームの仕様, マックスプランク·プラズマ物理研究所 (IPP),
核融合科学研究所 (NIFS), 量子科学技術研究開発機構那珂研究所 (QST) の実績値。
ここでは, 高周波放電方式を ‘RF’, 直流アーク放電方式を ‘直流’ と表記。なお, 表内の
数値は同時達成に限るものではなく, 各項目に関する最良値である。

項目

単位

ITER(仕様)

放電方式

IPP

RF

ビーム種

H

NIFS

RF

−

−

D

H

−

D

−

QST

直流

直流

−

D−

H

加熱電力/台

[MW]

16.5

16.5

0.075

0.075

5

5

ビームエネルギー

[MeV]

0.87

1

0.023

0.023

0.19

0.98

46

40

37

32

加速電流

[A]
−2

加速電流密度

[A m

]

230

200

237

223

340

189

ビーム発散角

[mrad]

3-7

3-7

26

26

4.1-6.1

4-5

1000

3600

100

100

パルス幅

[s]

1000

3600

総運転時間

[s]

2×107

2×107
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2.3 本研究の課題と目的
幅広い分野 (医療用小型ビーム加速器, 高エネルギー粒子加速器, 核融合プラズマ加熱用
ビーム加速器等) に応用される負イオン源の開発に共通する課題は, 負イオン源のメンテ
ナンスフリー, 負イオンビームの大電流化, 負イオンビームの集束性向上である。
現在, 核融合分野で最も重要な研究課題の一つは, ITER-NBI 用の Cs 添加型 RF 放電
方式負イオン源開発である。特に, RF 放電方式負イオン源で生成されたビームの集束性
が大きい (発散角 26 mrad) ことは, 核融合炉の実用化に向けて深刻な問題である [5, 6]。
なぜなら, 集束性の悪いビームは, ポート通過電力が下がるのみならず, ビームライン機器
を損傷する恐れがあり, 実質的にビーム入射は困難となるからである [67]。つまり, 負イ
オンビーム集束性を妨げる原因を明らかにし, ビーム集束性を改善することは, 急務の課
題である。ビーム集束性を決める最も重要な要素は, プラズマ領域とビーム領域との界面

(メニスカス) の形状である [68–70]。正イオン源の場合とは異なり, 負イオン源の場合は
ビーム引出領域に磁場が存在し, さらにビーム引出領域に負イオン生成領域 (電極表面) が
隣接することによる負イオン流束の空間的不均一性が存在する。このような Cs 添加型負
イオン源特有の性質がメニスカスに影響を与えることが指摘されているが [7], そのメカ
ニズムは明らかにされていないため, ITER-NBI 用負イオン源のビーム集束性改善の目処
が立っていない。したがって, Cs 添加型負イオン源のビーム集束性を劣化させるメカニ
ズムは明らかになっていない。そのため, ITER 用負イオン源のビーム集束性を改善する
ための最重要課題である。
本研究の目的は, Cs 添加型負イオン源のビーム集束性を劣化させるメカニズムを, 実験
的に明らかにすることである。そのために, 核融合科学研究所の Cs 添加型直流アーク放
電方式負イオン源 (NIFS-RNIS) の単一孔から引き出されたビーム (ビームレット) を, 以
下に示す二つのアプローチで調べた。

(1) 負イオンビームレット集束性の時間変化計測に基づくメニスカス安定性の評価
メニスカスは, 引出電場の浸み込みと電場遮蔽 (Debye 遮蔽) 効果の拮抗で決まると考
えられているため, 負イオン源プラズマが変動するとメニスカスの応答を経て, 負イオン
ビームレット幅が変動すると予想される。この応答性を検証するために, 高時間分解能を
有する計測器を開発し, それを用いて負イオンビームレット幅の評価を行う。また, 負イ
オン源プラズマ内のビームレット引出領域に Langmuir probe を挿入し, プラズマ揺動計
測を行う。これにより, 負イオン源内プラズマの変動に対するビーム集束性の応答特性を
明らかにする。
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(2) 位相空間構造計測に基づく負イオンビームレット集束特性の評価
これまでビームのエミッタンス計測に使われてきたペッパーポット法を位相空間構造
計測に適用し, 負イオンビームレットの位相空間構造を実験的に観測する。次に, ビーム
レットの発散角を変化させる実験を行い, 位相空間構造の変化から負イオンビームレット
の集束特性を明らかにする。
これらの実験とその解析により, 負イオンビーム集束性を劣化させる要因を明らかに
する。
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第 3 章 ビーム引出と集束性の基礎

本章では, これまでに確立されている正イオン源に関するビーム引出の原理を記述する。
次に, 負イオン源に関するビーム引出の原理について課題を明らかにし, そのうえで負イ
オンビーム集束性の課題に関して記述する。最後に, LHD-NBI における負イオンビーム
集束性について, 先行研究として実験的な理解を紹介する。

3.1 正イオンビーム引出と集束性の基礎
プラズマ領域内で生成された正イオンが, ビームとして引き出される状況を考える。図

3.1 に示すように, ドリフト速度 u0 を持つ正イオンが位置 x=0 (シース端) で, プラズマ
からシース領域に入る場合を考える [71]。ここでは, 正イオンの温度 Ti =0 であり, すべ
ての正イオンが速度 u0 を持つと仮定する。図中右側 (+x 側) に陰極があり, 静電ポテン
シャル ϕ(x) が単調に減少すると仮定すると, 正イオンに関するエネルギー保存:

1
1
M u(x)2 + eϕ(x) = M u20
2
2

(3.1)

が成り立つ。ここで, 正イオンの質量 M , 位置 x での速度 u(x), 電気素量の大きさ e,

u(0)=u0 , ϕ(0)=0 とした。さらに, シース領域内での粒子間衝突は考慮せず, 正イオンは
生成された地点から陰極までの範囲で消滅しないものと仮定すると, フラックス一定:

ni (x)u(x) = n0 u0

(3.2)

が成り立つ。ここで, 正イオン密度 ni (x), ni (0)=n0 (プラズマの密度) とした。陰極は電
子に対して静電ポテンシャルの壁となるから, 電子密度 ne (x) は Boltzmann 分布:

[

eϕ(x)
ne (x) = n0 exp
kB Te
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]
(3.3)

に従うと近似する。ここで, Boltzmann 定数 kB , 電子温度 Te とした。真空の誘電率 ε0
として, Poisson の方程式:

d2 ϕ(x)
e
= − (ni − ne )
2
dx
ε0

(3.4)

が表される。ここで, ni および ne を ϕ(x) の関数として表すと,

[
(
) (
)−1/2 ]
n0 e
eϕ(x)
2eϕ(x)
d2 ϕ(x)
=
exp
− 1−
dx2
ε0
kB Te
M u20

(3.5)

となる。

d
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0

Potential:

u
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-

Position:

x

0

Sheath
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V

ext

図 3.1 負にバイアスされた金属表面に形成される平面シース内の静電ポテンシャル

ϕ(x) の模式図 (文献 [71] に基づく)。斜線部は, 負電極の壁を示す。

ここで, 無次元量:

eϕ(ξ)
χ(ξ) ≡ −
,
kB Te
√
n0 e2
x
ξ≡x
=
,
ε0 kB Te
λD
u0
M≡ √
kB Te /M
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(3.6)
(3.7)
(3.8)

を導入して, 式 (3.5) を簡潔に表すと,

[
)−1/2 ]
(
d2 ϕ(x)
n0 e
2χ
=
exp (−χ) − 1 +
dx2
ε0
M2

(3.9)

となる。ここで, 両辺に −e/kB Te をかけると,

]
[(
[
]
)−1/2
d2
eϕ(x)
n0 e2
2χ
−
=
1+
− exp (−χ)
dx2
kB Te
ε0 kB Te
M2
√

となる。ここで, λD =

(3.10)

ε0 kB Te /n0 e2 を用いて, χ の方程式として整理すると,
d2 χ(ξ)
=
dξ 2

(

2χ
1+
M2

)−1/2
− exp (−χ)

(3.11)

が得られる。この式 (3.11) は, 平面シース非線形方程式と呼ばれる。次に, この方程式を
解くために, 両辺に χ̇ = dχ(ξ)/dξ をかけて積分すると,

∫

∫

ξ

χ̈χ̇dξ =
0

[(

ξ

χ̇dξ

1+

0

2χ
M2

]

)−1/2

− exp (−χ)

(3.12)

が得られる。ここで, χ(0)=0 であるから,

]
1[ 2
χ̇ (ξ) − χ̇2 (0) = M2
2

[(

2χ
1+
M2

]

)1/2

− 1 + exp (−χ) − 1

(3.13)

となる。ここで, イオンが加速されるプラズマ領域 (プレシース) に対してシースは非常
に狭いことから, プラズマ内の電場ゼロすなわち χ̇(0)=0 と近似する。この近似により,

χ≪1 として, 右辺を Taylor 展開すると,
[
]
χ
1 χ2
1
2
M 1+
−
+ · · · − 1 + 1 − χ + χ2 + · · · − 1
2
4
M
2M
2

(3.14)

となる。ここで, シース領域において ni >ne であるから, 式 (3.13) の右辺 >0 となり,

√
M2 > 1

or u0 >

kB Te
M

(3.15)

が得られる。この式 (3.15) は, Bohm sheath criterion と呼ばれる。正イオンがプラズマ
領域からビームとして引き出されるために必要なシース端での速度 u0 は, 電子温度 Te で
決まることを示している。u0 が小さい場合, 正イオン密度はシースで大きく減少する。正
イオン密度が電子密度より小さくなると, シース電場は電子を加速させる。このような状
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況を避けるためには, 正イオンは音速を超える速度でシースに入る必要がある。ne (χ) は,

χ の増加に伴い指数関数的に減少し, 壁近傍では無視できる。したがって, 式 (3.5) は,
(
χ̈ =

2χ
1+
M2

)−1/2

M
=√
2χ

(
)−1/2
M2
1+
2χ

(3.16)

と近似される。ここで, 壁近傍において, χ−1 ≈ 0 であるから,

M
χ̈ = √
2χ

(3.17)

となる。ここで, 両辺に χ̇ をかけて, 積分をすると,

1 2 √
χ̇ = 2Mχ1/2
2

(3.18)

となる。χ̇ (= dχ/dξ) について整理すると,

dχ
= 23/4 M1/2 χ1/4
dξ

(3.19)

χ−1/4 dχ = 23/4 M1/2 dξ

(3.20)

となる。これを変形して,

が得られる。ここで, 両辺を ξ=0 から ξ=d/λD まで積分すると,

4
3

(

e|Vext |
kB Te

)3/4
= 23/4 M1/2

d
λD

(3.21)

となる。なお, χ(d/λD )=e|Vext |/kB Te , |Vext |=|ϕ(d/λD )| と置いた。M について整理す
ると,

√ (
)3/2 (
)2
4 2 e|Vext |
λD
M=
9
kB Te
d

(3.22)

が得られる。イオンビームの最大電流密度は,

√
jCL = en0 u0 = en0
と表すことができるから, 式 (3.22) を用いて,
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kB Te
M
M

(3.23)

jCL

4ε0
=
9

√

2e |Vext |3/2
M
d2

(3.24)

が得られる。この式 (3.24) は, 空間電荷制限電流密度を示し, Child-Langmuir の法則と
して知られている [1]。空間電荷制限領域において, 引出可能な電流 I は引出電圧の 3/2
乗に比例する。この関係に基づき, パーヴィアンス,

P ≡

I

(3.25)

3/2

Vext

が定義される。

√
Bohm sheath criterion(3.15) より, 正イオンがシース端で速度 u0 = kB Te /M を持つ

ためには, プラズマに対するシース端のポテンシャルは,

ϕs = −

1 kB Te
2 e

(3.26)

である。ここで, 正イオン密度 ni がプラズマ領域からシース端までの領域で, Boltzmann
分布に従うと仮定した場合, シース端でのプラズマの密度は,

(
ns = n0 exp

eϕs
kB Te

)

(

1
= n0 exp −
2

)
(3.27)

となる。したがって, イオン飽和電流密度は,

1
jB = ens u0 ∼ en0
2

√

kB Te
M

(3.28)

と表すことができる。式 (3.28) から, イオン飽和電流密度は, プラズマの密度 n0 と電子
温度 Te で決まる。図 3.2 に, T. Kalvas が数値計算で得た, 電流密度と引出電圧に関する
特性曲線を示す [72]。パーヴィアンスは, 空間電荷制限領域でほぼ一定であるが, イオン
飽和電流領域では低下する。
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図 3.2

空間電荷制限電流密度とイオン飽和電流密度との関係 (文献 [72] に基づく)。
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3.2 負イオンビーム引出原理の課題
ビーム引出界面 (メニスカス) は, プラズマの電場遮蔽 (Debye 遮蔽) と電場の浸み込み
とのバランスで決まり, ビーム集束性を決める初段のレンズ効果としての役割を担う (図

3.3 参照)。そのため, 良好なビーム集束性を得るためには, スムーズなメニスカス形成が
必要である。
正イオン源の場合, プラズマ生成領域とビーム引出領域とが離れているため, ビーム引
出領域の密度は比較的一様性が高く, スムーズなメニスカス形成が容易である。一方で負
イオン源の場合, プラズマ生成領域とビーム引出領域とが近いため, ビーム引出領域の密度
は一様性が低く, メニスカスの負イオン密度が不均一になることが Particle-In-Cell (PIC)
シミュレーションで指摘されている (図 3.4 参照) [73]。

