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Ｚピンチはプラズマを流れる電流が周囲に磁場を形成し、プラズマ自体が周囲の磁気エ

ネルギーを取り込んで自己収縮する性質を持っており、自発的に高温高密度状態を作り出

す。核融合研究の初期にはＺピンチを用いた研究が行なわれたがその不安定性を克服でき

ず、早々にあきらめられた経緯がある。ガスパフＺピンチの出現により、Ｚピンチが EUV
光から軟Ｘ線の領域での強力なパルス光源として再認識されるようになり、現在ではＺピ

ンチを慣性核融合のドライバーとして利用する研究が進められている。また次世代の半導

体リソグラフィ用の光源としても開発が進められている。自己収縮する系としてのＺピン

チについて紹介する。 
 
１．はじめに：発想の転換からの再出発 
円筒状の導体の軸方向に電流が流れるとその周囲に磁場が発生する（図１）。アンペール

の法則の説明によく出てくるこの図は、まさにＺピンチを表している。ＺピンチのＺは円

柱座標（ zr ,,θ ）の 方向に電流が流れることを表していて、プラズマ中を流れる電流とそ

の電流の作る磁場との相互作用（

z
BJ × ）によってプラズマ自身が圧縮を受ける。これは空

間の磁気エネルギーが圧力となってプラズマに力を及ぼす（ピンチ効果）ことを意味して

いる。これに対してθピンチというのはθ 方向に流れる外部電流の作る磁気圧によってプラ

ズマを圧縮するものである。（磁場反転配位（ＦＲＣ）は単純なθピンチを改良したもので

ある。）Ｚピンチとは、言い換えると、外部磁場なしにプラズマ中を流れる電流の作る自己

磁場の圧力によってプラズマ自身を押さえつけるプラズマ閉じ込め配位と言える。図２に

示すように、金属ライナー、プラズマフォーカス（２．２節参照）、真空スパークなどは自

己磁場の圧力によって放電管壁から孤立した形状をしている。キャピラリー放電（２．５

節参照）は壁に接しているが、強い自己磁場によって閉じ込めが行なわれる。これらは放

電の形状が違っていても同じ原理に基づいており、Ｚピンチの仲間である。ここで「閉じ

込め配位」というのは圧力平衡の状態が存在するという意味であって、磁気流体力学

（MHD）的には不安定であるのでＺピンチを安定に保持することはなかなか困難である。 

自然界にもＺピンチは存在する。その代表は雷で、数百 m 以上の距離の絶縁を破って数

十 kA、規模の大きなものでは百 kA 以上の放電が行なわれる。もっと小さいスケールでは

静電気のパチッとした放電がある。これでも数百 A の電流が流れている。プラズマ中を大

電流が流れるとピンチ効果によって電流が集中するようになる。半径収縮をともなうＺピ

ンチではプラズマは磁気圧によって小さな体積に圧縮される。この過程は自発的に起こり、

プラズマ自身が磁気エネルギーを取り込んで加速を受ける。太陽のフレアは不安定性によ
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ってプラズマが磁力線を引きずりながら太陽表面から飛び出してくる現象である。Ｚピン

チとは少し違うが、磁気エネルギーを得て加速されるところはよく似ている。 

Ｚピンチの収縮によって内部は高い圧力状態になる。比較的小型なＺピンチでも、電流

200 kA のプラズマが直径 1 mm まで収縮すると、80 T の磁場が発生し、プラズマの圧力は

2 万 5 千気圧にもなる。この高エネルギー密度プラズマが極端紫外（EUV）光から軟Ｘ線

領域での強力な光源となる。核融合研究の初期にはＺピンチを用いた核融合の研究が行な

われたがその不安定性を克服できず、早々にあきらめられた。Ｚピンチで直接核融合を起

こすのではなく、発想を変えてＺピンチからの強力な放射を慣性核融合のドライバー（４．

１節参照）として利用しようという研究が進められている。磁場閉じ込めとは全く発想の

異なる代替候補である。Ｚピンチを用いた次世代 EUV 光源の研究も進められている。静か

なＺピンチのブームが始まろうとしている。 

 

２．Ｚピンチ研究の歴史 1-3) 

