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第1章 緒 論

第1章 緒

1-1 原子,分子衝突と電気工学

原子,分子の衝突現象は宇宙空間の物理的な性質に人きく影響を与えている.遠い宇宙からの

電子や陽子の衝突によって作られるオーロラや地球をとりまいている電離層,オゾン層の生成消

滅過程も衝突現象なしでは説明することはできない.気体放電はこの原子,分子,イオン,電子

等の衝突現象であり,この放電を積極的に応用しているのが蛍光灯,水銀灯に代表される照明機

器,そしてレーザー機器,無声放電を利用したオゾナイザー等である.逆にこの衝突現象(放電

現象)を抑える方向にも研究が進められ,その結果として電気機器の絶縁技術の向上が達成さ

れ,ガス絶縁機器の開発,電力機器の小型化等が達成された.

近年特に進歩が著しい放電応用技術として,ガス絶縁,ガスレーザーおよびプラズマプロセス

を挙げることができる.

ガス絶縁に関する放電工学的な研究,例えば各種の電極条件あるいは電圧条件下での絶縁破壊

電圧に関する研究は極めて多数にのぼる.また,SF6中での電子のスオーム過程の実験的およ

び理論的研究もかなり奥深く行われている.しかし,SF6以外のガスに関する,絶縁ガスとし

ての可能性についての研究はまだ残されている.

ガスレーザーの研究は,主としてレーザー発振を中心課題として発展してきた.従って,放電

は上準位への励起状態を作るための手段であり,放電そのものに対する関心は高いとはいえな

かった.レーザー準位への励起過程の研究は,詳細に行われており,レーザー気体の衝突励起断

面積もかなり集積されている.いわば,原子分子の衝突過程,およびレーザー発振が,従来のこ

の方面の研究の流れであった.しかし,より効率よく,レーザー発振を起こさせるためには,そ

の基である,放電状態を適止にするための研究も重要な課題といえる.

プラズマプロセスの応用は多岐にわたっているりノ.高速ドライエッチングは近年の4Mビッ

ト,あるいは16Mビットメモリ製造過程の配線細線化に無くてはならない技術であり,プラズ

マCVD技術はSiアモルファス薄膜,微細ダイヤモンド粒子,ボロン薄膜等の形成,および,

有機酸,アミノ酸,アンモニアなどの新物質新材料の合成等に用いられている.さらに,プラズ

マプロセスは絶縁膜としての酸化膜や等化膜の形成や,工具の表面硬化技術としての窒化膜の形

成にも広く用いられている.

最近の低温プラズマプロセス技術は広範囲にわたり,進歩は｢~1覚ましいものがある.ラディカ

ル反応を用いたプラズマプロセス応用技術に対して,イオンを利用したプロセス(2)では,数eV

から十数eVの極低速イオンによる無欠陥蒸嵐 無欠陥エッチング,さらに高エネルギーイオ
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ンによる薄膜形成,結晶形成,エッチング,イオン注入等が行われている.本研究はこのような

低温プラズマプロセスの基礎につながるものである.

本論文で取り上げているHe,Ne,Xe等の希ガスは気体レーザーに,NF3はプラズマプロ

セスに,H+イオンはイオンプロセスに応用されている.このような放電応用技術を更に発展さ

せるには,放電の基礎過程を明らかにするすることが必要である.

1-2 本論文に関連した従来の研究

1.2.1 電子スオームパラメータ

電子スオームパラメータには移動速度,拡散係数,平均エネルギー,電離係数,付着係数等が

ある.これらスオームパラメータは実験により直接求める方法と計算機シミュレーションによっ

て間接的に求める方法とがある.

計算機シミュレーションは主に

①ボルツマン方程式解析

②モンテカルロシミュレーション技法

に分けられる.以下に①と②に関する従来の研究について述べる.

①ボルツマン方程式

原子,分子の衝突に関する研究は,1950年代後半に入って非常に盛んとなった.

本論文では,この原子,分子の衝突のうち,電子と分子の衝突による電子の動きを電子スオー

ム(群れ)として扱う.この電子スオームの挙動をコンピュータによって解析する手法の一つに

ボルツマン方程式がある.このボルツマン方程式解析には次のような研究がある.

HoIstein(3)(1946)は速度空間で表されているボルツマン方程式をエネルギー空間に変換し

て解くことによりエネルギー分布関数を求めた.この方程式の解析における近似には,Lorentz

近似(ルジャンドルの球関数展開において第2項までを考慮)を用い,衝突項には弾性衝突だけ

でなく,非弾性衝突である励起,および電離衝突も考慮にいれている.

BaraffとBuchsbaum(4)(1963)はボルツマン方程式の非弾性衝突項に振動励起,電子励

起,解離そして電離を組み入れ,H2中の高E/Po(40から450V/cm-Torr)での速度分布

を極座標表示で求め,E/Poの増加と共に速度分布の非等方性が顕著に現れることを示した.

Engelhardt とPhelps(う)(1964)は,ボルツマン方程式解析より得られたAr中の電子移

動速度と特件エネルギーの値が,実験より得られた値と矛盾を来さないような運動量変換断面積

Qmを0.7eVから25eVの範囲で推定した.またこのArのQmを用いてH2-Ar混合気

体中の電子移動速度および特性エネルギーをボルツマン方程式解析より求めた.
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Thomas(机(1969)はLorentz近似(2項近似)のボルツマン方程式解析によりNeの電

離係数を求め,既に報告されている電離係数の実験値と比較を行い,50eVまでのNeの全励

起断面積を推定した.

ParkerとLowke(7)(1969),LowkeとParker(8)(1969)はボルツマン方程式を球関数展

開と,フーリエ級数展開を併用して解くことにより,縦方向および横方向拡散係数の比DL/DT

を求めている.そしてこの解析結果より特性エネルギー,DT/pおよびDL/pの値を計算し,

実際の気体Ar,H2,N2,CO,CO2,02,H20の実験結果との比較を行っている(pは

電子の移動度).Kr,Ⅹeについては計算結果のみである.

FletcherとBurch(9)(1972)はボルツマン方程式解析から得た電離係数と実験値を比較して

0から40eVまでの広い電子エネルギー領域でArの運動量変換断面積の推定を行った.

真壁ら(10)(1975)は超弾性衝突(励起された気体分子との衝突によって電子がエネルギー

を得る衝突),電離衝突,付着衝突過程を考慮したボルツマン方程式を用いて,Ar中の電子ス

オームパラメータの考察を行っている.E/Po=200 V/cm-Torrでα/Poの値は実験値より

35%程度低い値となることと,この差は計算に用いたLorentz近似に問題があることを指摘し

ている.

Lowke,ParkerとHall(11)(1977)はボルツマン方程式を電界方向にも拡張して,エネル

ギー分布関数,平均エネルギー<e>,移動速度W,拡散係数Dに対する電極(コレクタ)の

影響について考察している.この解析によれば,運動量変換断面積Qmの値が電子エネルギー

eに比例するとした場合は,電極近傍で<E>は上昇,DとWは減少するが,Qm二6×甘16

cm2一定の場合は,<e>,Dともに上昇,Wは減少する.QmがEのr3/4乗に比例する

場合は<と>,W,Dいずれも上昇する.

Tagashira,Sakai,Sakamotoら(12)(1977)はParker,Lowkeの方法を電離が生ずる状

態まで拡張した.また定常状態,パルスタウンゼント状態,Time-Of-flight状態での電子ス

オームパラメータと電子のサンプリング方法との関係を明らかにした.そして,それぞれの場合

の移動速度,平均エネルギー,拡散係数をE/N二85～566Td(Eは電界,Nは分子数密度,

1Tdは10~17v.cm2)で求め,その違いについて報告している.

Kitamori,Tagashira,Sakaiら(13)(1978)はボルツマン方程式の時間項を差分的に積分

する方法を用いて,Ne中の電子速度分布の緩和過程を解析した.Kitamori,Tagashira,

Sakai(‖)(1980)らはボルツマン方程式のモーメントを直接求めることによりスオームパラメp

夕を得るDEM法を開発し,Ar中の電子移動速度,縦横拡散係数,電離周波数等について検

討した.

MakabeとMori(15)(1980)は3項近似(ルジャンドルの球関数展開をしたときの次数を第

3項まで考慮する)のボルツマン方程式を用いてNeの電子スオームパラメータを求めている.

それによるとE/N二1000Tdの平均エネルギーはLorentz近似より約16%減少している.縦
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拡散係数DLほLorentz近似のDLより増加し,移動速度は減少している.E/N二200Td以

下では3項近似による影響は現れていない.

MakabeとMori〔1(;)(1982)は3項近似のボルツマン方程式を用いて,E/N=104～1

Tdの領域でガス温度を89.6から1000Kまで変えてAr中の電子移動速度およびエネルギー分

布関数を求めているが,この領域では非等方性が少ないためLorentz近似の場合と同様の結果

を得ている.

Itoh,Ikuta,Toyotaら(17)(1983)は3項近似のボルツマン方程式を用い,弾性衝突のみを

考慮して,運動量変換断面積Qmの値を変化させた場合のエネルギー分布関数およびスオーム

パラメータを求めた.また電子と原子の質量比m/Mを10~4～10~2まで変化した時のスオー

ム■パラメータの相違について考察している.またQmの値の変化による速度分布の違いも報告

している.

Ikuta,Takeda,Yamamotoら〔18)(1988)はIkutaら(21)が開発した"Flight timein-

tegral''法(FTI法)を用いてモデルラムザウァガスでの電子スオームパラメータを求め,運動

量変換断面積のラムザウァミニマムの形を変化させた場合の電子分布関数,拡散係数,移動速度

等の変化の様子を報告している.

NakamuraとLucas(19)(1978)はHg,Na,TE蒸気中の電子移動速度を,ヒートパイプ

状のドリフトチューブより求め,運動量変換断面積を求めている.

HayashiとNimura(20)(1983)はボルツマン方程式解析よりF2の電子スオームパラメータ

を求め,この値が実験値に一致するような,F2の衝突断面積を報告している.

以上述べたように,ボルツマン方程式が電子と分子間の衝突に適用できるようになったのは

1946年以後のことである.そして,適用範囲も高E/Nの領域へと拡大され,磁場の存在する

場合,高周波が印加されている場合,さらに複雑な分子間の衝突へも適用できるようになって

いった.

ボルツマン方程式解析はローレンツ近似と呼ばれる2項近似から3項近似,さらに多項近似へ

と厳密さを増している.

ボルツマン方程式は次のような場合に適用されることが多い.

1.各種衝突断面積が明かな気体のスオームパラメータを求める場合.

2.気体のスオームパラメータの一部が実験より与えられ,それから逆に衝突断面積を推定す

る場合.

したがって,実験によって得られる衝突断面積やスオームパラメータの正確さが特に重要とさ

れる.

②モンテカルロシミュレーション

電子やイオンの個々の動きを計算機で追跡し,その追跡を数多く試行することにより電子また
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はイオンをスオームとして扱うことができる.これは実際の実験条件に近い想定でシミュレー

ションを行うことができるので,コンピュータによるスオーム実験と考えられる.

モンテカルロシミュレーションはItohとMusha(22)(1960)によってスオームに適用され,

その後この手法は改良され多くの研究者によって用られている.

このモンテカルロシミュレーションについては次のような研究がある.

RWLThomasとWRLThomas(23)(1969)はこのシミュレーション技法を用いてNe中

での電子の平均エネルギー,移動度を求めている.シミュレーションの刻み幅は平均自由行程の

1/10とし,E/Po<400V/cm¶Torrで計算を行い,印加電圧に対する平均エネルギーの変化

や,E/Poに対する移動度の変化を実験値と比較して報告している.

Sakai,Tagashira,Sakamotoら(24)(1972)は平行平板電極を想定してArおよびHe巾

の電子平均エネルギーと電子移動速度を,E/Po=100と200V/cm-Torrにおいて,距離の

関数として求めた.このとき初期電子はカソードからOeVで放出され,アノードに到着した電

子は全てアノードに吸収されると仮定している.定常状態に到達するまでの非平衡距離とアノー

ド近傍で平均エネルギーおよび移動速度が増加するという結果が得られている.

Sakai,Tagashira,Sakamotoら(25)(1977)はE/N=141から566Tdにおいて定常タ

ウンゼント法(SST),パルスタウンゼント法(PT),Time～Of-flight法(TOF)の3種

類の方法で電子スオームパラメータを求めている.そしてエネルギー分布関数,平均エネル

ギー,移動速度,拡散係数等に関してはボルツマン方程式と比較を行っている.

BragliaとLowke(26)(1979),Braglia(27)(1982)は平等電界中でのコレクタ電極が平均エ

ネルギーおよび移動速度に及ぼす影響について報告している.衝突過程としては弾性衝突のみ考

慮し,運動量変換断面積はエネルギーと共に増加し,電子源は仮想のカソード上の空聞から放出

するとした.その結果は,コレクタ近傍で平均エネルギーが増加し,移動速度が減少することを

示している.

BoeufとMarode(28〕(1982)は3次元のモンテカルロシミュレーションを,He中のカソー

ド領域での正規グローおよび異常グローの解明に適用し,カソード近傍の電子移動速度,平均エ

ネルギー,電離係数を時間あるいは位置に対する変化として求めている.

Hayashi(29)(1982)はHe,Ne,Ar,Kr,Xeでのモンテカルロシミュレーションによ

りアノード,カソード間の場所における励起回数を求め,その発光について考察している.発光

が観測できるのはカソード近傍の非平衡領域であり,気体としては振動や回転励起の無い単原子

ガスで,特に励起開始電圧と電離開始電圧が大きく異なっている方がよいことを報告している.