図 3.3

負イオンビーム引出領域の模式図。メニスカスは, Debye 遮蔽と電場の浸み込

みとのバランスで決まる。プラズマ電極表面に Cs 添加することで, プラズマ電極表面
の仕事関数が低下し, 効率よく負イオンが生成される。

もう一つの難しさは, 磁場である。次章で詳しく述べるが, ビーム引出領域には三次元
的な磁場が存在し, 電子は磁化されている。そのため, 磁場によってメニスカスが非対称
になる可能性もある。
三点目は, 負イオンビーム引出界面の物理モデルが確立されていないことである。実際
の負イオンビーム引出界面は実験観測も難しいため, 直接的な検証は行われておらず, 詳
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しいことはわかっていない。これまでの負イオンビーム光学設計は, 正イオンビーム引出
で用いられる正イオンシースモデル (Bohm sheath criterion (3.15), Child-Langmuir の
法則 (3.24)) に基づき行われてきた。これは, 負イオンも正イオンと同様のパーヴィアン
ス特性を持つことが, 実験で示されていたからである (次節で詳細に示す)。したがって,
これまでの直流アーク放電方式負イオン源開発では, おおよそ設計通りのビーム集束性が
得られ大きな問題とはなっていなかった。ところが, ITER 用 RF 放電方式負イオン源で
は良好なビーム集束性が得られず, メニスカスの理解が必要と認識するに至った。

図 3.4

プラズマ電極から引き出される負イオンビームの Particle-In-Cell (PIC) シ

ミュレーションの結果 (文献 [73] より)。プラズマの密度は 3.0×1017 m−3 , 引出電圧
は 3.6 kV。コントアは, ビーム電流密度を示している。
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3.3 LHD-NBI の負イオンビーム集束特性
本節では, 核融合科学研究所の LHD プラズマ加熱用実機 NBI (LHD-NBI) の 1 号機

(負イオン源) に関する, ビーム光学について述べる。核融合プラズマ加熱用 NBI では, 通
常, 多数の円孔が配列されたプラズマ電極が使用される。LHD-NBI の 1 号機では, 大面
積 (250 mm × 1250 mm) 多孔型プラズマ電極から, 負イオンビームが引き出される [74]。
したがって, LHD-NBI で負イオンビームの光学特性を評価する場合, マルチビームを対
象とした計測器が用いられる。その代表例は, ビームを炭素板に照射したときの温度分布
計測から, ビーム幅等を評価する方法である [48, 75]。

K. Tsumori らによって行われた実験の概要を図 3.5 に示す [76]。図の左側に位置する
二つの負イオン源から引き出された負イオンビームは, 中性化セルで, 荷電変換反応によ
り中性ビームに変換される。中性化セルの出口に設置されている偏向磁場で, 残留イオン
が取り除かれて, 純粋な中性ビームが LHD プラズマへ入射される。この実験では, 二つ
のビームモニタを用いて, 負イオンビームの集束特性を調べた。

,5&DPHUD

&DUERQ3ODWH

図 3.5

'HsHFWLRQ0DJQHW

LHD-NBI の負イオン源とビームラインの概略図 (文献 [48] より)。

一つ目のビームモニタは, 中性化セル直前に設置した炭素板であり, これを用いてマル
チビームを計測した。通常, プラズマ電極孔の配列は x 方向が 16.4 mm 間隔, y 方向が

19.0 mm 間隔である。しかし, 本計測ではプラズマ電極表面にマスク板を設置し, 実質的
にプラズマ電極孔の配列は x 方向が 49.2 mm 間隔, y 方向が 57.0 mm 間隔とした。これ
により, 多孔から引き出されたビームの重なりが制御された。この実験で使用されたビー
ム加速器の構成を図 3.6(a) に示す。負イオンビームは, 四段構成のビーム加速器により
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加速される。ビーム加速器の電極構造は上流側から順にプラズマ電極, 引出電極, ステア
リング電極, 接地電極である。ここで, 負イオンビームに追従して引き出された電子を負
イオンビーム軌道から除去するために, 引出電極には電子偏向磁石 (EDM) が埋め込まれ
ている。ステアリング電極は, EDM 磁場による負イオンビーム軌道の変化を, 電場で補正
する役割を持つ。ステアリング電極と引出電極とは等電位である。また, ビーム大電流化
のために開発された, スロット型の接地電極を適用されている点が特徴である [77]。本研
究では, スロット型接地電極の長手が x(水平) 方向, 短手が y(鉛直) 方向に対応している。
スロット型接地電極を使用した場合, ビーム分布は y 方向に伸びた構造となる。炭素板で
測定されたビーム温度分布の一例を図 3.6(b)-(c) に示す。Gaussian-beam を仮定して,
負イオンビーム幅に基づき発散角が評価された。図 3.6(d) が示すように, 負イオンビー
ムの幅は, 電圧比 (Vacc /Vext ) に依存して変化する。つまり, 電圧比は, 負イオンビーム集
束性を制御するための重要なパラメータの一つである。

(a)

(b)

(c)

(d)

図 3.6

文献 [48] より, (a) LHD-NBI で使用されているビーム加速電極の構造。接地

電極は, スロット型接地電極。(b) LHD-NBI 負イオン源から引き出されたビームの二
次元温度分布。(c) ビームの温度分布 (x 成分) とフィッティング結果。(d) ビームの温
度分布に基づいて評価された, ビーム幅および発散角の電圧比依存性。炭素板の温度上
昇を赤外線カメラで計測。
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二つ目のビームモニタは, 接地電極出口から下流 8.47 mm に設置したカロリメータで
あり, これを用いてマルチビームの温度分布を計測した。LHD-NBI では, 負イオンビー
ム集束性を制御するために, 二つのパラメータが用いられる。第一の制御パラメータは,
式 (3.25) に定義される, パーヴィアンスである。パーヴィアンスは, メニスカスのレンズ
効果 (初段のレンズ効果) を表すパラメータである。第二の制御パラメータは, 加速電圧

Vacc に対する引出電圧 Vext の比 (以下, 単に電圧比 Vacc /Vext ) である。これは, 引出電極
の入口と出口に形成される静電レンズ効果 (第二段目のレンズ効果) を表すパラメータで
ある。
まず, 様々な引出電圧 Vext に対する, ビーム集束性のパーヴィアンス依存性を示
す。図 3.7 に, カロリーメータで計測された温度分布に基づくビーム幅 (1/e 半幅) の
3/2

パーヴィアンス (IH− + Ie− )/Vext 依存性を示す。ビーム加速電極間ギャップは固定さ
れており, ここでは電圧比は Vacc /Vext =14.0 に固定されている。引出電圧をスキャン

(Vext =6, 7, 8, 9, 10 kV) して負イオンビーム幅のパーヴィアンス依存性を調べたところ,
(IH− + Ie− )/Vext =0.75 A kV−3/2 で, ビーム幅が両成分 (x および y 成分) で最小となっ
3/2

た。さらに, ビーム集束特性は, 引出電圧 Vext によらず, パーヴィアンスで制御できるこ
とがわかる。この結果は, 正イオンビーム幅のパーヴィアンス依存性 (図 3.8 参照) [78] と
ほぼ同じ特性を示している。これが, 負イオンビーム引出界面に正イオンシースモデルを
適用することが, 悪い近似とは考えられてこなかった理由である。
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図 3.7

(b)

250

Vacc / Vext = 14

200
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Vext

100
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0
0.2

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
Perveance : (IH-+Ie-) / Vext3/2 [A kV-3/2]

カロリーメータで計測した (a) 水平, (b) 垂直ビーム幅のパーヴィアンス依存

性。ビーム幅は 1/e 半幅, 電圧比は Vacc /Vext =14 に固定。

図 3.8

LHD プラズマ加熱用実機 NBI の 4 号機 (正イオン源) で, カロリーメータを
用いて計測された正イオンビーム幅 (•), 分光計測で得たビーム発光スペクトル幅 (◦)
のパーヴィアンス依存性。
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次に, 電圧比依存性を議論する。図 3.9 に, カロリーメータによる温度分布計測から
評価されたビーム幅 (1/e 半幅) と電圧比 Vacc /Vext との関係を示す。パーヴィアンス
を (IH− + Ie− )/Vext =0.75 A kV−3/2 に固定し, 引出電圧をスキャン (Vext =6, 7, 8, 9,
3/2

10 kV) して計測を行ったところ, x 成分については Vext =13.6 で, y 成分については
Vext =14.0 で, それぞれビーム幅が最小となった。この結果は, 電圧比が負イオンビーム
集束性を制御できていることを示している。x 方向の最小ビーム幅だけが引出電圧に依存
しているが, これは, 電子偏向磁石による軸ずれの影響を静電レンズで補正している (ステ
アリング電極の役割) ために残るエネルギー依存性である。
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カロリーメータで計測した (a) 水平, (b) 垂直ビーム幅の電圧比依存性。ビー

ム幅は 1/e 半幅, パーヴィアンスは固定。

最後に, 引出および加速電流の持つアーク電力依存性を議論する。図 3.10(a) に示すよ
うに, 引出電流 (IH− + Ie− ), 直流アーク放電の投入電力すなわちアーク電力 Parc に比例
して増加する。この結果から, パーヴィアンスは,

P =

(IH− + Ie− )
3/2

Vext

≈

Parc
3/2

Vext

∝

nH−
3/2

(3.29)

Vext

と表すことができる。ここで, nH− はイオン源プラズマ内の負イオン密度である。した
がって, 引出電圧 Vext を固定した場合は, アーク電力 Parc を制御パラメータとして, パー
ヴィアンスのスキャンが可能となる。また図 3.10(b) に示すように, 加速電流すなわち
負イオン電流 IH− は, アーク電力の増加に伴い上昇するが, やがてある段階で飽和する。

IH− が飽和する理由は, 負イオン源内で生成される負イオン密度が有限であり, 引出可能
な負イオン密度の上限を超えると電子電流が占める割合 Ie− /(IH− + Ie− ) が劇的に増加す
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ることを示している。この観測結果については, T. Kalvas によって行われた数値計算で
も同様の指摘がなされている (図 3.2 参照)。
30

(a)

Acceleration current: IH- [A]

Extraction current: IH-+Ie- [A]
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(b)
Vacc / Vext = 14
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Arc power : Parc [kW]
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(a) 引出電流 (IH− + Ie− ) のアーク電力依存性。(b) 加速電流 IH− のアーク
電力依存性。電圧比は Vacc /Vext =14.0 に固定。
図 3.10

以上から, パーヴィアンスおよび電圧比により, 負イオンビーム集束性を制御できるこ
とが確認された。パーヴィアンスは正イオンビーム引出の理論で定義された物理量であ
るが, 正イオンビーム集束性のみならず負イオンビーム集束性も特徴づけるパラメータで
ある。
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第 4 章 実験装置とビームレット計測器

4.1 研究開発用負イオン源 (NIFS-RNIS)
本研究の全実験は, 核融合科学研究所の中性粒子ビーム入射試験装置 (Neutral Beam

Test Stand at the National Institute for Fusion Science = NIFS-NBTS) で行った。
NIFS-NBTS とは, 研究開発用負イオン源 (Research-and-development Negative Ion
Source in the NIFS = NIFS-RNIS) およびビームラインから構成される。NIFS-RNIS
は Cs 添加型直流アーク放電方式負イオン源である。その概略を図 4.1 に示す [79]。フィ
ラメントとアークチャンバ内壁との間における直流アーク放電により, 純水素放電プ
ラズマが生成される。アークチャンバ内壁面には, プラズマの閉じ込めを目的としたカ
スプ磁場 (∼2 kG) が形成され, 効率的に高密度プラズマが生成される [80]。図 4.2 に,

NIFS-RNIS の磁場構造を示す。本研究では, 水平方向に x 軸, 鉛直方向に y 軸, ビーム進
行方向に z 軸を定義する。フィルタ磁場は, x 方向に形成され (∼52 G), プラズマ電極近
傍に低電子温度領域を生成する (2.1.2 参照)。これにより, 高エネルギー電子による負イ
オン消滅を避けることが可能となり, また負イオンビームに追従して引き出される電子が
抑制される [81]。プラズマ電極表面の対向側に Cs 導入系が設置されている。プラズマ電
極表面に Cs 被覆させ, プラズマ電極表面の仕事関数を低下させ, 効率的に負イオンを生
成する [82, 83]。図 4.3 に示すように, NIFS-RNIS のビーム加速器は四枚の電極から構成
されており, LHD-NBI に据え付けられたビーム加速器とほぼ同等である。ただし, ビー
ム引出面積は, 実機 LHD-NBI のそれに対して 1/3 倍である [84]。第一段目の電極はプ
ラズマ電極であり, 直径 ϕ11 mm の口径 (面取り 45◦ ) が配列 (x 方向ピッチ 16.4 mm, y
方向ピッチ 19.0 mm) されている。第二段目の電極は引出電極であり, 直径 ϕ9.5 mm の
口径が配列され, 内部に電子偏向磁石 (EDM) が組み込まれている。これにより, 負イオ
ンビームに追従して引き出された電子が, 負イオンビーム軌道から除去される。EDM 磁
場は負イオンビーム軌道上で ±y 方向に最大強度 (∼470 G) を持つため, 電子だけでな
く負イオンも x 方向に曲げられる (図 4.4 参照)。第三段目の電極はステアリング電極で
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あり, EDM 磁場により曲げられた負イオンの軌道を電場で補正する役割と, x 方向およ
び y 方向のビーム集束特性の違いを補正する役割とを担う。ステアリング電極は引出電
極に接続されており, 両者は等電位である。第四段目の電極は接地電極であり, x 方向に
伸びたスロット型 (開孔部は長手 x 方向 ∼300 mm, 短手 y 方向 13 mm) に設計されてい
る [48, 77]。電極間の距離は, プラズマ電極-引出電極が 5.5 mm, 引出電極-ステアリング
電極が 3.0 mm, ステアリング電極-接地電極が 41 mm である。

