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背景  

	 高速点火方式[1]において，金コーンが生成する高
速電子のフラックスとともに，高速点火用レーザー
が金コーンへ付与するエネルギーの変換過程を定量
的に評価することが必要不可欠である．数値シミュ
レーションでは，このエネルギー付与過程を適切に
扱うために様々なモデルを駆使しながら計算を進め
ているが，最終的にはレーザー光に対する電気伝導
率の関係を定量的に明らかにする必要がある．一方，
この金コーンのアブレーション過程では，極短時間
に物性が変化するため，その中で特に大きな変曲点
があると考えられているWarm Dense Matter(WDM)
領域の物性評価[2-4]が一つの鍵と成っている． 
	 本研究の目的は，レーザー-WDM間のエネルギー
変換過程を評価するための基礎データとして，パル
スパワー放電によって，準定常的なWDMを生成し，
放電電圧及び電流波形から直接直流(DC)導電率を
観測し，入射レーザーの波長域である可視光領域の
光学計測により交流(AC)導電率の観測を行うこと
で，その特性を明らかにすることである．従来の研
究では，AC導電率計測により DC導電率の推定を含
めて行っているが， Lorentz-Drude モデルなどのよ
うに変数が増える場合には，適切に DC 導電率を計
測する必要がある． 

実験装置及び方法  

	 WDM の DC 導電率及び AC 導電率の同時計測を
行うために，図 1に示すようなパルスパワー放電装
置を用いた[3]．本装置の特長は，定積で且つ温度が
均一なWDMを長時間維持することができ，サファ
イアキャピラリーを剛体として用いているため外部
からの光学計測が可能であり，電圧-電流履歴を利用
することで直接投入エネルギー量及び DC 導電率が
計測できることである． 
	 11.4 µF(1.9 µF×6)のコンデンサバンクを約 15 kV
に充電し, 自爆型ギャップスイッチを介してパルス
放電を発生させる. 短絡試験により回路インダクタ
ンスは 170nHと見積もった. サファイアキャピラリ
ー(ϕ5x10mm)に封入された金属試料へパルス放電に
よってエネルギーを投入することで定積加熱を行い, 

WDM を生成する. また，ストリークカメラにマウ
ントした分光器によりWDMからの発光スペクトル
の時間変化を観測する. WDM の密度はサファイア
キャピラリーに封入する金属試料の量により任意に
決定できる. また，WDM の温度は観測された発光
スペクトルから線対法, 並びに投入エネルギーより
SESAME の状態方程式テーブル[5]を用いてそれぞ
れ評価する. 
	 本装置によって同時に AC 導電率を算出するため，
分光エリプソメトリー法[6-7]により計測を行ってい
る．反射計測法の一つである分光エリプソメトリー
法を高速で実現するために，検出器には平面結像型
回折格子とフォトダイオードアレイを組み合わせた
4 群の簡易分光器を作成し，各偏光成分を検出でき
るように配置している．この検出器の応答速度は 10 
MHzオーダーであり，本装置で生成されるWDMの
時間スケールに比べて十分な応答速度を有している．
入射光及び反射光の入射及び出射角度は 60°とし，
ブリュースター角に配慮した設計となっている．入
射光源は，高圧ガスを封入したパルス光源から 45°
の直線偏光成分を取り出している．このエリプソメ
ータの校正には標準光源，銅のロッド，銅+サファ
イアキャピラリーを用いて偏光状態を計測し，その
感度特性を評価している． 
 

図 1 定積パルスパワー放電法による DC-AC

導電率計測装置 



実験結果と考察  

	 本装置を用いてWDMに対する分光エリプソメト
リーを行い，金試料，0.1 ρsの条件における典型的な
エネルギー及び温度，WDM の発光の時間変化，分
光エリプソメトリーにより得られた各偏光成分の分
光放射強度，入射光源の発光強度の時間履歴を図 2
に示す．この結果より，生成した WDM はおよそ
4000~6000 K 程度の温度となり，WDM 領域と対応
していることがわかる．一方，入射光源の時間変化
と分光エリプソメトリーで得られた対応しておらず，
WDM の発光の時間変化と対応している様子が確認
された．この結果より，現在の装置では，入射光源
の光量が不足しており，これを改善するために放射
強度のある光源の準備が必要であることが明らかと
なった． 
 サファイアを閉じ込め容器とした金の細線へのパ
ルス放電定積加熱による直流抵抗率の内部エネルギ
ー依存性を評価した Renaudin らの実験結果[4]と本
研究結果により得られた抵抗率の内部エネルギーに
対する実験結果を比較した物を図 3に示す．抵抗率
は得られた導電率の逆数をとり得た．白丸で示され
る点は 0.02 ρs（0.5 g/cm3）における金の細線へのパ
ルス放電定積加熱による実験結果である．また(3)の
黒四角及び実線で示しているのは量子分子動力学
（QMD : quantum molecular dynamics）シミュレーシ
ョンによる計算結果である． 
	 図 3より内部エネルギー8~12 MJ/kgにおける過去
の実験結果に対し，本実験結果は内部エネルギー
0~6 MJ/kg の領域にて抵抗率の増加，すなわち導電
率の減少が見られ，QMD の計算結果と同様の傾向
がみられた．ただし内部エネルギー減少に対する抵
抗率の増加率は QMD の計算結果とは異なる傾きと
なることが確認された． 一方，これまでの研究によ
り，本装置によって銅に対するWDM領域の導電率