２．１ 初期のＺピンチ研究 

ピンチ現象についての研究はベネット（W.H. Bennett）の電子ビームの自己収縮の研究

に起源がある。これは電子ビームの圧力平衡の状態を記述するもので、ビーム電流が電子

の線密度で決まることを表している。この結果はそのままＺピンチにも当てはまり、現在

でもよく使われている。「ピンチ効果」ということばはトンクス（L. Tonks）が自己収縮す

るアーク放電のプラズマ柱に対してつけたものである。アーク放電が起きると電流が細く

集中するのはこのピンチ効果による。ピンチというのはもともとは自己収縮するプラズマ

のことを指していたのである。 
核融合を指向したプラズマ研究は 1950 年代に始まった。このころのＺピンチ装置はロス

アラモス研究所のColumbus IIに代表されるように、閉じた放電容器に希薄なガスをつめ、

高電圧のコンデンサーバンクで直接Ｚピンチを駆動する、いわゆるガスづめＺピンチであ

った。ガスはもちろん重水素を用いていた。Ｚピンチは容易に高温高密度プラズマを生成

することができ、D-D 反応に伴う中性子が観測された。しかしこのＺピンチは非常に不安

定で、ピンチした状態を保持することはできない。Columbus II には縦磁場コイルが取り

付けられており、縦磁場によるプラズマの安定化の研究も行なわれた。縦磁場をあらかじ

め加えておくと内部の磁気圧によって収縮を抑制することができる。しかし、プラズマの

安定化の試みは結局、中性子放出の低下を招くことになり、Ｚピンチからの中性子放射は

不安定性によるものであることが明らかとなった。当時は中性子の発生が熱的な核融合反

応によるものではなく、不安定性にともなって加速された高エネルギーのイオンによって

発生したものと考えられたようである。Ｚピンチによる核融合は早々にあきらめられ、核

融合研究の主流はより安定な閉じ込め磁場配位を求めてθピンチやステラレータ、ミラー

などに移っていった。 
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２．２ プラズマフォーカス 

1960 年代になるとプラズマフォーカス装置が開発された。プラズマフォーカスの特徴は

二つの電極が非対称で、プラズマが３次元的に圧縮を受ける点である。これはプラズマ生

成の段階から不均一性を与え、プラズマの収縮に伴ってその不均一をますます増大させ、

プラズマを中心導体の先端で一点に収束させる。中心導体の形状によって、半径に比べて

長さが長く軸方向への加速が主となるメーザー（J.W. Mather）型と、半径が大きくて半径

方向への加速が主となるフィリポフ（N.V. Fillipov）型に分類される。ともに重水素放電で

多くの中性子を発生させることができ、古典的なＺピンチに代わって核融合の研究が行な

われてきた。しかしプラズマフォーカスにおいても中性子の発生は不安定性によることと、

放電が絶縁物表面の沿面放電を必要とするので装置を大型化しても沿面での再放電が生じ

るためにエネルギーがうまく入らなくなることがネックになっている。 
 

２．３ ファイバーＺピンチ 

1970 年代に入るとパルスパワー装置、すなわちマルクスジェネレーターとインピーダン

ス線路からなる高速・高電圧電源を用いた細線放電（ファイバーＺピンチ）の研究が行な

われるようになる。4) この研究は主としてＸ線発生を目的としており、金属のシングルワイ

ヤーおよびマルチワイヤーによるＺピンチの研究が行なわれた。強力な軟Ｘ線は半導体リ

ソグラフィや軟Ｘ線顕微鏡に利用することができる。また、軟Ｘ線レーザーに関する研究

も行なわれた。 
ダイナミックに半径収縮するＺピンチでは後述するレイリーテイラー不安定性によって

高密度状態が得られる前にプラズマは不均一になってしまう。そこで重水素の氷や重水素

を含むポリエチレンのファイバーによる、核融合を指向した固体密度で開始するＺピンチ

の研究が行なわれた。5) このプラズマは MHD 理論で予想されるよりもずっと安定で、大ラ

ーマー半径効果による安定化が寄与していると考えられている。 
 

２．４ ガスパフＺピンチ 

1978 年にカリフォルニア大学アーバイン校で超音速のガスジェットによるガスパフＺピ