NIFS-RNIS の標準的なパラメータは, 直流アーク放電電力 Parc =30-75 kW, 水素ガス
圧 0.3 Pa, イオン源内における負イオン密度 nH− ∼3×1017 m−3 , 負イオン電流密度 ∼100

A m−2 , 引出電流に対する電子電流の比 Ie− /(IH− + Ie− )=0.15, 引出電圧 Vext =2.7-3.2
kV, 加速電圧 Vacc =43-53 kV である。

Top

図 4.1 NIFS-RNIS およびビーム加速器の概念図 (文献 [79] に基づく)。
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Top

Bo

m

tto

図 4.2 NIFS-RNIS の磁場構造。アークチャンバ内壁面にカスプ磁場, x 方向にフィ
ルタ磁場, および y 方向に電子偏向磁石 (EDM) 磁場が形成される。

図 4.3 NIFS-RNIS のビーム加速器を構成する四枚の電極。
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図 4.4 NIFS-RNIS の加速電極と EDM 磁場の構造。
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4.2 高速ビームレット計測器 (FBM)
メニスカスの安定性をビームレット幅計測から評価する実験を行うためには, 高い時間
分解能を持つビームレット幅計測器が必要である。ビーム幅を計測する手法として, 温度
分布計測 [48, 75] や放射分光計測 (Beam Emission Spectroscopy = BES) [6, 85] がある。
これらの計測手法は, 時間分解能が Hz オーダであり, ビームレット幅の安定性を調べるた
めには十分ではない。RF 放電方式負イオン源への展開を視野に入れて, 1 MHz 以上の時
間分解能を有する, ビームレット幅の計測器開発を目標とした。そのためには, 多チャン
ネル電極アレイを用いたビームレットの電流密度計測が最適と判断した。
負イオンビームレットの電流密度分布を高時間分解能で計測するために, 高速ビーム
レット計測器 (Fast Beamlet Monitor = FBM) を開発し, それを NIFS-RNIS に取り付
けた [86]。本節では, FBM の開発と性能とに関して記述する。なお, 本研究では, 孤立し
た単一ビームを ‘ビームレット’ と呼ぶ。

4.2.1 設計
計測位置と駆動機構
計測器の設計のために, まず計測位置を決める必要があった。ビームレット上流のイオ
ン源直下では, ビームレットはほぼ電極形状を反映し, 集束性の評価が難しい。一方で下
流遠く離れると, ビームレットの広がりが大きくなり, 孤立したビームレット計測が難し
くなる。そこで, 既にビームレット計測が精度良く行えている CFC 直下に設置すること
を決めて, 計測器全体の設計を開始した。CFC 直下には, 鉛直上部にポートがあるものの
サポート板と干渉があり, そのままでは計測器の設置はできなかった。そこで, サポート
に貫通穴を開けて, 直線駆動機構を取り付ける設計を行った。詳細な検討により, y 方向
に 410 mm の可動域を持つ, 遠隔制御可能な直線駆動機構を設計した (図 4.5 参照)。こ
れにより, 計測器をビームレット領域から待避 (検出器に対する熱負荷を軽減) させること
ができ, 計測位置を垂直方向にスキャンすることが可能となった。
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図 4.5

FBM 検出器を可動式にするために使用した, y 方向に 410 mm の可動域を持
つ直線駆動機構 (遠隔制御可能)。
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高時間分解能を有するビーム電流計測
多チャンネル電極アレイを用いたビームレット電流密度分布計測を行うためには, ビー
ムレット入射時の電極表面からの二次電子放出を抑える必要がある。本設計では, 二枚電
極構成の電極アレイにより, 電極から放出される二次電子を電場で抑制する方針で設計を
行った。図 4.6 に, FBM の計測概念図を示す。ビームレットが, 図の左側から, 電極アレ
イに入射される。FBM の接地板 (Mo 製) は, 電極アレイ (Cu 製) の上流に, 絶縁を介し
て固定されている。負イオンは高いエネルギー (35-55 keV) を持つため, 電極アレイへの
入射に伴い, 電極表面から二次電子が放出する。そこで, 接地板に対して電極アレイに電
圧 VFBM を印加し, Cu 電極表面から放出される二次電子を抑制した。図 4.7 に示すよう
に, VFBM >0 の場合, VFBM は一旦 Cu 電極から放出された二次電子を再び電極に戻す役
割を果たす。これにより, 電極に入射した負イオン電流の計測が可能となる。VFBM の試
験結果は, 4.2.2 で述べる。
電極アレイで検出された負イオン電流は, シャント抵抗 10 kΩ を用いて, 電圧に変換され
る。電流増幅器は, 高速スループット (≤40 MHz) のバッファアンプ (Texas Instruments
製, OPA633KP) を有しており, インピーダンス変換器となる。デジタイザ (National

Instruments 製, PXIe-5170R) はインピーダンスが 50 Ω, サンプリングレイトが上限 100
MS/s である。以上から, FBM は回路全体として上限 40 MHz の時間分解能を持つ。RF
放電方式負イオン源への展開を視野に入れ, 1 MHz 以上の時間分解能を目指したため, 絶
縁アンプを使うことができなかった。そこで, 本計測回路では, 電流増幅器 (AMP) とデ
ジタイザ (DAQ) ユニットをすべて絶縁テーブル上に配置し, 電源供給および Ether 通信
を電気絶縁させることで安価に実現した。
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FBM の計測概念図。電極アレイ (Cu 製) を接地板 (Mo) に対して電圧 VFBM

を印加し, 電極表面から放出される二次電子を抑制。電極アレイで検出された負イオン
電流は, シャント抵抗 10 kΩ を用いて, 電圧に変換される。電流増幅器は, 高速スルー
プット (≤40 MHz) のバッファアンプを有している。デジタイザのサンプリングレイ
トは上限 100 MS/s である。
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図 4.7

FBM

二次電子抑制方法の概略図。Cu 電極を正 (+) にバイアスすることで, 電極表

面から放出された二次電子は Cu 電極に回収される。
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電流増幅器の回路図を図 4.8 に示す。数 10 A m−2 オーダのビームレット電流密度分
布計測を行うため, 大きな抵抗 (10 kΩ) を用いて電圧変換している。バッファアンプに電
流が流れるとその両端の電圧が変動し, 結果としてノイズの原因となる。この効果を抑制
するために, バッファアンプの両端にキャパシタ (0.1 µF) を導入した。また, 共振を避け
るために, 入力側に抵抗 (820 Ω) を導入した。この回路図に基づき, 電流増幅器を自作し
た (図 4.9 参照)。また, バッファアンプ本体 (背面) を基盤に付け, 面接地された基盤上で
回路を組み立てた。これにより, 高い周波数帯域まで, 低ノイズを実現した。

図 4.8

50 A m

電流増幅器の回路図。計測される負イオンビームレット電流密度は, 最大で
−2

程度。VEE に対する VCC の電位は +30 V である。

図 4.9

電流増幅器の概観。
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32 チャンネル電極アレイ
FBM を開発する目的は, 負イオンビームレット幅を高時間分解能で計測することであ
る。この目的を達成するために, 実用性と予算を考慮して, 電極アレイの配列は 32 チャン
ネル (x 方向 8 × y 方向 4) が適切であると判断した。この判断は, y 方向においては, 駆動
機構を用いて走査できるという特徴に基づいている。FBM 検出器である 32 チャンネル
電極アレイの間隔を決めるために, ビーム電流密度分布計測のシミュレーションを行った。
図 4.10 は, プラズマ電極孔 (間隔 16.4 mm) から引き出されるビーム (発散角 5-10 mrad)
を, 接地電極から下流 1 m に位置する 8 チャンネルの電極 (間隔 4.1 mm) で計測した場合
を示している。この結果から, 1 つのビームに対して 4 点で計測を行い, Gaussian-beam
を仮定してビーム電流密度分布を評価できると判断した。この設計方針は, x 方向および

y 方向で共通である。
図 4.11 に示すように, FBM 検出器はファラデーカップ型の 32 チャンネル電極アレイで
構成されている。電極アレイの間隔 (空間分解能) は, x 方向が 4.1 mm, y 方向が 4.9 mm
である。各チャンネルの有効面積は, π mm2 である。電極アレイは, ソケットコンタクト

(cosmotec 製, SVC16) を介して, フィードスルーに接続した。ソケットコンタクトの規
格に合わせた収納棚 (マコール製) を作り, それを用いて電極アレイを固定した。
Beam Divergence

5 mrad

6 mrad

7 mrad

8 mrad

9 mrad

10 mrad

Current Density [arb.units]

5
Interval of Plasma Grid Aperture
16.4 mm
4
Interval of Detector
4.1 mm
3

2

1

0
0

-16.4

16.4

Measuring Position [mm]
図 4.10

FBM を用いたビーム電流密度分布計測のシミュレーション。FBM 検出器
(間隔 4.1 mm) を 8 チャンネル並べて, プラズマ電極孔 (間隔 16.4 mm) から引き出さ
れるビーム (発散角 5-10 mrad) を接地電極の下流 1 m で, 計測する場合を想定。
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(a)
32-channel electrode array

y
x
4.9

2×32

4.1

(a) FBM 検出器である 32 チャンネル (x 方向 8 × y 方向 4) 電極アレイの構
造。(b) ビーム上流側からみた電極アレイの概観。電極アレイの間隔は, x 方向が 4.1
mm, y 方向が 4.9 mm である。

図 4.11
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z

4.2.2 性能評価
任意関数発生器およびオシロスコープを用いて, 電流増幅器に関する入出力の線形性を
調べた (図 4.12 参照)。入力信号は正弦波 (周波数 1 Hz-10 MHz) である。この結果から,
周波数 1 Hz-1 MHz に対する線形性が確認された。
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Output voltage [V]

10

100 kHz
1 MHz
10 MHz

0

-10

-10

0

10

Input voltage [V]

図 4.12

電流増幅器に関して, 入力電圧に対する出力電圧を調査した結果。入力電圧

の波形 (正弦波) は, 任意関数発生器により生成。入出力電圧の値は, オシロスコープに
より計測。

FBM の性能を評価するために, NIFS-RNIS で生成された負イオンビームの試験計測
を行った。図 4.13 に示すように, 本実験施設 (NIFS-NBTS) は, NIFS-RNIS およびビー
ムラインから構成されている。NIFS-NBTS では, CFC を用いた負イオンビームの温度
分布計測が可能である。赤外線カメラにより, 大気側からビューポートを介して, CFC に
照射された負イオンビームの温度分布が計測される。CFC から下流 20 mm の位置に,
正六角柱型計測器コンテナを設置した。この六角柱型計測器コンテナに, FBM および三
対のペッパーポット型位相空間構造計測器 (Pepper-pot-type Phase Space Analyser =

PPSA) を取り付けた。なお, PPSA に関する説明は, 4.3 に述べる。
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図 4.13

NIFS-RNIS で生成された負イオンビーム計測の概略図。NIFS-RNIS の接
地電極出口から下流 910 mm の位置に, 六角柱型計測器コンテナを取り付けた。六角柱
型計測器コンテナには, FBM および三対の PPSA が搭載されている。FBM を用いた
負イオンビーム電流密度分布計測と, CFC を用いた負イオンビーム分布計測との切り
替えが可能 (二者択一)。破線は, 発散角 5 mrad を持つ負イオンビームの軌道を示す。

はじめに, 負イオンビームを正しく計測できているかを調べるために, FBM の電極電圧

VFBM を変化させながら負イオンビームの計測を行った。図 4.14 に示すように, VFBM
の増加に伴い, ビーム入射により電極アレイ表面から放出する二次電子が抑制される。40

V≤ VFBM ≤70 V では, 電極アレイから一旦放出された二次電子が回収され (計測される
ビーム電流は飽和し), 正しく負イオンビームを計測できている。このとき, 飽和状態にあ
る電流密度の値は ∼-5 A m−2 である。一方, -70 V≤ VFBM ≤-50 V では, 電極アレイから
放出された二次電子はすべて電極アレイの外に吐き出される。このとき, 飽和状態にある
電流密度の値は ∼15 A m−2 である。したがって, 二次電子放出係数は ∼3 と見積ること
ができる。本計測結果に基づき, これ以降に紹介する負イオンビーム計測では, VFBM =70

V に固定して実施した。
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FBM で計測したビーム電流密度の電極印加電圧 (VFBM ) 依存性。

FBM を用いた負イオンビーム電流密度分布計測の検証として, 他の装置を用いた計測
結果と比較した。同じ条件で計測を行った, FBM による負イオンビーム電流密度分布と,
赤外線カメラおよび CFC による負イオンビーム分布とを図 4.15 に示す。共通して y 方
向に伸びたビームの構造が確認できる。この構造は, スロット型接地電極を用いた場合に,
共通して観測される [48, 77]。定量的な比較のために, 計測されたビーム電流密度分布に
対して,

[

(x − xµ )
j(x) = jxµ exp −
wx2

2

]
+C

(4.1)

を用いたフィッティングにより, ビーム幅 wx を評価した (図 4.16(a) 参照)。ここで, jxµ
はビーム軸位置 xµ で得られる電流密度の極大値, wx はビーム幅の x 成分, C は周辺に位
置するプラズマ電極孔から引き出されたビームの寄与 (背景) に対応する。CFC を用いて
計測されたビーム分布に対しても, 式 (4.1) と同じ関数でフィッティングを行い, ビーム幅
を評価した。図 4.16(b) に示されるように, ビーム幅の負イオン密度依存性に関して, 二
つの手法で得られた計測結果は, よい一致を示した。
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(a) FBM で計測された負イオンビーム電流密度分布 (x 成分)。(b) FBM で
計測された負イオンビーム幅 (•), および赤外線カメラと CFC とを用いて計測された
ビーム幅 (◦) に対する, 負イオン密度依存性。
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4.3 ペッパーポット型位相空間構造計測器 (PPSA)
負イオンビームレットの位相空間構造を計測するために, ペッパーポット法に基づく位
相空間構造計測器 (Pepper-pot-type Phase Space Analyser = PPSA) を開発した [86]。
本節では, PPSA の開発と性能とに関して記述する。また, PPSA 検出器 (カプトン箔) が
有するビーム電流密度の時間積分に対する線形性について言及する。

