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Abstract 

Experimental results of a single probe method were recorded as digital data and calculated 

plasma parameters such as electron temperature and electron density by a personal computer. 

Data of current voltage characteristics obtained by Langmuir probe in positive column plasma of 

air glow discharge were digitized by a digital oscilloscope or a data-logger. Availability of these 

digital processing systems was compared with derivation of plasma parameters by analog circuits 

system. Digital measuring systems showed good performance than analog system in some 

respects， speed up of calculating process and making figures of experimental data. But there exist 

some problems to be cleared that translation of stored data to general type， reduction of noise 

added in digitizing pr∞ess， optimal decision of space potential， sufficiently smoothed numerical 

di宜erentiationto calculate electron energy distribution function by second derivatives. 
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~1.まえがき
~ 2.測定原理 5)

2. 1ラングミュア解析法。
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単探針法はプラズマの基本的特性である電子温度や電子

密度の測定に古くからよく利用されている。プラズ、マに挿入

した電極、これを探針(プローブまたは探極)と呼ぶ、に加え

た電圧とそれに流れる電流を測定し、ラングミュア解析する

ことにより前述の各量が得られる1)。またドリュベスティン

解析により電子速度分布関数(電子エネノレギ一分布関数)を

測定することもできる 2)。最近では探針と解析用ソフトウェ

アを組み合わせコンヒ。ュータで容易に解析できるシステム

が開発され利用されている 3)。しかしその使用には使用する

機器に制約があり、自家製の探針ではそれに応じた測定解析

系を利用するほうが便利である心。そして各種データ処理に

汎用ソフトウェアを利用し短時間で、大量の解析が可能なパ

ーソナルコンヒ。ュータの利用は不可欠であろう。そこでAD

変換機能を持つ測定器を利用し、探針の電圧電流特性を記録

しパーソナルコンビュータにより解析する方法試みた。ここ

ではその例として、デジタルオシロスコープおよびデータロ

ガーによる測定を実施し、アナログ測定系と比較したのでそ

の結果について報告する。

放電プラズマ内の電子と正イオンを考え、それぞれ温度

Teおよび Ti[K]、密度 NeおよびN;[m-3]と仮定する。プラズ

マ内に設置した電極に到達する各荷電粒子の流束密度を Je

およびJiは次の式で表される。

Je=NeVe/4， Ji=NiVi/4 

ここでVe=F(8kTe/πm)，Vi=F(8kTi/πM)は、マックスウェ

ル分布した電子および正イオンの平均速さ、 m，M は電子お

よび正イオンの質量である。プラズマに電圧 V[V]をかける

と探針に電荷が吸引または反発され探針電流 Ip[A]となる。

Ip=eSJ 

ここで、全流束密度J=(Ji・exp(-e VIkTi)-Je'exp(e VIkTe))、

eは素電荷、 kはボルツマン定数、 Sは探針表面積。グロー

放電では Je~Ji の関係がある。さて V>O の条件では探針電

流の内、正イオンによる成分が省略可能となる。

Ip=-eSJe . exp(e VIkTe) 

電流の自然対数値ln(Ip)と電圧Vの関係から次式により電子

温度kTe/e[eV]が計算される。



68 呉工業高等専門学校研究報告 第68号(2006)

kTe/e= 1 dln( 1 Ip 1 )/dV 1-1 

次に電子密度は電子電流に対し電圧 Vの影響がなくなる

時(空間電位 Vsに相当)の電流値 Ipo=eSNeF(8kTelπm)/4よ

り計算され、次式となる。

官噌き

2.2ドリュベスティン解析法 6)

電子速度分布関数をf(v)、探針電圧Vとする時、電子反発

電界がある場合プラズマから探針に入射し探針電流となる

ためには電子はある大きさ以上の速度を持たないと探針に

到達できない。 電子速度分布関数の等方性成分に着目する

時、探針に捕集される電子電流は次の式で表される。

Jすp∞ 2eVi 
p ム十|辰子ν'F(v)I 1一一τjdv

斗 ι'1--;;;- ¥. rnv) 

この探針電流の二次微係数は分布関数に比例する。

勾 4rn__ d
2J n 

F(v) =4げ f(v)= τ~V一一子
e"S dV" 

