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はじめに

「ニュークリアフォトニクス」とは？

「多目的」大型レーザー施設 ELIシリーズの登場

新領域「ニュークリアフォトニクス」とは？

研究を推進する手法の１つ＝レーザー中性子科学
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ELI: Extreme Light Infrastructure 高強度の光を湯水のごとく供給する

Mourou教授と余語
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EUの東欧再開発予算を先端科学技術に転用

ELI-BL (Beam Lines)

1.5kJ, 150 fs, 1shot/min X 4
阪大LFEX 1 ps, 1 shot/2hours X 4

ELI-ALPS

(Attosecond Laser Pulse 

Science)

ELI自体は旧約聖書「サムエル記」に登場するユダヤ教司祭の名

ELI-NP (Nuclear Physics)

220 J, 100 fs, 0.1 Hz X2

+ 720 MeV electron LINAC

Nuclear Photonics
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ニュークリアフォトニクスとは？

まだ歴史は浅い

第1回の国際会議は2016

第2回が2018ルーマニアELI-NPで開催

対象分野は広い＝まだ境界線が定まっていない

レーザー U 加速器 U 核物理 U 宇宙 U 素粒子
のようなイメージか

今後、発展と共に 「U」が「∩」に変わっていくのではないか
（余語私見）

ニュークリアフォトニクスを
「中性子」で推進したい



レーザー研における成果とその展開

ニュークリアフォトニクスを「中性子」で推進したい
新グループを結成
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レーザー駆動中性子科学
中性子発生の原理、原子炉や加速器との違い
レーザー中性子源の持つ「時空間ポイント性」

LFEXレーザーによる原理実証実験
ラジオグラフィ、宇宙核物理



7

磁気リコネクション
高エネルギー宇宙線

核共鳴吸収
核セキュリティー

宇宙核物理
失われた元素の復活

学術応用

産業応用

インフラ非破壊検査

中性子ラジオグラフィ

宇宙線ソフトエラー再現

レーザー粒子加速

グループの研究対象

キャッチフレーズ

「非破壊検査から宇宙の謎まで」

宇宙の謎
磁気リコネクション、宇宙核物理
（JST/さきがけ）

非破壊検査
レーザー駆動中性子源
（JST/A-STEP）

産業応用から宇宙物理までの幅広い領域を
レーザー粒子加速が結び付ける



レーザーの光を短い時間（ピコ秒）に圧縮し
髪の毛の断面（直径50μm）に集光
厚さ数ミクロンの薄膜に照射

MV/μmの強烈な電場が発生
（加速器の破壊限界を凌駕）

ミクロンサイズのイオン加速器
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中性子発生の原理
レーザー ⇒ MeVイオン ⇒ 高速中性子

100分の１の集光強度で従来と同程度の加速を達成

陽子エネルギー 35 MeV, 変換効率 5%

ピコ秒領域における「時間幅効果」の発見（2017）

新聞報道4件
テレビ報道1件
大阪大学賞（2018）

A. Yogo et al, Sci. Rep. 7, 42451 (2017), N. Iwata et al., Phys. Plasmas 24, (2017)



中性子源
5mm

空間ポイント性：サイズが小さい
原子炉 数メートル
加速器 数10センチ
レーザー 数ミリ

時間ポイント性：短時間パルス
原子炉 連続
加速器 連続、ns-µs 

レーザー 10 ps

時空間ポイント性＝新領域を開拓する原動力

重陽子(d)の加速機構を発見(2017)

d-Be核反応による効率的発生
世界最高の中性子数： 4X1011 (2017) 

発生率(n/laser energy)でも最高
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世界初のレーザー中性子画像(2017)

充電池などのラジオグラフィに成功

① ①

② ②

③ ③

中性子発生の原理
レーザー ⇒ MeVイオン ⇒ 高速中性子

MeVイオンを5mmの軽金属の
ブロックに照射、中性子を発生



短・中期のアウトプット、アウトカム

中性子ラジオグラフィ「如何にして加速器に対抗するか？」

Sample

Neutron 
source

Gated 
Camera

optics

高解像度・拡大撮像が可能 TOF弁別によるS/N比の改善

加速器が「逆立ちしても」達成できない性能をねらう

Sample

optics

高速中性子カメラ開発(2018)

（有川ら特許出願済）

原理実証プロジェクト
JST A-STEP
レーザー駆動中性子源の開発と
高速ラジオグラフィへの応用
H28.1～H32.3

混相流を瞬間的に撮影
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詳細

LAser-driven Neutron Source: LANS-Osaka

レーザーをターゲットに集光
重水素置換ポリスチレン

重陽子をMeVまで加速

別のターゲットにあてる
Be, Li

ビーム核反応で中性子発生

（ピッチャーキャッチャー法）
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重陽子の効率的加速 ⇒ 中性子量の増大

ピコ秒相対論レーザーによる２段階加速機構
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中性子発生量・エネルギーの評価

~４X1011 n @ 4π with 1 kJ laser 



14

中性子ラジオグラフィの実証

レーザー１ショットで充電池などのサンプルの撮像に成功

1 meV–1 eVの中性子で
ラジオグラフィ撮像

中性子をよく吸収する物質（Cd, B）が暗く映る

中性子画像であることの証拠

MeV中性子を
ポリエチレン（10 cm）
で減速

Dy放射化法で、低エネルギー中性子
のみの画像を撮像
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短期的目標・計画

MeV中性子による瞬間・拡大撮像

Point Source

レーザー中性子源の利点を
余すところなく活用するためには？

例えば・・・
厚い鋼鉄管内の気液混相流（バブル）の
時間変化を
高い時間・空間分解能で
拡大撮像する

上記の全てを同時に満たすのは
レーザー駆動のみでは？

LFEX実験で実証したい加速器（理研RANS）による画像（有川ら）
レーザー１ショット～加速器１秒



ニュークリアフォトニクスの展開
短期・中期・長期目標が互いにリンク

新領域

ニュークリアフォトニクス

長期の目標
レーザー量子ビーム科学の成果

世界最高フラックスの
中性子源を実現

レーザー研オリジナル

短期・中期
アウトプット

高性能中性子共鳴吸収分析
核セキュリティー

時空間ポイント中性子源の開発

高性能中性子源
インフラ等の非破壊検査

短期・中期
アウトカム

核物理学の未踏領域
未知の共鳴吸収過程の測定

レーザー宇宙核物理
太陽系の起源を解明

分野横断型研究の果実
短期・中期のアウトプット・アウトカムが、「そこで終わり」ではなく、長期の目標へつながる
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最後までお付き合いいただき
ありがとうございました。
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