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Abstract: Collisional-merging experiment of Field-Reversed Configuration (FRC) is conducted in the FAT-CM device at Nihon-

University. After two magnetized plasmoids collide and merge, the plasmoids relax to a thermal equilibrium state after a distructive 

disturbance. It is important to clarify the behavior of relaxation process to the FRC-like state. In this study, laser Thomson scattering 

measurement system for collisional-merging of FRC plasma is developed to investigate local electron plasma parameters. 

 

1．研究背景・目的 

日本大学理工学部の FAT-CM 装置[1]では磁場反転配

位（FRC）の衝突合体実験を行っている．実験装置両端

の生成部で逆磁場テータピンチ法（FRTP 法）により生

成された 2 つの磁化プラズモイドは，装置中央に向か

って磁気圧勾配によって加速・移送され，閉じ込め領

域で衝突・合体する．2 つの磁化プラズモイドが衝突合

体後，FRC 様の状態へ緩和していく過程において，磁

化プラズモイドは衝突や磁気リコネクションの影響を

受け，激しい擾乱の後，熱平衡状態に至る．その熱平

衡状態における電子温度や電子密度を知ることで FRC

様の状態の電子の振る舞いを求めたい．そこでレーザ

ートムソン散乱法（LTS）により熱平衡状態におけるプ

ラズマの局所的な電子の速度分布関数を測定し，電子

の熱運動の様子を評価することを目標に，計測系の開

発を開始した。本研究では，必要な時間・空間分解能

等の性能を実現するための計測器構成について検討す

る． 

 

2 ．レーザートムソン散乱法（LTS）[2] 

 LTS はプラズマ中にパルスレーザーを入射し，その

トムソン散乱光のスペクトルを分光し，得られたスペ

クトルの広がりや散乱光強度を観測することで局所的

なプラズマパラメータを求める測定方法である.ここ

でトムソン散乱はサルペータパラメータ（α ≡ 1/kλD ， 

k: 散乱光の波数ベクトルの大きさ， λD: デバイ長）と

呼ばれるパラメータによって 2 種類の区分に分類され

ている．α ≪ 1 のとき，つまり散乱光の波長 λ（≡ 2π/k）

がデバイ長より十分小さいスケールで散乱を考える非

協同的散乱と，α > 1 のとき，つまり差波長がデバイ長

より大きいスケールで散乱を考える協同的散乱である． 

磁場計測とイオン温度計測から推定される，FRC の電

子温度は Te~20 eV 程度，レーザー干渉計で計測される

電子密度は ne = 1020 – 1021m-3程度である。これらを用

いると α ≪ 1 であるため，非協同的散乱領域にあると

わかる．このとき，LTS で得られるスペクトルは電子

の熱運動のみによって決定するため，そのスペクトル

は電子の速度分布関数であり，その速度分布関数がガ

ウス分布に従っていた場合，電子は熱平衡状態となっ

ている．よって、LTS で得られるスペクトルはドップ

ラー広がりを有しており，そのスペクトルの広がりか

ら Teを求めることができる．さらに，散乱光の強度は

ne に比例するため適切な方法で計測系を絶対較正する

ことにより密度測定が行える． 

ここで，散乱点𝑅における角振動数ωの単位立体角𝑑𝛺，

単位入射光角振動数𝑑𝜔当たりの散乱スペクトル

𝑃s(𝑅, 𝜔)は，以下の式で表せる。ここで，𝛽i = 𝑖̂ ∙ 𝑣, 𝛽s =

�̂� ∙ 𝑣,𝑖̂, �̂�は，それぞれ入射，散乱方向の単位ベクトルで，

𝑓(𝑣)は，電子の速度分布関数，𝑣は，電子速度ベクトル

である。 
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Figure 1 Schematic of the incoherent Thomson 

Scattering measurement system using the Nd:YAG laser 
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3 ．FAT-CM 装置の非協同トムソン散乱計測系の概略 

 Figure 1 に FAT-CM 装置での Nd:YAG レーザーを用

いた非協同トムソン散乱計測系の構成案の概略を示す．

YAG レーザーを平凸レンズなどで集光し，熱平衡状態

のプラズマ中央にレーザーの焦点が合うように照射す

る．その後，レーザーの光軸と 90 度異なる方向の石英

窓から散乱光を平凸レンズなどを用いて集光し分光器

で分光したスペクトルをディテクタで検出する． 𝜃が

小さいと入射光と散乱光の区別が難しくなる．そのた

め本計測では散乱光の立体角を大きくし，より散乱光

を得るために𝜃 =90 度となるように集光系を考えた．

本研究のトムソン散乱計測で使用するパルスレーザー

として Liton Laser 社製の Nd:YAG レーザー（LPY674-

10，レーザー出力 500 mJ，パルス幅 6-10ns，ビーム径 

9.5 mm，放電ジッター0.5 ns，Q スイッチ，安定化共振

器，直線偏光）の第 2 高調波（λ=532nm）を入射光と

して用いる．これは赤外光より可視光を検知するディ

テクタの性能の方がよく,レーザーを第 2高調波に変換

することによるエネルギー損失よりディテクタの高性

能化による測定精度の良さを選んだ結果である.また，

迷光の影響を最小限に抑えるための分光器としてダブ

ル回折格子分光器あるいはトリプル回折格子分光器を

用いる．[3] ダブル回折格子分光器はモノクロメータを

直列に 2 つ繋げた分光器で，散乱光を 2 回分光するこ

とで迷光を最小限に抑えることができる．トリプル回

折格子分光器も原理はダブル回折格子分光器と同じで

ある．さらに、モノクロメータ間の中間スリットとし

てノッチフィルタ（特定の波長域のスペクトルのみを

遮断し，それ以外を透過させるフィルタ）を設置して

レイリー散乱光をブロックする．このようにして迷光，

不必要な散乱光を排除する． 

 ここで，トムソン散乱光の波長域付近に強いスペク

トルが存在した場合計測の妨げとなるため，計測対象

の FRC から 532 nm 付近の放射光を計測した．計測は

バンド幅を 6nm に調節した回析格子分光器を用いて

532nm±10nm の波長域を計測した．また，計測ごとの

再現性を補正するために（a）バンドパスフィルタ

（λ=550nm±5nm）で計測した放射光と（b）レーザ

ー干渉計で得られる電子密度から計算した制動放射光

を用いて分光器で計測した放射光の強度補正を行った

結果が Figure 2 である．Figure 2 から，522-527nm に

不純物由来の線スペクトルが含まれているように見え

る．ここで，熱平衡状態における散乱光スペクトルの

広がりΔ𝜆1 𝑒⁄ は（2）式[4]のようにあらわせる． 

 

Δ𝜆1 e⁄ = 𝜆0 sin(𝜃 2⁄ ) ∗ √
8𝑘B𝑇e

𝑚e𝑐2
                    (2) 

 

Δ𝜆1 e⁄ :ガウス分布におけるスペクトルの 1/e 幅，𝜆0:入射

光の波長 

 

入射光の波長と推定された電子温度を代入すると広

がりはΔ𝜆1 e⁄ ≅ 9.41nm なる.よって本研究において LTS

はこの線スペクトルの影響を受ける可能性があるた

め，スリットなどで線スペクトルを排除するなどの対

策が必要となる． 
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Figure 2 Radiation profile near 532 nm of FAT-CM 

plasma. (t=75μs)  The radiation intensity is collected 

for dicharge reproducibility 
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