Ikuta,Itoh,Toyotaら(:仙(1983)はモデルガスにおけるモンテカルロシミュレーション

で求めた横方向拡散係数DTと,解析的に解かれた拡散係数Dvとの違いについて報告してい

る.この相違は,m/M(電子と原子の質量比)の増加とともに増大する.また運動量変換断面

積の形の違いによる各種の拡散係数の値の相違についても報告している.
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Hayashi(31)(1983)はNeの電子スオームパラメータをE/N二85から8500Tdの広範囲

において計算した.移動速度,特性エネルギーは実験値との比較が行われ,よく一致することが

報告されている.また0から1000eVまでのエネルギー領域におけるNeの運動員変換断面積,

励起断面積および電離断面積の推奨値を報告している.

谷内,北守,田頭ら(32)(1985)は観測法の相違(PT,TOF,SST)による移動速度の

相違についてモンテカルロシミュレーションの立場から考察している.Wv:スオームを構成す

る電子の速度の平均(PT法),Wr:スオーム重心の速度(TOF法),Vd:SST状態での平

均速度(SST法)の3種類の移動速度を理論的に定義し,これらの値の相違を,付着衝突およ

び電離衝突の存在する場合について報告している.

以上述べてきたようにモンテカルロシミュレーションは,実際の実験手法と類似の条件を設定

することができるため実験結果の検証や,実験では観測が困難な情報を得るために用いられるこ

とが多い.このような手法を用いて,気体中のイオンの挙動もシミュレーションすることができ

る.

1.2.2 電子移動速度

電子移動速度については次のような研究がある.

BradburyとNielsen(33)(1936)はTimeTOトflight法(カソード面よりデルタ関数的に

放出された電子群のコレクタ側での到着時間分布より移動速度を求める方法)を利用した2重電

子シャッター式の電子移動速度測定装置を開発した.これはカソード前面とコレクタ前面に置か

れた2重電子シャッタに高周波電圧を加え,この周波数を変化させることによってコレクタ電流

から電子の到着時問分布を測定して移動速度を求めるものである.

PulsedATownsend法を用いた電子移動速度の測定は,Hornbeck(34)(1951)によって報告

された.この方法はカソードに光パルスを照射し,初期電子を発生させる.ドリフト空間にはタ

ウンゼント放電が生ずる電界を加える.その時の電流をアノードで直接観測し,その波形解析よ

り電子の移動速度を求める.この手法を用いて He,CO2,N2,Ar等の電子移動速度が測定

されている.しかし,この方法はアノードでの電流検出回路の時定数,周波数特性,時間遅れ,

インピーダンス整合等に注意を払わなければならない.

ReidとCrompton(35)(1980)はBradburyら(33)の電子シャッタを用い,このシャッターに

約20MHzの高周波を加え,シャッタとコレクタ問での発光を光電子増倍管で検出することに

よって,到着分布を求めている.この実験装置により0.14～1.4Td領域で02の電子移動速度

の測定が行われた.

Hurst,0'Kelly,Wagnerら(3(う)(1963)もTime-0トflight法で電子の移動速度を測定

しているが,2重電子シャッターを用いず,カソード面に直接光パルスを照射し初期電子群を

一品6--
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作っている.到着信号はコレルタに設けられた微小のサンプル孔からの微小電子電流を電子増倍

管で増幅して得ている.この到着信号と光パルス信号の時間間隔より電子群の到着時間分布が得

られ,これより電子移動速度を求めている.

LakdawalaとMoruzzi(37)(1980)はNF3-N2,NF3-希ガス中において,電子スオー

ム実験よりNF3の付着係数を測定した.NF3の混合比0.Ol%においては,NF3-Ar混合気

体の場合を除いて,彼らの簡易計算結果と実験結果ははぼ一致している.しかし,NF3-Ar

については両者は,大きく異なっていることを報告している.

竹多と中村(38)(昭和57)はドリフト距離可変の2重シャッタを用いた測定装置により,

N2,HeおよびN㌢-He混合気体中で,E/Po=0.2から40V/cm-Torrの範囲において,

電子移動速度を測定している.またコレクタでの電子到着分布より求められた縦拡散係数DL

と電子移動度〃の比DL/〃の値も報告している.他の実験値との比較が行われ,一致している

ことが述べられている.

1.2.3 イオンの移動度およびRunaway

イオンの移動度はRutherfordによって1887年に初めて測定され,その翌年,Zelenyは空

気 02,H2,CO2中の正確な正負イオンの移動度を報告した.その後気体の運動論を基礎とし

たイオン移動度に関する Langevin の理論が発表された.1905年にLangevinは,Maxwe11

が提唱した輸送問題に対する運動量変換理論を基礎とした,低E/Nにおけるイオンの移動度の

精密な理論を発表した.

そして約10年後,ChapmanとEnskogによってイオンの運動量変換断面積を用いたイオン

移動度の理論式が報告された.

その後の研究を以下に示す.

Wannier(39)(1953)は,ボルツマン方程式を基礎とした,高E/Nの領域にも適用できる

イオン輸送理論式を報告し,また高E/Nにおける全エネルギーを表す式も報告した.

ViehlandとMason‖侶(1975)はガス温度のはかにイオン温度を考慮に入れて,ボルツマ

ン方程式のモーメントを解析することによって,移動度を計算した.

一方,個々のイオンの運動を追跡するコンピュータシミュレーションはWannier(39)

(1953)によって提唱された.この手法は,Wannierの式を検証するのにも役立った.

LinとBardsey(Lll)(1977)はHe中のK十,Ar中のK◆,He中のLi■等についてモンテカル

ロシミュレーション技法を用いて,移動速度,平均エネルギー,速度分布を求めている.

イオンの移動度が高E/N領域で急激に増加するRunaway Mobilityと云われる現象は,

1979年,Lin らトi2)Eこよって最初に予測された.Howorka,Fehsenfeld,AlbrittonらLLlニj)

(1979)によって高E/Nの領域におけるHe中のH- とD十のRunaway現象が実験的に観
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測された.H+では E/N-37Td,Dては48Td以上でE/Nの増加と共にイオン移動度が

増加を始めた.

MoruzziとKondo(抑(1980)は実験によるRunawayの観測と,Runaway状態での移動

度の圧力依存性を確認している.Waldman と Mason(L15)(1981)は現象論的モデルによって

Runaway状態の密度依存性を説明している.

Whealtom と Woo(4(i)(1971)はボルツマン方程式とKineticモデルを用いてイオンの

速度分布関数を求めている.Skullerud〔47)(1973)はモンテカルロシミュレーション技法を用い

て広いE/N,m/M(m,Mはイオンおよびガス分子の質量),ガス温度に関してイオンの速

度分布を求めている.

Makabe ら(∠柑)(1981)はボルツマン方程式を用いて,弱電離ガス中のイオンの速度分布を

求め,さらにルジャンドルの球関数展開のゼ次の速度分布も示している.

1-3 本論文の特徴と構成

これまでに述べてきたように,モンテカルロシミュレーションやボルツマン方程式解析も徐々

に厳密さを増しているが,このようなシミュレーションから正確な気体のスオームパラメータを

得るには,正確な衝突断面積が必要である.しかし,まだ希ガスに関してでさえ各種の衝突断面

積の値が正確であるとはいえない.そこで,すでに報告されている衝突断面積を用いてシミュ

レーションを行い,得られたスオームパラメータを実験データと比較検討することによって,よ

り正確な衝突断面積の決定を行うことが必要である.

一方,高電圧変圧器や遮断器に用いられているSF6絶縁ガスは高価で,反応によっては有害

なガスとなる可能性を持っているので,これに代わる安価で,化学的に安定で,電気的特性のよ

い代替ガスまたはSF6との混合気体を見いだすことが期待されている.そこで,前述のシミュ

レーション技法を用いて各種混合気体を想定して最も適した気体条件を見っけ出すことば工学的

にも重要である.

ガスレーザーの出力および効率の向上に関する研究は多くなされているが,気体のスオームパ

ラメータを用いた高周波レーザー放電のシミュレーション解析は少ない.さらに,レーザー気体

の止確なスオームパラメータの報告も少ない.

このように気体放電の基礎的な研究はまだ十分であるとは言えない.

本研究は,気体の基礎過程,特に気体のスオームパラメータの詳細な研究を行って,上記の問

題点に関する新しい知見を得,放電応用機器開発の基礎を与えている.

本論又は7肯からなっている.第1章は緒論で,本研究の｢1的,位置づけ,特徴,過去の研究

の概要について述べ,本論又の内呑を説明している.

､一一一8一一
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第2章ではボルツマン方程式を用いて,レーザpによく用いられているHeと Neの電子移

動速度をE/Nおよびガス温度の関数として求めた結果について述べる.E/Nは1Td～

10~~4Td,ガス温度はHeについては4.2K～2000K,Neについては77K～2000Kで移動

速度の値を求め,一部についてはすでに報告されている過去の実験値との比較を行っている.

Ar,Kr,Xeの移動速度の値も,同様にして求めている.これらの値から,各気体の電7のゼ

ロ電界移動度〟0と〃0が定義できる最大のE/Nを,広範囲のガス温度に対して求めている･

Mozumder(`19)が報告しているNeに関するpoの計算値と実験値の相違についても明らかにし

ている.

第3章では,希ガスに混合された少量の付着性ガス分7が,電子の輸送係数に及ぼす影響をボ

ルツマン方程式により解析している.ここでは,希ガスであるAr,HeおよびN2にそれぞれ

微量のNF3を加えた場合の輸送係数に及ぼす影響を明らかにする.Arをバッファーガスとし

て用いた場合のNF3の富子付着係数について,Lakdawalaら(37)の芙酎直と計算値が人きく異

なる原因についてもボルツマン方程式を用いて考察している.

第4章では,パルスカウント法を用いた電子移動速度測定装置を開発し,N2およびCO2レー

ザー用ガスの電子移動速度を測定した結果と,ボルツマン方程式解析より得られたレーザー準位

への励起周波数について述べている.なお,ここで開発された電子移動速度測定装置は次のよう

な特徴を持っ.

(1)ドリフト距離を可変して測定できるため,電極近傍の非平衡の影響が除去できる.さら

に電離が起こらない条件では拡散の影響も除去できる.

(2)ドリフト距離を10cmから16cmと比較的良く設定することができるため,非平衡距

離の長い気体条件での測定が可能となる.

(3)電子付着によってコレクタへの到着電子数の少ない気体でも,長時間のパルスカウント

を行うことにより測定可能となる.

(4)差動排気を行っているため,ドリフトチューブ内は常に新しいガスが導入され,測定中

のガスの劣化を最小限に抑えることが出来る.

第5章では,イオンがRunawayを起こしている状態でのイオンスオrムの振舞いをより正

確に理解し,また,Masonの理論を確証するために,モンテカルロシミュレーション技法を用

いて,He中のH十イオンの拡散係数,移動度および平均エネルギーを求め,Runaway現象の

ガス密度およびドリフト距離に対する依存性について検討している.

第6章では,He中のHイオンの速度分布が安定な状態からどのようにRunawayの状態

へと移行して行くかをモンテカルロシミュレーション技法を用いて明らかにしている.特に

Runaway状態では電界方向への速度分布の裾の広がりが人きいことを報告している.

第7章では本論文の総括を行い,本研究の~r学的分野への,応用に対する展望を述べている.

また,本研究を某礎として,さらにこの研究を発展させる方向についても記述している.
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第2章 低E/Nにおける希ガス中の
電子移動速度の計算

2-1 まえがき

希ガス中の電子の移動速度Wについて,これまで多くの研究が行われてきた.希ガスの種類

によってはWの値が十分明かでないものもあるが,E/Nが10~~3～103Td(Eは電界,Nは

ガス分子密度,1Tdは10~~17v･Cm2)にわたってその値が報告されている(1),し2〕,(3).また最近

の超電導技術の発達にともない,極低温での放電の研究が行われているが,気体の沸点付近の

Wについての報告は少ない.

本章では,ボルツマン方程式を用いて,1Td以下のE/N,および広範囲のガス温度Tにお

ける希ガスのWの値から,電子のゼロ電界移動度〃0をTの関数として求めることができた.

またpoが定義できる最大のE/N,すなわち(E/N)maxを求めた.

Mozumder(4)は希ガス中のHotelectronの熱化過程について述べ,熱電子の規格化移動度を

ガス温度の関数として計算している.計算値は,Neを除いて,測定値と合っている.このNe

に関する計算値と実験値の違いについても明かにしている.また高密度のヘリウムガス中におけ

る密度規格化移動度〃Nの報告されている実験値と計算結果とを比較検討した.

2-2 定義と断面積

0.1Td以下の低E/Nにおいては,気体中の電子移動速度Wは E/N,ガス温度Tおよび

Nの関数として表される.また電子の移動度pは,W=FLE=PN･(E/N)で定義されている.

pNの値は密度規格化移動度であり,PN二f(E/N,T,N)で表される.非常に低いE/Nに

おいて,Nの値が臨界ガス分子密度Ncより小さいときは,Wの値は正確にE/Nに比例する.

したがって,〟N=W/(E/N)より,FLNはE/NおよびNには依存せず,Tだけの関数とな

る.この特性から,密度規格化されたゼロ電界移動度(〟N)0を(〟N)0=′(T)と定義でき,

さらに(FLN)0 が定義できる最大のE/Nの値,(E/N)max も定義できる.この(E/N)max

という値はWがE/Nに比例しなくなる値でもある.ゼロ電界移動度FLoはpo二(pN)0/N(〕

と定義される.ここでNoはLoschmidt数(2.687×1019cm3)である.

