低温大気圧プラズマの開発とその応用
日本大学理工学部

■ 大気圧プラズマジェット（APPJ）

■ 予備電離法

電圧印加から放電開始までの遅延やジッタ，それに伴う照射効果の再現性の悪さが，

石英などの誘電体筒内に He などの放

APPJ を用いた研究において問題となっている．ヘリウムと比べ比較的安価なアルゴンでは，

APPJ の特徴

電ガスを流し，その周囲に設置された電

上記の問題が大きい．

極に低周波（〜10 kHz）・高電圧（〜10 ・数万度の電子温度
kV）を印加することで，大気圧下で非熱
平衡プラズマを生成する手法の１つ [1]．

[2]

これらの課題解決を目指し，予備電

→ 大気圧下でラジカルを生成可能

H.V. [kV]

離法を適用した．平行平板型誘電体バ

・室温程度の気体温度
→ 生体組織や耐熱性の低い対象への照射が可能
・真空容器が不要

リア放電を用いたケースでは，APPJ 生

H.V. [kV]

成部の上流部に予備電離部を設置する

[1] 北野勝久 他 , 応用物理学会誌 , 77(4), (2008)．
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各ガス種での APPJ の生成可否

→ 低コストで導入可能

APPJ
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ことで APPJ の再現性が向上した．

→ 液体への照射が容易

▲ イオン，ガスの温度は室温程度である．

(a) Top view

▲ 予備電離電極と APPJ 生成部の概略図．
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予備電離部

◯ : Possible △ : Low reproducibility × : Impossible

■ APPJ 生成・制御装置

▲ 予備電離部と APPJ 生成部の放電時の様子．

APPJ の主要なパラメータである，印加電圧，ガス流量，照射時間を制御し，再現性の良い

◎ アルゴンや混合ガスにおいても安定に APPJ

実験を目指す．PC 上でのプラグラム制御や，照射時間のみを制御する廉価版システムなどに

の生成が可能となった

ついても実績があり，一部は企業と共同で，製品化している．

◎ 低ガス流量・低い電圧でも安定に APPJ の生
成が可能となった

▲ 放電開始電圧のガス流量依存性．

Case 1: 予備電離なし
Case 2: 計測中常に予備電離を放電
Case 3: APPJ 点火前まで予備電離を放電

(a) He: Case1: 0.010 ppm/s
Case2: 0.019 ppm/s
Case3: 0.012 ppm/s

Ignition of APPJ

Ignition of APPJ

(b) Ar: Case1: 0.028 ppm/s
Case2: 0.034 ppm/s
Case3: 0.030 ppm/s

◎ Case2，Case3 共にオゾン

▲ APPJ 生成・制御装置（左：主機，右：並列運転装置）．
主機と並列運転装置を接続することで，主機と同期運転が可能となる．並列運転モードと
２パターンの予備電離モードに切り替えできる．
並列運転装置を複数台使用することで，同時照射が可能．予備電離モードでは，右欄の
Case 2，3 に対応した照射を制御可能．
APPJ 生成・制御装置の仕様
出力電圧 [kV]

3.8~11

発振周波数 [kHz]

17.5

動作時間 [s]

~999.9

ガス流量 [L/min]

~10.0

動作ガス

He,Ar

▲ APPJ 生成時の典型的な電圧・電流波形
◆ まとめ
・ 容易な操作で APPJ の生成・制御が可能．

▲ オゾン生成量の時間変化．(a) He, (b) Ar.
予備電離により混合ガスによる
プラズマ生成が容易になり，ラジ

O I : 777nm
O I : 777nm

Ar II : 415nm

る．
◎ 例えばアルゴンへの酸素ドープ

O I : 777nm

により酸素ラジカルの生成量の
O I : 777nm

▲ APPJ の発光スペクトル．(a) Ar, (b) Ar+O2.

◆ まとめ

・ 気相・液相中におけるラジカル生成の効率化・再現性の向上．
・ エッチングや修飾など材料の表面処理．

・ 低ガス流量，低印加電圧でのプラズマ生成が可能となり，ガス流や熱による影響の低減も期
待できる．

炭酸カルシウム粒子やエポキシ樹脂などの材料表面への照射
により，親水化処理が可能．ラマン分光により照射材料表面へ

[2] 浅井朋彦 他，
「大気圧プラズマ発生装置」，特願 2017-177654．

・ 生体・医療分野への応用
例）がん細胞のアポトーシス誘導

の親水基の付与が確認された [3]．

APPJ を照射した培地中で培養したがん細胞株についてアポトーシスを
誘導

例 1）DLC 薄膜のエッチング

．正常細胞ではアポトーシス誘導が起きない条件があることから，

[4]

副作用のない新規治療法として研究を進めている．

DLC 薄 膜 へ の 照 射 で，DLC
成膜された DLC 薄膜について

▲ 照射地点での水滴接触角．

も，基材の熱による変質を起こ

（方解石）

すことなく除去できる．
Gas flow [L/min]

Plasma
H.V. [kV]

Absorbance at 450 nm [A.U.]