の評価では，従来の結果を支持する結果となってい
ることから，これについて定量的な評価を進める必
要がある． 

まとめ  

	 レーザー-WDM間のエネルギー変換過程を評価す
るための基礎データとして，パルスパワー放電によ
って，準定常的なWDMを生成し，放電電圧及び電
流波形から直接直流(DC)導電率を観測し，入射レー
ザーの波長域である可視光領域の光学計測により交
流(AC)導電率の観測を行うことで，その特性を明ら
かにするために，分光エリプソメトリーを用いた
DC-AC導電率同時計測法の構築を行った． 
	 分光エリプソメトリーの結果から，現在のところ
必要な AC 導電率を同定するに至っていないが，必
要な光源強度等の評価が進んでいる． 
	 金のWDMに対する内部エネルギー密度と直流抵
抗率の関係を評価した結果，本実験結果は内部エネ
ルギー0~6 MJ/kg の領域にて抵抗率の増加，すなわ
ち導電率の減少が見られ，QMD の計算結果と同様
の傾向がみられた．ただし内部エネルギー減少に対
する抵抗率の増加率は QMD の計算結果とは異なる
傾きとなることが確認された． 
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points in the Brillouin zone which provides an efficient
means of integrating periodic functions. We obtain, respec-
tively, 4.08 Å and 183 GPa to be compared with experimen-
tal values of 4.08 Å and 172 GPa !23". According to Boet-
tger’s result, we found that the local density approximation
gives better static lattice properties than the generalized gra-
dient approximation !24,25" for solid gold. For the dimer, we
compute an equilibrium distance of 2.47 Å. The experimen-
tal value is 2.47 Å !26". These results are comparable to
those obtained using all-electron density functional calcula-
tions !23,27".

QMD simulations for warm dense gold are performed for
six temperatures ranging from 15 000 to 40 000 K. A 16-
atom cubic cell of appropriate size to reproduce the experi-
mental density !=0.5 g/cm3 is used with periodic boundary
conditions of the simple cubic type. Electronic orbitals are
populated according to the Fermi-Dirac distribution function,
with a number of states from 1000 to 1500 and the electronic
temperature set equal to that of ions. Trajectories are gener-
ated in the microcanonical ensemble for 500 time steps of
2 fs. In this ensemble, the system remains free to adjust to an
average equilibrium ionic temperature, and the total energy
should be conserved. During the molecular dynamic simula-
tion, the " point only is used to sample the Brillouin zone.
Then, we use four k vectors to obtain the detailed electronic
structure needed to compute optical response of warm dense
gold. For all simulations, we use the VASP #Vienna ab initio
Simulation Program$ plane-wave code developed at the
Technical University of Vienna !28".

In linear response theory, the real part of the frequency-
dependent conductivity is given in terms of the Kubo-
Greenwood equation !29,30",

##$$ =
2%e2

3$
% dk&

n,m
#fn ! fm$

& '('n'v̂''m)'2(#Em ! En ! )$$ , #2$

where $ is the frequency, e is the electronic charge, 'n and
En are the electronic eigenstates and eigenvalues for the elec-
tronic state n, fn is the Fermi-Dirac distribution function, and
v̂ is the velocity operator. We use a Gaussian broadening of
the ( function with a width set to obtain smooth and con-
verged curves. Following the QMD simulations, six configu-
rations were extracted from the calculated trajectories. For
each configuration, the frequency-dependent conductivity
was calculated using the Kubo-Greenwood formulation.

A QMD simulation of the fcc solid phase at 300 K with
108 atoms sets the reference energy. All further energies are
given relative to this reference energy, allowing a direct com-
parison between theoretical results and experimental data.

IV. DISCUSSION

The experimental and QMD pressures are reported in Fig.
2#a$. The experimental electrical resistivity is compared with
QMD results in Fig. 2#b$. All the experimental data are re-
ported in Table I.

The interpretation of the resistance in terms of resistivity
and the calculation of the internal energy from the input en-

ergy are meaningful only between points #2$ and #3$ in Fig.
1#a$. Therefore, the experimental data are plotted from
80 to 11.5 MJ/kg, corresponding to the evolution of the in-
ternal energy between these two points. Determining the tim-
ing when the plasma homogeneity is reached, i.e., measuring
the saturation pressure and/or the electrical resistivity on the

FIG. 2. Experimental and theoretical #a$ pressure and #b$ elec-
trical resistivity versus internal energy variation for gold at !
=0.5 g/cm3. Each black square is a QMD calculation correspond-
ing to the four considered temperatures and the line is for
readability.

TABLE I. Experimental internal energy Uint, electrical resistiv-
ity !e, and pressure P of gold at 0.5 g/cm3.

Uint #MJ/kg$ !e #* m$ P #GPa$

8.00 2.95&10!5 0.672
8.50 2.90&10!5 0.700
9.00 2.85&10!5 0.792
9.50 2.80&10!5 0.820
9.75 3.40&10!5 0.871
10.00 2.75&10!5 0.895
10.25 3.15&10!5 0.910
10.50 2.65&10!5 0.940
10.75 2.85&10!5 0.975
11.00 2.55&10!5 1.017
11.50 2.45&10!5 1.080
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図 2 典型的なエネルギー及び温度，WDM の発光

の時間変化，分光エリプソメトリーにより得られ

た各偏光成分の分光放射強度，入射光源の発光強

度の時間履歴(金: 0.1 ρs) 

図 3 金の WDM に対する内部エネルギー密度と直

流抵抗率の関係 