計算に用いた運動量変換断面積Qm の値は,Nesbet(H e)(5),0,Ma11ey,Crompton

(Ne)(6),Milloyら(Ar)(7),Frost,Phelps(Kr,Xe)(8)のものである.Haddad,0'Mo11ey(9)は
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電子エネルギーで0.2eVから1eVの間のArの止確なQm の値を報告している.しかし,OeV

から10~2evのArのQmの値は正確には分かっていない.計算に使用した衝突断面積を図2-1

に示す.

2-3 計算と結果

電子の移動速度を求めるためにボルツマン方程式解析を用いた.一般的に速度空間で表現され

たボルツマン方程式は次のように表すことができる(10)

∂′(r,Ⅴ,t)
∂t +,廻-+旦旦∂r m

ここで,

′(r,Ⅴ,t):速度分布関数 E:電界

∂′(r,Ⅴ,t)
∂Ⅴ

=J

Ⅴ:電子の速度

(2】1)

e:電子の電荷 m:電子の質量 J:衝突項

をそれぞれ表す.(2-1)式をルジャンドルの球関数で展開し,0次および1次の2項までの

近似表現とし,速度空間からエネルギー空間への変換を行う.ここでは低E/Nの領域での計算

を行うため,気体分子の励起や電離衝突は無視することができ,本章では弾性衝突のみを考え

る.(2-2),(2-3)式に0次および1次の式を示す(11)
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第2章 低E./Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

10-14

0.5 1

E (eV)

1.5

Fjgure2-1.Momentumtransfercrosssection ofelectronsininertgases.
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第2章 低E/Nにおける希ガス中の看一戸移動速度の計算

0次(ゼニ0)

■

(号)三雲㌣+与と‡岨+与eE£(と÷′1(と))∂z

2〝7 ∂

M ∂ど〈NQm(e)e‡fO(E)+NQm(E)E2kT一£(e‡fO(E)))

1次(ゼニ1)

(号)2旦吉㌣+と‡岨+eEど£(e‡′n(E))∂z

二一NQm(E)e了′1(E)

(2-2)

(2-3)

′0(e),′1(e):0次および1次のエネルギー分布関数

z:電界方向 ど:電子のエネルギー Qm(と):運動量変換断面積

M:ガス原子の質量

低E/Nにおけるガス温度の効果を考慮した定常状態のエネルギー分布関数 ′0(e)(2項近

似の0次の分布関数)は次の式で表すことができる.

(NQm(E)E‡fO(e)+kTNQm(E)e2孟(E‡fO(e))

+
M(eE)2と

6mNQ椚(と) (e了ハと)))=0 (2-4)

ここで,k:ボルツマン定数である.

()の中の第1項は気体分子との弾性衝突による電子数の収支の項,第2項は温度項,第3項

は移動流と拡散流の収支の項を表している.定常状態を考えているので右辺は0である.

また

Jハe)dと二1
り

としている.電子移動速度Wは次の式で与えられる.

W=一与(まfeEJ一両-す言行-£(E~主~~f‖(E))dE
と

Il

(2-5)

(2-6)

【一例として,Ne巾におけるWの計算結果をI文12-2に示す.計算手法は,(2-4)式の

Qm(E)に図2-1の値をいれてfO(E)を計算した後,(2-6)式よりE/Nの関数としてW

15



第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

を求める.その結果,Poが定義できる低E/Nの領域(WがE/Nに比例)でのエネルギー分

布関数′0はどのTにおいてもマックスウェル分布を示す.この領域では,電子が気体原子の熟

達動による影響を強く受け,電界の作用は少ない.

灯3

E/N

10-2

(Td)

10-1

Figure2-2.Driftvelocityofelectronsin
neonasafunctionofE/Nforvarious

vatuesofgastemperature.Presentcalculed:-

Experimental:×77K,Robertson,Ref.12;0293K,Robertson,Ref.

12;△300K,Pack and Phelps.Ref.13.
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第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

5種類の希ガスについてのWの計算結果を用いて得られた,ガス温度Tに対する〃0の値を

図2-3および表2-1に示す.HeおよびNeでのFLoの値が,Tの上昇と共に減少する理由

は定性的に次のように考えられる.Tが増大すると,電子は気体原子から大きな熟達動エネル

ギーをもらい,電子のエネルギー分布は高エネルギー側へと推移する.したがって,Tが大きい

場合には電子が電界から受けるエネルギーは熱運動エネルギーと比較して相対的に少なくなる･

その結果,電界が気体原子におよぼす影響は小さくなり,〃0の値はTの上昇と共に減少する.

Figure2p3･Zerofieldmobi.ityofelectronsininertgaseS†orvariousofgas

temperature･Theverticallinesshovvtheboilingpointsofeachinert

gaS･

【｣7一



第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

このことを定量的に理解するために,HeのQmの値とよく似た,Qm=5×1016cm2一定

で,原子質量M=4のモデル気体を仮定し,電子のエネルギー分布関数はマックスウェル分布

として〟0を計算した.その結果,〝0はT~し′2に比例して減少している.

一方,図2-1のQmに極小値が存在するラムザウァー気体(Ar,Kr,Ⅹe等)での低

E/N領域では,電子のエネルギー分布関数がラムザウァ.極小値のエネルギー値(Arでは

0.23eV)より低い方に分布している.つまり,エネルギーの増加と共にQmの値が減少する領

域である.そのため,沸点からのTの上昇と共にWの値は増大し,その結果,〃0の値もTと

共に増加する.

(E/N)maxの値を図2A4に示す.(E/N)maxはFLoが定義できる最も高いE/Nの値で

ある.つまり図2-2において,E/Nに対するWの値が,E/Nを増加したときWが直線か

らずれる点のE/Nの値である.この(E/N)max以下での電子のエネルギー分布関数はマッ

クスウェル分布をしている.

Poに対するおおよその誤差は,He,Ne,Ar,Kr,Ⅹeの順に,それぞれ3%,5%,

10%,20%,20%程度であると推定している.特に,Heの〟0の誤差が非常に小さく,これは

実験誤差よりも小さいと考えられる.

TABLE2-1 PresentcalculatedvaluesofzerofieId mobilitiesFL｡in

inertgases.Unito†FLoislO3cm2vIsl･

Gastemperature(K)

Gas 4.2 20 77 90 195 300

He 84.1 38.3 18.9 17.3 11.2 9.04

Ne 312 277 151 104

Ar 24.8 24.9 29.9 43.9

Kr 4.21 4.65

Ⅹe l.17 1.37

Gas 400 7000 1000 2000

He 7.70 5.65 4.54 3.10

Ne 81.8 49.9 36.2 19.2

Ar 59.9 104 116 82.9

Kr 5.21 8.22 11.9 18.2

Ⅹc l.62 2.69 4.27 8.52

川･･･-･



第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

3∴

0

(
p
ト
)

×
巾
∈
(
Z
＼
山
)

10 102

Gas temperature (K)

103

Figure2-4.MaximumvaluesofE/Nwhichcandefinethevaluesofpoininert

gasesasafunctionofgasestemperature･

(E/N)maxat27.1Kinneonis4･5×106Td･
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第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

表2-2に筆者らが計算した(FLN)0の値と,Mozumderの論文中(3)のPNの計算値および

実験値を示している.Mozumderの計算結果は,Xeを除いて筆者らの計算結果とはぼ合って

いる.MozumderのXeについての計算値は,実験値とよく一致しているが,本来の計算値

は,このMozumderの計算値よりもっと小さい値のはずである.なぜなら,XeのQmの値

はKrのQmより全エネルギー域で大きな値を持っているから,XeのWの値はKrより小さ

くなるはずである.

表2-2に示されているNeに対する,77KのMozumderのFLNの値67.9と,筆者らが求

めた(〟N)0 の値84との違いは,計算に用いたQmの値の違いによるものである･そこで

Mozumderの用いたQmで再計算を行った結果,(pN)0の値は77Kにおいて,67.6となり

一致した.

TABLE2-2 ComparisonofthevaluesofMozumder'sTableⅥ

and presentcalculatedva[uesofelectron mobilities

ininertgases.

Unitof〟Nand山N｡)islO23cm~~1v~~1sl.

Gas T(K) Exp.pN Mozumder'sFLN Present山N)0

He

Ne

Ar

77 5.24

195 3.46

300 2.74

77 20.1

300 18.4

77 5.47

300 12.8

Kr 195 0.87

300 1.07

Ⅹe 195 2.82

300 3.86

5.1 5.08±0.15

3.1 3.01±0.09

2.55 2.43±0.07

67.9 84 ±4

27.0 27.9 ±1.5

5.93 6.7 ±0.7

9.0 11.8 ±1.2

0.85 1.13±0.2

1.0 1.25±0.2

2.9 0.31±0.06

3.5 0.37±0.07
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第2章 低E//Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

図2-5に4.2から2000Kまでのガス温度におけるHe中のWの計算値を示す.同図に

Pack,Phelps(13)と Cromptonら(14)の実験値を示す.(実験値のガス圧力は1200Torr以下)

Pack,Phelpsの実験値は77Kと300Kにおいて筆者らの計算値よりやや大きい.

10-3

E/N

10-2

(Td)

Figure2-5･DriftvelocltYOfelectronsinhelium･

Presentcalculated:一.Experimental:077K,Cromptonetal･,

Ref.14;×77K.PackandPhelps,Ref.13;▽293K,CromptonetaI･,

Ref.14;+300K,Packand Phelps,Ref.13.
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第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

図2-6に,Bartels(ほ)の77.6KにおけるHe中のWの高ガス分子密度における実験値と筆

者らの77Kの計算値を示す.丸印で示すように,実験値は低いNの場合については良く一致し

ているが,三角印のようにNの値がさらに増加するとWはE/NだけでなくNにも依存し減

少するようになる.しかし,筆者らの計算には,低E/NにおけるWの密度依存性は考慮され

ていないため,実験値との違いが現れている.

5
0

(
U
む
∽
＼
∈
U
)

10-3 10-2

E/N (Td)

10-1

Figure2-6.Dri†tvelocityofelectronsinheIiumat77K･

Presentcalculated:-,Experimentat:ON=0.66×1020cm3,

△N=9.90×1020cm3.Bartels,Ref.15.
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第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

図2-7にSchwarz(16)の4.2Kにおける高ガス密度における実験値と筆者らの計算値を示

す.実験値(丸印)とはE/Nが10-2Td以上でよく一致しているが,それ以下では高ガス密

度による影響のためWが低下し,計算値とは一致していない.

5
0

(
U
む
∽
＼
5
)

10-)

E/N

10-2

(Td)

10-1

Figure2-7.ElectrondriftvelocityvsE/Nin he=um at4.2K.

The circle polntS are eXPerimentalvalues glVen bY Schwarz,Ref.

16.forN=9.48×1020cm3.

Thesolid]ineshowsthe presentcalculatedvaluesat[owN.

ご:トーl



第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

図2-8に筆者らの計算値(〃N)0と,すでに報告されているガス分子密度の高いHe中で

の移動度の実験値を示す.(図中の実線は実験値を曲線で結んでいる.)4.2K～300Kの温度範

囲における移動度(〝N)0 のN依存性を示している.計算値は図中の左の値である･4･2Kで

はNの値が1020cm-:3以上で移動度の減少が始まると考えられる.ただしNの値が1020から5

×1021cm~3問の〃Nの実験値は少ない.

1020 1021

N (cm-3)

1022

Figure2-8･Densitynorma■izedmobiIitYVSgaSnumberdens■tyinheliumfor

variousvaIuesofgastemperature･

Four polntS PIotted at N=2×1019cm~3are present ca]culated

vaIues atlow N.

The solid=nes are summarized from many experimentalresults

gNenintheLiterature･

Experimental:●Schwartz,Ref･16;OHarrisonetaL･Ref･17･for

4.2K;+Jahnkeetal..Ref.18.for20,3K;▲Bartels･Ref･15′

△Harrisonetal.,Ref.17.for77K;andOGrunberg.Ref･19･

×Harrisonetal.,Ref.17.for300K.
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第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算

2-4 まとめ

2項近似のボルツマン方程式に,希ガスの正確な電子の運動量変換断面積を用い,広い範囲の

E/Nについてガス温度を変えながら電子移動速度Wを求めた.Wの値よりガス温度に対する

電子のゼロ電界移動度〟0と,このFLoが定義できる最大のE/Nの値(E/N)maxを求めた･

その結果,〟0が定義できる(E/N)max以下の領域での電子のエネルギー分布関数はマクス

ウェル分布である.またHe,Neのpoの値は,ガス温度の上昇と共に減少するが,Ar,Kr,

Ⅹeのようなラムザウァ気体では上昇することが明かとなった.

Heの計算に用いた運動量変換断面積の誤差は2%程度であるので,Wの誤差は3%以下

で求めらた.Heについては,He中の移動度の計算結果と以前に報告されている実験結果を,

4.2Kから300Kのガス温度領域でガス密度Nの関数として表した.その結果,(E/N)max以

下の低いE/Nで,臨界ガス分子密度より低いNについては計算結果と一致しているが,それ

以上のNでは計算結果は大きくずれていることが明かとなった.

彗--･-



第2章 低E/Nにおける希ガス中の電子移動速度の計算
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第3章 NF3-Ar,He,N2混合気体中の電子スオーム

第3章 NF3-Ar,He,N2

混合気体中の電子スオーム

3-1 まえがき

希ガス(バッファーガス)に少量の分子ガスを混合した場合,その分子ガスが付着性ガスであ

るかどうかにかかわらず,電子の輸送係数に大きな影響を及ぼすことはよく知られている.特に

使用するバッファーガスがラムザウァーガス(図3【1のように運動量変換断面積Qmが1eV

付近で減少する気体,たとえばAr,Kr,Ⅹe等)である時はその影響は大きい(1),(2)･この理論

的な解析はLongら(3)によってなされている.