4.3.1 ペッパーポット法
ペッパーポット法 (pepper-pot method) の起源は, ピンホールカメラにあると考えら
れている [87–89]。1990 年代には, ペッパーポット板 (pepper-pot plate) またはスリッ
トと位置検出器 (position-sensitive detector) とを一対として構成されるペッパーポット
法が, エミッタンス計測手法として考案された [8, 9]。ペッパーポット板のピンホール配
列パターンは位相空間構造の空間分解能を決め, 位置検出器上のビーム画像からビーム
が進行する角度が計測される。位置検出器としてカプトン箔は初期から使用されており,
ビーム照射後にカプトン箔をスキャナ処理することで角度情報が高解像度で電子化され
る [86, 90]。最近では, CCD カメラとシンチレータとを組み合わた手法が普及しており,
これによりビーム画像が直接電子化される [91, 92]。ただし, シンチレータ材料の不均一
性, 非線形応答性, 経年劣化による問題が指摘されている [93]。エミッタンス計測手法と
して, ペッパーポット法以外に, 四重極スキャンあるいは光学回折/遷移放射干渉コントラ
スト (ODTRI) がある [94, 95]。しかし, ペッパーポット法は有力なエミッタンス計測手
法として, 現在も活用されている [96–98]。

4.3.2 PPSA とその計測原理
PPSA を用いた位相空間構造計測の原理を解説する。図 4.17 に示すように, PPSA は,
ピンホールアレイと位置検出器 (カプトン箔) とから構成される。負イオン源から引き出
されたビームレットは, ピンホールアレイを通過後に, 数多くの細かなビームに分離され
る。各ピンホールを通過したこれらのビームは, 一定距離 L を通過した後に, 位置検出器
に到達する。ピンホール中心位置に対するビーム検出位置の変位 ∆y が計測され,

vy
∆y
=
vz
L

(4.2)

を用いて, y 方向 (ビーム軸 z に対して垂直方向) のビーム速度成分 vy が得られる。ここ
で, vz は z 方向の速度である。規格化速度 vy /vz を縦軸に, ∆y/L を横軸にとることで,
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図 4.18 に示すような位相空間構造 f (y, vy ) が得られる。本研究では, 位置検出器上に二
次元のフットプリント分布が観測されるため, x 方向の位相空間構造 f (x, vx ) も得られ
る。ここで, vx は x 方向のビーム速度成分である。
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H+
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y
Vbias

図 4.17
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NIFS-RNIS における PPSA を用いた負イオンビームレットの位相空間構

造計測の模式図。負イオンビームレットは, 引出電圧 Vext および加速電圧 Vacc により,
静電的に加速される。負イオンビームレットは, ピンホールアレイを通過後, 数多くの
細かいビームに分離される。ピンホールアレイから下流 L の位置に取り付けられた位
置検出器 (カプトン箔) には, 各ピンホールを通過したビームが照射され, フットプリン
トが検出される。
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図 4.18 発散性 Gaussian-beam に関する位相空間構造の模式図。
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z

ピンホール板は, 厚さ 1.5 mm の無酸素銅製とした。各ピンホールは, 直径 ϕ0.5 mm で
あり, ビームレットを受けない側の開孔部 (厚さ 1 mm) に 45◦ をなすテイパー加工を施
した。ナイフ端が理想的な構造であるが, 厚さ 0.5 mm の円柱領域を設けた理由は, ビー
ムレット照射による局所的な熱負荷を開孔部に与えないためである。ピンホール総数は,

252 (x 方向 18 × y 方向 14) である。ピンホール配列は正方格子状であり, ピンホール間
隔 (空間分解能) は, x および y 方向ともに 3 mm である。位置検出器として, 厚さ 50 µm
のカプトン箔を用いた。ピンホールアレイからカプトン箔までの距離 L=173 mm であ
り, ビームレット計測視野 (x 方向 60 mm × y 方向 50 mm) は, z 軸に対して垂直である。
規格化速度 ∆vy /vz の分解能は, ∆y∼0.5 mm を用いて, 式 (4.2) より 2.9 mrad と評価さ
れる。カプトン箔上に記録されたデータをスキャナで電子化する場合, 取得される位置情
報および角度情報は, スキャナ処理の解像度に依存する。例えば, スキャナ処理を 600 dpi
で行った場合, 位置情報は 42 µm/pixel, 角度情報は 0.24 mrad/pixel である。スキャナ
処理を 9600 dpi で行った場合, 位置情報は 2.6 µm/pixel, 角度情報は 0.015 mrad/pixel
である。
図 4.19 に示すように, 三対の PPSA および FBM を, 一つの正六角柱型計測器コンテ
ナに統合した。六角柱の上段に FBM, 下段に三対の PPSA を取り付けたため, 両計測器
はお互いに干渉しない。六角柱型コンテナの上端には Wilson seal を施した Al 製シャ
フトが接続されており, 大気開放せずに計測器を回転させることができる。これにより,

FBM および各 PPSA は, 選択的にビームレット計測に用いることができる。実際のオペ
レーションでは, はじめに FBM を用いてビームレットの位置と幅を確認した後に, PPSA
を用いて位相空間構造計測を実施した。
(b)

(a)

FBM

beam

PPSA×3

図 4.19

(a) 六角柱型計測器コンテナに設置された, FBM および PPSA の模式図。
(b) 六角柱の上段に FBM, 下段に三対の PPSA を取り付けた組図。ただし, 本節の計
測では, 三対の PPSA は下側の写真に示した設計 I (表 4.1 参照) を用いた。
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4.3.3 性能評価
PPSA の性能を評価するために, 負イオンビーム位相空間構造のテスト計測を行った。
テスト計測の概略は, 図 4.13 に示した条件と同じである。ただし, 六角柱型計測器コン
テナを回転させて, FBM ではなく PPSA を用いて負イオンビーム計測を行った。本計
測では, アーク放電電力 Parc =54±4 kW, 引出電圧 Vext =2.7 kV, 加速電圧 Vacc =35 kV
にそれぞれ固定した。プラズマ電極近傍の負イオン密度 nH− =(2.8±0.2)×1017 m−3 であ
る。負イオンビームの総入射時間は, 12 s (0.6 s/shot × 20 shots) である。十分に濃い
フットプリントを得るとともに, ピンホール板に対する熱負荷を低減させるため, 長パル
ス幅でのビーム入射を避け, 繰り返し短パルスのビーム照射を行った。カプトン箔の黒化

(Increase of the blackness degree on the Kapton foil, ∆η) は, ビーム電流密度 (j) の時
間積分に比例し,

∫
∆η ∝

j dt

(4.3)

が成り立つと仮定する。この仮定の妥当性は, 4.3.4 で議論する。具体的な解析手順は, カ
プトン箔上に観測されたフットプリントの黒さを, スキャナ処理 (600 dpi) により 8 bit グ
レイスケールに電子化する。このとき, ビーム角度情報の解像度は 0.24 mrad/pixel であ
る。カプトン箔自身の黒さ (背景) を差し引いた, ビーム照射による黒化 (∆η) を評価する。
本実験で得られた ∆η の二次元分布を図 4.20(a) に示す。破線に囲まれた y 方向に関す
る ∆η の一次元分布を, 図 4.20(b) に示す。負の領域 (y<0) には, 明らかに, 隣のビーム
成分による混入がみられる。ここでは, 部分的に重なっている 2 つのビーム成分の分類方
法について議論する。単一ビーム成分が支配的と考えられる。3 つのピーク (y∼-3.1, 0.4,

3.9 mm) について Gaussian-ﬁtting で幅を求めると, 0.455±0.018 mm (標準誤差 ∼3%)
であり, 殆ど同じ幅を持つことがわかった。また, ピーク間隔は 3.468±0.000 mm であり,
等間隔であると考えられる。そこで, この二つの性質を使って, 2 つのビーム成分の分離を
試みる。1 つのビームは同じ 1/e 幅のピークが等間隔に並ぶと仮定すると, 2 つのビーム
成分に関する合成は,

∆ = ∆ηA + ∆ηB

(4.4)

と書くことができる。ただし, y∼0 に位置するビーム (A) からの寄与を ∆ηA , y<-20 mm
に位置するビーム (B) からの寄与を ∆ηB と置いた。ここで,

∆ηA =

4
∑

[
Ai exp −

i=−6
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(y − yA0 − iλA )
2
σvy
A /vz

2

]
,

(4.5)

4
∑

[

2

(y − yB0 − jλB )
∆ηB =
Bj exp −
2
σvy
B /vz
j=0

]
(4.6)

とモデル化できる。i は A に関する各極大値のナンバリングであり, i = 0 は最大値に対
応する。j は B に関する各極大値のナンバリングであり, j = 0 は最大値に対応する。Ai
は ∆ηA 分布の極大値, Bj は ∆ηB 分布の極大値, yA0 と yB0 は最大値をとる位置, λA と

λB は極大値間距離, σvyA /vz と σvyB /vz は規格化速度分散であり, それぞれ A, B の順に
示す。図 4.20(b) に示すように, モデル式 (4.4)-(4.6) を用いたフィッティングは, 観測結
果をよく再現している。元の計測結果から B の寄与を取り除いた ∆η の一次元分布を, 図

4.21(a) に示す。y 方向に関する位相空間構造が図 4.21(b) のように得られる。これは,
発散性 Gaussian-beam の典型的な位相空間構造である (図 4.18 参照)。以上から, PPSA
を用いて負イオンビームレットの位相空間構造計測が可能であることが示せた。また, 隣
のビームが部分的に混入している場合でも, 簡単に分離できる場合があることを示せた。
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図 4.20

(a) PPSA で観測された ∆η の二次元分布。破線で囲まれた部分のデータを

用いた, y 方向に関する ∆η の一次元分布を (b) に示す。(b) 観測結果が黒丸 (•), ∆ηA
を用いたフィッティング結果が黒線, ∆ηB を用いたフィッティング結果が赤線。
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10

20

(a) 元の観測結果 ∆η から ∆ηB を差し引いた, y 方向に関する ∆η の一次元
分布。計測位置は, 接地電極出口から下流 z=1083 mm に設置したカプトン箔の位置
である。これに基づき取得された, 位相空間構造 f (y, vy ) を (b) に示す。計測位置は,
接地電極出口から下流 z=910 mm に設置したピンホールの位置である。
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4.3.4 ビーム電流密度時間積分に対する検出器の線形性
PPSA を用いた位相空間構造計測で, 位置検出器はカプトン箔であった。カプトン箔上
にビームが照射されることでフットプリントが残され, そのフットプリントをスキャナを
用いて電子化することで ∆η を取得した。この ∆η が電流密度の時間積分に比例すると仮
定 (4.3) して解析を行ったが, この仮定を, FBM で計測されたビーム電流密度の時間積分

j∆t と比較することで検証する。PPSA で計測された ∆η は, 図 4.21(a) の結果を使用し
た。この結果を, 同じ実験条件 (引出電圧 Vext =2.7 kV, 加速電圧 Vacc =35 kV) で FBM
を用いて計測されたビーム電流密度分布 (y 成分) の時間積分と比較した。この結果を図

4.22(a) に示す。∆η の分布は, ほぼ一定の間隔で極大値を持つ。これらの極大値のなか
で, ビーム中心 (∆η の重心) 近傍に位置する 5 点 (y∼-6.7, -3.2, 0.3, 3.8, 7.3 mm) のみ抽
出し, それらに対して Gaussian-ﬁtting を施した結果を破線で示している。この破線をこ
こでは ‘∆η の包絡線’ と呼ぶ。一方, FBM で計測されたビーム電流密度の時間積分 j∆t
を白塗りの円で示している。なお紙面左側の領域 (y<-9 mm) は, 隣に位置するビームの
寄与があるため, 解析対象から外した。図 4.22(b) は, j∆t とその位置で ∆η の包絡線が
とる値との関係を示している。この結果から, 本計測のビームエネルギー領域 (∼38 keV)
に対して, ∆η は j∆t に対して線形性を持つ。また, ビーム総照射時間が共通 (0.6 s/shot

× 20 shots = 12 s, および 0.2 s/shot × 60 shots = 12 s) となる条件でも計測を行い,
ビームのパルス幅に依存せず同等の線形性が得られた。すなわち, ∆η の j∆t に対する線
形性は, パルス幅に依存せず成り立つことを示した。
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(a) PPSA で計測された ∆η の一次元分布 (•) とビーム中心 (∆η の重心)
近傍の極大値 5 点 (y=-6.7, -3.2, 0.3, 3.8, 7.3 mm) に対する Gaussian-ﬁtting 結果
(−−), および FBM で計測されたビーム電流密度の時間積分 j∆t の分布 (◦)。(b) 負
イオンビーム (∼38 keV) に関する, ∆η と j∆t の比較。パルス幅 0.6 s×20 shots の
結果 (•) とパルス幅 0.2 s×60 shots の結果 (◦) をプロット。
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4.3.5 計測器の改良
プラズマ電極表面のマスク板
核融合プラズマ加熱に用いるビームは, 多数の円孔を備えたプラズマ電極から引き出さ
れるため, ビームレットとして計測することは容易なことではない。単一ビームレットの
計測を目的とする場合, 通常, 標的とするビームレットが引き出されるプラズマ電極孔の
周辺領域にマスク板を取り付けて塞ぐ手法が用いられる。テスト計測時は, 図 4.23(a) に
示すマスク板がプラズマ電極表面に取り付けられていたが, y 方向において 38 mm 離れ
たビームからの寄与が大きく部分的に混入する状況となった。また, x 方向に関しては,
ビーム中心を FBM の視野中心で観測することができなかった。そこで, y 方向に実質的
に単一の電極孔となるように, マスク板 (Mo 製) を再設計した。また, x 方向は, 標的とす
るビームレットが引き出されるプラズマ電極孔を一孔分 (16.4 mm) ずらして, マスク板を
再設計した。これを図 4.23(b) に示す。これにより, FBM および PPSA を用いた, ビー
ムレット計測を可能にした。