二次微分係数の測定はし、くつか提案されている 6)。

!3 3.実験装置と方法

3. 1測定系

アナログ回路による測定系は以前の測定報告 7)に示して

いる。探針の電圧電流特性測定は可変直流電源、電流計と電

圧計のみでも可能であるが発信器、直流増幅器、直流ノてイア

ス電源と記録計器、たとえばXYレコーダやべンレコーダな

どを利用すると測定の自動化ができる。記録計器の代わりに

デジタルオシロスコープなどを用いればこの後の解析が容

易になる。探針に印加する可変電圧の周期または周波数は増

幅器または測定器の周波数帯域で制限される。ここで使用し

た直流培幅器では 30kHzまでであるが、アナログ系で使用

した直流電子電流計の低域通過域が 0.3Hzのためこれより

低い O.lHzまたは O目O1Hzの三角波を使用した。この周波数

は増幅器と測定器の周波数特性を変えれば高速測定も可能

になる。

直流安定化電源(菊水電子PDM35・3最大電圧70V)と直流増

Figure 1 Measuring system of single probe method 

幅器(菊水電子 POW35・1最大::t35V)により直流可変電圧を

つくり、探針と陽極の聞に印加した。 5000の抵抗は直流電

子電流計の代わりに電流電圧変換の役割を果たす。直流増幅

器への入力信号はファンクションジェネレータ(岩通

FG.330)からの三角波を使用し、 O.01Hz(または O目1Hz)で、は

周期 100秒(10秒)でこの半サイクル強の時間でi:lIlJ定は完了

する。

3.2実験装置

実験に使用した放電プラズマはグロー放電陽光柱プラズ

マである。この陽光柱プラズ〉マ内の電子は熱平衡からのずれ

が小さく、比較的放電雑音も少ないと考えられる。使用した

探針は直径 0.5mmのタングステン線を外径 1.2mmのセラ

ミック管で覆い長さ 10mm金属部分をプラズマ中に露出し

て陽極側から挿入した。放電管外部から電流導入端子を通し

て使用した。油回転ポンプで排気し、低気圧空気プラズマを

直流グロー放電により生成した。

3.3放電管とプラズマ形状

直径70mm(内径66mm)長さ 500mmのガラス管の両端を

鉄製のガラス管保持器で支えた。ガラス管保持器には18mm

ゆ用ゲージポートが各 1つずつあり、そこにピラニ真空計と

鋼管・パルプF経由して真空ポンプに接続した。電極は 3/4イ

ンチ・ステンレス鋼管製中空電極を陰極(長さ 100mm)・陽極

(長さ 150mm)とし冷陰極放電した。電極間隔およそ 400mm、

ホロー陰極から放出される電子のビーム性が強し、ことと放

電気体が空気のため定在縞の発生が観測された。その影響の

小さい陽極付近を利用し、探針測定の参照電極として陽極を

使用した。陽極降下電圧は陰極降下電圧に比べ小さいことか

ら、探針回路のバイアス電圧が小さくてすむことからも有利

である。放電電源は直流安定化高圧電源(グラスマン

EW1R600)を使用し、1.5kO安定化抵抗と放電電極を直列接

続した。放電電圧と放電電流の測定は放電電源付属の計器を

利用した。真空排気は池田転ポンプ(徳田 MG.50A

50Llmin)放電管ゲージポート訟に接続して行い、ピラニ

真空計(AVP202N岡野製作所)を放電管ゲージポート#1に接

続した。排気開始から 5分以内に 30Pa程度に到達した。

Sl'S 3/4 100.轟

Catbode P i ran i 
Y霊cu祖聾 gaug君

Prob号

Elass tub号 70彊盤φ

|DC HighVo1tage PS 

srs 3/4 150竃聾

Anod空

lkV O.6A 1.5kQ 

Figure 2 Experimental set up， discharge tube and a probe 
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3_4測定器の概要

デジタルオシロスコープとデータロガーの性能について、

ともに 2チャンネル・オシロスコープとしての機能に観測デ

ータをデジタル信号として保存する機能を追加したもので

ある 8，9)。垂直感度と AD変換の性能、時間掃引速度とサン

プリングレートなど多少暴なるが本実験ではほぼ同等に使

用できる。

デジタルオ、ンロスコープ(横河DL1520L)基本仕様ω

2CHオシロスコープ、垂直分解能 8bit、サンプリングレー

ト2S/s-200MS/s以下(lCHのみ使用時)、ストレージ周波数

DC-150MHz(同左)、垂直感度 2mV/div-5V1div、横軸

5ns/div-50s/div、ミニフロッピー出力仕様(BINIASCII)独自

形式九WVF、XY表示可能(データ保存saveはできなし、)

・データロガー(NF回路設計ブロック EZ5840)基本仕様 9)

2CHオシロスコープ/データロガーモード、入力波形を連続

的に記録、サンプリングレート lS/s-44.1kS/s、入力レンジ

土1V、::!::10V、AJD変換器 16ピット(2ch同時サンプリング

時)、周波数特性 DC-10kHz、USB接続にてパソコン HDD

上に独自形式ファイノレ*.ddt、縦軸 1E-9-1E+9(オシロスコー

プ 10mV/div-5V1div)、横軸 0.5ms/div-2hour/也v(オシロス

コープ・ls/div)

