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Abstract: Line-integrated electron density of a field-reversed configuration (FRC) during dynamic processes such as super-
sonic/Alfvénic translation and collisional merging was measured by the heterodyne interferometer using an infrared He-Ne laser. The 
collisional merging experiments of FRCs at super-sonic/Alfvénic speed have been conducted on the FAT-CM device. The electron 
density and volume of FRC rapidly and drastically changed over a factor of 10 that in the formation phase. In order to observe a rapid 
and drastic change in electron density during such processes, simultaneous three-point measurement of line-integrated electron density 
will be performed using axially arranged three interferometers on the FAT-CM device. 

１． 背景・目的 
本実験で使用した FAT-CM 装置では逆磁場シータピ
ンチ（FRTP）法を用いて FRC（磁場反転配位）プラズ
マを装置両端で生成し磁気圧勾配により装置中央へ移

送，衝突・合体させる．FRCプラズマとは磁場閉じ込
め方式の一つであり，プラズマ中を流れるトロイダル

方向の電流が閉じ込め磁場を形成しトーラス状のプラ

ズマを作成する．この閉じ込め方式では閉じ込め効率

の指標であるβ値が極限的に高いことが特徴として挙

げられる． 
本研究では，Alfvén 速度を超える移送過程や衝突・
合体過程といった，数マイクロ秒の間にプラズマの体

積や密度が 1桁以上も変化するFRCプラズマの動的過
程について，その挙動を捉えるため干渉法による多点

同時密度計測を行う． 
 
２． 干渉計の原理 
本研究では波長（3.39µm）の He-Neレーザーを用い
たヘテロダイン方式の干渉計を採用する．（Fig.1 にこ
の干渉計の概略図を示す．）ヘテロダイン方式は光の強

度を大きくすることで，微弱な信号の検出が可能に

なるため高精度，高感度の測定が可能であるこが特徴

である．音響光学素子（AOM)を用いてレーザーを信号
光（0次光）と周波数のわずかに異なる参照光（1次光）
に分ける．それぞれ周波数を𝑓!，𝑓"とする．これらを干
渉させることによってうなりが生じる．また，信号光

をプラズマ中に通すことによって位相が電子密度に依

存して変化する．それぞれの位相を𝜙!，𝜙"とすると電
場は 

𝐸! = 𝐴! cos.2𝜋𝑓!𝑡 + 𝜙!3 (1) 

𝐸" = 𝐴" cos(2𝜋𝑓"𝑡 + 𝜙") (2) 

となる．この信号光と参照光を干渉させることで得ら

れる信号𝑆は 
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と書ける．このとき周波数𝑓!，𝑓"に対して検出器の応答
速度1/𝜏が十分遅く，AOMの駆動周波数|𝑓! − 𝑓"|より十
分速い時 
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と書き換えられる．位相検出器を用いることで位相差

∆𝜙 = 𝜙! − 𝜙'が求まる。ここで磁場に垂直方向のプラ
ズマ屈折率𝑁 
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𝜔()#
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と位相差∆𝜙の関係 

∆𝜙 =
2𝜋
𝜆 8(1 − 𝑁)𝑑𝑟
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より線積分電子密度について整理すると 

8 𝑛-𝑑𝑟 =
4𝜋𝑐#𝜀*𝑚-

𝑒#𝜆 ∆𝜙
	

,
(7) 

となる．𝜀!は真空の誘電率, 𝑚"は電子の質量, 𝑒は電
荷, 	 𝑛"は電子密度である． 
このように干渉計を用いることによってプラズマの
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密度測定が可能となる． 

 

Fig. 1 Schematic diagram of a laser interferometer. 
  
３． 実験装置と現状 

FAT-CM 装置は両端の生成領域と中央の閉じ込め領

域からなる（Fig. 2）．装置右側の生成部を V生成部，

左側を R生成部，中央を閉じ込め部と言う．各生成部

で FRCを生成，磁場勾配を利用することで装置中央に

向かって加速し，その後閉じ込め部へ移送，衝突・合

体させる． 
電子密度計測を行う干渉計は V生成部に 1 箇所（z = 

2.1 m），閉じ込め部に 2 箇所（z = −0.6 m, z = 0 m）の計
3 点で測定を行なっている．各過程におけるプラズマ

と干渉計の位置関係は Fig. 2の通りである． 
現段階において各 3 点における典型的な線積分電子

密度の時間変化は Fig.3のようになる．初期の FRCの
生成時刻基準とした．この時 z =2.1では 20μs，z = −0.6 
mでは 30μs，z = 0 では 35 μsでピークが観測される． 
z = −0.6 m，z = 2.1 mでのピークは FRCがレーザーの
光路を通過したことを示し，z = 0では衝突した瞬間を

示す．これより両側から生成された FRCが中央に向か
って移送されていく様子が見られる． 

 
Fig. 2 Positions of FAT-CM and interferometer. 

Fig. 3 Time variation of line-integrated electron density. 
 
４． レーザー干渉計の３点同時計測 
生成部から閉じ込め部まで 3 点同時に電子密度を計
測することでこの範囲における一連のFRCの動的過程
を観測可能とする．ここで中央断面に対し対称である

と仮定し V 側へ３台の干渉計を寄せることで，両端で

生成されたFRCが中央へ移送され衝突する過程を観測

する（Fig.4）． 

 

Fig.4 Placement of interferometer after moving. 
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