(a)

(b)
Modification

65.6 mm

Target
34 mm
38 mm

53 mm

82 mm
Mask Plate

Isolated Aperture

図 4.23 (a) テスト計測時に, プラズマ電極表面に取り付けられていたマスク板。(b)
テスト計測後に改良した, プラズマ電極表面マスク板。破線枠内の孤立したプラズマ電
極孔から, 本研究で標的とする負イオンビームレットが引き出される。
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PPSA の計測視野
NIFS-RNIS で生成された負イオンビームレットは y 方向に伸びた構造を持つため, こ
れまでの計測視野 (x 方向 60 mm × y 方向 50 mm) では, ビームレット全体を計測する
ことが不可能であることがテスト計測の結果によりわかった。そこで, ピンホール板およ
びカプトン箔の設計を縦長に改良した (x 方向 62 mm × y 方向 110 mm)。ピンホール間
隔 (3 mm) を変えずに, ピンホール総数を 630 (x 方向 18 × y 方向 35) に増やし, y 方向
の計測視野をこれまでの 2.2 倍に拡張した。なお, ピンホール直径を ϕ0.4 mm に狭めた。
速度分解能は, ∆vy /L∼2.4 mrad (20% 改善) となった。同一規格で三対の PPSA を作成
し, それらを六角柱型コンテナに搭載した (図 4.24 参照)。表 4.1 に, PPSA 設計値の詳
細を示す。

(a)

(b)

x

y

y

z

z

x

3 mm

3 mm

Pinhole Plate

図 4.24

(a) ビーム上流側 (イオン源側) からみた PPSA のピンホール板。三対の
PPSA を六角柱型コンテナに取り付けた。(b) ビーム下流側からみたピンホール板。
ピンホール (ϕ0.4 mm) を正方格子状 (3 mm 間隔) に, 総数 630 (x 方向 18 × y 方向
35) 配列。
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表 4.1 PPSA に取り付けられた無酸素銅製ピンホール板とカプトン箔の仕様。設計 I
は, 本節に記述した, PPSA 性能評価に適用。設計 II は, 次節以降に記述する, 負イオ
ンビームレット集束性の評価に適用。

項目

単位

設計 I

設計 II

直径 ϕ

[mm]

0.5

0.4

厚さ

[mm]

1.5

1.5

1

1

列数 (x 方向のピンホール数)

18

18

行数 (y 方向のピンホール数)

14

35

252

630

[mm]

3

3

厚さ

[µm]

50

50

横 (x 方向) の長さ

[mm]

60

60

縦 (y 方向) の長さ

[mm]

50

110

[mm]

173

166

[mrad]

2.9

2.4

[dpi]

600

9600

[µm/pixel]

42

2.6

0.24

0.018

無酸素銅製ピンホール板

開孔端 (ナイフ端) アスペクト比

孔数
ピンホール間隔 (空間分解能)
カプトン箔

PPSA のサイズ
ピンホール板-カプトン箔の距離 L
規格化速度分解能 ∆vy /vz
スキャナ処理
位置情報の解像度
ビームレット角度情報の解像度

[mrad/pixel]
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六角柱型計測器コンテナのサイズ

NIFS-NBTS の真空容器内には, FBM-PPSA を搭載した六角柱型コンテナだけでなく,
他のビーム計測器が設置されている。CFC の本体 (炭素板) は, 六角柱型コンテナの上流

20 mm に位置しており, 干渉することはなかった。しかしながら, CFC の駆動機構と六
角柱型コンテナとが, 僅かに (∼2 mm) 干渉していた。この干渉を回避するために, 六角
柱型コンテナのサイズを小さくする必要があった。そこで, 六角柱の側面 (六枚の短冊板)
の横幅を, 100 mm から 96 mm に改良した。これにより, PPSA におけるピンホール板
からカプトン箔までの距離 (L) は 173 mm から 166 mm に狭まった。

(a)
Hexagonal Box

(b)

Hexagonal Box

CFC Pulley
CFC

図 4.25 (a) 真空容器内に設置されている六角柱型計測器コンテナおよび CFC を,
ビーム下流側からみた概観。(b) 六角柱型計測器コンテナと CFC 駆動機構 (滑車) と
の干渉。

改良された六角柱型計測器コンテナに, FBM および三対の PPSA を取り付けた (図

4.26 参照)。図 4.27 に示すように, 六角柱型コンテナは, NIFS-RNIS の接地電極出口か
ら下流 910 mm に位置する。破線は, 発散角 5 mrad を持つ負イオンビームレットの軌道
を示す。計測器正面に位置するプラズマ電極孔のまわりをマスクすることで, ‘ビームレッ
ト’ の計測が可能となる設計を行った。
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(a)

(b)
Kapton Foil

Pinhole Plate

FBM

PPSA
166 mm

FBM

図 4.26

(a) 六角柱型コンテナに搭載された FBM および PPSA。六角柱型コンテナ
上端は, Wilson seal を施した Al 製シャフトに接続。(b) 六角柱型コンテナ底面側か
らみた計測器の概観。シャフトを回転させることにより, 大気開放することなく, FBM
および三対の PPSA を切り替えてビームレット計測に適用できる。

Negative Ion
Source
166 mm

910 mm
Hexagonal Box
(Three sets of PPSAs and FBM)

Grounded Grid

図 4.27

負イオン源 (NIFS-RNIS) およびビームラインの模式図。FBM および三対

の PPSA が取り付けられた六角柱型コンテナは, 接地電極出口から下流 910 mm に位
置する。正六角柱側面 (短冊板) の対向面間隔は, 166 mm である。破線は, 発散角 5

mrad を持つ負イオンビームレットの軌道を示す。
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第 5 章 プラズマ揺動とメニスカス安定性

ITER 用 RF 放電方式負イオン源では, ビーム集束性が悪く (発散角 26 mrad), 仕様 (発
散角 3-7 mrad) の達成に目処が立っていない [5, 6]。一方で, 直流アーク放電方式負イオ
ン源では, 良好なビーム集束性 (発散角 ∼5 mrad) が達成されている [22, 48]。この違いを
説明し得る原因の一つとして, メニスカスの安定性が考えられる。メニスカスがプラズマ
生成用の RF 振動に応答して振動した場合には, ビームの集束性も同じ振動数で振動する
と考えられる。このとき, 時間平均したビーム発散角は劣化していく。本章では, メニス
カスの安定性を調べるために, イオン源プラズマの揺動に対する負イオンビームレット幅
の応答を, FBM を用いて計測する実験を行った。

5.1 実験概要
負イオンビームレット幅のプラズマ揺動に対する応答を評価するために, FBM を用い
て負イオンビームレット計測を行い, 同時に負イオン源プラズマの計測を行った。負イオ
ン源プラズマは, Langmuir probe を用いて計測した。図 5.1 に, 本実験の概念図を示す。
アークチャンバに対して-40 V の電圧を印加し, イオン飽和電流から密度揺動を計測する
ために, Langmuir probe をプラズマ電極上流 12 mm の位置に挿入した [79, 99]。この位
置はメニスカスの上流表面であり, この場所のプラズマ密度揺動に対するメニスカスの応
答を調べることができる。本実験では, メニスカスの振動の有無をビームレット幅の振動
から評価する。このビームレット幅の計測は, FBM を用いて行った。
まずはじめに, FBM を用いてビームレット幅を評価する方法を確立するために, ビーム
レットの二次元分布計測を行った。直線駆動機構を用いて, 単一プラズマ電極孔に対面す
るように FBM 検出器の位置を合わせた。図 5.2(a) に, FBM を用いて計測された負イオ
ンビームレット電流密度の二次元分布を示す。これは, FBM 検出器の位置をショット毎

y 方向に 2.5 mm 走査して, 連続する 5 ショット (180 s 間隔) を計測した結果である。本
計測の間すべての運転パラメータは固定されており, アーク放電電力 Parc =64-67 kW, 水
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Langmuir Probe
40V
1k

Meniscus

H
eH+
H-

Fast Beamlet Monitor (FBM)
Mo
Ceramic
Cu
≈ ≈ ≈

Negative Ion
Source Plasma



Plasma Grid
Extraction Grid
Electron Deflection Magnets
Steering Grid
Grounded Grid

Beam

40MHz 100MS/s

y
Vext

Vbias



x
図 5.1

10k
70V

Vacc
z

AMP

DAQ

負イオン源プラズマ揺動に対する負イオンビームレット幅の変化を計測する

実験の概念図。負イオンは, 引出電圧 Vext および加速電圧 Vacc で静電的に加速され
る。Langmuir probe を用いてイオン飽和電流を計測すると同時に, FBM を用いて負
イオンビームレット幅を計測する。

素ガス圧 0.3 Pa, 負イオン密度 nH− =2.6×1017 m−3 , 加速電流密度 75 A m−2 , 負イオン
電流に対する電子電流の比 0.1, バイアス電圧 Vbias =3.0 V, 引出電圧 Vext =3.1 kV, 加速
電圧 Vacc =48 kV, 電圧比 Vacc /Vext =15.5 である。図 5.2(b) に, 電流密度分布の x 成分
を示す。テイル成分 (◦) が観測されているが, ここでは, ビームレット中心近傍に位置す
るコア成分 (•) に着目する。黒丸の 5 点から, コア成分の幅 wx と軸位置 xµ を,

[

2

(x − xµ )
j(x) = jxµ exp −
wx2

]
(5.1)

で評価した。ここで, jxµ は位置 xµ で得られる電流密度の極大値である。なお, 本実験は
ビームレットを計測しているから, 背景レベルはゼロとした (暗電流 ∼0.1 %)。図 5.2(c)
に, ビームレット中心近傍における, 電流密度分布の y 成分を示す。ビームレット幅 wy
と軸位置 yµ は,

[

2

(y − yµ )
j(y) = jyµ exp −
wy2

]
(5.2)

で評価した。ここで, jyµ は位置 yµ で得られる電流密度の極大値である。なお, 背景レベ
ルはゼロとした。固定された FBM で得た観測結果 (•) に対する Gaussian-ﬁtting 結果が
実線, 走査された FBM で得た観測結果 (◦) に対する Gaussian-ﬁtting 結果が点線である。
双方のフィッティング結果では, wy,ﬁxed /wy,scanned =0.96±0.04 という, よい一致がみら

73

れた。後述する wy の評価には, 固定された FBM でビームレット中心を捉えた観測結果
を用いる。以上のように, x 方向と y 方向のビームレット幅の評価方法を決めた。

(b)

y [mm]

(c)

38

(a)

10

29

0

19

-10

10

-20
-10

0

10

j [A m-2]

20

0

x [mm]

図 5.2

(a) FBM で計測された負イオンビームレット電流密度の二次元分布。(b) 電
流密度分布の x 成分。コア成分 (•) とテイル成分 (◦) を示す。実線は, コア成分に対す
る Gaussian-ﬁtting 結果。(c) 電流密度分布の y 成分。1 ショットの計測で得た電流密
度分布 (•) と Gaussian-ﬁtting 結果 (実線)。ショット毎 y 方向に走査して計測した電
流密度分布 (◦) と Gaussian-ﬁtting 結果 (点線)。
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5.2 ビームレット安定性の評価
次に, 実際に負イオン源プラズマが時間変動している場合に, ビームレット幅の計測を
行った。図 5.3 に, 時間的に変動するイオン飽和電流 Iis , ビームレット幅 (wx , wy ), およ
びビームレット軸位置 (xµ , yµ ) を示す。なお, 各パラメータは規格化されており, 記号 ⟨ ⟩
はパラメータの時間平均を示す。イオン飽和電流 Iis の変動は, プラズマ密度の変化を反
映するものである。この変動はバイアス電源出力の変動に起因することがわかっている
が, 本実験ではプラズマ密度の変動に対するメニスカスの応答を調べるために, バイアス
電源出力の変動を積極的に利用した。ビームレット幅の変動は, x 方向および y 方向で観
測された。さらに, 予想していなかったが, ビームレット軸位置の変動も観測された。こ
れらの結果は, イオン源プラズマが変動することでメニスカスが応答し, それによりビー
ムレット集束性が変動することを示している [100]。
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(y -<y >)

(a)

1.1

0.0

0

5

10

t [msec]
(a) ⟨Iis ⟩ で規格化されたイオン飽和電流 Iis , (b) ⟨wx ⟩ で規格化された x 方向
のビームレット幅 wx , (c) ⟨wy ⟩ で規格化された y 方向のビームレット幅 wy , (d) ⟨wx ⟩
で規格化された x 方向のビームレット軸の変位 (xµ − ⟨xµ ⟩), (e) ⟨wy ⟩ で規格化された
y 方向のビームレット軸の変位 (yµ − ⟨yµ ⟩) の時間発展。パラメータの時間平均を, ⟨ ⟩
を付して示す。アーク放電電力 Parc =64 kW, 電圧比 Vacc /Vext =15.5, 負イオン密度
nH− =2.6×1017 m−3 。

図 5.3
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ビームレット幅を負イオン源プラズマのイオン飽和電流 Iis 依存性としてプロットした
ものを, 図 5.4(a) に示す。約 10% のイオン源プラズマ変動に対する x 方向のビームレッ
ト幅の応答が約 20%, y 方向のビームレット幅の応答が約 7% であることがわかる。また,
図 5.4(b) は, ビームレット軸の変位をイオン飽和電流 Iis の依存性としてプロットした
ものである。二方向 (x, y 方向) で, ほぼ等しい応答性を持つことがわかった。二方向の
ビームレット幅, および二方向のビームレット軸変位の相関を図 5.4(c)-(d) に示す。二
方向のビームレット幅が, 同期していることがわかる。この原因は同定できないが, メニ
スカスの変動を反映している一つの根拠と考えることができる。また, 応答強度の違いは,
メニスカスの曲率が x 方向と y 方向とで異なっていることを示している。同様に, 二方向
のビームレット軸の変位も, 同期して振動していることがわかる。ビームレット軸の変位
を生じる原因の候補として, メニスカスの形状が上下左右の対称性を持っていないことが
考えられる。(もし, 上下左右の対称性を持って振動する場合は, y 方向の軸変動がないは
ずであり, 左右に対しても同様の考察が可能である。) メニスカスは, Debye 遮蔽と引出
電場の浸み込みとの拮抗で決まると考えられている。したがって, プラズマ密度や粒子束
の非対称性, あるいは三次元的な磁場構造があるとメニスカスの構造も非対称性を持つ考
えられる。
以上の結果をまとめると,

1. 負イオン源プラズマ密度の変動にメニスカスが応答し, ビームレット集束性が劣化
し得ることを明らかにした。

2. ビームレット軸も同様に変動することが明らかになった。この結果は, 予想してい
なかったが, メニスカスが三次元構造を有する可能性を示している。
本計測の結果はメニスカス構造を計測したものでないため, 具体的にメニスカスがどのよ
うに変動しているのかまではわからない。ビーム軌道計算等のシミュレーションを行うこ
とで, 両者の関係を明らかにできると考えられる [7, 73]。これは, 今後の課題である。
同様の研究は, これまで正イオンビームレットの引出領域に対して行われている。K.