ンチが開発された。6) ガスパフＺピンチはガスが放電管壁から離れているため放電開始に沿

面放電を必要とせず、絶縁物表面での再放電や絶縁物の劣化が軽減されて、大きなエネル

ギーの注入が可能になった。さらに高速のガスの注入により繰り返し放電が可能で、中空

円環状のガス分布により効率のよいエネルギー注入と高温プラズマの発生が可能になった。

（３．１節を参照）Ｚピンチではプラズマのインダクタンスの変化にともなってエネルギ

ーが入る、と考えられるようになったのもこのころからである。ガスパフＺピンチの出現

により、Ｚピンチの産業レベルでの放射光源としての応用の道が開けることになる。種々

のガスを用いたガスパフＺピンチ放電が行なわれ、多価イオンからの高輝度の軟Ｘ線スペ

クトルが得られるようになった。 
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２．５ 軟Ｘ線レーザー 

加工や計測の微細化にともなって、より短波長のコヒーレント光源が求められるように

なってきた。1984 年に波長 20.6 nm でレーザーが観測されると、大型のレーザー装置を使

った、軟Ｘ線レーザーの短波長化と高ゲイン化の研究が進められることになる。このよう

な中で、1994 年にコロラド州立大学で放電方式による波長 46.9 nm でのレーザーが観測さ

れた。7) これらの波長が軟Ｘ線かどうかという議論はさておいて、テーブルトップで短波長

レーザーの発振に成功したという事実は重要なことである。プラズマは 4 mm 径の細管を用

いたキャピラリー放電で生成されており、半径収縮が比較的小さく、ファイバーＺピンチ

に似た放電である。半導体リソグラフィのための EUV 光源の開発においてもキャピラリー

放電を用いた方式の研究が進められている。 
 

３．Ｚピンチの収縮過程 

３．１ Ｚピンチの半径収縮 

収縮型のＺピンチの基本的な性質について述べておこう。プラズマ中を流れる電流密度

とその磁場 による J の力は円柱を収縮させる方向にはたらく。電流が薄い円環状に流

れる場合、軸対称で軸方向に一様なＺピンチの径方向の運動方程式は 

J
B B×

r
I

dt
drM

dt
d

π
µ
4

2
0−=






                            (1)  

となる。ここで I はＺピンチ中を流れる全電流、M は単位長さあたりのプラズマの質量、r
はプラズマ半径である。この方程式には内部圧力は入っていないが、半径収縮するときに

は内部圧力はほとんど問題にならない。Ｚピンチが収縮するとき、その空間にあるガスを

電離し、Ｚピンチに取り込んでその質量M は時間とともに増大する。 
図３に電流 I を一定とした場合の径方向運動の数値計算結果を示す。収縮時間 t で規格

化して半径収縮の様子を比較する。左の軸はプラズマの半径を表し、初期半径 で規格化

して示している。右の軸は収縮速度を表している。実線は円環状の金属ライナー圧縮のよ

うに 初から全質量が与えられる場合（スラブ）である。プラズマは 初静止しており、

時間とともにだんだん速度を増して軸上に到達する。点線はガスが一様に分布していて、

それをかき集めながらＺピンチが収縮する場合（スノープロウ）である。プラズマはほぼ

一定の速度で収縮し、軸近くになって速度を増大する。容易に想像できるように、一様分

布（スノープロウ）より円環分布（スラブ）でスタートする方が終速度は大きくなり、プ

ラズマに大きな運動エネルギーが与えられる。ガスパフＺピンチの実験でもガス分布を円

環状にした方がプラズマが強く収縮し、放射されるＸ線強度も増大する。 

0

0r

プラズマが物質をかき集めながら収縮するのは完全非弾性衝突である。質量の増加を

M∆ とすると運動量の保存は 
( )vMMMv ′∆+=                              (2)  
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である。ここで と v はそれぞれ衝突の前と後のプラズマの速度である。この衝突の結果

放出されるエネルギーは 
v ′

MM
MMvW
∆+

∆
=∆ 2

2
1

                           (3)  

