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Fig. 1 UTST 装置の断面図と Thomson 散乱計測系

と呼ばれる，陽イオンと電子に電離して飛び回る状態にな
る。プラズマの電磁気的な性質を利用し，磁力で超高温の
プラズマを閉じ込める手法を採用している核融合炉のうち

合体生成された ST プラズマに対する中性粒子ビーム入

最も有力なものとしてトカマク型装置が存在するが，通常

射（neutral beam injection, NBI）による追加熱を最適化す

のトカマク装置で核融合発電を実現しようとすると現行の

るためには，NBI 加熱効果を大きく左右するパラメータで

他の発電手法（火力，原子力等）に比べて 2〜3 倍程度の

ある合体後の ST プラズマの電子密度 ne と電子温度 T e の

発電コストを要する 1, 2) という問題がある。プラズマ閉じ

分布の挙動，より具体的には合体後のプラズマが減衰する

込め効率を向上し，発電コスト低減が見込まれる改善策と

前に十分に高 ne となる位置と時間帯を知ることが必要と

して球状トカマク（spherical tokamak, ST）の実現が挙げ

なる。このため，本研究ではプラズマ合体実験を行い，プ

られるが，ST の特性上トーラス中心の空間が非常に狭く，

ラズマ合体中〜合体後の時間帯にかけて ne と T e の両分布

通常のトカマク装置においてプラズマ電流駆動と加熱の役

の時間発展計測を行った。

割を担う中央ソレノイド（CS）コイルを配置することがで
きないため，CS コイルを用いずにプラズマを立ち上げる
手法

3)

の確立が不可欠である。

研究目的
当研究室では ST 実現の手段として UTST 装置を用いたプ
ラズマ合体による ST 立ち上げ法の研究 4) を行っている。
これは外部コイルの誘導で立ち上げられた ST プラズマ同

Thomson 散乱計測法
計測原理・適用
電子密度 ne ・温度 T e の計測法として，荷電粒子による電
磁波の弾性散乱を利用した Thomson 散乱計測法がある。
プラズマ中に波長 λ0 のレーザを入射するとプラズマ粒子
（ここでは特に電子）によって散乱されるが，散乱波長 λ は
粒子速度に起因する Doppler 効果によって変動する。レー

士を合体させてプラズマを取り囲む磁力線のつなぎ変わり

ザ入射時間内においてプラズマの平衡状態が仮定できると

（磁気リコネクション）を引き起こし，その際にプラズマ

き，電子群による散乱角 θ 方向へのレーザ散乱光の光強度

合体時の磁気面の接点である X 点近傍において磁場のエ
ネルギーがプラズマ粒子の運動・熱エネルギーに変換され
ることを利用してプラズマを加熱することにより，CS コ
イルを用いた初期加熱法に代替しようとするものである。

の波長分布 P(λ) は入射波長 λ を中心とした Gauss 分布：
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て 20 µs 毎に 4 時刻（9620, 9640, 9660, 9680 µs）として

Thomson 散乱計測を行った（Fig. 2 (a)）。
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を持つ分布となっているが，合体直後には中心密度が低下
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し，平坦な分布になった後に再度ピークが成長することが
分かった。一方，T e に関しては中心にピークを持つ分布
が 50 µs 程度維持されている。
分布変化のメカニズム，ならびに NBI 適用効果に関し
ては以下のように考察される。合体初期から中盤にかけて
は電子密度は中心でピークを持つのに対し，合体後期には
下流域である径方向内側と外側の密度が増大する傾向が過
去の研究により観測されている 5, 6) 。形成された下流の高
密度領域は合体完了後には速やかに磁力線に沿って平坦化

Fig. 2 (a) ポロイダル磁気面の時間発展と Thomson 散
乱計測地点の対応 (b) ne ，T e 軸方向分布の時間発展

されると考えられるので，合体完了後にはホローな密度分
布が形成される。これに対して電子温度は中心にピークを
持つため，合体完了後には ne と T e の積に比例する圧力分

となる（me ：電子質量）。θ を固定すると Gauss 分布の幅
が T e の，高さが ne と T e の関数となっているので，特定
の散乱方向に対する散乱光強度の波長分布を計測すること
により ne と T e を逆算することができる。
当研究室の UTST 装置では，レーザ経路に沿った軸方向
の同時計測と径方向のスキャン計測を組み合わせたスライ
ド型の 2 次元 Thomson 散乱計測系（Fig. 1）が採用されて
おり，本研究では同時計測可能な軸方向 5 点の電子密度・
温度分布の時間発展計測を行った。

布は広がった分布となる。その後，外向きの熱拡散により
温度分布は平坦化し，内向きと外向き同時に粒子拡散が起
こることで中心部の密度分布が徐々に増大したものと予想
される。このとき，密度・温度の両分布変化のトレードオ
フ関係から全体の圧力分布は概ね維持され平衡状態にある
と考えられる。また，中心密度はプラズマ減衰に比べて素
早く増加して 5 × 1019 m−3 に達し（9680 µs），これは 25

keV の水素 NBI に対して 70 % 程度の高い荷電交換効率
をもたらし得る。したがって合体法によって立ち上げられ
た ST プラズマが NBI のターゲットプラズマと成り得る
と結論付けられる。

計測系改良作業等
フラッシュランプ（FL）交換作業 入射レ ーザ光強度 増
幅のため，FL を励起源，ガラスレーザロッドを媒

結論・今後の予定

質とした増幅器を使用している。FL はしばしば交換

プラズマ合体実験において，合体中は X 点でピークを有

を要する部品であるが，FL 動作チェック方法を新た

した電子密度の軸方向分布が合体直後には一度平坦化し，

に導入し，交換作業を効率化した。

その後中心密度の増加が観測された。増加後の密度条件か

ハイパスフィルタ（HPF）導入

PF コイル放電等に伴っ

て光散乱信号よりも低周波かつ強い信号が検出されて
いたため，これを除くための HPF を導入した。
迷光対策

UTST 外部での散乱光の分光器内への侵入（迷

光）を防ぐため，暗幕の使用法を再検討した。
集光系アラインメント

集光光学系のアラインメント手順

ら，この時間帯におけるプラズマのポロイダル断面中心付
近への NBI 加熱の有意性が示唆された。
今後の研究としては計測時間の延長と計測領域の 2 次元
化による NBI 適用位置・時間帯の更なる最適化，NBI 適
用後の具体的な加熱効果の理論予測及び実測等を行ってい
くこと等が挙げられる。

を効率化した。
入射光学系点検

レーザパワーメータを利用し，入射光学

系の各所におけるレーザ光強度を測定・比較すること
で，光学系部品の損傷を発見した。

実験結果・考察
本研究では動作ガスをヘリウム，計測地点を X 点 (R, Z) =
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(35, 0) cm を中心とした軸方向 5 地点（|Z| = 0, 5, 10 cm），
計測時刻をプラズマ合体中から合体後の時間帯にかけ
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