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1. はじめに 

レーザープラズマ EUV 光源開発研究において、
スズドロプレットを用いたダブルレーザーパルス照
射方式により、照射レーザーエネルギーから波長
13.6 ナノメートルの EUV 光への非常に高い変換効
率が得られることを示してきた[1]。プレパルス照射
によるスズドロプレットの膨張過程はプレパルスの
パルス幅によって著しく異なることが報告されてい
る[2]。ピコ秒プレパルスではドーム状の構造が形成
されるが[2]、これはレーザーで加熱されたスズ中に
圧力波が伝搬し、圧力波が中心、あるいは反対表面
で反射され、膨張波が形成されるときに生じる気液
混合状態に起因することを昨年報告した[3]。昨年の
報告では、気液混合状態の状態方程式を導入した放
射流体シミュレーションコードによる計算結果を示
したが、ここではレーザー加熱スズのダイナミック
スを扱えるように新たに開発したモンテカルロ-分
子動力学コードの結果を示す。すなわち、レーザー
加熱されたスズ中の熱伝導を模擬するために仮想電
子を導入し、その電子熱輸送をモンテカルロ法で扱
い、スズの液体状態、および気体状態のダイナミッ
クスを扱うことのできる分子動力学シミュレーショ
ンコード（MC-MD）を開発した[4]。開発した原子
挿入法ポテンシャルの精度については、固体密度、
凝 集 エ ネ ル ギ ー 、 体 積 弾 性 率 、 衝 撃 波
Rankine-Hugoniot などについて実験結果と比較検証
を行っている。我々の知る限り、気液混合状態のス
ズのダイナミックスを扱える初めての分子動力学コ
ードである。このコードを用いて、気液混合状態生
成のダイナミックスの詳細を調べたので報告する。 

薄膜ターゲットに超高強度レーザーパルスを照
射するレーザーイオン加速において、ASE を含むプ
レパルスの影響は、密度勾配のある予備プラズマが
生成され超高強度メインパルスの減衰を引き起こし
イオン加速効率が低下することなどから重要である。
我々はプレパルスによるプラズマ生成を 2 次元の放
射流体シミュレーション STAR を用いて求め、その
結果を PICシミュレーション REMP の初期密度プロ
ファイルとして用いることによりその詳細を調べて
きた。その結果プレパルス条件によっては、予備プ
ラズマ中での相対論的な自己収束によりレーザー強
度が増加し、イオンエネルギーの向上が見られる可

能性があることを示した。その結果は論文[5]に掲載
されたので、ここではその一部を紹介するのにとど
める。 

また、Richtmyer-Meshkov 不安定性に伴う磁場増
幅・不安定性の飽和などについての理論モデルを、
構築し 2 次元 MHD シミュレーションとの比較によ
るモデルの検証などを行った。現在投稿中であるが、
本報告では紙面の制約上報告を省略する。 
 
2. スズドロプレットの気液混合状態と球殻形成、

およびその膨張ダイナミックス 
 
昨年の報告書で紹介したように、例えば、直径

20µm 程度のスズドロプレットにパルス幅 10ps のプ
レパルスレーザー（数 mJ）を照射すると、表面にプ
ラズマが形成され 10GPa程度の圧力波が生じ内部に
伝搬する。その結果内部は数千度の液体スズとなる。 

Fig.1 Tin EOS [6] 
 
Fig.1 のスズの相図[4]上に矢印で示すように液体ス
ズは膨張し、液体・気体混合状態になる。Fig.2 は直
径 80nm のスズ表面を一様に加熱した場合の
MD-MC でもとめた断面の密度分布を示す。また対  

Fig.2 Cross section of expanding tin droplet by MD-MC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3 Pressure (blue), 
mass density (black) and 
temperature (red) as 
functions of radius at 
different time. Pressure 
and temperature as 
function of mass density 
in phase diagram.  
 

 
応する各時刻での圧力、密度、温度の半径分布、な
らびに相図上での圧力、温度と密度との関係を Fig.3
に示す。圧力波が中心で反射する前後の時刻では、
相図上での各点は平衡状態ではなく、相図上で明ら 
かなオーバーシュートが見られる。しかし液相のシ
ェル構造が形成される時刻では熱平衡状態に達する。
気液混合状態では音速が非常に遅いため膨張波の伝
搬が遅く、このように圧力波がドロプレット内を伝 
搬して内部にできた気液混合状態を有するシェル構 
造が比較的長い時間存在できる。 

実際の系では、片側からのみプレパルス照射が
行われ、その場合に対応したドロプレットの膨張過
程を模擬した結果を Fig.4 に示す。このシミュレー
ションではドロプレットの半径が実際の 400 分の 1
程度であるためレーザー照射側の密度は非常に低く
なるが、実際には、例えば炭酸ガスレーザーの遮断
密度程度の領域が存在する。 
 
3. 超高強度レーザーと薄膜ターゲット相互作用に

よるイオン加速シミュレーション 
 

Fig.4 Cross section of expanding droplet for one side 
laser irradiation 
 

例えば、2µmの Al フォイルに強度 2x1011W/cm2、
スポット径 2µm(FWHM)、パルス幅 1ns のプレパル
スを照射したときのプラズマの密度プロファイルを
Fig.5（左図）に示す。このようなプレパルスで生じ
たプラズマにはフラットな密度領域と密度勾配のあ
る領域とが形成される。フラットな領域幅 0.25λ、
密度勾配長 10.4λを仮定し、パルス幅 30fs、真空中で
の空間幅 3λ、エネルギー20J のメインレーザー照射
PIC シミュレーションを行った。時間100λ/c の電子、
陽子、酸素、アルミの密度プロファイルを Fig.5（右 

Fig.5 2-d density profile of aluminum foil target after 1 
ns of prepulse irradiation and its density on the x-axis 
(left), electron and ions density profiles after 100λ/c of 
main pulse for H+, O+8, and Al+13 (right). 

 
Fig. 6 Energy 
spectra for ions 
at t = 140 λ/c 
 
 
 
 
 

図）に示す。照射レーザーは相対論的な自己収束に
より強度が強くなり、加速されたプロトンのスペク
トルは Fig. 6 に示すように 300 MeV にも達する[6]。 
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