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研究成果の概要（和文）：本研究では核融合プラズマの主要な損失機構であるイオン温度勾配不安定性に関して、実験
室プラズマを用いて同定及び駆動される輸送の評価法の開発を行った。本研究の成果以下に示す。(1)シミュレーショ
ンを活用し、イオン温度勾配モードが不安定となる実験条件を予測し、実際にイオン温度勾配モードの特徴を多く有す
る揺動の励起に成功した。(2)イオン温度揺動を観測するための信号処理法を開発し、イオンセンシティブプローブを
用いて電位揺動に同期したイオン温度揺動振幅の抽出に成功した。更にこの手法を発展させ、温度揺動と電位揺動の位
相差を観測し、揺動駆動熱流束の評価も可能とした。

研究成果の概要（英文）：In fusion plasmas, radial ion heat transport driven by ion temperature gradient 
(ITG) instability is considered to be dominant. Here we have observed ITG-like fluctuations and developed 
analysis method for evaluating a fluctuation-driven heat transport in the linear plasma device. The main 
results are the following: (1) We calculated the linear growth rate of ITG modes by a three-field fluid 
model and found unstable domain. Then we have succeeded to observe a fluctuation propagating in the ion 
diamagnetic drift direction, which co-exists with drift waves propagating in the electron diamagnetic 
drift direction. (2) We developed a conditional sampling method and succeeded to extract the ion 
temperature fluctuation amplitude synchronized with the floating potential fluctuation. In addition, we 
improved the method and observed the phase difference between temperature and potential fluctuations, 
which allows us to evaluate the fluctuation-driven heat flux.

研究分野： プラズマ物理学

キーワード： プラズマ乱流　イオン温度勾配不安定性　温度揺動　熱輸送
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１．研究開始当初の背景 
(1)	 磁場閉じ込め核融合プラズマにおいて、
イオン温度勾配不安定性によって駆動され
る熱流束がエネルギー閉じ込めを支配して
いると考えられており、イオン温度勾配モー
ド乱流を抑制できなければ ITER（国際熱核融
合実験炉）での自己点火達成は困難である事
が指摘された[1]。しかし、乱流の非線形相
互作用で形成される zonal	 flow によりイオ
ン温度勾配不安定性は抑制される事が理論
的に明らかにされ[2]、磁化プラズマ中に
zonal	 flowが形成される事は多くの実験で検
証された[3]。一方、イオン温度勾配不安定
性による揺動及び輸送は実験により観測さ
れていない。イオン温度勾配不安定性による
揺動を観測し、輸送との因果関係を検証する
事は急務の課題であった。	 
(2)イオン温度勾配不安定性の同定のために
は揺動の同時多点計測が必要であるが、高温
トロイダルプラズマではプラズマへのアク
セスが制限されるためその実現は困難であ
る。一方、基礎プラズマ実験では、プラズ
マ中にプローブを挿入する事により、高い
時間•空間分解能で揺動を計測する事が可
能であるが、イオン温度揺動計測法は確立
されていなかった。	 
(3)	 近年、基礎プラズマを用いたドリフト
波揺動の研究が行われ様々な実験解析技術
が開発されてきた。これらを適用すれば、
基礎プラズマを用いてイオン温度勾配不安
定性の研究が可能であるとの着想を得た。	 
	 
２．研究の目的 
本研究では、磁場核融合プラズマの閉じ込め
を劣化させるイオン温度勾配不安定性を実
験室プラズマ中に励起し、密度揺動、電位揺
動に加えイオン/電子温度揺動を計測する。イ
オン温度勾配不安定性が駆動する磁場を横
切る粒子束と熱流束の観測により、温度勾配
不安定性の輸送への影響を評価する。 
 