両測定器ともパソコンでデータ処理をするのでパソコン

(富士通 FMV-BIBLO NBl2Nは共通で使用した。

~4_ 実験結果と検討

4_ 1アナログ回路による測定

探針の電圧電流特性の測定例を図 3に示す 7)。横軸は電圧

5V/div。縦軸左に平等目盛で表した探針電流(100μ Aldiv)

で、右中央のイオン電流 20μAから探針電圧が変化(左方向

に移動)するに従い電流値零を通過した後、電子電流領域に

入り指数関数的に電流値は増加している。縦軸右側の目盛は

対数変換した電流値を表し測定範囲は 3桁、イオン電流と電

子電流ともその大きさが記録されている。電子飽和電流域と

電子反発域に近似曲線を引くとその交点の電圧が空間電位

であり、このときの電流値を使用して電子密度を算出した。

測定系は直流計器が制約条件となり 50秒程度の測定時聞

を要する。ベンレコーダは応答速度(グラフテック SR6310

最大ベン速度 1000mm/s 記録幅250mmFull"scale)、プラ

ズマパラメータの算出には電流値の目盛付けが必要である。

また数値読み出しは記録した曲線から読み取ることでしか

できない。ただし、ベンレコーダで記録しているため二本の

記録曲線は電圧軸に対して一定間隔(5mm)ずれている。片対

数表示の曲線より、電子飽和電流と電子反発電流の近似曲線

を目視で決定し、二本の直線の交点から電流値を決定し電子

密度の算出に利用した。

4_2デジタルオシロスコープによる記録

オシロスコープ記録画面は時系列であり、 XY表示はデジ

タルオシロスコープでは観測できるがその直接記録は不可

能である。測定結果は時系列の記録として保存する。デジタ

ルオシロスコープとして記録したデータを EXCELで図示

した結果を図 4 に示す。波形データをフロッピーディスク

に保存する手順は次のとおりである 8)。

1.1e!歪亘+阪TORE尻 EC札L(FILE)|キーを押してデータセ

ーブ/ロード設定メニューを表示

2オートネーミングを設定函(ゐ的する AutoFile-on/off 

3.1EX]データ波形をセーブ/ロードする

4匡亘設定メニューの表示

5.Sourceのセーブ対象波形の選択在ACE11在 亘 週 五B
6.IEXECIセーブの実行

両測定器ともアナログ系のような積分機能は特別に設定す

る必要があり、記録したデータ数が多くまたそれらは広い範

囲に分布する。電流値が大きくなるにつれ値の分布する幅が

広がっている、電圧は三角波のほぼ半周期分が 70Vから

10Vの範囲で表示されている。電圧値も数値データとして

得られた記録を見ると単調な変化とは言えず、雑音のため有

効数字 2~3桁目で増減があった。サンプルレートは 10S/s

で、あった。

得られたデジタルオシロスコープのデータは、パソコン内の

Data -view(MFC-Application 横河提供のフリーソフト)

により明九干ファイルから CSVファイルに変換する。それ
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Figure 4 Review of EXCEL data displayed on a digital 

oscilloscope 

を EXCELに移した後、数値データに変換し解析を始める

ことが可能となる。

次に図 4より横軸を電圧、縦軸を電流として示したのが

図 5である。ただし電流値は得られたデータの近隣5個の

平均値を求め、自然対数で変換した後の値を示している。図

3で示したアナログ系の結果と比べ探針電圧 60V付近の低

電流値におけるデータ数が少ない、これは測定感度設定の調

整不足と考えられる。この高電圧側はEイオン電流で 58V

以下の領域が電子電流である。

雑音電圧程度に電流値が小さくなると信号対雑音比が悪

化し、データの分布が広くなっているのが分かる。次に電子

電流領域に注目し、その領域を図示したのが図 6である。

両近似直線の交点は空間電位Vs=46.3V、Ipo=2.03mA、電

子反発領域の直線の傾きの逆数より電子温度Te=2.96eV、ま

た電子密度は 2.34X 1015m'3となった。このときの放電条件

は空気 30Pa放電電流60mA放電電圧 700Vである。

4.3データロガーによる記録

さて、データロガーによる測定結果について以下に述べる。

記録されたデータは 2CHの時系列であり、データ形式は

ま.ddtである。これはデータロガー付属の変換ソフトにより
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必要な部分を C8Vデータに変え取り出せる。すなわち波形