筆者らは,希ガスであるAr,Heおよび分子ガスであるN2にそれぞれ微量のNF3を加え

た場合の輸送係数に及ぼす影響を調べてきた.NF3という気体はふっ素レーザーガスのドナー

として用いられている.NF3から生じる負イオンはThynne(4)によって質量分析器を用いた実

験によって初めて観測された.Chantry(5)はF~が負イオンの主たるものであること,全付着

断面積とF~の検出曲線が同じであることを報告している.またNF~ の質量分析の結果と全

付着断面積からF一,F2一∪,NF2~の部分付着断面積も求めている.Chantryの測定したF--

の断面積の精度は30%程度である.

Nygaadら(6)とLakdawalaら(7)は,ドリフトチューブを用いた実験装置によってHe,Ar,

=2,N2中にNF3を混合したガスの電子付着係数を測定した結果を報告している･しかし両者

の実験値には大きな違いがある.一方,LakdawalaらはN2およびHeをバッファガスとして

用いたNF3の付着係数の場合の実験値は彼らの理論解析値と一致することを報告している･こ

の理論解析値とは,Chantryの付着断面積と,希ガス中の特性エネルギーの1･5倍の値を平均

エネルギーとしたときのマックスウル速度分布関数を用いて計算された値である.ただし,Ar

をバッファーガスとして用いた場合のNF3の付着係数はこの理論値と実験値との問に大きな違

いがあると報告している.

Arに関する理論値と計算値の違いを筆者らは,Lakdawala らが用いた理論計算での不完全

さと,Arでの実験条件によるものであると考えた.この章においては,この違いを明らかにす

るために,NF3混合気体のバッファガスとしてAr,He,N2を用いた場合の電子スオームの

挙動をボルツマン方程式を用いて検討した.
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第3章 NF;rAr,He,N2混合気体中の電了一スオpム

3-2 計算方法

この計算においては,Ar,Heの運動量変換断面積Qmは林(8),Arの電離断面積Qiは

Rapp,Englander-Golden(9),HeのQiはBellら(川),Heの全励起断面積QexはIchikawa

ら(11〕,ArのQexはEggarter(12),EggarterとInokuti(13),N2のQm,回転励起断面積Qr,

振動励起断面積Qv,Qex,Qiは市川ら(14)の値を用いた.NF3の断面積としては現在

Chantry(5)の付着断面積しか報告されていない.しかし,ここでの計算ではNF3のバッファー

ガスに対する混合比は非常に少ない(0.01%から0.1%)ので,NF3に対する衝突過程は付着

衝突以外ほとんどスオームに影響を与えないとする.そこで,NF3に対する衝突過程は付着衝

突のみを考慮した.

図3-1にAr,He,N2のQmとNF3の付着断面積を示す.混合気体中の電子移動速度

および付着係数を求めるためのエネルギー分布関数は,(2-2),(2-3)式に,付着,励起,

電離衝突の項を追加した式(3-1),(3-2)式を用いた,ボルツマン方程式より求めた.

0次

(号ヂ +eE与£(e‡′㈲)
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+津0(E+と`Zズ)(と+とe∬)‡ⅣQ刑(ど+ど`ヲズ)-と‡′愉ⅣQm(e))
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第3章 NF3-Ar,He,N2混合気体中の電子スオーム

N:気体の分子密度

Qm:運動量変換断面積

Qi:電離断面積

e:衝突後の電子エネルギー

とeX:励起衝突の損失エネルギー

ニ
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〕
一
｡
q
p
u
｡
∈
q

m/M:電子と気体分子の質量比

Qex:励起断面積

Qa:付着断面積

e,:衝突前の電子エネルギー

Ei:電離衝突の損失エネルギー

Figure3pl･MomentumtranSfercrosssectionofAr･HeandN2･andattachment

crosssection of
NF3.
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第3章 NF=3--Ar,He,N雄治気体中の電子スオーム

3-3 計算結果

NF3-Ar,He,N2混合気体中の電子移動速度Wの計算結果を図3∪2(a),(b),(c)

に示す.NF3混合比は0%から0.2%まで変化させた.NF3が0%の場合については,各気

体ともDutton(15)の実験データと一致していることを確かめた.

図3-2(a)のNF3-ArのWにおいては,NF3の混合比の増加と共に,またE/Nの減

少と共にWの値が急激に減少している.付着性ガスであるNF3の混合比の僅かな増加が非常

F/〟(Tdl

(a)NF3-Ar

Figure3-2.Driftvalocityofelectronsasafunctionof E/N･

Prameteris the ratio of N F3for buffergas.

･一-:jl_トーl
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第3章 NF3-Ar,He,N2混合気体中の電子スオーム

に敏感にWに影響を与えている.NF3の混合比が0.01%以上になるとボルツマン方程式の数

値解析が不安定になり解が得られなくなる.混合比0.01%,0.1%においてはE/Nの値がそれ

ぞれ0.23,1.9Td以下で,0.05%では1.3～0.7Tdの範囲で解が得られない状態となっている.

0.05%の場合,0.7Td以下で解が得られているのは,電子のエネルギー分布が低エネルギー側

にシフトしたために,NF3の付着の影響が和らいだためである.

計算精度を上げるために2項近似のボルツマン方程式を3項近似(16)にしたり,不安定性が大

きくて解が得難いような方程式を解く方法の1つであるGear法(17)を用いて計算を行ったが同様

の結果であった.

図3-2(b),(c)にHe,N2をバッファpガスとした場合のWの計算値を示す.この場

合はボルツマン方程式の数値解は安定であった.これらの気体では,負性気体が混入した場合の

Wに与える影響は非常に少ない.

図3-3にNF3の混合比を変えた場合のエネルギー分布関数を示す.図3-3(a)に示す

Arバッファーガスの場合には,NF3が0.01%(Lakdawalaの実験において最も少ない量)

混入しただけでもエネルギー分布関数は形を変える.図3岬3(b),(c)に示す HeやN2

バッファーガスの場合には,NF3を0.01%混入してもはとんどエネルギー分布は変化しない.

N2バッファーガスの場合にはさらにNF3を0.2%混入しても僅かに分布がシフトするだけで

NF3に対しては鈍感である.

どのバッファーガスの場合にもNF3を混入するとエネルギー分布関数は高エネルギー側へと

シフトする.これはNF3の付着断面積が4eV以下(ピpクは1.5 eV)に存在するためにエ

ネルギー分布の低エネルギー側の電子が付着によって減少するためである.

NF3の付着係数7?/(NF3)を図3r4に示す.(NF3)はNF3の濃度を表している･り/

(NF3)の計算結果と比較するために,Lakdawalaらが0.1%から0.01%の混合比で得た実験

値(破線)を同図に記入した.もし,NF3をバッファーガスに加えてもエネルギー分布が変化

しなければ,り/(NF3)の実験結果(計算でも)はNF3の混合比に対して1本の曲線上に載

るはずである.しかし,図3-4(a)に示すようにArバッファーガスの場合には一本の曲線

にならずNF3の混合比に大きく依存して変動する.さらに,NF3の混合比が0.05%において

は,計算の不安定によって1.3Td付近で解が得られていない.

･･∴うゴーー･



第3章 NF3▼Ar,He,N2混合気体中の電子スオーム

5

Energy(eV】

(a)Ar

0 1 2 〕 ん 5 6 7

Energy(eVl

(b)He

Figure3-3.EnergydistributionofeJectronsagainst NF3COntent･

(a)Arbuffergas;(b)He buffergas;(c)N2buffergas.
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第3章 NF3-Ar,He,N2混合気体中の電子スオ.ム

1.O

Ene｢gy(eV)

(c)N2

Lakdawalaらが実験したNF3の混合比を用いて計算を行ったが,図3-4(a)に示すよ

うに77/(NF3)の計算結果はE/Nの減少と共に,減少せずに逆に増加している･Lakdawala

らの,Arバッファーガスを用いた場合の実験値は,他のバッファーガスの場合より大きなバラ

ッキがあるが,図3-4(a)に示すような1本の曲線として報告している.筆者らの計算結果

から,彼らの実験結果には多くの問題があると考えられる.

Heバッファーガスの場合を図3-4(b)に示す.NF3の混合比が0.01%以下であれば混

合比に依存せず,1本の曲線になる.また,0.1%以下の場合もはぼ同じ曲線となる.実験値と

計算値は2Td以下ではぼ一致している.

N2バッファーガスの場合を図3-4(c)に示す.計算結果は,0.001%から0･2%の広い範

囲の混合比に対して1本の曲線となっている.しかし,実験値との間には大きな開きがある.計

算値では3Td付近に77/(NF3)の最大値を持っが,実験値ではE/Nの増加と共に単調に増加

している.

:〕｣･･



第3章 NF3mAr,Ile,N2混合気体中の電子スオpム

今までの計算ではNF3の付着の効果のみを考えてきたが,ここではNF3の振動励起の影響

について考察する.Pottsら(18)によればNF3の振動励起のしきい値は波数で500cml(0.062

ev)である.そこで,筆者らは,0.062eVから0.1eVのエネルギー範囲で10~~~16cm2の大きさ

を持っ振動励起断面積を仮定した.

振動励起を含めたWと符/(NF3)の計算結果に,振動励起の影響ははとんど現れなかった.

そこで特に振動励起の影響を調べるために,0.5eVから5eVのエネルギー範囲の振動励起断面

積を,10~16cm2とし,しきい値エネルギーを0.5eVとして,振動励起衝突によって0.5eVの

エネルギーを失うと仮定してみた.この断面積を用いてArバッファーガス中でのWの値を計

算した結果を図3-5に示す.図3-2と比べるとE/Nが10Td以下で,仮定したNF3の振

動励起の損失のためにWの値は全体として上昇している.その結果,数値解が不安定なE/N

の領域でもWの値が得られている.
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〔
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ど/〟(Td)

(a)Ar

Figure3-4.AttachmentcoefficientasafunctionofNF3･

(a)NF｡in Ar;(b)NF3in He;(c)NF3in N2,一一一-~~PreSent

calcu[ation;r--r,Lakdawala'sexperiment.
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第3章 NF3-Ar,He,N2混合気体中の電子スオpム
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Figure3L5･DriftvelocityofelectronsasafunctionofE/Ninthemixtureof
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Brokenline curves were obtained by considering the vibration

excitation crosssection of N F｡.
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第3章 NF:うーAr,He,N2混合気体中の電子スオーム

同様にして振動励起のある場合の,符/(NF3)の計算結果を図3-6に示す.NF3の振動励

起を入れたことにより,0.8Td以下で符/(NF3)の値が少し減少しているが,実験値と計算値

の傾向の違いは解消されなかった.He,N2 バッファーガスの場合には,このようなエネル

ギー損失の大きな振動断面積を入れてもWおよびり/(NF3)にははとんど影響を与えていな

い.

3-4 考 察

Lakdawalaらが実験で求めたNF3の付着周波数レaと筆者らが計算で求めた値を平均エネル

ギーの関数として図3-7に示す.レaは次の式より求められる.

L)a=77W/(NF3)
(3-3)

筆者らが用いている平均エネルギーは混合気体でのボルツマン方程式を解いて得られた値であ

る.Lakdawaraらが整理した結果には2つの仮定が含まれている.第1の仮定は,Wの値に

NF3を含まない純ガスの値を用いる.第2は,混合ガス中の電子の特性エネルギーを純ガスの

それと同じとして,Dutton(15)のデータ表から得て,

3 D

と=すす
(3-4)

の関係式から電子の平均エネルギーを求める点にある.ここでD/〟は電子の特性エネルギーで

ある.

図3-7に示すように,計算結果では,He,N2バッファーガス0.01%混合比(実線)と,

Arバッファーガス0.0001%混合比(点線)についての付着周波数ははぼ1つの曲線となってい

る.なお,E/Nが0.1から50Tdの範囲における平均エネルギーの計算値は,N2バッファーガ

スでは0.1から1.7eV,Heバッファーガスの場合0.1から8eV,Arバッファーガスの場合0.1

から4eVの範囲にある.

Arバッファーガス0.01%の混合比に対する計算値は,他のバッファーガスの曲線から大きく

外れて,混合比の影響が顕著に現れている.N2バッファーガスの場合には0.1%のンaの曲線

も0.01%の場合もはとんど同じである.Heバッファーガスの場合は,NF30.1%のレaの値

が,NF30.01%の場合のレa値より,平均エネルギp値0.1eVで約5%,1･2eVで約2･5%,

7.OeVで約0.5%少ない値となる.

-:､ミゞ
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第3章 NFrAr,He,N2混合気体中の電子スオpム

図3山7に示すように,Lakdawalaらの実験値(破線)と本計算結果を比較すると,N2,

Heバッファpガスの場合,NF3が0.01%以下で,両者は大ざっばではあるがはぼ一致してい

るといえる.しかし,ArバッファーガスにNF3を0.01%混合すると,実験結果,計算結果共

にレaは著しく減少し,NF3の混合量が大きすぎることを示している.N2,Heバッファーガ

スと同様な結果を得るためには,ArへのNF3の混合比は0.0001%以下としなくてはならな

い.

Arはバッファーガスとしてスオーム実験では高い平均エネルギーの領域でよく用いられる.

しかし,Arバッファーガスは僅かな負性ガスによって過大な影響を電子スオームに与えること

や,Heと比較して高い平均エネルギーを得ることができないから,Arはバッファーガスとし

てふさわしいガスとはいえない.