３．研究の方法 
九州大学の直線磁化プラズマ PANTA を用いて
実験を行う。本研究の要素は、(1)イオン温
度勾配不安定性の励起、(2)温度揺動計測法
を確立、(3)	 イオン温度勾配不安定性の観測
と揺動駆動輸送の評価である。それぞれの要
素に対する手法について以下に述べる。	 
(1)	 数値直線プラズマを用いて PANTA プラズ
マに励起される揺動をシミュレーションす
る。パラメータサーベィを行い、イオン温度
勾配モードが不安定化する条件を策定する。	 
(2)	 イオン温度はイオンセンシティブプロ
ーブ及びレーザー誘起蛍光法により計測す
る。プローブは多チャンネル化が容易である
が、プローブ理論モデルに由来するイオン温
度計測のあいまいさを検証するため LIF によ
る検証を行う。PANTA プラズマでは電子とイ
オンのラーマ半径にはおよそ 100 倍の違いが
あるため、イオンプローブによるイオンのみ

の捕集が可能である[4]。イオン温度計測に
対して Conditional	 Sampling 法を適用し[5]、
イオン温度揺動振幅を計測する。更に LIF で
較正したプローブを多チャンネル化し、イオ
ン温度揺動の時空間構造を計測し、ITG を同
定する。	 
(3)	 (1)で策定した実験条件で揺動の観測を
行う。そして揺動駆動熱流束の評価のため、
温度揺動と電位揺動の位相差と振幅を観測
する。密度揺動の同時計測により熱対流項も
含めた熱流束を評価する。	 
	 
４．研究成果	 
(1)イオン温度勾配不安定性の励起	 
PANTA で実験的に観測されているプラズマを
想定してパラメータを設定し(密度	 1019	 m−3、	 
密度勾配長 50mm、イオン温度 0.3eV、温度勾
配長 250mm、電子温度 3eV)、イオン温度勾配
モードの励起,	 伝播,	 減衰を 2 流	 体モデル
で記述した。	 連続の式,	 運動量保存式,	 エ
ネルギー保存式,	 電子の断熱条件とプラズ
マの準中性条件から波の微小振幅に関する
連立方程式を得て、それを数値的に解いた。
その結果これまで行って来た PANTA 実験のプ
ラズマパラメータではイオン温度勾配不安
定性は安定である事を確認した。次に広範な
サーベイを行い不安定領域を求めた。図 1 は
イオン温度勾配モードが不安定となる磁場
強度	 B,	 プラズマ半径	 a	 の領域を示してい
る。	 (m,	 n)	 =	 (2,	 2),	 (4,	 2)	 の	 2	 つの不
安定となるモードを例示している。ここで m,	 
nは周方向モード数、軸方向モード数である。	 
磁場が弱い時は比較的大きい mの、磁場が強
い時は小さい mのモードが不安定化する。系
統的なサーベイを行い、B	 =	 0.04	 T,	 a	 =	 50	 
mm	 の条件で、(m,	 n)	 =	 (2,	 2)	 のモードの
線形成長率が最も大きくなることが明らか
になった。イオン温度勾配モードの励起のた
めの実験条件として、これまでの PANTA	 実験
における標準的な磁場強度(0.06-0.15T)よ
りも低い磁場	 B	 =	 0.04	 T	 が好ましいと考え
られる。	 

	 
図 1:	 イオン温度勾配モードの安定性ダイア
グラム	 
	 
	 実験でイオン温度勾配モードを同定する



場合には,	 共存する他のモードとの違いを
捉えることが必要となる.	 PANTA	 では周方向
及び軸方向の揺動モード構造が観測されて
おり、イオン温度勾配モード同定の指標とし
て議論できる。	 
	 
(2)	 イオン温度揺動計測法の確立	 
図 2に本研究で開発したイオンセンシティブ
フプローブの概略図を示す.	 溝の深さ hを変
化させる事によって,	 イオンの分離捕集を
行う。hが小さい場合,	 図2に示すように,	 正
バイアス(電子電流捕集領域)	 にて電子がプ
ローブ到達•捕集されてしまう。h を大きくす
る事で正バイアスにてプローブ電流を 0	 に
する事、すなわち電子を排除し、イオンのみ
を分離捕集する事に成功した.本研究では h	 =	 
2mm を用い、イオン捕集電極の電流-電圧
(I-V)特性からイオン温度を求めた。また、	 
絶縁管の電位による E×B	 ドリフトを防ぐた
めのガード電極の V-I 特性から電子温度を求
める事が出来る。電流-電圧特性からイオン
温度を求めた。イオン温度は 0.3eV 程度と評
価できた。電子温度とイオン温度の比
は,0.08-0.13 であり、これまでの同様な直線
プラズマでの計測結果と同様であった。	 