となって、質量の増加がそのままエネルギーの放出につながる。このエネルギーはまず物

質の電離に使われ、残りはプラズマ自身の温度上昇に使われる。プラズマが物質を取り込

みながら収縮するとき、温度上昇によって次節のレイリーテイラー不安定性の発生に影響

を与えることになる。 
 

３．２ レイリーテイラー不安定性 

収縮型のＺピンチはその収縮時にほとんど内部圧力が存在しないため、急激な半径収縮

を受ける。この過程は星の重力崩壊とよく似ていて、その収縮はプラズマの内圧が増加し

て磁気圧とバランスするまで続く。収縮過程にあるプラズマはロケットに乗った宇宙飛行

士のように運動と反対方向に大きな重力を感じる。水を入れたコップを逆さにすると水が

こぼれ落ちるように、重力場の中で質量密度に逆転があると流体が入れ替わろうとする交

換型の不安定性が起こる。プラズマの場合これはレイリーテイラー不安定性とよばれてい

る。（レイリーテイラー不安定性も MHD 不安定性の一種であるが、内部圧力でなく外力に

よって駆動されるものを特にレイリーテイラー不安定性といって区別している。）Ｚピンチ

で発生するレイリーテイラー不安定性は、ちょうちんのジャバラのように長さ方向に波打

っており、軸対称なモードである。 

図４は日本大学の SHOTGUN 装置における、ガスパフＺピンチプラズマの窒素レーザー

によるシャドウグラフ（影絵）とそれぞれの撮影時刻を電流波形上に示したものである。8)

プラズマの密度が高くなるとレーザー光が直進できなくなって影ができ、プラズマの形状

を見ることができる。SHOTGUN 装置は 25 kV、24 μF のコンデンサーバンクを持ち、

大電流約 300 kA の装置である。写真の右側がアノード、左側がカソードで、アノード上

に設けられた円環状のノズルからガスが入射される。この実験では電極間隔は 25 mm で、

ノズルの外形は 30 mm である。放電は円環状に形成されたガス分布の周辺から始まる。放

電が始まってから約 1 μs の間プラズマはほとんど動かず、図３のスラブの運動に対応し

ている。図の aは電流が約 200 kAに達しプラズマの輪郭がはっきりしてきた時刻であるが、

すでに目に見えるほどの大きな振幅の不安定性が発生している。両電極間に４波長の波が

立っている。図の b では波の振幅を増大させながらプラズマが収縮しており、収縮の遅い

部分が竹の節のように取り残されていく。図の c では４つの区分の右端が軸上にピンチして

いる。このとき同時に軟Ｘ線のパルスが発生している。図の d ではまた次の区分が軸上に

ピンチしている。図の e になると電極間全体でプラズマが軸上に到達していて、インダク

タンスの増大のため放電電流は極小になっている。この後プラズマ中でキンク不安定性と

よばれるらせん状の MHD 不安定性が発生し、プラズマは急速に膨張していく。図の f は膨
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張していくプラズマを捉えたものである。 
図５はシャドウグラフと同時に撮影された軟Ｘ線ピンホール写真である。観測された不

安定性はすでに大振幅に成長していて、収縮から取り残された部分が節目のようになって

いる。軟Ｘ線のスポット像（ホットスポット）とプラズマの各節目の部分とは空間的に良

い一致が見られる。 大ピンチ時におけるソーセージ不安定性とよばれる軸対称な MHD
不安定性がプラズマを軸方向に押し出し、節目のところで高温高密度プラズマを形成する。

これがホットスポットである。しかし、ソーセージ不安定性を引き起こすきっかけになっ

ているのはレイリーテイラー不安定性である。観測された節目の間隔、あるいはホットス

ポットの間隔は 5～6 mm である。 

理想 MHD の線形理論におけるレイリーテイラー不安定性の成長率γ は 

gk=γ                                  (4)  

であり、波数 に対して単調に増加する。これは同じ振幅の波に対しては波長（k k/2πλ = ）

が短い方がプラズマを引き出そうとする力が強くなり、不安定性が速く成長することを示

している。ここで gはプラズマにはたらく実効的な重力で、磁気圧による内向きの加速度

に等しい。成長率γ が波数 kとともに増大すると、 大の成長率を与える が決まらない。

実際のプラズマでは不安定性の成長を制限するいろいろな要因が存在する。有限ラーマ－

半径効果はその一つで、波長が短い波動に対してはイオンの感じる力がラーマー軌道内で

平均化され、不安定性の成長率が抑えられるようになる。このとき成長率は波数 

k

( ) 3/23/43/142 // iici TIgk ∝= ρω                       (5)  