低E/Nの領域でAr-NF3混合気体の混合比を増加するとボルツマン方程式の数値解析に

不安定が生じる原因を解明するために,ボルツマン方程式解析におけるルジャンドル球関数展開

の第2項目の′1の値を調べてみた.その値は第1項目の′0の値と比較して10~2程度と小さい

ために,原理的にボルツマン方程式を3項近似にして解く必要はないことが判明した.このこと

により3項以上のボルツマン方程式やGear法を用いてもこの不安定の解消にはならないことが

分かった.

このことから,数値解析の手法がこの不安定さを引き起こしているとは考えられない.これは

定常状態のボルツマン方程式自体が本研究で取り扱っているスオーム条件において持ち合わせる

本質的な問題と考えられる.すなわち,あるE/Nにおいて特異点があること,あるいはNF3

の電子付着によってドリフト空間から電子が消滅することによって,永久に電子スオームが平衡

状態に達することができないのではないか等の問題を含んでいる.

近年,付着性ガスが富子スオームに及ぼす影響についての報告がなされている(19)･(20).それに

よると,低E/Nの状態において,非付着性ガスに付着性ガスを混入した場合,その濃度が増す

につれて,エネルギー分布が定常状態に到達するには長いドリフト距離と長い時間を要すること

があることが報告されている.付着性ガスにおいては,スオーム中の電子は付着によって失わ

れ,そのためエネルギー分布は定常状態から外れる.しかし定常状態を保っために失われたエネ

ルギー部分は,電子衝突を繰り返しながらエネルギー再配分によって充当される.これは,電子

付着による電子の欠損と,電子衝突による電子の供給との競合作用である.

計算結果から,NF3混合ガスでのHeおよび,N2バッファーガスにおいては弾性衝突の断

面積が比較的大きいために,常に定常状態のエネルギー分布が得られている.Arバッファーガ

スにNF=∃の混合比を増加した場合は低E/N領域において異常な不安定が生じた.これは,

Arの低いエネルギー領域にはラムザウァー効果による非常に小さな弾性衝突断面積が存在する

ためである.

LakdawalaらのAr バッファーガスを用いた実験条件では電子スオームが安定状態に到達し

-一川-..1し1



第3章 NF㌻-Ar,He,N2混合気体中の電子スオーム

ていない可能性があり,安定状態に到達するには良いドリフト距離(緩和距離)が必要である.

彼らが実験に用いたドリフト空間の距離は8.25cmであったが,この良さは定常状態のエネル

ギー分布を保っには不卜分である.それゆえ,凶3-4(a)にホしたように,実験結果と計算

結果とに大きな差が現れたと考えられる.

3-5 まとめ

2項近似のボルツマン方程式を用いて,Ar,He,N2をバッファーガスとしたNF3混合気

体で,混合比を変化させた場合の電子スオームパラメータを計算した.その結果,E/N=10

Td以下の領域で,Ar-NF3混合気体中のNF3の混合比を増加させると,ボルツマン方程式の

数値解に不安定が生じた.この原因は,あるE/Nにおいて付着による電子の欠損と,電子衝突

による電子の供給との競合作用が定常状態に達し得ないためと考えられる.

特に,NF3の電子付着係数と付着周波数についてはLakdawalaらの実験結果と比較を行っ

た.その結果,Arバッファーガスでは定常状態での計算値と実験値との間には大きな違いが生

じた.これはLakdawala らが実験に用いた,NF3の混合比0.01%では混合量が大きすぎるた

め,8.25cmのドリフト距離では電子スオームが定常状態に到達し得ないためと考えられる.こ

のことから,N2,Heバッファーガスと同様な付着周波数を得るためには,Arへの混合比は

0.0001%以下としなくてはならないことが明かとなった.

-･･･｣l･
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第4章 パルスカウント法による電子移動速度の測定

第4章 パルスカウント法による
電子移動速度の測定

4-1 まえがき

無声放電は,その代表的な応用例としてオゾナイザーや,近年になり炭酸ガスレーザの励起用

放電として広く利用されている.そして,炭酸ガスレーザーの研究は数多くなされている

が(1),(2),最終的には小型かつ経済的で,高出力レーザーの開発が望まれている.この小型化に

有効であると考えられている励起用放電としての高周波無声放電の動作周波数の上限,および安

定なグロー放電が得られる最大電力密度の理論的な推測が特に期待されている. これまでに,

この推測に必要な情報を得るために,炭酸ガスレーザ媒質での,ボルツマン方程式解析による電

子スオームパラメータの計算,および高周波無声放電のモンテカルロシミュレーションを行って

きた.

本章では,この計算結果を考察するために,パルスカウント法を用いた電子移動速度測定装置

を試作した.この測定装置は,コレクタに到着する電子群をパルスカウント法で測定しその到着

時間分布から電子移動速度を測定するものであり,次のような特徴を持っ.

(1)ドリフト距離を可変して測定できるため,電極近傍の非平衡の影響が除去できる.さら

に電離が起こらない条件では拡散の影響も除去できる.

(2)ドリフト距離を10cmから16cmと比較的長く設定することができるため,非平衡距

離の良い気体条件での測定が可能となる.

(3)電子付着によってコレクタへの到着電子数の少ない気体でも,長時間のパルスカウント

を行うことにより測定可能となる.

(4)差動排気を行っているため,ドリフトチューブ内は常に新しいガスが導入され,測定巾

のガスの劣化を最小限に抑えることがF4｣来る.

本章では試作した実験装置の測定の概要と比較的良く衝突断面積の知られているN2,および

CO2ガスレーザ用気体での移動速度の測定結果について述べる.またボルツマン方程式解析を

用いたレーザー準位への励起周波数の計算結果についても述べる.
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第4章 パルスカウント法による電子移動速度の測定

4-2 実 験 装 置

4.2.1 装置の概要および測定方法

測定原理はTime-Of-Flight法の理論を用いている.時間t=0 に電子シャッターからデル

タ関数的に電子群をドリフト空間に放出すると,コレクタにおける電子到着時間分布は電界方向

への一次元の輸送方程式の解として与えられる.この場合,電離の影響が無視できるようなE/

N(E;電界強度,N;分子密度)の領域においては,到着分布のピークの時刻から電子の移動

速度を求めることができる(3)･(4〕

本装置ではコレクタに設けたオリフィス(小孔)から得られる微小電子信号をパルスカウント

することによって到着時間分布を求めている.図4-1に実験装置の概要を示す.装置はドリフ

ト空間部(A)と電子信号検出部(B)からなっている.

ドリフト空間はガード電極(内径93mm¢)8個を20mmの間隔で配置し,抵抗分圧によっ

て均一な電界を保っている.この空間はターボ分子ポンプによって10~~6Torrまで排気するこ

とができる.この空間と電子信号検出部はオリフィスを介して分離されている.検出部は差動排

気され常に低圧力(10~5Torr)を保っている.ドリフト空間を規定の圧力に保っためにリーク

バルブを通して被測定ガスが常に導入されている.ドリフト空間の圧力測定にはダイヤフラム圧

力計(MKSバラトロン:220-BHS)を用いている.

カソード(K)は直径30mm¢,厚さ2mmの石英ガラスの表面に金蒸着(厚さ約100A)が

してあり,その背面より重水素ランプからの紫外線を照射することによって初期電子を得てい

る.(10 5Torrにて約10▲~11A)

カソpドから12mm離れたところにGlとG2からなる電子シャッターが1mmの間隔で設け

てある.GlおよびG2は直径0.1mmの金属線を2mmの等間隔で配置してある･シャッタには

通常逆電界を加えカソードからの電子群を止めている.シャッタ電界をパルス的にゼロにするこ

とによってパルス状の電子群をドリフト空間に放出することができる.

コレクタの中心付近に,厚さ0.03mmの金箔に0.2mm¢のオリフィスが設けられている.コ

レクタは蛇腹機構と連動してドリフト距離を10cmから16cmまで可変することができる構造

となっている.これによりドリフト距離可変の差動測定が可能となる.
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Figure4-1.Experimentalapparatus.
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第4章 パルスカウント法による電子移動速度の測定

図4-2に測定系の構成図をホす.コレクタに到達した電子の一部はオリフィスを通過し検出

部へと入る.検出部は6インチの拡散ポンプによって常にセラトロン(電子増倍管,村田製作所

製)の動作圧力である10 5Torr程度の真空度を保っている.通過してきた電子はセラトロン

によって約106倍(セラトロン電圧3000V)まで増幅される.セラトロン出力信号はさらに増

幅器および波形整形回路を経てTAC(Time-tO-AmplitudeConverterの略,ORTEC製

566)のSTOP信号となる.

Figure4-2.Diagramofthemeasuringsystem･
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第4章 パルスカウント法による電子移動速度の測定

4.2.2 TACによる移動速度の測定方法

図4-3に示すように,TACはスタートバルスからストップパルスまで時間間隔に比例した

大きさのアナログ電圧を出力するものである.スタート用パルス発振器からの信号は,TACの

スタートバルスと,シャッタ用パルス発振器をアースから電気的に絶縁するためのフォトカップ

ラを通しシャッタ用パルス発信器のトリガ信号用に用いられている.

シャッタのGlとG2問に加えるパルス幅は電子の到着時問の1/10以下となるように500

nsecに設定した.シャッタから放出されたパルス状の電子群はドリフト空間内での衝突を繰り

返しながらコレクタに到着し,その一部はオリフィスを通過する.この電子はセラトロンおよび

増幅器によりTACのストップ信号を作る.TACの出力電圧は電子群の到達時間に比例して

いるので,この電圧をA/D変換器によりディジタル量に変換し,マイクロプロセッサ(PC-

8801)に取り込こんで処理している.この過程を繰り返し行なうことにより,電子の到着時間分

布が得られ,この分布のピークの時間より電子の移動速度を求めることができる.

m
出
力
電
圧

几

STARTパルス

几 時間

STOPパルス

Figure4-3.DiagramoftheTACmeasuring
sYStem.
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第4章 パルスカウント法による電子移動速度の測定

4-3 実験結果と考察

4.3.1電子到着時間分布と測定系の遅れ時間

図4-4にN2中における電子の到着時問分布の一例を示す.実験条件は,ドリフト距離L=

14cm,圧力P=1Torr(一定),カウント数合計1000個,E/N=15Tdである.同図には分

布の裾にノイズの部分が観測されるが,これは初期電子放出用の紫外線光によってシャッター

G2で生成された電子によるものと,紫外線光がオリフィスを通過して,迷光としてセラトロン

に入射したためであると考えている.

ドリフト距離Lを10から14cm,E/Nを15.1から60.6Tdまで変化させて,その時の到着

分布のピークを示す時間をプロットしたのが図4嶋5である.同じE/Nの値を直線で結び縦軸

と交わる値,0.6〝SeCが測定系全体の時間遅れを表す.この値は,フォトカップラの時間遅れ,

オリフィスからセラトロンまでの遅れ,セラトロン内部での遅れ,電極近傍の非平衡による誤差

等を含んでいる.ドリフト距離を変えて測定することにより測定系全体の遅れ時間の影響を除去

することができる.

パ
ル
ス
カ
ウ
ン
ト
数

2 4 6 8 10

到着時問 (〟SeC)

Figure4-4.Electronarrivaltimedistribution.
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第4章 パルスカウント法による電子移動速度の測定

4.3.2 窒素ガス中での電子移動速度の測定

装置全体の動作およびデータ処理系の検討のためにN2ガスで電子移動速度の測定を行った.

測定条件はE/N=15から60Td,圧力は1Torr一定とした.E/Nおよびドリフト距離を変

化させ,到着時間分布のピークを示す時間に測定系の遅れ時間を考慮して求めた移動速度を図4

-6に示す.同図には比較のため,Lowke(5)の実験値を示す.また実線は2項近似のボルツマ

ン方程式(BEQ)(6)より求めた結果である.この計算ではN2の運動量変換断面積Qm,振動

励起断面積Qv,電子励起断面積QexについてはIchikawaら(7)の値を,N2の電離断面積Qi

はRappら(8)の値を用いた.筆者等の測定結果はLowkeの実験値およびBEQの計算結果と

比較して,全体としてE/Nの高い方でやや低めにでる傾向にあるが,良く一致している.こ

のことから,今回製作したパルスカウント法による電子移動速度測定装置は測定値において約±

5%程度の誤差はあるが十分満足できるものであることがわかる.

4.3.3 炭酸ガスレーザ用ガス中の電子移動速度の測定

無声放電を励起用放電に利用した高出力のCO2レーザ用に用いられている混合気体(2)(混合

比がCO2:CO:He:N2=8.25:4.14:27.46:60.15,以下CO2レーザーガスと記す)中に

おける電子移動速度を測定した.測定条件はE/N=5から80Td,気体圧力は1Torr一定と

した.その測定結果を図4-7に示す.また同図には比較のためにBEQ(9)より求めた混合気

体中での計算値を実線で示す.

BEQに用いた衝突断面積は,HeのQmはHayashi(10),QexはIchikawa(11),QiはBe11

ら(11),CO2のQm,Qv,QexはLowkeら(13),解離付着断面積QaはRappら(9),Qiは

Rappら(14),COのQmはHayashi(10),Qv,Qex,Qd,QiはSaeleeら(15),付着断面積

QaはRappら(14)の値を参考にして決めた.

図に示すように,測定結果にはばらつきはあるがBEQの値とよく一致している.その結果,

CO2ガスレーザーガスの各種衝突断面積を用いて,他の必要な電子スオームパラメータを

BEQ計算より得ることができる.
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4-4 ボルツマン方程式解析によるCO2レーザガス中のスオームパラメータの計算結果

CO2レーザガス中の移動速度の実験結果とBQEの計算結果がよく一致していることから,

このBEQの計算に用いた衝突断面積を用いて他の電子スオームパラメータの計算を行った.