Takahashi らの実験では, RF 電場をプラズマ電極に印加して, ビームレットレット形状計
測を行った [101]。ビームハロー (ビームの 1/e 半幅に対応する発散角に対して 3 倍以上
の発散角を持つ成分 [66, 102]) と呼ばれる成分の変動を観測したが, 主成分の発散角に変
化はみられなかった。本研究では, 主成分 (コア成分) が負イオン源プラズマ揺動の影響を
強く受けていることが明らかになった。つまり, 本研究で得られた結果は, 負イオンビー
ムレット引出界面の応答は, 正イオンビームレット引出界面の応答と異なり, イオン源プ
ラズマの安定性もまた, 負イオンビームレットの集束性において非常に重要である。
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(a) wx /⟨wx ⟩ と Iis /⟨Iis ⟩ との相関 (赤色), および wy /⟨wy ⟩ と Iis /⟨Iis ⟩ と
の相関 (青色)。(b) (xµ − ⟨xµ ⟩)/⟨wx ⟩ と Iis /⟨Iis ⟩ との相関 (赤色), および (yµ −
⟨yµ ⟩)/⟨wy ⟩ と Iis /⟨Iis ⟩ との相関 (青色)。(c) wy /⟨wy ⟩ と wx /⟨wx ⟩ との相関。(d)
(yµ − ⟨yµ ⟩)/⟨wy ⟩ と (xµ − ⟨xµ ⟩)/⟨wx ⟩ との相関。

図 5.4
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0.1

第 6 章 位相空間構造と負イオンビーム
レット集束性

LHD-NBI 型加速器で静電的に加速されたビームの集束性は, 二つのレンズ効果で制
御される。第一段目のレンズは, メニスカスの形状で決まる。メニスカスのレンズ効果
3/2

を表す物理量はパーヴィアンスであり, 式 (3.25) より, パーヴィアンス P = I/Vext ∝
3/2

nH− /Vext と記述される。第二段目のレンズは, 引出電極およびステアリング電極領域の
電場で決まる静電レンズである。本研究においてビーム加速器の各電極ギャップは一定で
あるから, 第二段目のレンズ効果は, 電圧比 Vacc /Vext で制御される。以上から, 引出電圧

Vext は, 第一段目および第二段目のレンズ効果に影響するパラメータである。そこで, 本
研究では引出電圧 Vext を固定し, 初段のレンズ効果を nH− の関数として, 第二段目のレ
ンズ効果を Vacc の関数として制御する。
本章の目的は, パーヴィアンスが最適化された条件で, 位相空間構造に基づき負イオン
ビームレットの集束性を評価することである。そのために, 以下の手順に沿い記述して
いく。

1. 位相空間構造計測とそのモデル化
2. ビームレット発散角を変えたときの位相空間構造の変化
3. 位相空間構造に基づくビームレット集束性の特徴

6.1 最適化された負イオンビームレットの位相空間構造
6.1.1 最適電圧比と最適パーヴィアンス
負イオンビームレットの位相空間構造を計測し, ビームレット集束性の議論を行うため
に, 最も集束性の良い条件のビームレットの位相空間構造の計測を行う必要がある。その
ため, 本実験で用いた NIFS-RNIS の負イオンビームレット集束特性を把握するために,

79

ビームレット幅の電圧比依存性, およびパーヴィアンス依存性を調べる実験を行った。
まず, 負イオン密度を nH− =3.3×1017 m−3 に固定して, 加速電圧 Vacc をスキャンし
た。図 6.1(a) に, FBM で計測された負イオンビームレット 1/e 半幅 (wx , wy ) の電圧比

(Vacc /Vext ) 依存性を示す。これは, 負イオンビーム集束性と第二段目のレンズ効果との
関係である。ビームレット幅の電圧比依存性は, x 成分と y 成分とで若干異なる。wx は

Vacc /Vext ∼15.5 で最適化 (ビームレット幅が最小化) され, wy は Vacc /Vext ∼14.5 で最適
化される。この結果から, 最適電圧比を Vacc /Vext =14.5∼15.5 と評価した。
次に, 最適電圧比 Vacc /Vext =15.3 (Vext =3.1 kV, Vacc =47.4 kV) に固定して, 負イオン
密度 nH− をスキャンした。なお, 負イオン密度はキャビティリングダウン法を用いて計
測した [103, 104]。図 6.1(b) に, FBM で計測された負イオンビームレット 1/e 半幅 (wx ,

wy ) の負イオン密度 (nH− ) 依存性を示す。これは, 負イオンビームレット集束性と初段
のレンズ効果との関係である。ビームレット幅 (wx , wy ) は, nH− >3.2×1017 m−3 で最適
化される。この結果から, 最適パーヴィアンスは, nH− >3.2×1017 m−3 に対応すると評価
した。
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FBM で計測されたビームレット幅 wx (•) と wy (◦) の (a) 電圧比依存性
(nH− =3.3×1017 m−3 に固定), および (b) 負イオン密度依存性 (Vacc /Vext =15.3 に
固定)。
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-3

]

6.1.2 位相空間構造
ビームレット集束が良好な条件で, PPSA を用いて負イオンビームレットの位相空間
構造計測を行った。図 6.2 に, PPSA のカプトン箔上に検出されたフットプリントの二
次元分布を示す。ビームレットのパルス幅は 1 s であり, 180 s 間隔で, 全 20 ショット
を照射した。このとき, アーク放電電力 Parc =53±7 kW, 引出電圧 Vext =3.1 kV, 加速電
圧 Vacc =48 kV であった。また, 負イオン密度 nH− =3.3×1017 m−3 であった。破線枠内
のフットプリントをスキャナ (解像度 9600 dpi) を用いて電子化 (グレイスケ―ル化) し
た。電子化されたフットプリント値からカプトン箔が背景として持つ値を差し引き, ビー
ムレット照射による値の増加分 ∆η を求め, それを用いて位相空間構造 f (y, vy ) を構築し
た。同様に, 点線枠内のフットプリントに基づき, 位相空間構造 f (x, vx ) を構築した。

図 6.2

PPSA のカプトン箔上に検出されたフットプリントの二次元分布。負イオン

ビームレットの総入射時間は 20 s (=1 s/shot × 20 shots, 180 s 間隔)。アーク放電
電力 Parc =53±7 kW, 引出電圧 Vext =3.1 kV, 加速電圧 Vacc =48 kV。負イオン密度

nH− =3.3×1017 m−3 , 電流密度 jH− ∼100 A m−2 。長方形破線 (−−) と長方形点線
(· · ·) は, それぞれ位相空間構造 f (y, vy ) と f (x, vx ) の構築に用いたフットプリントの
一次元分布を示す。
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図 6.3 に垂直方向の位相空間構造 f (y, vy ) を, 図 6.4 に水平方向の位相空間構造

f (x, vx ) を, それぞれ示す。y 方向の位相空間構造は, 傾いた楕円構造がみられ, 単焦点発
散ビームの特徴がみられる。一方の x 方向は, 複数の楕円構造から成る, 複焦点発散ビー
ムの特徴がみられる。x 方向は, 電子偏向磁石 (y 方向) により, メニスカスを含む引出電
極より上流領域で粒子軌道が影響を受ける向きである。したがって, 多焦点化を引き起こ
している可能性が考えられる。
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図 6.3 (a) 負イオンビームレットの位相

図 6.4 (a) 負イオンビームレットの位相

空間構造 f (y, vy )。計測位置はピンホール

空間構造 f (x, vx )。計測位置はピンホール

の位置 (z=910 mm)。(b) ∆η の一次元分

の位置 (z=910 mm)。(b) ∆η の一次元分

布 (y 成分)。計測位置はカプトン箔の位置

布 (x 分布)。計測位置はカプトン箔の位置

(z=1076 mm)。

(z=1076 mm)。
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6.1.3 垂直方向の位相空間構造のモデル
x 方向と y 方向とで, 位相空間構造が異なるため, 二次元位相空間構造を特徴づけるた
めのモデル化を議論する。まずは, シンプルな構造である y 方向について議論する (図

6.5(a) 参照)。y 方向の ∆η 分布は, 図 4.20 および式 (4.4)-(4.6) で議論したように, 等し
い 1/e 幅を持つ Gaussian 分布が等間隔で並んでいると仮定してみる。つまり,
11
∑

[

(y − y0 − nλ)
∆ηy =
an exp −
2
σvy/vz
n=−11

2

]
(6.1)

とモデル化する。ここで, n は極大値のナンバリング, an は n 番目に位置する極大値の
振幅, a0 は最大値の振幅, y0 は最大値の位置, σvy/vz は規格化速度分散, λ は極大値の間
隔である。λ を一定と仮定することは, ビームレットが単一焦点を持つことと等価であり,

σvy/vz を一定と仮定することは, ビームレットの垂直方向温度が空間一様であることを
仮定することと等価である。図 6.5(b) は, ∆η の一次元分布と, モデル式 (6.1) を用いた
フィッティング結果とを示している。式 (6.1) は計測結果をよく再現しており, 二つの仮
定は妥当であることが示せた。次に, 振幅の分布 an (y) に対して Gaussian-ﬁtting,

[

2

(y − yc )
J(y) = Jyc exp −
σy2

]
(6.2)

を行った。ここで, Jyc は振幅, yc はビームレット中心位置, σy はビームレットの 1/e 半
幅 (y 成分) である。図 6.5(c) に, 振幅の分布 an (y) と, 式 (6.2) を用いたフィッティング
結果とを示す。誤差は, フィッティングでの標準誤差である。位相空間構造 f (y, vy ) が厳
密に単一速度成分から構成されているとは断定できないが, 位置情報の解像度を最大限ま
で高めた (2.6 µm/pixel) 本解析でも, 複数速度成分として識別するには至らなかった。以
上の解析に基づき, y 成分は, 単焦点を持つ発散性 Gaussian-beam とみなせることが明ら
かになった [8, 105]。これにより, y 方向の位相空間構造の二次元構造を, 楕円長軸の傾き

λ, ビームレット 1/e 半幅 σy , ビームレット軸位置 yc , 規格化速度分散 σvy/vz の 4 つのパ
ラメータで特徴づけできることが示せた。

84

図 6.5

(a) 負イオンビームレット位相空間構造 f (y, vy )。計測位置はピンホールの
位置 (z=910 mm)。コントアは ∆η をその最大値 ∆ηmax で規格化した値, 楕円破線
(−−) は位相空間上のビームレット分布を示す。(b) ∆η の一次元分布。計測位置はカ
プトン箔の位置 (z=1076 mm)。ハッチングは, 式 (6.1) を用いたフィッティング結果。
(c) 極大値の振幅 an (y)。実線は, 式 (6.2) を用いたフィッティング結果。
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6.1.4 水平方向の位相空間構造のモデル
位相空間構造 f (x, vx ) は, 複数の楕円形に包含されるような構造として観測された (図

6.6(a) 参照)。観測された位相空間構造を定量的に評価するために, ∆η の一次元分布 (x
成分) に対して, 複数 (=2, 3, 4) の Gaussian-beam の集合体と仮定してフィッティング
を行った。結果, 最小の統計誤差は, 3 つの Gaussian-beam を組み合わせた場合に得られ
た。そのため, ここでは ∆η の一次元分布を, 3 つの Gaussian-beam の集合体としてモデ
ル化した場合について議論する。

∆ηx = Gu + Gl + Gc .

