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はじめに  

慣性閉じ込め方式の核融合において，爆縮過程
の理解は重要な要素である．このため，実験による
研究だけでなく，理論や数値シミュレーションによ
るアプローチも平行して行い，爆縮の様子を詳細に
把握し，最適な条件を明らかにする必要がある． 

爆縮過程でのプラズマの動力学を予測するため
には，流体力学，熱伝導，温度緩和，輻射輸送，レ
ーザーやビーム照射などの複雑な計算を組み合わせ
て行わなければならない[1]．特に，物質の状態方程
式を理解しておく必要がある．しかし，固体からプ
ラズマまでの相転移を含む変化を記述する状態方程
式を，精度良く扱うことは難しい．特に，高密度プ
ラズマの物性をモデル化することは難解である[1]．
さらに，固体からプラズマへ変化する状態である
Warm Dense Matter（温度=0.1~10eV，密度=固体密度
程度）が未開拓の物性領域として存在する．Warm 
Dense Matter のパラメータ領域では，状態方程式や
輸送係数などの物性値が良く分かっていない． 

上述の通り，燃料の幅広い密度－温度領域を記
述できる状態方程式(Equation-Of-State : EOS)モデル
が必要とされるが，その全ての領域を正確に記述す
ることは難しく，考慮する物理モデルによって様々
な状態方程式モデルが存在する[2]．爆縮シミュレー
ションでは幅広い密度－温度領域を記述できる
QEOS (Quotidian EOS) [3]や SESAME [4]が標準的な
状態方程式モデルとして利用されている．しかし，
それらの状態方程式を用いて計算した結果の違いが
指摘されている．これまでに，慣性核融合の爆縮シ
ミュレーションに適用する状態方程式モデルの違い
が爆縮過程に与える影響について検討を行ってきた．
本研究では，実験結果との比較を容易にするため，
シンプルな実験系に合わせた数値シミュレーション
モデルを組み，解析を行った． 

状態方程式モデル  

これまでに，爆縮過程の数値シミュレーション
に組み入れる状態方程式モデルとして，理想気体の
状態方程式，QEOS，SESAME を検討した[5]．理想
気体の状態方程式は，その名の通り「気体」の状態
を表す式であるため，固体や液体での状態は適用範

囲ではない．QEOSは，電子をThomas-Fermiモデル，
イオンを Cowanモデルで定式化するため，固体密度
の領域も扱える理論モデルである．したがって，比
熱や音速など微係数として定義される物理量を容易
に算出でき，数値シミュレーションコードに組み込
み易い．SESAMEは，理論モデルを実験結果にフィ
ッティングしたデータテーブルとして与えられる状
態方程式である．このため，現実の状態を良く表現
できる一方で，適用範囲が実験データの存在する範
囲に限定され，表を補間して使用するため微係数に
不連続が生じることがあり，数値シミュレーション
に組み込むための障害となる． 

それぞれの状態方程式モデルがどのような特性
を示すか把握するため，CHの圧力—密度の等温線を
比較した[5]．検討した結果，理想気体の状態方程式
が低温・高密度領域で大きく異なることは当然とし
て，高密度領域でも適用可能なはずの QEOS と
SESAMEでも，低温・高密度領域では算出される圧
力に違いがあることがわかった[5]．爆縮過程初期の
燃料は低温・高密度領域を通過するため，爆縮過程
の計算結果にも違いが生じることが予想される． 

PINOCO [6]を用いた爆縮過程の数値シミュレ
ーションでは，標的を CH シェルとする直接照射型
中心点火方式とし，レーザーを均一照射した場合で，
それぞれの状態方程式を用いて計算した．爆縮過程
には大きな差が見られないが，最大到達密度は理想
気体の状態方程式を用いた場合は 3278 g/cm3，QEOS
を用いた場合は 757 g/cm3，SESAMEを用いた場合は
1637 g/cm3と大きく異なる結果となった[5]．理想気
体の状態方程式では，高密度領域で生じる縮退圧の
効果が考慮されていない．このため，QEOS や
SESAMEを用いた場合と比較して圧縮し易く，最大
到達密度を過大評価していると考えられる． 

数値シミュレーションコードと計算条件  

本研究では，実験結果との比較を容易にするた

め，シンプルな実験系[7]に合わせた数値シミュレー
ションモデルを組み，解析を行った．Fig.1に，計算
モデルの概形を示す．WDM となる試料は，発泡金

属とし，通電加熱による温度上昇によって試料が膨

張することを，中空のサファイア・キャピラリによ

って防ぎ，固体密度程度の状態を保つ．  



 
Fig.1: パルスパワー通電加熱による発泡金属試料のWDM

化および発光分光計測の概念図 
 

パルス電源として，大強度パルスパワー発生装
置”ETIGO-II” [8]を用い，爆縮と同等の時間スケール
で急速なエネルギー投入および試料の加熱を行う．
数値シミュレーションのための支配方程式は，Fig.1
の計算モデルに合わせて，円筒軸対称の 1次元半径
方向の熱伝導方程式と放射輸送方程式である[9]．
ETIGO-II の実験結果より，Fig.2 に示す測定された
電流・電圧波形から投入電力を算出し，数値解析の
入力条件とした[10]． 

計算結果  

Fig.3に熱伝導計算の結果の温度変化を示す．急
激なエネルギー投入のため，試料の温度上昇が急速
に起こる．このため，試料を囲っているサファイア
への熱伝導はほぼ起こらないことがわかった[10]． 

 
Fig.2: 実験によって計測された電流、電圧および入力電力

波形 

 
Fig.3: 試料温度の時間変化 

 
Fig.4: 波長 400~750nmの範囲での放射強度の時間変化（⬜ ︎

はピーク放射強度を示す） 
 

Fig.4 は，放射輸送の計算結果であり，波長
400~750nm の範囲の放射強度の時間変化を示す[10]．
この計算結果を元に，Fig.1に示す分光計測系の設計
を行うことができる． 

まとめ	 

慣性核融合の爆縮シミュレーションに適用する
状態方程式モデルの違いが，爆縮過程の計算に与え
る影響について検討を行っている．これまでに，爆
縮シミュレーションコード PINOCO を用いて，理想
気体の状態方程式，QEOS，SESAME を適用した爆
縮過程の計算を行ってきた． 

数値シミュレーションによるアプローチだけで
なく，実験結果との比較による検討も進めている．
本研究では，実験結果との比較を容易に行うため，
シンプルな実験系で行われる実験条件を計算モデル
として数値シミュレーションを行った．時間依存の
熱伝導と放射輸送方程式を連立して解くことにより，
分光計測系の設計に必要な放射強度の波長・時間範
囲を見積もることができた． 
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