図4-8にN2およびCO2レーザガス中の電子のエネルギー分布関数を示す.N2では振動

励起衝突の影響で分布関数の高エネルギー側,2eV付近で急激に減少している.しかし,CO2

レーザーガス中では,E/Nが50Tdから10Tdに減少するに従って,CO2レーザーガス中で

は,N2と比較して分布関数が低エネルギー側へとシフトしている.
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第4章 パルスカウント法による電子移動速度の測定

図4山9にN2とCO2レーザーガスの電子の平均エネルギーを示す.E/Nが50Td以下で

はCO2レーザーガスの方が平均エネルギーは低い値を示している.これはおもにCO2の振動

励起によるエネルギー損失の影響と考えられる.50Td以上ではN2ではN2の振動励起の影響

でCO2レーザーガスより平均エネルギーが低下している.
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Figure4-9.Electron mean energyin N,and CO2Lasergas.
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図4-10(a)(b)にレーザー発振に重要な寄与をするCO2レーザーガス中のCO2,およ

びN2 の各振動励起レベルへの衝突励起周波数をそれぞれ示す.各種衝突周波数は50Td以上

で一様な値を示している.一方,N2の衝突周波数の最大値はどの振動レベルにおいても80Td

付近である.

(
T
U
む
S
)

>
∝

慮
肇
軍
題
遍
轟
悪

(
T
U
む
S
)

>
∝

蚕
嚢
軍
遇
香
南
豊

10

E/N (Td)

(a)CO2

10

E/N (Td)

(b)N2

Figure4-10･VibrationalexcitationfrequencYinCO2Lasergas.

一･･5.1･-･-



第4章 パルスカウント法による電子移動速度の測定

4-5 まとめ

今回製作した,パルスカウント法によるドリフト距離可変型の電子移動速度測定装置を用い

て,N2の電子移動速度を測定した.この測定装置には次のような特徴を持ち,測定した結果は

他の実験値と比較した結果,この装置は十分満足できる性能を持っことが確認された.

(1)電極近傍の非平衡の影響が除去できる.さらに電離が起こらない条件では拡散の影響も

除去できる.

(2)ドリフト距離を比較的長く設定することができるため,非平衡距離の長い気体条件での

測定が可能となる.

(3)到着電子数の少ない気体でも,長時間のパルスカウントを行うことにより測定可能とな

る.

さらに,CO2 レーザー用ガス中の電子移動速度を測定し,すでに報告されている衝突断面積

を用いたボツツマン方程式解析(BEQ)による結果と比較を行った.よい一致が得られため,

CO2レーザpガス中の他の電子スオームパラメータもBEQより求めることができた.
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第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム
中のH+イオンのRunaway解析

5-1 まえがき

近年,高E/Nにおいてイオンの移動度が急激に上昇する"Runaway-mObility"といわれ

る現象が注目され,特にHe中のH+イオンの換算移動度Koについての理論的解析や実験結

果が報告されている(Ko=Px237.16×K/(760×T)).ここで,Pはガス圧力(Torr),Tは

絶対温度(K),イオンの移動度Kはイオンの平均速度と電界の比で表される.

Runaway現象はLin ら(1)によって最初に予言された.それによれば,もし,イオンーL原子

間の運動量変換断面積が相対速度の上昇と共に減少しているならば,イオンが定常状態のドリフ

ト速度を維持するために電界から得る運動量と,衝突によって失なう運動量とが平衡を保っこと

ができなくなり,Runaway状態へと移行する.LinらはViehlandとMason(2)が用いたボル

ツマン方程式に,He-H+イオンの相互作用ポテンシャルの正確な値(3)･(4)を代入してH十イオ

ンのヘリウム中の移動度の計算を試みた.その結果,E/Nが約25Td(1Td二10~17vcm2)

以上の領域で,エネルギー分布の裾に高いエネルギーを持っイオンのRupawayによって高次

のモーメント解である移動速度に不安定が起こり始めていることを確認している.

Howorkaら(5)によって,高E/Nの領域におけるH+/Heの測定が行われ,実験的にRun-

away現象が観測された.それによると,この現象はE/Nの値よりもEおよびNの値にそれ

ぞれ依存し,またドリフト空間の距離にも依存することを指摘している.ただドリフト空間の距

離とNの依存性については実験装置の制限から実験的には確認できなかった.彼らの測定には

圧力(0.41±0.03Torr)およびドリフト空間の距離(55.9cm)に実験的な制限があった.

MoruzziとKondo(6)はドリフト距離23cm,Heの圧力を0.2から0.6Torrまで可変できる

実験装置で,Runawayが起こっている状態でのHトイオンの見かけの移動度の圧力依存性を確

認した.この移動度はNに大きく依存し,Nの比較的大きいところではNl/2に比例する.

WaldmanとMason(7)は簡単な現象論的なモデルによって,Nとドリフト距離Zの積,NZの

関数としてRunaway状態を説明している.

本章では,Runaway中のイオンスオームの振舞いをより正確に理解し,また,Masonの理

論を確認するために,ドリフトチューブを用いた実験の代わりにモンテカルロシミュレーション

技法を用いて解析を行った.
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5-2 シミュレーションの方法

モンテカルロシミュレーションでは,衝突後のイオンは等方散乱を仮定して,運動量変換断面

積を衝突断面積として用いた.このシミュレーションではLinら(1)によって計算された運動量

変換断面積を用た.またガス温度は,高E/Nの領域を仮定しているため温度の影響は少ないの

と,計算を簡単にするためにOKとした.

筆者らが用いた,ヘリウム中のイオンを追跡するモンテカルロシミュレーション技法は,

Ikutaら(8)によって改良されたものを基本としている.イオンの軌跡は次のような方法によって

観測される.微小時間Atを全衝突平均自由時間丁[二1/(NQt(E)Ⅴ)]の1/10から1/20

になるように決める.ここで,Qt(e)はH+イオンに対するヘリウム原子の全衝突断面積cm2,

Ⅴは相対速度,Eは相対運動エネルギー[e二m｡ffV2/2,meffはmM/(m+M)で表される

換算質量,ここで,mはHl~イオンの質量,Mはヘリウム原子の質量]である.そして,一様

乱数r(0<r<1)を発生してその値が,At/T<r<1のときは衝突しなかったと判定,

0<r<』t/Tのときは衝突したと判定する.衝突の起こった時の時刻は』t時間後とする.

衝突後のイオンの軌跡は極座標系での∂と¢で記述され,衝突後の偏角βと方位角¢は乱数に

ょり,それぞれ7Tr｡,27Tr｡で決められる.ここで,r｡とr｡は0と1の間の一様乱数である･

また衝突後のイオンの速度viは次の式によって求めることができる.

Vi=Vi'一滴(Ⅴ-Ⅴ')
(5-1)

ここで,Vi,は衝突前のイオン速度,Ⅴ,Ⅴ,はそれぞれ,衝突後,衝突前の相対速度である･イ

オンスオームのモンテカルロシミュレーショシでは,全ての粒子は同一時刻にエネルギーゼロで

陽極から出発すると仮定する.2×103から104個の粒子数でスオームが形成される.

移動速度Ⅴ｡は電界方向へのイオン速度の平均値として与えられる･

Vd二<vz>

横方向と縦方向拡散係数βT,βLは

βT=

∂L-

〈ズ2(f2)〉-〈ズ2(fl)〉

2(f2-ト)

(〈z2(f2)〉一な(f2)〉2)一(な2(gl)〉-な(fl)〉2)

2(J2-Jl)

(5-2)

(5-3)

(5-4)

ここで,〈ズ2(t)〉は時刻tにおける電界と直角方向への粒子の移動距離の自乗平均値であり,
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〈z2(t)〉 は電界方向への粒子の移動距離の自乗平均であり,〈z(t)〉 は電界方向への粒子の移動

距離の平均である.

Lin らの運動量変換断面積から得られる衝突周波数レ(=NQmv)を相対運動エネルギーe

の関数として図5-1に示す(1).低エネルギー領域では両ま一定であるため,Qm は相対速度

Ⅴに反比例している.しかし,イオンの相対運動エネルギーが0.7eVを越すと,イオンは速度

の上昇と共に衝突周波数レが急激に小さくなり,Runawayが始まる.

1

〔(eV)

Figureト1･Theco"isionfrequencyofH▲inltorrHeasafunctionofthe

relativekineticenergy,ObtainedbyusingthemomentumtranSfer

crosssectioncalcuLatedbyLinetal(1)･

う〔~)･-･･



第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のH イオンのRunaway解析

5-3 スオームパラメータの時間依存性

電界方向への平均速度を時間の関数として図5-2に′斥す.低E/Nでは,移動速度はある緩

和時間の後,それぞれのE/Nに対する安定値に到達する.45.2Tdより大きなE/Nにおいて

は,ある時間経過した後,時間と共に速度が上昇する,いわゆるRunaway現象が現れている.

このRunaway現象が始まるまでの時間を,WaldmanとMason(7)は誘導時間と云っており,

簡単なモデル計算によって誘導時間はE/Nの増加と共に減少し,Nx誘導時間はどのE/Nに

対しても一定値を示すことを報告している.Nx誘導時間一定の関係は図5-2の56.6Tdの

(N=0.6Torr,誘導時間=0.14psecおよびN=0.2Torr,誘導時間=0.72〟SeC)場合にて

確認された.このシミュレーションでは45.2TdからRunawayが現れて,Waldman と

Nasonの予測と一致している.

イオンが陽極を出発してからの時間を横軸として,E/Nが56.6Tdにおける,〈vz〉 より求

めた見かけの移動度Kv,平均エネルギーei,縦,横拡散係数の比DL/DT,そして縦拡散係

数とNの積,NDLを図5-3(a,b,C,d)に示す.これらの値は30FLSeC後でもなお増加

していて飽和の兆候は現れていない.なお,これらスオームパラメータの密度依存性は時間の経

過と共に減少している.即ちこの計算で得られた,見かけの移動度Kvの密度依存性は小さい.

ところが,MoruzziとKondo(6)によって実験的に得られた見かけの移動度は密度Nに大きく

依存している.

･･-･机)



第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のH rJlオンのRunaway解析

F/〟(7d)

56.6

1.0

′(リS)

10.0

50.9

ん5.2

う9.6

〕う.9

28.ヨ

22.6

16.9

11.〕

5.65

Figure5-2･ThetimedependenceoftheaveragevelocityLnthedirectionofthe

†ieldofHinHeforvariousE/Nat(1.2Torr(fulllinecurves)andat

O.6Torr(brokenIinecurve).

･･(う1一一--･



第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のH'イオンのRunaway解析

{
｢
･
S
7
>
M
∈
〕
一
>
k

/(りS)

(a)

10 20

10 20

J(リS)

(b)

Figure5-3･ThedependenceofvariousparametersonthenumberdensitYOfHe

at56･6TdintheE/NrangeofrunawaY.

(a)TheapparentmobiJityobtainedfromtheaverageverocitYinthe

directionofthefield,(b)theaverageiontotalenergy,(C)theratioof

the apparent]ongitudinaldiffusion coefficient to the apparent

Iatera]diffusion coefficient and(d)the apparentlongitudinal

COefficient.

ー一日ゴl一



第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のHlイオンのRunaway解析

-
Q
､
J
q

､
く
ノバU

IX

′b

/叫

(ノー

(
T
S

T∈〕二Qモ

0 10 20 〕0

†(いS)

(d)

･-(ミニ1



第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のH`イオンのRunaway解析

5-4 移動度と拡散係数のE/Nに対する依存性

図5-4にモンテカルロシミュレーションによる移動度の計算結果を,E/Nに対する依存性

として示す.Linら(1)がボルツマン方程式を用いて理論的に求めた平衡状態の移動度を同図に実

線として示す.高E/NでRunawayの影響が現れて数値計算の収束が良くないために,Linら

の計算は37Td以下に限られている.図中の 4,5 は近似の次数を表す.Linら は300Kで

Kv を計算しているが,本研究のモンテカルロシミュレーションはOKで行った.しかし二つ

の結果は,Runawayの開始以下のE/Nでははば一致している.

45.2Td より高いE/Nで,Kv は急速に増加する.このE/Nの値はHoworka ら(5)と

MoruzziとKondo(6)の実験結果と一致している.この値はLinらにより理論的に導き出された

5の実線の値,27Tdより高い値である.この違いをHoworkaらは次のように説明している.

理論的な計算は,Runawayを起こしている高速度イオンの存在に敏感に影響されるのに対し

て,シミュレーションのKvは,速度分布の平均値からの変動を反映するからである.

図5-5に,E/Nの関数として縦拡散係数のモンテカルロシミュレーション結果を示す.

39.6Td以上のE/Nにおいて急激なDLの増加と,Nの依存性が観測された.衝突間の平均自

由時間が一定の場合(衝突確率が一定のモデル)には,縦拡散係数と構拡散係数はWannier(9)

の式によって与えられる.

αβT=〃d〈〃雲〉

αβL=〃d(〈〃Z〉-〃呂)

(5-5)

(5-6)

ここで,a=qE/mは電界中のイオンの加速度である.q,mはイオンの電荷と質量である.

〈〃雲〉は電界と直角方向の自乗平均速度であり,〈〃2〉 は電界方向の自乗平均速度である.

RunawayのないE/Nの領域では,式(5--5),(5-6)は,式(5-2),(5-3)と

15%の誤差範囲内で一致している.
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第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のH◆イオンのRunaway解析

E/N=0の状態に規格化した換算拡散係数6Lは次のように定義される.