で 大になる。ここで ciω はイオンサイクロトロン振動数、 iρ はイオンラーマ－半径である。

観測された不安定性の波長 k/2πλ = はこの波数と良く対応している。この波数は電流 I と
ともに増大し、イオン温度T とともに減少する。この傾向が広い範囲で成り立てば、収縮

時の電流とイオン温度を制御することにより波長の制御ができると考えられる。つまり、

巨視的に見て一様なＺピンチ柱を得るにはレイリーテイラー不安定性の波数 を大きくす

ればよく、プラズマを加熱しないうちに大きな電流を流して圧縮してやることが有効であ

る。逆に収縮時にイオン温度が高くなっていると、長波長の不安定性が発生する。 

i

k

以上の話は小振幅の波に対するもので、不安定性を成長させるきっかけになっている。

一度不安定性が発生すると、それは軸上に到達するまで成長し続ける。何かの理由で初期

プラズマが均一に形成されない場合も同様である。ガスパフやワイヤーアレイの対称性が

重要なのもこのような理由による。プラズマフォーカスはその電極形状も手伝って、プラ

ズマの形成時から不均一性を与え、一点にプラズマを収束させることができる。 

 

３．３ Ｚピンチへのエネルギー入力 

Ｚピンチに入るエネルギーとしてはジュール加熱と径方向加速によるものが考えられる。
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電離進行中のプラズマであるので電子温度が 10 eV でイオンが 1 価に電離しているとする

と，スピッツァー抵抗率は 1.8×10-5 Ωm となる。これは通常の金属と比べてかなり大きな

値である。プラズマが半径 15 mm，厚さ 1 mm，長さ 30 mm の円環状であるとすると，

200 kA の電流が一様に流れるときのジュール加熱は 230 MW である。これは大きいように

見えるが、電流が 1 μs の間に 0 から 200 kA まで直線的に立ち上がるとすると、この間の

エネルギー入力は 76 J に過ぎない。ジュール加熱によるエネルギー入力はプラズマのサイ

ズや温度にも依存するが、電流値と時間に強く依存する。 
Ｚピンチへのエネルギー入力としては，プラズマの温度が上昇してくると抵抗率が減少す

るため，ジュール加熱はあまり期待できない。収縮型のＺピンチでは径方向への加速が重要

になる。入力エネルギーは簡単に次のように見積もることができる。スラブモデルの場合，

(1)式の質量M は定数である。両辺に をかけて時間 で積分すると， dtdr / t

r
rI

dt
drM 0

2
0

2

ln
π4

µ
2

=





                            (6)  

となる。ここで はＺピンチの初期半径である。この式はプラズマが半径0r rまで収縮したと

き、加速によって得られる運動エネルギーを表している。このエネルギーはプラズマが収

縮する空間にある磁気エネルギーに等しく、磁気エネルギーをかき集めてそっくり運動エ

ネルギーに変換している。運動エネルギーは電流の二乗に比例して増加し，半径にはあま

り依存しない。このエネルギーが質量や収縮時間に依存しないところが重要である。初期

半径を 15 mm、到達半径を 0.5 mm、プラズマ長を 30 mm、電流を 200 kA とすると、入

力エネルギーは 410 J と見積もられる。ジュール加熱よりも大きなエネルギーが短時間の

間に入力される。 
 

３．４ 電流波形の解析 

放電電流波形を解析することにより実際のＺピンチプラズマへの入力エネルギーを評価

することができる。収縮するＺピンチプラズマが 大ピンチに到達するまでは電流に漏れ

がないため、電気回路的には LCR の直列回路とみなすことができる。ただしプラズマは半

径収縮するため、Ｚピンチを含む回路のインダクタンス は時間的に変化する。また半

径収縮するときプラズマは十分に温度が高くなっており、プラズマの抵抗を無視し、回路

の抵抗

)(tL

Rを定数とする。コンデンサーの容量を 、電圧をV 、コンデンサーから流れ出

ていく電流を とすると 

C )t(
)(tI

( ) VRILI
dt
d

=+                               (7)  

