
 

数値シミュレーションによるレーザー駆動デトネーション伝播機構の解明 

城﨑 知至 1), 砂原 淳 2), 長友 英夫 3), 荻野 要介 4), 大西 直文 4), 遠藤 琢磨 1) 

1)広島大学大学院工学研究院, 2)レーザー技術総合研究所,  
3)大阪大学レーザーエネルギー学研究センター, 4)東北大学大学院工学研究院 

背景と目的 

レーザー駆動デトネーション (Laser-Driven 
Detonation; 以下 LDD)は、固体表面からのアブ
レーションや、気体中での絶縁破壊により気体
をプラズマ化し、このプラズマ中での逆制動輻
射によってレーザーが吸収されることで高温
高圧のプラズマ領域が形成され、衝撃波を駆動
するものである。LDD の伝播機構の解明は、レ
ーザー核融合や超新星爆発の燃焼波伝播、レー
ザー推進、レーザー着火等の物理機構の解明、
並びに高効率化に有用である。これまでに遠藤
等による激光 XII 号を用いた共同実験[1]におい
てシュリーレンならびにストリーク計測によ
り LDD の構造や衝撃波伝播特性を計測するな
ど、LDD モデリングに必要なデータが収得され
ている。しかし、より詳細な構造や伝播機構の
解明にはシミュレーションによる解析が不可
欠である。そこで、本研究では、輻射流体シミ
ュレーションにより、LDD 伝播の物理機構の解
明を目的とする。 

本年度は、Opacity table 並びに状態方程式を
改良し、再度、1 次元輻射流体シミュレーショ
ンを行い、激光 XII 号実験[2]を対象した解析を
行い、伝播特性評価、並びに伝播特性に対する
輻射輸送効果について調べた。 

シミュレーション方法 

 star1D[3]は、1 次元 Lagrange 系の 1 流体 2 温
度モデルの流体コードをベースとし、輻射輸送、
電子熱伝導等を含む。本年度、状態方程式とし
て、新たに窒素分子の効果(回転・振動モードや
乖離効果)を考慮し、常温から高温プラズマに対
応できるものを開発した。また、昨年度作成し
輻射輸送係数（高温(1eV)以上では局所熱平衡を
仮定した遮蔽水素モデルより作成したテーブ
ルを、常温から1eVまでの低温領域については、
Ogino 等[4]により作成されたテーブルを使用）
に、あらたに窒素分子の光電離過程[5]を考慮し
たものに改良した。これにより、常温からプラ
ズマ領域まで対応できる汎用性の高いものと
なった。これらのテーブルを用いて、LDD 実験
を模擬したシミュレーションを行った。シミュ
レーション条件を Fig.1 に示す。1 次元平板系と

し、領域左端に初期ショック生成用の Al 平板
(10m 厚)を置き、その右側に N2ガス(常温で圧
力 10, 30, 100kPa)を 2000m 配置した。照射レ
ーザーは波長 1.06m で、実験条件に合わせて
ピーク強度 8x109W/cm2、パルス波形はスーパー
ガウシアンで半値全幅 17.5ns（中心時刻 15ns）
とし、領域右端より左向きに窒素ガス中を伝播
して Al 表面に向かうように入射した。 

 
 

結果と考察 

(i)実験結果との比較 
(a)伝播速度 
 実験で得られた t = 11.9ns と 15.9ns のシュリ
ーレン像におけるショック面の位置から伝播
距離を評価し、時間で除することで求めたショ
ック伝播平均速度 Dshock(白抜き黒枠記号)とス
トリークカメラで取得した自発光像における
発光面の傾きから求めた加熱領域伝播速度
Dheat(白抜き赤枠記号)、ならびに理論値（C-J デ
トネーション速度；線）を Fig.1 に示す。また
シミュレーションにおける対応時刻間の平均
伝播速度を求め、同時にプロットした（白抜き
青枠記号）。シミュレーションで得られた伝播
速度のガス圧依存性は、実験結果と同様の傾向
を示し、速度は比較的良く一致しており、本シ
ミュレーションの妥当性が示された。 
 
