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はじめに  

現在大阪大学で行われている高速点火実証実験
(FIREX)では，従来の球状シェルターゲットに金コ
ーンが挿入された状態で爆縮が行われている．予め
コーンを挿入しておくことで，追加熱レーザーはア
ブレーションプラズマの影響を受けなくてすむため，
効率よくコア加熱を行うことができる．一方で，コ
ーンが挿入された状態での爆縮は，本質的に非対称
爆縮となる．さらに，燃料とコーン壁との相互作用
も加わるためターゲット内部の流体運動は球状ター
ゲットの場合に比べて，より複雑になると考えられ
る．コーンを挿入することで効率よく加熱ができる
一方で，爆縮による高密度化が妨げられる可能性が
ある．核融合の点火条件を満たすためには高温・高
密度の両方が必要であり，コーンの存在が爆縮に及
ぼす影響を解析する必要がある． 

本研究では，３次元流体シミュレーションによ
りコーンの存在が燃料の圧縮に及ぼす影響を解析し
た．コーン付ターゲットを用いた爆縮では，流体運
動は原点を通る非対称な流れとなるため，特異点を
持たないカーテシアン座標系を採用した流体コード
IMPACT-3D[1]を用いた．しかしながら，コーンのよ
うな計算格子に適合しない境界を通常の境界条件で
高精度に扱うことはできない．そこで，カーテシア
ン座標系でも複雑な境界周りの流れを計算する手法
として知られる Immersed Boundary 法 [2,3]を
IMPACT-3Dに組み込むことで爆縮解析を行った． 

Immersed Boundary法  

Immersed Boundary法では，Fig. 1(a)に示すよう
に，すべての計算格子点を solidか fluidに分類する．
Solid pointと fluid pointは物体の境界の内側か外側か
で判断し，内側なら solid pointと定義し，外側なら
fluid pointと定義する．そして，solid pointのうち近
傍４点のどれか１つでも fluid pointとなっている場
合，その solid pointを ghost pointと再定義する．そ
の様子を Fig. 1(b)に示す． 

支配方程式の時間発展を得るためには ghost 
pointにおける物理量(ϕG)を定義する必要がある．こ

れは以下に示す手順で求められる．まず，Fig. 1(b)
に示すように ghost point(G)から境界に向かって垂線
を下ろし project point (O)を作る．点 Oから線分 GO
と同じ長さだけ延長した image point (I)を定義する．
点 Iはちょうど ghost pointの境界に対する鏡像点と
なっている．Image pointは流体内部にあることから，
内挿によりその物理量(ϕI)を定義することができる．
そして，ϕI が求まれば境界条件を満たすように ϕG
を定めることができる．例えば，境界上での ϕ = 0
のディレクレ境界条件が与えられていれば， 
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ϕG = −ϕI 	 (1)	 
となる．本研究では，ϕIに関する内挿には， Inversed 
Distance Weighted法を用いた． 

 

シミュレーション結果と考察  

Fig. 2 のような初期値をもつ球状のシェルター
ゲットにコーンを挿入した状態でシミュレーション
を行い，コーンの開き角 θ，チップ面とターゲット
中心との距離（xtip および ytip）に対する最大圧縮密
度の依存性について解析した．このとき，基準とな
るコーンは θ = 30°，先端を 20µmでカットしたも
ので，頂点は原点に一致させてある(xtip = 20µm, ytip = 
0µm)．この”標準コーン”を基準として，開き角およ

Fig. 1	 Immersed Boundary法の模式図	  
(a) Fluid pointと solid pointの定義． 

(b) ghost pointの定義および image pointを用いた
ghost pointにおける物理量の定義． 



び挿入位置に対する依存性を調べた．Fig. 3(a)，(b)
および(c)はそれぞれ θ，xtipおよび ytipを独立に変化
させた場合の最大圧縮密度を示している．最大圧縮
密度はコーンなしの場合で規格化している．Fig. 4(a) 
および (b) に θ = 60°および xtip = 0µmの場合におけ
る最大圧縮時の燃料-シェル界面に相当する密度等
値面を載せる． 

Fig. 3 から，コーンを挿入したことで，最大圧
縮密度は低下することがわかる．しかし，その低下
率は数%程度であり，このシミュレーションではコ
ーンの影響はほとんどないと言える．次に，各パラ
メータに対する依存性を見てみる．θ > 30°，xtip > 20 
µmおよび ytip > 0の場合，”標準コーン”に比べて密
度は低下することがわかる．一方で θ < 30° あるい
は xtip < 20 µmの場合には，密度は僅かだが”標準コ
ーン”の場合に比べてよくなっていることがわかる．
この違いはコーン側面とターゲットの動径方向との
関係で説明づけることができた．前者の場合と後者
の場合では”標準コーン”の場合を境に，コーン側面
とターゲット動径方向の関係は大きく異なる．その
結果，前者の場合はコーン近傍のシェルが剥離する
動きに，後者の場合はより内部へ押込めれる方向へ
と働く．Fig. 4(a)は前者の場合であり，シェルの剥離
により界面は膨らんだ構造をしていることがわかる．
Fig. 4(b)は後者の場合であり，シェルが内部へ押込め
られていることがわかる．剥離により燃料は外側へ
膨張しやすくなるため，結果として密度は低下する
方向に働く．一方で，シェルが押込められる場合は，
より圧縮されるため，密度の低下は抑えられる． 

今後の課題  

実験の爆縮スケールに合わせた大規模なシミュ
レーションを行う．また，レーザー吸収の計算を組
み込み，激光 XII 号の照射配置に基づいた爆縮シミ
ュレーションを行う． 
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Fig. 2	 初期値[4] 

Fig. 4	 燃料-シェル界面に相当する等値面． 
(a) θ = 60° (b) xtip = 0． 

Fig. 3	 コーン開き角，挿入位置に対する最大圧縮密
度．ρ0はコーンなしのときの最大圧縮密度． 

(a) θを変化させた場合．(b) xtipを変化させた場合． 
 (c) ytipを変化させた場合． 