6L…qDL/K(0)kBTeff(0)

K(0)はゼロ電界移動度(=34.1cm2vpIs-1),kBT｡ff(0)は次式より与えられる.

ikBT｡ff(0)≡iM(K(0)E)2

(5-7)

(5-8)

図5-5の実線は,(5-7),(5-8)式から計算された拡散係数DLを示す.ただし,

(5～7)式の6LにはLinら(1)によって計算された300Kの値を剛､た.Linらの理論的な計

算結果と,このシミュレーション結果とはRunawayの無いE/Nの領域で,一致している.

図5r6にDL/DTのモンテカルロシミュレーション計算の値を示す.この値はRunaway

開始後,E/Nの増加とともにこの値も急激に増加し,Runawayに対して非常に敏感である.

図5-6に示すように,DL/DTの値がE/Nの増加と共に上昇し始める点,圧力によって多

少は異なるが,28.3TdがRunawayの開始E/Nと見ることもできる.図5-6の破線はLin

ら によって得られた理論値である.シミュレpション結果はRunawayの起こっていないE/

Nの領域で理論値より幾分高い値を示しているが,この違いについては明かではない.

Wannierによれば通常次の式が成り立っ.

す椚〈〃2〉=わ頼寸裾
1 .･･-､ 1

(5-9)

ここで,mはH+イオンの質量,Mはヘリウムの質量,〈v2〉 はイオンの自乗平均速度,u｡は

イオンの移動速度である.左辺はイオンの全平均エネルギーを,右辺の第1項はイオンが電界に

ょって移動するエネルギー,第2項はイオンが電界によってランダムに運動するエネルギーをそ

れぞれ表す.

図5d7に,モンテカルロシミュレーションから求めた移動速度udを用いてWannierの式

(5-9)の右辺から計算したイオンの平均エネルギーの値(○)と,(5-9)式の左辺から

得られた平均エネルギーの値(×△●▲)を示す.両者はRunawayの開始以前のE/Nにお

いて良く一致している.しかし,Runawayが発生する高E/Nの領域では,(5-9)式の左

辺の値が,E/Nの増加と共に右辺の値より大きくなり(5-9)式は成り立たない.

平均エネルギp(図5-7)と拡散係数(図5-5)は,39.6TdからRunawayが現れてい

るが,これは移動速度(図5-2)の Runaway開始E/N,45.2Tdより低い値である.
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5-5 陰極到着時間のシミュレーション

普通,イオンの移動度の測定は次のようにして行われる.陽極から放出されたイオンは電界に

ょって移動し,陰極に到着する.更に陰極上に設けられた微小の穴を通過して高真空の検出領域

へと進み,ここでイオンはパルス信号として計測される.イオンを放出するためのゲートパルス

信号と放出イオンが検出された信号との時間間隔の分布,すなわち到着時間分布のピークの時間

からイオンの移動度を求めることができる.この到着時問分布のシミュレーション結果を図5-

8(a),(b)に示す.シミュレーションに用いたドリフト距離はMoruzziとKondoら(6)が実

験で用いた距離,23cmとした.この図は分布のピークの位置を揃えるために,ピークの時間を

ゼロとしている.図中の()内の値は実際のイオン放出暗からピークまでの時間を示す.

図5-8において,20Td以下での到着時問分布は通常ドリフト実験で得られるような対称的

な形をしている.22.6Tdでは,陰極にきわめて速く到達するイオンが現れる.すなわちRun-

awayが出現したことがわかる.だが,Linら(1)は,彼らの計算において,18から25TdのE/

Nの範囲で生ずる4次と5次近似の差はおそらく収束速度によるものであり,イオンのRun-

awayによる影響は27Td以上で現れるであろう,と云っている.しかし,シミュレーションの

結果は,Linらの云う18Td以上での近似の差は,実はイオンのRunawayによって生ずるも

のであることを示している.図5-8の(b)に示すように,E/Nの増加と共にRunawayし

ているイオン数と分布の幅が増加している.図5-8(c)は図式的な到着分布を示す.もし,

Runawayが起こらなければ,到着時間分布はピーク時間tplで対称な幅の狭い形(A)となる･

しかし,Runaway現象によって,tPlより速い時間領域へのイオンの移動によって,通常の分

布(A)が(B)のように変わる.その結果,tplのピーク値が減少することになり,tplより遅

れた時間に新しくtp2が現れる.tp2の遅れは,E/Nの増加と共に増大し,見かけの移動度は

減少する.この現象をRunawayの逆作用と呼ぶ.
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ThewidthofthesamplingtimeATis9･2FLSeC･4･6psec･4･6〟SeC

and2.29FLSeCfor5･65Td･11･3Td･16･9Tdand22･6Td･reSPeCtiv-

elY.

(b)ResultsforE/Nabovetheonsetofrunaway･

Thevvidthofthesamplingtimeisl･84psec･
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第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のH+イオンのRunaway解析

図5r9に56.5Td,Heの圧力0.6Torrにおける,到着時間分布をドリフト距離Zのパラ

メータとして示す.Runawayの起きていない場合には到着時問tはzに比例するので,時間t

に1/zを掛けて時間軸を規格化してある.Z=1cmの場合の到着分布は通常の分布のピークを

持っ.Zの増加と共にRunawayイオンの数は増加するので,到着時間分布は時間軸の速い方へ

と移動する.そして,ピーク時間tp2は速くなる.このようにして,ドリフト距離の増加と共に

見かけの移動度は増加する.

0.6Torrにおける移動度KpをE/NとZの関数として図5-10に示す.Runawayの無い

ときのE/Nでは,KpはZが増加しても一定値を保ち,Kvと一致している.Runaway下の

E/Nでは,見かけの移動度KpはZとともに増加する.しかし,ドリフト距離が2cmまたは

それ以下の場合には,Runawayの逆作用によってE/Nが増加してもKpは減少する.ドリフ

ト距離が大きい場合は,KpはE/Nの増加と共にいくらかは減少するが,大きなE/Nでは急

激に増加する.本シミュレーションの最大E/Nである56.5Tdにおいて,ゼロ電界移動度

K(0)より大きな見かけの移動度を得るにはドリフト距離ははぼ10cmは必要である.それゆ

え,10cm与り短いドリフト距離ではRunawayの実験的観測は無理である･

見かけの移動度Kpの,ヘリウムの密度Nとドリフト距離Zに対する依存性を図5-11に示

す.これは,WaldmannとMasonの指摘どうり,Runaway下の移動度KpはN,Zの関数と

して表せることを示している.低ガス密度0.2TorrでのKpは,MoruzziとKondoが実験に

使用した23cmのドリフト距離でさえもK(0)の値34.1(cm2v~1sl)に到達することができ

ない.

図5-12に,ドリフト距離23cmの実験装置で,MoruzziとKondoが測定したKpの値

(実線)と,同じ条件でシミュレーションによって得られたKpの値を示す.Runawayが起

こっているE/Nの領域では,シミュレーションから得られたKpの値も,実験値と同様に,

ガス密度Nに強く依存している.低E/Nでの実験値とシミュレーション結果との違いはおも

にガス温度の違いによるものである.
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第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のH`イオンのRunaway解析
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Figure5-10･Themobility,Kp,OfH+inHewithaHepressureofO･6Torrasa

functionofE/N andthedriftdistance.z･
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第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のH†イオンのRunaway解析

10 20 30 ん0 50

F/〟(Td)

Figure5-12.ThemobilityofH†inasafunctionofE/N atadriftdistanceof

23cm.The fullline curves represent the experimentalresults

(Morzziand Kondo);×.thesimulated results,Kp,atO.6Torr;△,

atO.4Torrand●,at
O.2Torr.
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第5章 モンテカルロ法を用いたヘリウム中のHイオンのRunaway解析

5-6 まとめ

Linらの運動量変換断面積を用いて,統計的なシミュレーション技法によりヘリウム中のH+

イオンの移動度を求めた.

電界方向への平均速度を時間の関数として求めた結果,ある時間(誘導時間)経過した後,

Runaway現象が現れた.この誘導時間と密度Nの積が一定値を示すことを確認した.

圧力,0.2Torrのシミュレーションでは,45.2Tdから移動速度にRunaway現象が現れ,こ

れは,WaldmannとMasonの予測と一致している.E/Nに対する平均エネルギーおよび拡散

係数の結果より,Runawayが起こっていない状態では,Wannierの式が成り立っことを確認

した.また,Runaway現象は,平均エネルギーと縦拡散係数では39.6Tdから,縦拡散係数と

槙拡散係数の比では28.3Tdから現れた.

Runaway状態において,イオンの到着時間分布のピークの時間から求めた見かけの移動度

は,WaldmanとMasonが報告しているように,ガス密度Nとドリフト距離Zの積,N･Zに

依存している.この結果,H+イオンのRunaway現象を観測するには,ドリフト距離15cm

以上で,ヘリウムの圧力が0.2Torr以上で実験を行う必要があることを明らかにした.
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第6章 ヘリウム中のRunaway状態でのH+イオンの速度分布

第6章 ヘリウム中のRunaway状態
でのH+イオンの速度分布

6-1 まえがき

ヘリウム中のH+ イオンがRunawayすることば理論的に予測され(1),実験によって確認さ

れ(2)･(3),さらにシミュレーションによって多くの性質が明らかにされた(4)･しかし,Runaway

を起こすと,イオンの速度分布がRunawayを起こしていない状態からどのように変化して行

くかを追跡することば実験的にも,あるいは理論的にも極めて困難である･そこで,我々はモン

テカルロシミュレrション技法を用いて,へ.)ウム中をRunawayするH+イオンスオームの

速度分布を求めた.本章ではその結果について述べる.
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6-2 シミュレーション結果

シミュレーション方法は前章にて述べてきた方法(4)と同一である.

図6-1は,Runawayしていない場合とRunawayが起こっている場合の電界方向の速度

vzの分布関数F(Vz)を示す.速度軸は,同一規格化のために各E/Nに対応した最確速度

vzoで規格化している.ここで用いているVzoの値は,E/N=28･3Tdでは1･25×105cms〟1

を56.6Tdでは2.5×105cms~1の値である.

図6-1において,56.6Tdの速度分布も28･3Tdの速度分布も,(-4Vzo)から(+8

vzo)の速度範囲においては同じ形をしている･しかし,56･6Tdの速度分布では,この速度範

囲を越える分布の裾で速い速度をもつRunawayイオンの存在が確認される･

56.6Tdの速度分布(●印)において,Vz/Vzoが5･2の点(Vz=1･3×106cms~1)が速

度分布F(Vz)の湾曲が内向きから外向きに変わる変曲点である･この速度は,前章の図5-1

に示した衝突周波数が最大値をとる相対運動エネルギー値(=i慧意v2,mはイオンの質
量,Mはヘリウムの質量)0.7eVと一致している･これ以降,速度の増加共に急激に衝突周波
数が減少するので,変極点以上の速度領域では速度分布の裾が広がる傾向にある･
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､

■

1
一
し
■
l
t
.
■
■
■
′
-
+
▲

-10

Vz/Vzo

10 20

Figure6-1･ThedistributionoftheH十ionvelocityinthedirectionofthefieldin

o.2TorrofHelOpsecafterionslefttheanode･

Thevelocityaxisarenorma-isedwithrespecttoPeakvelocityVzo･

1.25×105and2.5×105cmsec-1for28･3(○)and56･6Td(●)･

respective]y･
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第6章 ヘリウム中のRunaway状態でのHpイオンの速度分布

一方,最確速度VzoはRunawayが起こってもなおE/Nに比例して増加する.また,Run-

awayが起こっているE/Nにおいて,速度分布の形がRunawayによって時間と共に変化し

てもVzoの値は一定のままである.つまり,時間と共に速度分布の裾が変化するだけで,分布

全体がシフトすることはない.電界と直角方向の速度ⅤⅩをパラメータとし,Vzの関数とし

ての速度分布F(Vz,ⅤⅩ)を図6L2に示す.WhealtonとWoo(2)の一定衝突時間モデルの

モンテカルロシミュレーションの結果では,ⅤⅩの増加と共にVzoは直線的に増加しているが,

我々のシミュレーション計算での速度分布F(Vz,ⅤⅩ)は,ⅤⅩが増加してもVzoはあまり

変化しない.計算した速度分布を,WhealtonとWoo(5)そして真壁ら(6)によって報告された近

似イオン速度分布と比較をした.この近似速度分布はイオンの衝突時問一定というモデルで求め

られており,Kinetic-Model解といわれている.この解によると,Vzの大きいところでの速

度分布は Exp(-Vz)依存性を持っと予測されている.図6-2でも見られるように,この依

存性はばぼ正確に現れている.KineticLModelによる分布関数は次式のように表される.

′(Ⅴズ,Ⅴッ,Vz)二′1(Ⅴ∬)′1(Ⅴγ)′2(Vz) (6-1)

しかしながら,図6-2に示すように,ⅤⅩの変化に対して分布が平行的に変化していないとい

うことば,ⅤⅩ,とVzの間には別の相互作用がある.Kinetic-Modelモデルのこの欠点はす

でにWhealtonnとWoo(5)が言及している.
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第6章 ヘリウム中のRunaway状態でのHlイオンの速度分布

10

Vz/Vzo

20

Figure6L2.ThevelocitydistributionF(Vz,Vx)oftheHlionin Heasafunction

OfVz/Vzo.whereVzois2.5×105cmsecl,Withdifferentvaluesof

VxforaHepressureofO.2Torrat56.6Td.●.Vx=Ocmsec~1;○,

2.5×104cmsecl;×.5.0×104cmsecl;□.7.5×104cmsecl;

△.1.0×105cm secl.
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第6章 ヘリウム中のRunaway扶態での汀イオンの速度分布

図6-3に,Vy二0として,換算速度Vz/Vzo,Vx/Vzo平面における速度等高線図を

28.3Tdと56.6Tdの場合について示す.Vzoの値は図6-2で用いた値と同じである.前の

図,6rlで述べたように(-4Vzoから+8Vzo)の速度範囲では,28.3Tdと56.6Tdの分

布は同じ形をしている.つまり,56.6Tdの10~8,10~~7,10~6 の等高線は,Runawayの無

い28.3Tdの場合の等高線と同じ形である.Runawayの無い場合の等高線は,それぞれの角度

に対して等しい間隔である.