(6.3)

ここで, Gu , Gl , Gc の添え字は ‘upper’, ‘lower’, ‘centre’ の頭文字であり, 位相空間にお
ける 3 つの楕円構造配置に基づいた成分に対応する。この 3 成分に関して, 式 (6.1) と同
様のモデル化,

]
2
(x − xu0 − nλu )
,
Gu =
un exp −
2
σ
vx/vz
n=−5
[
]
5
2
∑
(x − xl0 − nλl )
ln exp −
Gl =
,
2
σvx/vz
n=−5
[
]
5
2
∑
(x − xc0 − nλc )
Gc =
cn exp −
2
σvx/vz
n=−5
5
∑

[

(6.4)

(6.5)

(6.6)

を行う。ここで, n は極大値のナンバリングであり, n=0 は最大値に対応する。un , ln , cn
は n 番目に位置する極大値の振幅, xu0 , xl0 , xc0 は最大値の位置, λu , λl , λc は極大値の
間隔であり, upper, lower, centre 成分の順にそれぞれ示す。規格化速度分散 σvx/vz は,
全成分で共通と仮定している。図 6.6(b) は, ∆η の一次元分布と式 (6.3)-(6.6) に基づく
フィッティング結果である。このモデルは, 観測結果をよく再現している。図 6.6(c) は
極大値の分布 un (x), ln (x), cn (x) であり, いずれも Gaussian 分布,

[

]
2
(x − xu )
Ju (x) = Ju0 exp −
,
σu2
[
]
2
(x − xl )
Jl (x) = Jl0 exp −
,
σl2
[
]
2
(x − xc )
Jc (x) = Jc0 exp −
σc2
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(6.7)

(6.8)

(6.9)

によく一致する。ここで, Ju0 , Jl0 , Jc0 は振幅, σu , σl , σc は 1/e 半幅 (x 成分), xu , xl ,

xc は各成分の中心位置であり, upper, lower, centre 成分の順にそれぞれ示す。以上の解
析に基づき, x 成分は, 3 焦点を持つビームレットと評価した。つまり, λu , λl , λc , σu , σl ,

σc , xu , xl , xc , σvx/vz の合計 10 個のパラメータで x 方向の位相空間構造 f (x, vx ) を特徴
づけることに成功した。
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図 6.6

(a) 負イオンビームレット位相空間構造 f (x, vx )。計測位置はピンホールの
位置 (z=910 mm)。コントアは ∆η をその最大値 ∆ηmax で規格化した値, 楕円破線
(−−) は位相空間上の各成分の分布を示す。青色, 緑色, 赤色の順に, upper, lower,
centre 成分を示す。(b) ∆η の一次元分布 (z=1076 mm)。ハッチングは, フィッティ
ング結果 (Gu , Gl , Gc )。(c) 極大値の振幅 (un , ln , cn )。実線は, 式 (6.7)-(6.9) を用
いたフィッティング結果。
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6.2 位相空間構造の電圧比依存性
前節で, 位相空間構造の特徴を抽出した。本節では, 負イオンビームレットの集束条件
を変えたときの, 位相空間構造の変化を議論する。最適パーヴィアンスの条件下で, 負イ
オンビームレット位相空間構造の電圧比依存性を評価するために, 三対の PPSA を用いて
負イオンビームレット計測を行った。本実験では, 負イオン密度 nH− >3.2×1017 m−3 に
保ち, 引出電圧を固定 (Vext =3.1 kV) した状態で, 電圧比スキャン (Vacc /Vext =13.6, 15.3,

17.1) を行った。図 6.7(a)-(c) に, 三枚のカプトン箔上に検出された, ビームレット照射
によるフットプリントの二次元分布を示す。(a) は電圧比 Vacc /Vext =13.6, 負イオン密
度 nH− =3.3×1017 m−3 , ビームレット照射時間 36 s (パルス幅 1 s/shot × 36 shots) の
結果である。(b) は Vacc /Vext =15.3, nH− =3.3×1017 m−3 , ビームレット照射時間 20 s (1

s/shot × 20 shots) の結果である。(c) は Vacc /Vext =17.1, nH− =3.5×1017 m−3 , ビーム
レット照射時間 30 s (1 s/shot × 30 shots) の結果である。パルス幅を変えた理由は, 各
条件で, カプトン箔上に十分な強度のフットプリントを残すためである。(b) は計測され
たビームレット幅が最小になる条件に対応し, (a) および (c) は集束性が不十分なビーム
レットに対応する。

図 6.7

PPSA の カ プ ト ン 箔 上 に 検 出 さ れ た 負 イ オ ン ビ ー ム レ ッ ト 照 射 に よ

る フ ッ ト プ リ ン ト の 二 次 元 分 布 。(a) 電 圧 比 Vacc /Vext =13.6, 負 イ オ ン 密 度

nH− =3.3×1017 m−3 , ビームレット照射時間 36 s (パルス幅 1 s/shot × 36 shots)
の結果。(b) Vacc /Vext =15.3, nH− =3.3×1017 m−3 , ビームレット照射時間 20 s (1
s/shot × 20 shots) の結果。(c) Vacc /Vext =17.1, nH− =3.5×1017 m−3 , ビームレッ
ト照射時間 30 s (1 s/shot × 30 shots) の結果。点線枠内のフットプリント (x 成分)
を位相空間構造 f (x, vx ) の構築に, 破線枠内のフットプリント (y 成分) を位相空間構
造 f (y, vy ) の構築に, それぞれ適用。
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6.2.1 垂直方向の位相空間構造の挙動
垂直方向の位相空間構造 f (y, vy ) の電圧比依存性を議論するために, 図 6.7 における破
線枠内のフットプリント (y 成分) に基づき, f (y, vy ) を評価した。図 6.8(a)-(c) に, 順に
電圧比 Vacc /Vext =13.6, 15.3, 17.1 での位相空間構造 f (y, vy ) を示す。コントアは, ∆η を
その最大値 ∆ηmax で規格化した値である。図 6.8(d)-(f ) は, 順に Vacc /Vext =13.6, 15.3,

17.1 での ∆η の一次元分布 (y 成分) である。式 (6.1)-(6.2) を用いた解析を行った。全 3
ケースに対して, f (y, vy ) が厳密に単一速度成分から構成されているとは断定できないが,
位置情報の解像度を最大限まで高めた (2.6 µm/pixel) 本解析でも, 複数速度成分として識
別するには至らなかった。極大値の振幅分布は, すべての電圧比に対して, 概ね Gaussian
分布である。したがって, y 成分は, 電圧比に依らず, 単焦点を持つ発散性 Gaussian-beam
である。
各位相空間構造 f (y, vy ) を特徴づけるパラメータを, 表 6.1 に示す。ビームレット
の 1/e 半幅 σy は, 電圧比 Vacc /Vext =13.6 および 15.3 に対しては大きく変化しないが,

Vacc /Vext =17.1 では大幅 (2 倍以上) に増加する。ビームレットの発散角 θy は, σy を接地
電極出口からカプトン箔までの距離 (1.076 m) で割ることで求めた。極大値間隔 λy は,
電圧比依存性はみられず, 一定である。
表 6.1 PPSA を用いて計測された位相空間構造 f (y, vy ) を特徴づけるパラメータ一
覧。規格化 95% エミッタンス (εy ) は, 文献 [9, 41] に基づき評価。

パラメータ

単位

Vacc /Vext

意味

13.6

15.3

17.1

電圧比

σy

[mm]

13.8

14.1

30.2

ビームレットの 1/e 半幅

θy

[mrad]

12.8

13.1

28.1

ビームレットの発散角

λy

[mm]

3.5

3.5

3.5

∆ηy の極大値間隔

σvy/vz

[mrad]

3.0

3.4

2.4

規格化速度分散

εy

[π mm mrad]

1.6

1.9

3.1

規格化 95% エミッタンス
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図 6.8

負 イ オ ン ビ ー ム レ ッ ト 位 相 空 間 構 造 f (y, vy ) の 電 圧 比 依 存 性 (z=910
mm)。(a) Vacc /Vext =13.6 か つ nH− =3.3×1017 m−3 , (b) Vacc /Vext =15.3 か つ
nH− =3.3×1017 m−3 , (c) Vacc /Vext =17.1 かつ nH− =3.5×1017 m−3 での計測結果。
コントアは ∆η をその最大値 ∆ηmax で規格化した値, 楕円破線は位相空間上のビー
ムレット分布を示す。∆η の一次元分布 (z=1076 mm) に関する電圧比依存性を (d)
Vacc /Vext =13.6, (e) Vacc /Vext =15.3, (f) Vacc /Vext =17.1 について示す。実線は極大
値の振幅に対する Gaussian-ﬁtting の結果。
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6.2.2 水平方向の位相空間構造の挙動
次に, 水平方向の位相空間構造 f (x, vx ) の電圧比依存性を議論するために, 図 6.7 の点
線枠内のフットプリント (詳細は図 6.9) から, f (x, vx ) を評価した。

図 6.9

PPSA カプトン箔上に検出されたフットプリント (x 成分) の拡大図。電圧比
Vacc /Vext =(a) 13.6, (b) 15.3, (c) 17.1 である。

図 6.10(a)-(c) は, 順に電圧比 Vacc /Vext =13.6, 15.3, 17.1 での位相空間構造を示す。
コントアは, ∆η をその最大値 ∆ηmax で規格化した値である。図 6.10(d)-(f ) は, 順に

Vacc /Vext =13.6, 15.3, 17.1 での ∆η の一次元分布 (x 成分) である。これに対して, 式
(6.3)-(6.6) を用いた解析を行った。その結果, すべての電圧比に対して, f (x, vx ) は 3 つ
の速度成分から構成されることが明らかになった。識別された 3 成分の分布を青ハッチン
グ (upper 成分), 緑ハッチング (lower 成分), 赤ハッチング (centre 成分) で示した。また,
極大値の振幅に対する Gaussian-ﬁtting を青線 (upper 成分=Ju ), 緑線 (lower 成分=Jl ),
赤線 (centre 成分=Jc ) で示した。これらを ∆η の実空間分布と呼ぶ。∆η の実空間分布の
総和を, 次のように定義する。

J(x) = Ju (x) + Jl (x) + Jc (x)

(6.10)

こ こ で, J(x) は ビ ー ム レ ッ ト 電 流 密 度 分 布 に 対 応 す る (橙 線 で 図 示)。電 圧 比

Vacc /Vext =17.1 で, J(x) は Gaussian 分布から外れた分布を示している (図 6.10(f )
参照)。
各成分の実空間幅 (σu , σl , σc ) は, Vacc /Vext =15.3 のとき最小値となる。さらに, 電
圧比が最適値から外れた場合, upper 成分と lower 成分とは位相空間構造の楕円長軸に
沿って逆方向に移動し, お互いに離れる [106]。つまり, Vacc /Vext =13.6 のとき左下に
位置する upper 成分は, Vacc /Vext =17.1 のとき右上に位置する。逆に, Vacc /Vext =13.6
のとき右上に位置する lower 成分は, Vacc /Vext =17.1 のとき左下に位置する。この挙動
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は, 負イオンビームレット集束性に影響を与える可能性がある。各位相空間構造 f (x, vx )
を特徴づけるパラメータを, 表 6.2 に示す。ビームレットの 1/e 半幅 σx は, 電圧比

Vacc /Vext =15.3 で急峻に最小となる。ビームレットの発散角 θx は, σx を接地電極出口か
らカプトン箔までの距離 (1.076 m) で割ることで求めた。各成分の 1/e 半幅 (σu , σl , σc )
は, Vacc /Vext =15.3 で最小となる。極大値間隔 (λu , λl , λc ) は, 電圧比依存性はみられず,
ほぼ一定である。各成分の軸位置 (xu , xl , xc ) は, 電圧比依存性を持つ。電圧比の増加

(13.6≤Vacc /Vext ≤17.1) に対して, xu は単調増加 (+9.0 mm), xl は単調減少 (-7.5 mm),
xc は単調増加 (+1.2 mm) である。xu と xl が逆方向に移動し, お互いに離れる傾向がみ
られる。
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図 6.10

負 イ オ ン ビ ー ム レ ッ ト 位 相 空 間 構 造 f (x, vx ) の 電 圧 比 依 存 性 (z=910

mm)。(a) Vacc /Vext =13.6 か つ nH− =3.3×1017 m−3 , (b) Vacc /Vext =15.3 か つ
nH− =3.3×1017 m−3 , (c) Vacc /Vext =17.1 かつ nH− =3.5×1017 m−3 での計測結果。
コントアは ∆η をその最大値 ∆ηmax で規格化した値, 楕円破線は位相空間上の各成
分の分布を示す。青色, 緑色, 赤色の順に, upper, lower, centre 成分を示す。最適値
((b) および (e)) に対して, upper 成分と lower 成分が変位する方向を, 青色と緑色
の矢印でそれぞれ示す。∆η の一次元分布 (z=1076 mm) を (d) Vacc /Vext =13.6, (e)
Vacc /Vext =15.3, (f) Vacc /Vext =17.1 について示す。∆η の一次元分布は, 式 (6.3)(6.6) で定義される 3 成分 (Gu , Gl , Gc ) の集合体として, 再現される。実線は各成分
に対する Gaussian-ﬁtting の結果。青色, 緑色, 赤色の順に, upper, lower, centre 成
分を示す。橙色は, 式 (6.10) で定義された, ビームレット電流密度分布 J(x) である。
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6.3 位相空間構造からみたビームレット集束性
前節では, 水平方向位相空間構造 f (x, vx ) の 3 つの速度成分に対する電圧比 (Vacc /Vext )
依存性を議論した。その結果を表 6.2 にまとめ, また概略図を図 6.11 にまとめる。こ
の実験では, ビームレット引出領域の負イオン密度 (nH− >3.2×1017 m−3 ) と, 引出電
圧 (Vext =3.1 kV) を固定しているため, メニスカス形状は一定に保たれている。つま
り, 初段のレンズ効果は一定に保たれている。加速電圧を変えることにより電圧比

(Vacc /Vext =13.6, 15.3, 17.1) をスキャンしているため, 第二段目のレンズ集束性を変えて
いる実験となっている。このとき, 3 つの速度成分の振舞いは,