図 2	 本研究で制作したイオンセンシティブ
プローブ	 
	 
イオン温度揺動は Conditional	 Sampling 法
により求めた。この方法では、浮遊電位(Vf)
とイオン温度及び電子温度(Ti,Te)を同時計
測し、浮遊電位揺動に同期した温度揺動を	 
抽出する。浮遊電位の振幅によって	 プロー
ブ特性曲線 Vp,	 Ip	 の信号を仕分ける.	 例と
して、浮遊電位が	 1.83-2.10	 [V]	 の範囲に
入る条件を赤色で仕分けした(図 3)。	 仕分け
された信号から	 I-V	 特性曲線を再構築する。
それぞれの	 I-V	 特性から浮遊電位の振幅に
依存したイオン温度を求める事ができる。図	 
4	 に Conditional	 Sampling 法によって求め
たイオン温度と浮遊電位との相関を示す	 
(r=	 20	 mm)	 。両者の間に強い正の相関が観
測され、イオン温度の揺動レベルは約 10%と
推定された。ただし、非常に広帯域の揺動が
励起される条件では温度と浮遊電位との間
の相関が低い。この原因の一つに温度揺動と

電位揺動の間に位相差が存在する場合に揺
動の	 Mixing	 が起こる事が考えられる。この
問題は後述の Template 法により解決した。	 
	 

	 
図 3	 Conditional	 Sampling 法の説明。(a)浮
遊電位、(b)プローブ電圧(100Hz で-100V か
ら 100V まで掃引)、(c)プローブ電流、の典
型的な時間発展波形。	 

	 
図 4	 Conditional	 Sampling 法により求めた
イオン温度の浮遊電位依存性。	 
	 
(3)	 イオン温度勾配モードの観測と揺動駆
動輸送の評価	 
PANTA に励起される揺動は通常の条件では電
子反磁性方向に伝搬する。これはドリフト波
の特徴である。しかし、成果(1)で予測した
領域において、イオン温度勾配不安定性のよ
うにイオン反磁性方向に伝搬する揺動の存
在を観測した。プローブによる同時多点計測
により、モード構造の同定を行ったところイ
オン温度勾配不安定性とは矛盾しないとい
う結果得られた。シミュレーションでは B	 =	 
0.04	 T,	 a	 =	 50	 mm の条件で複数のモードが
不安定となり共存すると予測され、実験でも
揺動の共存が観測されている。今後の更なる
検証のためにはイオン温度勾配不安定性の
非線形数値解析が望まれる。	 
揺動の同定と併行して、揺動が駆動する熱流
束の評価法の開発を行った。揺動駆動熱流束
の評価には温度揺動と電位揺動間の位相差
を観測する事が重要である。そこで新たな同
期型の Conditional	 Sampling 法を開発した。



本手法は準周期的に変動する信号から
template と呼ばれる基本変動パターンを抽
出する手法である。ここでは浮遊電位の
template を用いて浮遊電位自身との相関関
数からトリガー列を構築する。template とト
リガーは繰り返し計算を収束するまで行っ
た。得られるトリガーを基準にして時間方向
に Conditional	 Sampling を行った。結果を
図 5 に示す。温度揺動、浮遊揺動及び密度揺
動の振幅と位相関係の観測に成功した。温度
揺動と浮遊揺動との位相差が分かれば伝導
的熱流束を評価する事ができる。一方、密度
揺動と浮遊揺動との位相差から対流的熱流
束が得られる。r=40mm の位置では対流的熱流
束の方が支配的である事が分かった。	 
	 

図 5	 Template 法により求めた(a)浮遊電位、
(b)	 電子密度、(c)電子温度の位相関係。横
軸の相対時間は浮遊電位の基本周期で規格
化している。	 
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