薄膜が除去可能．PET 樹脂上に

Quartz Tube

Ar I

カルの生成量の増加が期待でき

例 2）親水化処理

・ 材料分野への応用

Ar I

増加が確認された（右図）．

・ 並列運転装置により実験を効率化．異なる条件の APPJ も同時に照射可能．

■ APPJ の応用研究

生成量が増加．

▲ 水滴接触角の照射時間依存性．

▲ 照射培地での培養 72 時間後のが
ん細胞株の様子 (c)．

▲ APPJ により除去された DLC
薄膜．
（上：SUS304，下：PET）
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▲ 照射培地におけるホルマ
ザン吸光度の時間変化．

[4] K. Saito, et al., Oncotarget, 7, 19910, (2016).

CO2
•OH
DLC
Substrate

▲ APPJ により生成
される酸素系ラジカ
ルによって DLC 薄膜
が酸化・除去される．
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▲ 照射地点のラマン分光結果．
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▲ APPJ 照射地点の炭素質量濃
度の照射時間依存性 (SUS304).

[3] 進藤大輝 他，平成 29 年度 日本
大 学 理 工 学 部 学 術 講 演 会 予 稿 集，
N-10．
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■ 燃料粒子供給から成膜技術への応用

(a)

(b)

Gas puff

JGUN

Bias field

核融合炉心への粒子供給法の１つとして，磁化同軸プラズマガンを用いた
コンパクトトロイド（Compact Toroid : CT）入射法の開発に取り組んでいる．

BT

この粒子供給法では、２つの同軸電極への高電圧印加による電磁加速を利用

JGUN×BT

Outer electrode

▲ 典型的な磁化同軸プラズマガン

するため，電極材料のスパッタによって，電極材料がプラズモイドに混入する．

Inner electrode
(d)

(c)

Cross-section

Poloidal field

この電極材料のスパッタを利用し，電極に薄膜を形成したい材料を用いる

Sputter

ことで，軸上の基板表面に薄膜原料を付着・堆積させ、成膜する方法を開発し

JGUN

Impurity

た [1]．

Outer electrode
Inner electrode

[1] 浅井朋彦 他 :「同軸磁化プラズマ生成装置と同軸磁化プラズマ生成装置を用いた膜形成装置」，

Toroidal field
Bias field

■ イオンの電磁加速を用いた成膜法

■ 粒子補給を目的とした CT 入射装置の開発

・成膜法の分類

物理気相成長法

イオンプレーティング法

気相中における成膜法は，物理的な手法を利用する

物理気相成長法と化学反応を利用した化学気相成長法
に分類される．

真空蒸着法

気相成長法

成膜法

・C-2U/C-2W facility
C -2U facility

C-2W facility
inner divertor

Upgraded formation
sections, ~15 mWb
trapped flux
End divertor

化学気相成長法

プラズマ CVD

Plasma-guns and
biasing electrodes
(in both inner
and end divertors)

▲ 成膜法の分類

をイオン化し，電磁加速により基板上に輸送する手法．

Upgraded NB’ s : ~13 MW, 30ms

電磁加速法

液相成長法

イオン電磁加速法＝スパッタリングにより成膜原料

New confinement
vessel, skin time < 3 ms

Fig.8

New magnet
system for field
ramp & active control

次期実験装置 C-2W の概略図

▲ 大型 FRC 装置 C-2U 全体図 ▲ C-2U 装置の閉じ込め領域に ▲ 次期実験装置 C-2W の概略図

・磁化同軸イオン加速器 (Magnetized Coaxial Ion Accelerator：MCIA)

取り付けられた CT 入射装置

外部電極

(a)

・CT 入射による燃料粒子供給実験

ガス導入口

絶縁部

▲ CT の生成・射出過程

▲ スパッタによる不純物の生成

特許第 4769014 号など．

(a)

(b)

内部電極（薄膜原料）

!"#

バイアスコイル

▲ MCIA の概念図および実機の写真

!"#$%&''''(

▲ 成膜装置の概略図

・薄膜の生成プロセス

(b)

▲ 高速度カメラの画像 (a) 中性粒子ガス (b)CT 入射

◀ Fig.9 高速度カメラの画像 (a) 中性粒子

入射された CT の軌道を明らかにするため，高速度

Gas inlet

カメラで撮影を行なった .