1. 各成分のビームレット幅の変化
2. 各成分のビームレット軸位置の変化
に代表されている。この二つの変化は, 両者ともビームレット集束性に影響を与えている。
図 6.12(a) に, 3 つの速度成分の幅に対する, 電圧比依存性を示す。3 つの速度成分の総
和 (式 (6.10) で定義される) の 1/e 半幅も図 6.12(a) に示している。ビームレット幅 σx
は, 最適電圧比 Vacc /Vext =15.3 において, 急峻に狭まる。一方で, 各成分の幅は, 最適電
圧比で比較的緩やかに狭まる。したがって, ビームレット集束性の急峻な変化は, 各成分
の幅に対する電圧比依存性のみでは説明できない。
次に, 3 つの速度成分の軸位置について考察する。ビーム軸が一か所に集まることが
ビームレット集束性を良好にするため, ビーム軸位置の標準偏差,

[
∑
δ≡

]1/2
(xi − x) αi
2

i

σx

(6.11)
∑

を用いる。ここで, i は各成分を示す添え字 (u, l, c), x(=
軸の位置, αi (=σi Ji /

∑

i

i

xi αi ) は平均化されたビーム

σi Ji ) は各成分の規格化されたビーム電流 (ビームレット電流の

内訳) である。図 6.12(b) は, δ の電圧比依存性を示す。δ は, 最適電圧比 Vacc /Vext =15.3
でほぼゼロになり, 僅か 12% 電圧比が増加すると ∼0.45 になる。この結果は, 3 成分の軸
ずれは, ビームレット集束性を顕著に劣化させることを示す。

δ の電圧比依存性は, upper 成分および lower 成分の変位が支配的な原因と考えられる
(図 6.10(a)-(c) 参照)。そこで, 両者の相対的な変位をビームレット幅で規格化したパラ
メータを,

δlu ≡

xl − xu
σx
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(6.12)

と定義する。
図 6.12(c) は, δlu が電圧比依存性を持ち, Vacc /Vext =15.3 でその符号が反転すること
を示す。つまり, Vacc /Vext <15.3 ではアンダーフォーカスとなり, Vacc /Vext =15.3 で最適
化され, Vacc /Vext >15.3 ではオーバーフォーカスとなる。Vacc が最適値に対して小さい場
合は各成分が集束し切らず, Vacc が最適値に対して大きい場合は各成分が過集束になる。

Vacc /Vext =17.1 で |δlu |∼1 まで増加することから, δlu の変化は δ の変化に大きく寄与す
る。さらに, |δlu |∼1 で, ビームレット電流密度分布は単一の Gaussian 分布から外れる

(図 6.10(f ) 参照)。これは, 図 5.2 で示した, FBM で計測したビームレット電流密度分布
(x 方向) のテイル成分を説明する。つまり, 3 つの Gaussian-beam (速度成分) の軸ずれが
テイル成分をつくる, と考えることができる。もう一つ特筆すべき点は, 良好なビーム集
束条件では, 各成分の幅が最小となり, 軸が一致していることである。これは, LHD-NBI
負イオン源のビーム集束性が良好な理由と考えられる。最後に本研究では, パラメータ δ
および δlu で表される 3 つの速度成分の軸ずれが, ビームレット集束性に影響を与えるこ
とが明らかになった。これは, これまでのビーム集束性の描像では認識されていなかった
要因であり, 本研究の成果は, 新しい負イオンビーム集束性の描像を示すものである。
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本実験結果の概略図。電圧比 Vacc /Vext スキャン時の 3 つの Gaussian-beam

成分の振舞いを模式的に示す。
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(a) 負イオンビームレット位相空間構造計測により抽出された各成分の 1/e
半幅 (σu -△, σl -▽, σc -□) およびビームレットの 1/e 半幅 (σx -■) の電圧比依存性。破
線 (−−) は最適電圧比を示す。(b) δ の電圧比依存性。(c) δlu の電圧比依存性。
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表 6.2 PPSA を用いて計測された位相空間構造 f (x, vx ) を特徴づけるパラメータ一
覧。添え字 u, l, c は位相空間上の 3 つの楕円成分である upper, lower, centre 成分に
対応。規格化 95% エミッタンス (εx ) は, 3 つの楕円面積の総和として, 文献 [9, 41] に
基づき評価。

パラメータ

単位

Vacc /Vext

意味

13.6

15.3

17.1

電圧比
ビームレットの 1/e 半幅

σx

[mm]

10.9

7.5

10.5

θx

[mrad]

10.1

6.9

9.8

σu

[mm]

10.2

8.8

10.3

σl

[mm]

11.7

8.3

8.5

σc

[mm]

8.8

4.9

5.8

λu

[mm]

3.5

3.5

3.6

∆ηx の極大値間隔

λl

[mm]

3.5

3.5

3.5

(位相空間上の楕円長軸の傾き)

λc

[mm]

3.4

3.4

3.5

xu

[mm]

-2.0

0.0

7.0

xl

[mm]

3.7

0.1

-3.8

xc

[mm]

-2.7

-2.0

-1.5

x

[mm]

-0.1

-0.4

1.4

ビームレットの軸位置

σvx/vz

[mrad]

1.9

1.8

1.7

規格化速度分散

εx

[π mm mrad]

2.2

1.6

1.8

規格化 95% エミッタンス

αu

0.35

0.38

0.43

αl

0.37

0.38

0.35

各成分の規格化電流

αc

0.28

0.24

0.22

δ

0.26

0.07

0.44

(電流の内訳)
∑
[ i=u,l,c (xi − x)2 αi ]1/2 /σx

δlu

0.52

0.02

-1.02
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ビームレットの発散角

各成分の 1/e 半幅

各成分の軸位置

(xl − xu )/σx

6.4 複数速度成分の起源
本研究で計測された負イオンビーム位相空間構造は, x 方向 (⊥BEDM : 電子偏向磁石に
よる磁場) と y 方向 (∥BEDM ) とで異なる。すなわち, y 方向は単一速度成分であるのに対
して, x 方向は複数速度成分 (3 成分) で構成される。この違いをつくる要因の候補として,

1. スロット型接地電極
2. 第二段目の静電レンズ収差と EDM 磁場
3. メニスカス
を挙げることができる。ここでは, それぞれの可能性を検討する。
最初に, スロット型接地電極の使用が位相空間構造に与える影響について述べる。図

6.13 に示すように, 接地電極はビーム光学上凹レンズとしての役割を持つことから, 折り
畳みをつくらない。すなわち, 複数速度成分の起源は, スロット型接地電極の使用による
ものではない [107]。したがって, 複数速度成分の起源は, 接地電極より上流にあると考え
られる。
次に, 第二段目の静電レンズ収差と EDM 磁場が位相空間構造に与える影響について述
べる。第二段目の静電レンズは, ビーム光学上凹レンズと凸レンズとを組み合わせた役割
を持ち, 電圧比 (Vacc /Vext ) で制御することが可能である。本研究では, この電圧比をス
キャン (Vacc /Vext =13.6, 15.3, 17.1) することで, 第二段目の静電レンズ効果が負イオン
ビームレット位相空間構造に与える影響を調べた。その結果, いずれの電圧比に対しても,

3 つの速度成分が同程度 (各々 ∼30%) で観測された (表 6.2 参照)。また, P. Agostinetti
らのシミュレーションでは, 第二段目の静電レンズ収差と EDM 磁場に起因するビーム成
分は少なく (<15%), 発散角は大きい (>25 mrad) [64]。これらのことから, 本研究で観測
された複数速度成分の起源は, 第二段目の静電レンズ収差と EDM 磁場によるものではな
い。したがって, 複数速度成分の起源は, 引出電極より上流にあると考えられる。
最後に, メニスカスの形状が位相空間構造に与える影響について述べる。メニスカス
は, EDM 磁場および負イオン流束の不均一性により, 複雑な形状を持つと考えられる。

G. Fubiani らのシミュレーションでは, 空間的に非対称なメニスカス形状が観測されてい
る [73]。これは, 複数速度成分の起源の有力な候補と考えられる。
現在, 最先端の学術研究分野や医療分野で用いられるイオン源の主流である Cs 添加型
負イオン源では, 引出領域に EDM 磁場と負イオン流束の空間不均一性が存在する。これ
らは Cs 添加型負イオン源に共通する性質であるため, 本研究で観測された複数速度成分
は, Cs 添加型負イオン源で生成されると考えられる。
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Convex Lens

本研究で用いた負イオン源の静電レンズ系とそれを概念的に示した光学レ

ンズ系。プラズマ電極と引出電極 (およびステアリング電極) との間に与える引出電
圧 (Vext ) と, 引出電極 (およびステアリング電極) と接地電極との間に与える加速電圧

(Vacc ) とにより形成される等電位面は, 光学的には凹凸レンズに対応。
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第 7 章 総括

ITER 用負イオン源のビーム集束性を改善することは, 核融合炉実用化に向けて急務の
課題である。本研究では, ITER 用負イオン源を含む, Cs 添加型負イオン源に対するビー
ム集束性の劣化メカニズムの解明に挑んだ。そのため, 核融合科学研究所の Cs 添加型直
流アーク放電方式負イオン源を用いて, ビーム物理の視点から二つのアプローチで負イオ
ンビームレットの集束特性を調べた。
第一に, 高時間分解能を有するビームレット計測器を開発し, それを用いてイオン源内
プラズマ揺動に対するビーム集束性の応答を調べた。その結果, イオン源内プラズマ密度
の時間変動に同期して, ビームレット幅が変動することが明らかになった。これにより,
メニスカス安定性に起因するビーム集束劣化機構の存在を新たに指摘した。また, 当初予
想していなかったが, イオン源内プラズマ密度の時間変動に同期して, ビームレット軸の
位置も変動することを発見した。このことは, メニスカスの形状が空間的に非対称性を有
する可能性を実験的に示している。
第二に, ペッパーポット方式の位相空間構造計測器を開発し, それを用いて位相空間構
造 (f (x, y, vx , vy )) を計測した。その結果, 負イオンビームレットが複数速度成分から構
成されることを見出した。さらに, ビーム集束性 (発散角) を変化させて各成分の変化を解
析したところ, 垂直方向の広がりが変化するだけでなく, 各成分の軸が互いに逆向きに変
位することが明らかになった。複数速度成分のこのような振舞いが, 負イオンビーム集束
性を著しく劣化させることを, 本研究で初めて指摘した。
これまで, 負イオン源のビーム集束性は発散角で評価されてきたが, 指摘した複数速度
成分の振舞い (幅の変化, 軸の変位) を考慮する必要がある。このことは, Cs 添加型負イ
オン源に対する, 従来のビーム集束性の描像に修正を加えるものである。負イオンビーム
レット位相空間構造計測で観測された複数速度成分は, メニスカス構造に起因することを
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指摘したものの, その生成メカニズムは明らかにできていない。今後, 本実験結果に基づ
くビーム軌道計算等を行うことでこれを明らかにすることができれば, メニスカス形成の
物理モデル構築にも貢献できると考えられる。

ITER-NBI 用負イオン源開発に対しては, 本研究のみで直接的な貢献に至っていない
が, 今後, 本研究で示した計測手法 (高時間分解能でのビームレット幅計測, およびビーム
レット位相空間構造計測) を用いて実験を行い, その結果を比較することで, ビーム集束性
劣化の原因を解明できると考えられる。核融合科学研究所 (NIFS) とマックスプランク·
プラズマ物理研究所 (IPP) との共同研究の一環として, 2020 年 4 月から, IPP の RF 放電
方式負イオン源 (BATMAN Upgrade) から引き出された負イオンビームレットを FBM
で計測する実験が予定されている。これにより, 直流アーク放電方式負イオン源のビーム
集束性と RF 放電方式負イオン源のそれとを比較することが可能となる。このように本研
究結果を起点とした研究展開により, 現在 ITER-NBI 用負イオン源のビーム集束の改善
に道筋を立てることが期待される。
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R. Pasqualotto, G. Plyushchev, Y. Andrebe, S. Béchu, I. Morgal, and A. Simonin 2018 Rev. Sci. Instrum. 89 103504
[105] K. Floettmann 2013 Phys. Rev. ST Accel. Beams 6 034202
[106] Y. Haba, K. Nagaoka, K. Tsumori, M. Kisaki, H. Nakano, K. Ikeda, and M.
Osakabe 2020 New J. Phys. 22 023017
[107] K. Tsumori 2006 Improvement of the large current negative hydrogen ion source
for neutral injection (Department of Energy Science and Engineering, Nagoya
University: Ph. D. thesis)

111

謝辞
本研究を行うにあたり, 名古屋大学大学院理学研究科複雑性科学研究室 (核融合科学研
究所) 永岡賢一准教授には, 装置開発から論文構成までの広範囲に亘り直接の指導と助言
をいただき, 深く感謝しています。
本論文をまとめるにあたり, 核融合科学研究所 津守克嘉教授, 木崎雅志助教, 中野治久
助教, 池田勝則助教, 藤原大助教, 神尾修治助教, 吉村信次准教授, 長壁正樹教授, 名古屋大
学大学院工学研究科 岡本敦准教授, 九州大学大学院総合理工学研究院 寺坂健一郎助教に
は有益な助言と激励をいただきました。
計測器開発に際して, 核融合科学研究所 伊藤康彦氏には様々な議論と指摘をいただきま
した。また, ビーム計測の実験に際して, 核融合科学研究所 佐藤守氏, 渋谷真之氏, 香住輝
雄氏, 塚本和広氏には多大な協力と助言をいただきました。
最後に, 名古屋大学大学院理学研究科複雑性科学研究室および長岡技術科学大学大学院
工学研究科の大学院生諸氏には, 実験における補助と議論をしていただきました。
あらためて御礼申し上げます。

112