となる。ここでコンデンサーの電圧V は初期電圧V を用いて 0

∫−= Idt
C

VV 1
0                               (8)  
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と求められる。インダクタンス は(7)式を積分することによって求められる。 L

(∫ −= dtRIV
I

L 1 )                               (9)  

さて、放電管に入る電力は であり、これを時間で積分することによってエネ

ルギーが求められる。しかし入力されたエネルギーの大部分は磁気的なエネルギーとして

蓄えられるため、これを差し引いたものがプラズマへの正味の入力であり、プラズマの運

動エネルギーとなる。 

2RIVIP −=

22

2
1)( LIdtRIVIW −−= ∫                             (10)  

 図６は前述の SHOTGUN 装置における放電電流の波形を解析し、電源からＺピンチへの

エネルギーの伝達の様子を示したものである。コンデンサーバンクは 23 kV 充電で蓄積エ

ネルギー6.3 kJ、電極間距離は 30 mm である。時刻 1 μs あたりから入力エネルギーと磁

気エネルギーとがずれ始め、半径方向への加速が大きくなっていることを示している。時

刻 1.4 μs での放電管への入力エネルギーは 3.1 kJ、正味の入力エネルギーは 650 J（蓄積

エネルギーの 10 %）である。この回路モデルによる解析ではＺピンチプラズマの構造につ

いて述べずにエネルギーを求めているが、(6)式による評価とだいたい一致しており、径方

向加速によるエネルギー入力が重要であることを示している。 
 

４．慣性核融合への応用 

４．１ 慣性核融合ドライバー 

慣性核融合は球対称な燃料カプセルを均一に爆縮し、その中心部を高温にして中心から

核融合反応を点火しようとする方式である。ドライバーとは慣性核融合の駆動装置のこと

である。当初は高出力のレーザーをカプセルに直接照射する方法で研究が進められてきた

が、均一な爆縮が難しく、現在ではホーラム（hohlraum）と呼ばれる放射容器を加熱し、

その放射によって蒸発するカプセル表面物質の反作用で爆縮を行なおうとする、間接照射

方法が主流になっている（図７）。 
間接照射方式によって D-T カプセルに点火するためにはホーラムの温度を 250～300 eV

（1 eV = 11,600 K）とし、壁からの放射をカプセルに一様に照射してその表面を蒸発させ、

その反作用でカプセル外殻を高速に爆縮する必要がある。カプセル半径が初期の 1/30 程度

まで圧縮されると，その中心部で 10 keV の温度が達成され、カプセル中心から燃焼が始ま

り，全体が爆発的に燃える。このようなカプセルのデザインはコンピュータシミュレーシ

ョンおよび実験データに基づいて行なわれている。ホーラムの温度と爆縮の速度とは比例

関係にあることが示されている。現在、建設が進められているローレンスリバモア研究所

の NIF 装置は 1.8 MJ のレーザーによって点火を実証しようとしている。9) 
レーザーによってカプセルの点火は達成されるかもしれないが、レーザーのコストは高

く、また効率も低い。半導体化したレーザーによって繰り返し性能を向上し効率を高める
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ことも検討されているが、これでも経済的に見合う炉を構築するのはかなり困難である。

間接照射方式では短時間に高温のホーラムが形成されればドライバーはレーザーである必

要はない。そこでまず候補に上がったのがイオンビームである。イオンビームの場合はレ

ーザーに比べれば安価に大電力ビームを作ることができる。しかしイオンビームも、炉の

外側からガイドなしに長距離を伝送してターゲットに収束させるのは困難であることが明

らかになった。そこで次の候補に上がったのがＺピンチである。 
 

４．２ Saturn と PBFA-Z 

レーザーに代わる慣性核融合ドライバーで常に先駆的な研究を進めてきたのはサンディ

ア研究所である。1987 年にそれまでイオンビーム装置だった PBFA-I をＺピンチ装置

Saturn に改造し、PBFA-I を引き継いだ PBFA-II を 1995 年にはＺピンチ装置 PBFA-Z に

改造した。PBFA-Z は現在では Z 装置（Z accelerator）と呼ばれている。 
Saturn は 2 MV、10 MA のパルスパワー装置である。Saturn では当初、軟Ｘ線レーザ