１. 真空排気された MCIA の電極間へガ
ス導入口より放電ガスを導入する．

r

Bz

θ

中性粒子ガスのみでは，FRC コア表面で電離されて

z

いる様子が観測された .

2. 電極間に高電圧を印加することで放
電ガスが絶縁破壊し，プラズマを生

(1) バイアス磁場印加およびガス導入

成する．

▲ プラズマ半径と線積分電子密度の時間発展

CT 入射では，FRC コア内部に侵入できている [2][3].
(a)2.0 ms (single) に CT 入射

(2) プラズマの生成

Estimate the fueling rate

Estimate the fueling rate
・燃料補給率の測定

3. この時，プラズマを介して流れた放

(b)0.5 ms (single) と 3.0 ms(double) に CT 入射

・粒子供給率を見積

・粒子供給率を見積もるために、

電電流は内部電極をスパッタし，電

線積分密度分布から
線積分密度分布から再構成を行い、

電子密度の径方向分
電子密度の径方向分布を描いた。

極材料原子がプラズマ中へ拡散し，

・ CT入射により、
・ CT入射により、電子密度の最大値

イオン化する．
4. 放電電流と放電による円周方向磁場

(3) 電極間放電および電極材料のイオン化

(4) イオンの電磁加速
t = 1で
ms CT
でCT入射を行った際の電子密度
▲Fig.13
t=1ms
入射を行なった際
Fig.13
t
=
1
分布の時間発展 ms でCT入射を行った際の電子密度

とのローレンツ力によって，イオン

分布の時間発展

の電子密度分布の時間発展

は軸方向に加速される．
面に付着・堆積し，薄膜が形成する．

sp3

Bias solenoidal coil
Inner electrode
Insulator

核融合炉心プラズマの開発において，プラズマに混入した
速法を応用した新たな不純物輸送法の開発を行っている [4]．

用せず，水素フリー DLC の実現が可能．

・同軸電磁加速法の応用による成膜

sp2

H

（グラファイト構造）

（水素）

▲ DLC の三元相図

例 ) 電界制御実験

薄膜内へのマクロパーティクルの混入を抑制するために，真空容器 - ステージ間に電位差を与えて，
DLC 薄膜の生成実験を行った．
中心部

BT

不純物の制御などを目的として，MCIA によるイオン電磁加

本成膜法は，低熱負荷であることや炭化水素系ガスを使

印加電位差 -0.1 kV

での電子密度の径方向分布

・核融合研究への応用

（ダイヤモンド構造）

端部

電子密度の径方向分布

(2017) 076018.

・ Diamond-like carbon: DLC への応用

中心部

Fig.14 CT入射前後 (t = 0.9 ms, 1.5 ms) での
▲
CT 入射前後
ms,1.5
Fig.14
CT入射前後 (t(t=0.9
= 0.9 ms,
1.5 ms) ms)
での
電子密度の径方向分布

た。

Soc. 61, CP10.00083(2016).
[3] T.Asai et al.,” Compact toroid injection fueling in a large ﬁeld-reversed-conﬁguration” , Nucl.Fusion 57 ,

(5) 薄膜の形成

■ MCPG の応用研究

端部

た。

[2] T.Matumoto et al.,” Behavior of Compact Toroid Injected into C-2U Conﬁnement Vessel” ,Bull. Am. Phys.

5. イオンは基板に衝突することで，表

中心部

が約30%増加していることがわかっ
が約30%増加してい

端部

中心部

印加電位差 -0.2 kV

▲ マクロパーティクルの光学像 青枠：仰角，赤枠：軸上

端部

Fusion
Plasma

BP
Impurity

Pin 3 Pin 2 Pin 1
Outer electrode
Gas inlet

[4] D. Kobayashi et al., Rev. Sci. Instrum (to be published).

例）混合薄膜の生成
1. ピン電極構造での合金薄膜生成
作製薄膜の組成比制御を目的として，
合金薄膜の生成実験を行った．

2. ２つの MCIA を用いた金属添加 DLC 薄膜生成
Ti 電極および Gr 電極を取り付けた２つの MCIA
を用いて，金属添加 DLC 薄膜の生成実験を行った．

▲ ピン電極の内部構造 ▲ 各試料の X 線スペクトル

▲ 混合薄膜過程

▲ 放電時の放射光分布