(b) 先行電離領域幅 
  30 kPa実験において観測されたシュリーレン
像(時刻 11.9ns)を Fig.2(a)に示す。図中の白い領
域内の暗線が衝撃波面を示し、その前方(右側)
の白くなっている領域が先行電離領域を示す。
デトネーション波の中心部(y = 0mm)近傍での
先行電離領域は、ショック前方に 0.5mm 程度広
がっていることが実験において確認された。
Fig.2(b)はシミュレーションにおける時刻 20 ns
での衝撃波近傍の温度・密度の空間プロファイ
ルである。この場合の先行電離領域の幅も約
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Fig.1 シミュレーション体系． 



0.5mm であり、実験結果とよく一致している。
この先行電離領域は、衝撃波後方の高温領域で
放出された熱輻射が輸送され、衝撃波前方を加
熱することで、初期電離を誘起し、更に照射レ
ーザーがその電離領域で吸収されることで発
達し、衝撃波前方へと広がっていくことが、シ
ミュレーションにより確認された。 
 
(ii) デトネーション伝播速度の時間発展並びに
エネルギー輸送が及ぼす影響 

 LDD が、通常の化学デトネーションと異なる
点は、衝撃波後方の加熱源の違いのほかに、高

温プラズマである LDD では熱伝導や輻射輸送
による衝撃波面前方へのエネルギー輸送が存
在する点にある。昨年度の解析により、熱伝導
効果については、ほとんど無視できることが明
らかとなっており、本年度は、輻射の影響を再
評価するために、(A)輻射輸送を考慮、(B)輻射
輸送を無視（放出・吸収・輸送のすべてを無視）
した、2 ケースについてシミュレーションを行
った。FIG.5 には、N2 10, 30, 100KPA に対して、
上記 2 条件で行ったシミュレーションより得ら
れたデトネーション波伝播速度の時間発展を
示す。低圧の場合の方が、レーザー加熱による
温度上昇が大きいため、伝播速度は早くなって
いる。また、30, 100KPA の場合は、ピーク強度
近傍(T = 15NS)で伝播速度がほとんどフラット
になって定常伝播に達しているのに対し、10 
KPA の場合は、ピーク強度到達以降も速度は増
加し続けており、本計算におけるパルス長
(17.5NS)では、定常伝播に達していないことが
分かった。エネルギー輸送の影響については、
輻射輸送を考慮した場合(■)に比べ、無視した
場合(□)は伝播速度が遅くなっている。これは、
衝撃波後面における加熱領域から輻射により
エネルギーが失われることが一因である。また、
輻射により衝撃波前方が先行加熱され電離が
進み、この先行電離領域においてレーザー吸収
が生じる。この結果、衝撃波後面における正味
のエネルギー吸収が低下し、衝撃波駆動力が減
少し、伝播速度が低下する。 

まとめと今後の課題 

状態方程式・opacity table を改良し、1 次元シミ
ュレーションより LDD 伝播特性を評価し、輻
射輸送が伝播に影響することを示した。また、
実験結果をよく再現した。しかし、低圧領域で
は、輻射の平均自由行程が長く、衝撃波裏面の
加熱領域から横方向へのエネルギー輸送が無
視できないこともわかり、多次元が重要となる
ことが分かった。また、波面擾乱に対する影響
や、より高強度での先行電離効果などは、多次
元解析が不可欠となる。今後は、本モデルを発
展させ、多次元解析を進める必要がある。 
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Fig.2 デトネーション波の伝播速度 D の IL/(IL:レー

ザー強度、:ガス密度)依存性の実験とシミュレー

ションの比較.  
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Fig.3 N2 30 kPa 時の(a) t = 11.9 ns におけるシュリー

レン像と、(b)同圧力条件でのシミュレーションで

得られた温度・密度の空間プロファイル（t = 20ns）．
 

Fig.4 シミュレーションで得られた N2 10, 30, 100
kPa 時のデトネーション波の伝播速度の時間発展.
輻射輸送を on/off した場合の結果. 

 