ーに関する研究が行なわれ、ナトリウムを用いたＺピンチから 11Åの波長で 200 GW を超

える線放射を得ている。10) そして、研究の中心は線放射から、より高いパワーの得られる

黒体放射に近い放射分布を得る方向に移っていく。1995 年にはアルミニウムのワイヤーア

レイから 40 TW の放射が得られた。11) その後 Saturn では Z 装置のためのＺピンチターゲ

ットの基礎的な研究が行なわれるようになる。 
Z 装置は 2.5 MV、20 MA の装置である。Saturn の結果を受けてタングステンのワイヤ

ーアレイを用いた実験が行なわれ、1.8 MJ (160 TW)の放射が得られた。12)  Z 装置の蓄積

エネルギーは 11.4 MJ であるので、実に 15%を超える効率で放射に変換されていることに

なる。その後、1.9 MJ の放射が得られるようになる。図８は Z 装置におけるエネルギー圧

縮の様子を示している。13) 図の上部に描かれているのがＺ装置の断面図である。円形のプ

ールの中に上下２段に積まれた合計 36 台のマルクスジェネレーター（高電圧発生装置）が

放射状に配置され、水を誘電体とする伝送線路を通じて負荷に接続されている。電気的な

エネルギー圧縮だけでなく、Ｚピンチ自身がパルスパワー装置として機能していることを

示している。 

 

４．３ Ｚピンチ慣性核融合のシナリオ 14,15) 

収縮型のＺピンチでは半径方向への加速によるエネルギー入力が重要である。(6)式によ

れば入力エネルギーは強い
2I の依存性を持っている。収縮半径比 30 で長さ 2 cm のＺピン

チプラズマに 20 MA の電流を流した場合の入力エネルギーは 2.7 MJ、同じプラズマに 60 
MA の電流を流した場合の入力エネルギーは 24 MJ になる。このエネルギーはまずイオン

を多価に電離し、プラズマの温度を上昇させるのに使われる。タングステンを用いたＺピ

ンチでは 300 eV 程度の高温になっても多くの束縛電子が存在し、プランク分布に近い連続

スペクトルとステファン・ボルツマン則に近いパワーを持つ放射が得られる。スケール則
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によると、同じサイズのＺピンチに 60 MA の電流を流すことによって 300 eV のホーラム

温度が達成され、16 MJ のエネルギーと 1000 TW のピークパワーを持つ放射が得られるよ

うである。この装置は X-1 と名付けられ、200～1000 MJ の核融合出力が見込まれている。 

Ｚピンチへのエネルギー入力と高温プラズマの発生、そしてそこからの強力な放射の見

積もりはかなり実現性が高い。それはＺピンチが自己収縮しながらエネルギーを取り込み、

自然に高温高密度状態を形成しようとするからであり、放射ドミナントなプラズマはその

エネルギーの殆どを放射という形で放出する。まさにパルスパワーの理想的な形態である。

慣性核融合の実現には次の２点が重要な課題として残されている。 
・ 燃料カプセルの開発 
・ 高温のホーラムの形成 

前者はかなり本質的な課題であるが、これこそが NIF 装置の役割であり、いずれ解決され

るものと考えている。Ｚピンチ方式で重要なのは後者である。ホーラムの形態としては、

レーザーやイオンビームのようにＺピンチからの放射をホーラムの両端から導入するＺピ

ンチ駆動ホーラムと、Ｚピンチ自身がホーラムを形成するダイナミックホーラムがある（図

９）。Ｚピンチ駆動ホーラムはドライバーとターゲットが別々でレーザーの実験結果を反映

させやすい利点がある。ダイナミックホーラムはドライバーとターゲットとが密に結合し

ていてコンパクトにできる反面、Ｚピンチの収縮途中でカプセルを加熱してしまう可能性

があり、温度を上げずに均一に収縮させることが課題となる。 

Ｚピンチドライバーの特徴としてその近接性があげられる。つまりターゲットのすぐそ

ばまでドライバーを持っていけるため、伝送のロスが非常に小さい。しかしその代わりタ

ーゲットの近くまで伝送線路を導入しなくてはならない。GJ 級の核融合出力のある環境で

は伝送線路は毎ショット破壊されるため、リサイクルを含めて経済的に見あうシステムが

検討されている。16) 
 