データを読み込み出し(図 4棺当の表示)、パソコン画面上で

それを見ながら変換する範囲を指定、さらにデータ形式を指

定してデータを保存することで変換が完了する。その後の

EXCEL処理はデジタルオシロスコープの場合と同じであ

る。ただし測定に使用した三角波周波数O.lHz、サンプノレレ

ートは 1008/sとし摘録するデータ数を制限した。図 5に対

応してデータロガー出で得られた結果を図 7に示す。放電

条件は空気 30Pa、放電電流60mA、放電電圧680Vである。

測定回路は図 5の場合と同様、電流値は近接5データの平

均値を使用した。三角波周波数 O.lHz大きさ::t30V、直流

バイアス電圧 18Vである。図中 15V以上が正イオン電流、

それ以下は電子電流を表す。サンプリングレートの増加とバ

イアス電圧の調整により図 5の場合より低電流域データが

得られている。

次に電子電流領域の片対数表示を図 8に示す。電子温度

Te=0.922eV、空間電位 Vs=10.3V、電子密度 Ne=1.36x 

1015m-3となった。低電流領域の測定点数(1008/s)がデジタ

ノレオシロスコープの場合(108/s)より多くなり、電子温度の

測定精度が良くなったためと考えられる。問題点として、空

間電位の決定には主観が入る余地が残されている。ここでは

描かれた片対数表示を見て二つの近似曲線の交点を推定し、
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Figure 7 8emi-log plot of probe current obtained from 

data logger 
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その電圧値を境にデータ領域を分割し近似直線を描き、得ら

れた直線(近似式)の交点とはじめに推定した交点が一致す

るようにこの手順を繰り返した。

4.4測定結果の吟昧

陽光柱プラズマに関するショットキ一理論によると気圧

P[Torr]、プラズマ半径 R[cm]、電子温度 Ve[eV]の電離電圧

Vi[eV]に対する比をXi=Ve八Tiとする時、次式が成立する。

(1 +2Xi)exp(-1/五)/FXi=(VcPR)2

ここで気体固有の定数 c=75.58(Torr'lcm'1窒素)、 Vi

=15.576eVである 10)0 P=30Pa、R=3.3cm空気の cはふめ

いなので代わりに窒素分子中と仮定すると電子温度1.66eV

となり上記の二つの計算結果の中間値であり、比較的良い一

致を示すことが分かる。

また、このとき放電電流は次式で計算される。

Ict=1.36R2eNeμecEIP)O.75 

放電管軸上の電子密度 Ne、電子の径方向空間分布は零次の

ベッセノレ関数 Jo(rlR)で、表されている。空気中電子の移動度

μe=8.8X 105cm2/sVITorr、ただし移動速度は換算電圧(EIP)

の314乗に比例する 11)。陽光柱プラズ、マ内軸方向電界強度 E

は放電電圧680Vから陰極降下約 300Vを引き陽光柱の長さ

約 30cmとして E=12.7V1cm、動作気圧 P=30Paとすると

Ict=58mAとなり、実験値60mAとほぼ一致していることか

ら得られた電子密度の妥当性が確認できる。

~ 5.まとめ
単探針法のデータ解析の迅速化を目指して測定結果をデ

ジタル記録し、表計算ソフトによる解析を行った。データ記

録にはデジタルオシロスコープ及びデータロガーを使用し

その操作性について比較した。

測定器独自のデータ形式が採用されているため、データ形

式変換が両器ともに必要であった。最近 GPIBをパソコン

USB端子で使用できる機器が開発され、将来これを利用す

ることも検討に値する。測定と同時に電圧電流特性が観測さ

れるほうが便利であるが、その機能は両者とも付属されてい

ない。ただしデジタルオシロスコープではXYスコープ機能

があり観測のみか記録するかを判定するには便利である。デ

ータ量が大きくなると実にフロッピーデぷスクの利用は不

利で、パソコンのハードディスクに直接保存できるデータロ

ガーの利用が便利である。 AD変換されたデータに含まれる

雑音対策は両器とも重要で、ある。データの処理方法は表計算

ソフト Excelを利用すれば容易にできた。雑音で分散したデ

ータの平滑化には近接データによる平均値を用いたがもっ

とほかの方法の利用を検討する必要を感じた心。片対数表示

や近似直線の導出などにも便利に使用でき、電子温度や電子

密度の算出に利用した。一方、二次微係数による電子エネル

ギ一分布関数の導出には数値微分が必要であるが、現状では

雑音が大きく影響し残念ながら困難と判定せざるを得ない。

空間電位の決定それに続く電子密度の計算に必要な近似

直線の自動決定はできていない。空間電位は二次微係数が零

となる点に対応することが知られおり微分処理の安定性が

得られれば今後の改善が期待される。その他、探針電流に含

まれる正イオン電流成分を電子電流成分に比べ小さいとし

て省略したがその補正を考慮する場合、複探針など異なった

解析法でも用意に解析できるか検討することは今後の課題

である。

本実験の一部は平成 17年度電気情報工学科4学年、佐々

木孝一君、中田昌史君、藤井明徳君、横山恭二君の工学演習

として行われたことをここに記し 4名の努力に感謝します。
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