Runawayの場合でも,10｣6から10L~8の領域では同じ間隔であるが,10~u9の等高線では

Runawayの影響により全ての方向に大きな広がりが現れている.特に電界方向への広がりは著

しい.10~10や10~11の等高線はRunawayの影響がはっきりと現れている.この等高線から,

Runawayのイオンは速い速度で全ての方向にランダムに移動しており,電界方向に向いた鋭い

ビーム状とはなっていない.また,図6-2でははっきり現れていなかったが,F(Vz)のピー

クの位置がⅤⅩの増加と共に増加している.図6-3の破線は,10〃SeC後の速度等高線を表し,

分布が時間と共に電界方向に向かって移動している様子を示している.

また,次式で示すように,分布関数の非等方向性はルジャンドルの球関数を用いたゼ次の項

で表される.

fl(V)=半丁:F(VO)Pl(0)sinOdO
(6-2)

ここで,PAはルジャンドル球関数のE次の項である.図6-4には28.3Tdおよび56.6Tdに

ついて,規格化速度Ⅴ/Vzoの関数として次の速度分布を示す.筆者らは56.6Tdにおける早

い速度領域における高次の速度分布に興味があるが,高速度域ではデータのばらつきが大きいた

めVz/Vzoで7までに制限している.このような理由から,56.6Tdの結果は28.3Tdと似か

よって同じように現れている.しかし,同じ換算速度に対しては,Runawayよって低い速度を

持っているイオンが減少するために56.6Tdの値は28.3Tdのおよそ1/10になっている.球

関数展開の収束は,ヘリウム中のH十イオンに対しては良くないことを図6-4は示している.

このことば,イオンの速度分布をルジャンドルの球数展開による方法で正確に求めることは困難

であると思われる.この収束の悪さは他のガス中のイオンについてもよく知られている(真壁

ら(6))･比較的低い速度(Vz/Vzoが6付近)においてすらfo,fl,･･･f4のうちfoが最も低

い値をとることは注目すべき事である.
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Figure6,3･VelocitydistributioncontourdiagramsofH十ioninHeforahelium

PreSSureOfO.2Torr.

(a)Forthecaseofnonィunawayconditions(E/N=28･3Td),Vzo=

1.25×105cm sec▲1.The results were obtained10FLSeC afterthe

ionsleft the anode.

(b)For the case of runaway(E/N=56.6Td),Vzo=2,5×105cm

secJ.Thefu‖linecurvesaretheresuJts5FLSeCafterionsleftthe

anode.

The brokenlinecurveisthe resultatlOFLSeC.
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(a)E/N=28.3Td

Figure6-4.1th-Order velocity
distribution functionin the sphericalharmonic

expansion as a function of ve]ocltY nOrma[ised by Vzo.10psec

afterionslefttheanodeforthecaseofO.2Torr helium pressure.

(a)Forthecaseofnon-runaVVayCOnditions(E/N=28.3Td),Vzo=

1.25×105cm secl.

(b)For the case of runaway(E/N=56.6Td).Vzo=2.5×105cm

secl.
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V/Vzo

(b)E/N=56.6Td
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第6章 ヘリウム小のRunaway状態でのH イオンの速度分布

6-3 まとめ

ヘリウム中で,Runawayを起こしているH→~イオンの速度分布をモンテカルロシミュレー

ション技法より求めた.電界方向の速度分布をRunawayを起こしていない状態と比較すると,

Runaway状態の速度分布は,1.3×106 cms~~1以上の速度から分布に変化が現れる.この値

をイオンの相対運動エネルギー値で表すと,H十イオンの衝突周波数が相対運動エネルギーの増

加と共に急激に減少するエネルギー値,0.7eVである.つまり,この値に相当する速度以内の

状態での速度分布はRunawayをしていてもRunawayをしていない時の速度分布と同じ形を

している.

速度等高線図で表した速度分布において,Runaway状態では電界方向へ速度分布が鋭いビー

ム状とはならず,分布の裾は大きな広がりをもって伸びていることが明かとなった.また,速度

分布をルジャンドル球関数で表し,高次の分布関数を求めたが,ヘリウム中のH十イオンに対し

ては球関数展開の収束が良くないことも明かとなった.
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第7章 総 括

第7章 総 括

気体放電の基礎過程である電子及びイオンのスオームパラメータの研究において,本論文では

電子移動速度およびイオン移動度と速度分布について報告してきた.電子移動速度についてはパ

ルスカウント法による電子移動速度測定装置の製作を行い,測定結果をボルツマン方程式解析よ

り考察を行った.CO2 レーザー用ガスの電子移動速度の測定結果とボルツマン方程式解析によ

りCO2レーザー用ガスの電子スオームパラメータを求めた.イオンについてはRunaway現

象をモンテカルロシミュレーション技法を用いて考察を行った.

7-1 本論文のまとめ

本研究によって得られた結果を以下に要約する.

第2章では,ボルツマン方程式解析による電子移動速度について述べた.希ガス,He,Ne,

Ar,Kr,Ⅹeでの広い範囲のE/N(10~4～1Td)について,ガス温度を4.2Kから2000Kま

で変えながら電子移動速度をボルツマン方程式より求めた.計算には正確な運動量変換断面積を

剛､,その結果,広範囲のガス温度に対する電子のゼロ電界移動度〃0と,この〃0が定義でき

る最大のE/Nの値を求めた.その結果,Poが定義できる(E/N)max以下の領域での電子の

エネルギー分布関数はマクスウェル分布であり,またHe,Neのpoの値は,ガス温度の上昇と

共に減少するが,Ar,Kr,Xeのようなラムザウァ気体では上昇することが明かとなった.

Heの計算に用いた運動量変換断面積の誤差は2%程度であるので,Wの誤差は3%以下

で求めらた.Heについては,He中の移動度の計算結果と以前に報告されている実験結果を,

4.2Kから300Kのガス温度領域でガス密度Nの関数として表した.その結果,(E/N)max以

下の低いE/Nでは,臨界ガス分子密度より低いNについては計算結果と一致しているが,そ

れ以上のNでは計算結果は大きくずれていることが明かとなった.

第3章ではAr,He,N2バッファーガスに付着性ガスNF3を微量混合した場合の電子移動

速度の変化をボルツマン方程式解析より明らかにした.本章ではラムザウァガスであるArに

NF3を混合した場合の計算値とLakdawalaらが行った実験値との違いについて考察を行い,

Arに0.01%のNF3を混入すると計算に不安定が生じることを示した.

これは数値解の手法がこの不安定さを引き起こしているのではなく,定常状態でのスオーム条

件でのボルツマン方程式臼体の本質的な問題であることが分かった.たとえば付着性ガスにおい
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てはスオーム中の電子は付着によって失われ,そのためエネルギー分布は定常状態から外れる.

しかし電子衝突によるエネルギー再配分によって分布は定常状態へと再び戻る.これは付着によ

る電子の欠損と,電子衝突による電子エネルギーの再配分との競合作用である.付着が大きい場

合この競合作用が安定状態を保っことができなくなり,結果としてボルツマン方程式に不安定さ

を生じさせたと考えた.

この結果より,Arバッファーガスに混入しても良いNF3の濃度は0.0001%以下であり,

Lakdawalaらが実験に用いたNF3の濃度0.01%で,電子スオームを平衡させるには,彼らが

実験したドリフト距離8.25cmでは不十分であることが分かった.

第4章では,電子移動速度装置測定装置を開発しCO2レーザ用ガスでの電子移動速度を測定

した結果を報告した.本実験装置の原理はTime-0トflight法であるが,電子群をパルスカウン

ト法で測定し,電子到着時間分布から移動速度を測定した.

ここで開発された電子移動速度測定装置は次のような特徴を持っ.

(1)ドリフト距離を可変して測定できるため,電極近傍の非平衡の影響が除去できる.さら

に電離が起こらない条件では拡散の影響も除去できる.

(2)ドリフト距離を10cmから16cmと比較的長く設定することができるため,非平衡距

離の長い気体条件での測定が可能となる.

(3)電子付着によってコレクタへの到着電子数の少ない気体でも,長時間のパルスカウント

を行うことにより測定可能となる.

(4)差動排気を行っているため,ドリフトチューブ内は常に新しいガスが導入され,測定中

のガスの劣化を最小限に抑えることが出来る.

この実験装置により,N2およびCO2レーザガスの移動速度を測定し,結果は他の実験値およ

びボルツマン方程式結果と比較した.そして,この測定装置は十分満足できる性能をもつことが

確認された.

第5章ではモンテカルロシミュレーション技法と Lin らの報告した運動量変換断面積を用い

て,統計的なシミュレーション技法によりヘリウム中のH+ イオンの移動度を求めた.

電界方向への平均速度を時間の関数として求めた結果,ある時間(誘導時間)経過した後,

Runaway現象が現れた.この誘導時間と密度Nの積が一定値を示すことを確認した.

圧力,0.2Torrのシミュレーションでは,45.2Tdから移動速度にRunaway現象が現れ,こ

れは,WaldmannとMasonの予測と一致している.E/Nに対する平均エネルギーおよび拡散

係数の結果より,Runawayが起こっていない状態では,Wannierの式が成り立っことを確認

した.また,Runaway現象は,平均エネルギーと縦拡散係数では39.6Tdから,縦拡散係数と

槙拡散係数の比では28.3Tdから現れた.
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Runaway状態において,イオンの到着時間分布のピークの時間から求めた見かけの移動度

は,WaldmanとMasonが報告しているように,ガス密度Nとドリフト距離Zの積,N･Zに

依存している.この結果,H⊥イオンのRunaway現象を観測するには,ドリフト距離15cm

以上で,ヘリウムの圧力が0.2Torr以上で実験を行う必要があることを明らかにした.

第6章では第5章と同様なモンテカルロシミュレーション技法を用い,ヘリウム中でRun-

awayを起こしているH◆~イオンの速度分布を求めた.

電界方向の速度分布を Runaway を起こしていない状態と比較すると,Runaway状態の速

度分布は,1.3×106cm s j以上の速度から分布に変化が現れる.この値をイオンの相対運動

エネルギー値で表すと,H~丁イオンの衝突周波数が相対運動エネルギーの増加と共に急激に減少

するエネルギー値,0.7eVである.つまり,この値に相当する速度以内の状態での速度分布は

RunawayをしていてもRunawayをしていない時の速度分布と同じ形をしている.

速度等高線図で表した速度分布において,Runaway状態では電界方向へ速度分布が鋭いビー

ム状とはならず,分布の裾は大きな広がりをもって伸びていることを明かとした.また,速度分

布をルジャンドル球関数で表し,高次の分布関数を求めたが,ヘリウム中のH+イオンに対して

は球関数展開の収束が良くないことも明かとした.

7-2 今後の課題

本研究ではシミュレーションでの理論的な解析により気体のスオームパラメータに関する知見

が得られたが,これを実験より確証し応用へと発展させて行かなければならない.今後の研究課

題の主なものを次に示す.

① ボルツマン方程式より得られる結果の信頼性を高めるには解析手法の厳密さと,計算に用

いられる衝突断面積の精度を向上させる必要がある.止確なスオームデータを実験から求め

ることがこれからの課題である.

② NF3-Ar 混合気体で,ボルツマン方程式より得られた多くの問題点の解決には,ま

ず,実際に実験を行って計算結果を確認する必要がある.例えば,Arに付着性気体を混入

した場合の移動速度の変化,定常状態に到達するのに必要な緩和距離の測定等が挙げられ

る.

③ モンテカルロシミュレーションで観測されたRunaway現象を実験で確認するとともに,

他の気体でのRunaway現象の可能性を探る.
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7-3 本研究のエ学的応用

本論文では各種気体の電子スオームパラメータを計算および実験より求め考察してきた.この

結果を工学的に応用するについては次のようなことが考えられる.ボルツマン方程式を混合絶縁

気体に適応することにより,求められたスオームパラメータの中の,電子付着係数や電離係数か

ら,気体の絶縁特性の向上への可能性を見いだすことができる･すでにこのことは,SF6中で

の電子のスオーム過程の実験的および理論的研究にも適用されている･さらに,SF6以外のガ

スまたはSF6との混合ガスに関する,絶縁ガスとしての可能性についての知見得ることができ

る.これより,ガス絶縁機器の開発,電力機器の小型化等に貢献できる.

レーザー技術への応用として,CO2レーザーの小型化に有効である励起用放電としての高周

波無声放電の解析に電子スオームパラメータが用いられる.この放電のシミュレーション解析よ

り,放電の動作周波数の上限,および安定なグロー放電が得られる最大電力密度の理論的な推測

が可能となる.

弱電離した電子スオームは低温プラズマプロセスの基礎につながるものであり,最近のラディ

カル反応を用いたプラズマプロセス技術に応用される.一方,イオンスオームは極低速イオンを

用いる無欠陥蒸着,無欠陥エッチング,高エネルギーイオンを用いる薄膜形成,結晶形成,エッ

チング,イオン注入等のイオンプロセス技術に応用することができる.
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