５．まとめと今後の展望 

Ｚピンチの基本的な性質、特にその収縮過程とエネルギー入力について述べてきた。Ｚ

ピンチへのエネルギー入力ではジュール加熱よりも半径方向への加速が重要であり、プラ

ズマ自身が収縮しながらエネルギーを自発的に吸収するという性質はまさにパルスパワー

の理想の形態である。自己収縮する系は当然、安定ではないが、その不安定な性質を利用

して効率のよいエネルギー変換、そしてパルス圧縮システムとして利用することができる。

Ｚピンチは軟Ｘ線および EUV 光の強力な放射源であり、慣性核融合のためのドライバーと

しての有力な候補として研究が進められている。 
現在、波長 13～14 nm の EUV 光を用いた次世代半導体リソグラフィのための光源の開

発が進められている。現状のリソグラフィがエキシマレーザーを用いており、数 kHz で動

作する高出力の光源が求められている。EUV 光源の方式としてはレーザー生成プラズマと

放電プラズマがその候補として上がっている。レーザー方式ではレーザーとプラズマ生成
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の部分が独立しており、開発が容易だと考えられる。しかし、要求されている出力レベル

には届いておらず、効率の面で有利な放電方式に対する期待も高い。EUV 光源としての放

電プラズマとしてはいわゆるＺピンチ、プラズマフォーカス、キャピラリー放電などの方

式で研究されている。どれも高い効率で EUV 光を放射することができるが、高繰り返し化

とデブリの回避が課題となっている。 

ＺピンチはＸ線管などと比べると波長の長い軟Ｘ線を放射することができる。例えばア

ルゴンイオンのＫ殻放射は 0.4 nm、ネオンイオンのＫ殻放射は 1.2 nm、アルゴンイオンの

Ｌ殻放射は 4.3 nm 付近で強く起こる。これらは物質の構造解析、特に高分子物質など大き

な構造をもつ物質の解析には有効であろう。また高強度のパルス光源であることから、生

命体の観測など短時間に測定を行いたい用途にも向いている。Ｚピンチは放射光源として

多くの可能性を秘めている。 
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図１．Ｚピンチの概念図。プラズマ中を流れる電流とその電流の作る磁場との相互作用に

より、プラズマ自身が圧縮を受ける。 

 

 13



 
 
 
 
 
 
 

 

図２．Ｚピンチとその仲間たち。 
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図３．スラブモデルとスノープロウモデルにおける半径収縮の様子。スラブの場合、 初

ゆっくりと収縮を始めるが軸上に到達する速度はスノープロウより大きくなる。 
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図４．SHOTGUNＺピンチ装置における電流波形、軟Ｘ線波形と各時刻におけるシャドウ

グラフ像。軸対称なレイリーテイラー不安定性が起こっており、軸上でピンチした後、プ

ラズマはらせん状に膨張していく。 
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図５．シャドウグラフと同時に撮影された軟Ｘ線像。ホットスポットの位置は収縮時に発

生するレイリーテイラー不安定性の空間パターンとよく対応している。 
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(a) 

 

(b) 

 

図６．(a)電流波形（実線）とそれから求められた電圧波形（点線）、(b)入力エネルギー、

磁気エネルギーと正味のエネルギー。入力エネルギーのほとんどは磁気エネルギーとして

蓄えられているが、半径収縮に伴ってプラズマ加速に使われる。 
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図７．間接照射方式におけるターゲットの構造。レーザーおよびイオンビームの両方式と

もホーラムとよばれる放射容器を加熱し、そこからの放射によって燃料カプセルを均一に

爆縮する。 
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図８．Z 装置におけるエネルギー伝達の様子。11.4 MJ のマルクスジェネレーターのエネル

ギーがパルス圧縮され、Ｚ装置から 1.9 MJ の軟Ｘ線パルスとして放射される。(© 1997 
IEEE) 
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(a) 

 

(b) 

          

図９．(a)Ｚピンチ駆動ホーラムと(b)ダイナミックホーラムの概念図。Ｚピンチ駆動ホーラ

ムはドライバーとターゲットが別々でレーザーの結果を反映させやすい。ダイナミックホ

ーラムはドライバーとターゲットが密に結合している。 
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