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はじめに  

レーザー核融合の高速点火方式では，高密度に
圧縮した燃料コアプラズマへ，点火用のレーザーを
照射するため，ガイディング・コーンを燃料ペレッ
トに設置することが提案されている．ガイディン
グ・コーンの材料として様々な物質が提案されてお
り[1]，Diamond-like Carbon（DLC）が有望な材料で
あるとして検討されている[2]．最適な爆縮条件を得
るためには，DLCの物性データが必要となる． 

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によるエネルギー付与などの複
雑な計算を組み合わせなければならない[3]．ここで，
物質の状態方程式や輸送特性を理解しておくことが
重要である．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精度良い物性データを用意
することは難しい．特に，高密度プラズマの物性を
モデル化することは困難である[3]．さらに，固体か
らプラズマへの遷移過程の状態である Warm Dense 
Matter（WDM）（温度=0.1~10eV，密度~固体密度程
度）が未開拓の物性領域である．このパラメータ領
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． 

実験室系でWDMを生成するため，高強度レー
ザーを用いる手法[4]やパルスパワー放電定積加熱
[5]などが提案・実施されているが，本研究では，絶
縁体のWDMを生成する手法として，長岡技術科学
大学・極限エネルギー密度工学研究センターの大強
度パルスパワー発生装置 ETIGO-II [6]を用い，生成
した電子ビーム照射によるフライヤー加速を検討し
ている[7]． 

電子ビーム照射によるフライヤー加速を用いた

WDM生成法  

高強度レーザーを固体へ照射しアブレーション
させる際に，アブレーション・プラズマが膨張する
反作用を利用して，アブレーションした残りの標的
部分を加速する，フライヤー加速法がある．この加

速された飛翔体を別の標的へ当てることによって高
圧を発生し，絶縁体であるケイ酸塩や三酸化硫黄の
WDMを生成することが行われている[4]． 
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Fig.1: パルスパワー装置によって生成した電子ビーム照

射によるフライヤー加速を利用したWDM生成 
 

同様に，大電流の軽イオンビームを用いてフラ
イヤー加速する実験が，ETIGO-IIを用いて実証され
ている[8]．これと同様に，生成した電子ビームを固
体へ当ててフライヤー加速を行い，飛翔体を絶縁体
標的へ衝突させ高圧を発生し，WDM を生成するこ
とも可能であると考えられる（Fig.1 参照）．電子は
イオンより軽いため，大電流の粒子ビームでは，軽
イオンビームと比べて，電子ビームはその自己磁場
によって拡散し難いと考えられる． 

パルス大強度電子ビームの出力計測  

現在の ETIGO-IIの定格出力は 1 MV − 590 kA − 
50 ns (FWHM)である[9]．Fig.2に示す実験構成によ
り，パルス大強度電子ビームを発生させ，その出力
を計測した．用いた電子ビーム・ダイオードの構成
は，円形の平行平板で，陰極の材質をステンレス，
アルミニウム，真鍮とし，陽極をメッシュ状の金属
平板とした．陰極端や電子ビームの電流は，各位置
に設置されたロゴスキーコイルによって計測される．
円形平板陰極とメッシュ平板陽極の間に，1 MV 程
度のパルス電圧が印加され，陰極表面から電子が電
界放出される．引き出された電子は，陽極であるメ
ッシュ状平板を抜け，終端フランジに当たる． 



 
Fig.2: 電子ビームエネルギー計測のための実験構成 

 
実験結果より，ピーク電圧 1 MVで，電子ビー

ムのピーク電流 20 kA，100 ns（FWHM）程度のパル
ス電子ビームが発生できたと考えられる[10]．また，
今回の実験構成では，陰極の材質による電子ビーム
出力エネルギーに依存性は見られなかった．このた
め，電子ビーム・ダイオードの材質としては，あま
り拘る必要はないと考えられる． 

次に，Fig.3に示すような，湾曲電極を用いた電
子ビーム・ダイオードにより，パルス大強度電子ビ
ームの発生とその集束について，実験的検討を行っ
た．湾曲した陰極と，湾曲したブレード陽極の構成
により，陰極から引き出された電子はブレード陽極
を抜け，ダイオードの幾何学的形状に従って集束す
る．カロリーメータを用いたエネルギーフルエンス
計測により，2 MJ/m2の電子ビーム出力であることが
確認された[11]． 

 
Fig.3: 電子ビームのエネルギーフルエンス計測のための

ダイオード 
 

まとめ	 

絶縁体である DLC の WDM を大強度パルスパ
ワー発生装置で生成し，物性データを得るための手
法を検討した．電子ビーム照射によるフライヤー加
速・衝突でWDM状態を発生する手法について実験
的検討を行った．平行平板電極による実験結果より，
ピーク電圧 1 MV で，ピーク電流 20 kA，100 ns
（FWHM）程度のパルス大強度電子ビームの発生が
確認された．また，湾曲電極を用いた電子ビーム・
ダイオードにより，カロリーメータを用いたエネル
ギーフルエンス計測結果から，2 MJ/m2の電子ビーム
出力であることが確認された． 

DLC などの絶縁体の未知の物性データを得る
方法が構築でき，精度の良い状態方程式や輸送係数
のデータベースを作成できれば，慣性核融合研究の
今後の方針に多大な影響を与える可能性があり，燃
料ペレット構造はもとより慣性核融合発電炉設計の
ために大きな指針が得られる．  
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