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INTRODUCTION

レーザー生成プラズマからの高強度電磁波放射、特
にテラヘルツ電磁波帯の放射に関する研究が盛んに
行われている．これらは高強度超短パルスレーザー
をガス、クラスター、および薄膜に集光照射すること
によって行われている．
我々は、高強度超短パルスレーザーをガス中に集光
することによってプラズマコラムを生成するとき、そ
のプラズマコラムからサブテラヘルツ領域の周波数
をもった電磁波が発生することが観測した [1]．この
電磁波はプラズマを頂点とするコーン状に発生し、発
生周波数は角度依存性を持ち、高周波ほど前方 (レー
ザーの進行方向)に放射される．この電磁波の発生メ
カニズムとして、レーザー伝搬の後方に励起される
電子プラズマ波（航跡場）に伴う縦電流によって発
生すると考えられていた．それによると、発生する
電磁波の周波数は航跡場のプラズマ周波数、つまり
プラズマ密度に依存する [3]．この振動電流を周波数
ωp で振動するダイポールが光速で伝搬すると見るこ
とにより、発生電磁波の分布は式 (1)
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で表され、発生電磁波の放射分布が周波数依存を持
つことが説明でき、分布の形状は実験とよい一致を
見ている．ここで式 (1) は電磁波のスペクトル密度
であり、jz(ω)は縦方向電流のスペクトル強度、L は
プラズマコラムの半径、θ はレーザー伝搬軸からの
角度である．
また、jz(ω)は式 (2)のように表され、そのスペク
トルは ω = ωp で最大強度となる．
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一方、観測された電磁波の周波数に関しては、そ
のモデルでは実験結果を説明することができていな
い．我々の実験では、プラズマ密度が 1018 から 1019

cm−3 程度であり、それに対応するプラズマ周波数
fp = 9 から 27 THz である．実験で観測されている
電磁波の周波数 0.1-0.4 THz に対して、1 桁以上の
開きがあり、十分な説明がなされていない．
本共同研究では電磁波発生のメカニズム、特に発
生周波数の決定に関して二次元粒子コード picls2D

を用いて行った．粒子コードはMaxwell方程式と粒
子の運動方程式を解くので、基本的な物理現象を解
明するのに適したシミュレーションコードである．
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図 1 プラズマコラムからのサブテラヘルツ電磁波放射 (a) 実験配置 (b) 放射分布．電磁波は前方にコー
ン状に発生する．高周波になるに従って前方に放射される．



計算では、実空間 1.5 × 0.96 mmの空間に窒素ガ
スを圧力 500 Pa で満たし、それに対してエネルギー
40 mJ、パルス幅 120 fs のレーザーを 20 µm に集光
したときの電磁場を実時間 16 ps にわたって計算を
行った．ここで用いたパラメーターは、当研究室の
実験パラメーターと同じである．レーザーのスポッ
ト径程度の大きさでプラズマが生成され、最大密度
1.1×1018 cm−3、プラズマ周波数 9 THz であること
が確認された．同時に、レーザーの伝搬後方には航
跡場が励起され、それに伴い周波数 ωp で振動する電
流も観測されている．つまり、この振動電流によっ
て電磁波が発生すればそれは周波数 9 THz を持つ
ことになる．発生した電磁波スペクトルを図 2 に示
す．点線は参考文献 [3] で示されたモデルによる解
析計算の結果であり、実線は今回のシミュレーショ
ン結果である．図中、赤、青、緑は放射方向がそれぞ
れ 20◦、40◦、60◦ を表している．解析モデルのスペ
クトルはプラズマ周波数 9 THz で最大値となってい
るが、シミュレーションでは、発生周波数は 1 から
2 THz にわたって分布することが確認され、実験結
果と同様の結果となった．
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図 2 スペクトル:シミュレーション結果 (実線)、解
析モデル (点線)．線の色は放射角度を表す．

レーザーの後方にはプラズマが生成される．レー
ザーは径方向にガウス分布しており、中性ガスは窒素
ガスを用いているので、プラズマ密度の分布もガウス
分布に準じた形となる n = n(r) ∼ n0 exp(−r2/σ2)．
先にも述べたように、レーザー後方には電子プラズ
マ波 (航跡場)が励起され、そのプラズマ周波数は密
度に依存するので、径方向に分布を持つと考えられ
る (ω2

p(r) =
4πn0e

2

m exp(−r2/σ2))．振動するプラズ
マ波から、プラズマ周波数の電磁波がモード変換に
より発生する．しかし、最大密度付近で発生した電
磁波の周波数は ωp に等しいため、伝搬できず、特性
距離 ∼ c/ωp 程度の距離を伝搬して強く減衰するこ
とになるため、プラズマの外部では計測されないと
考えられる．このことは、プラズマ波と電磁波の分

散関係 (k, ω) を考えると、波数 kp、周波数 ωp の電
子プラズマ波から発生する電磁波は周波数が保存さ
れ ω = ωp となるが、波数は k = 0 となり、その点
での電磁波の群速度が 0 (∂ω/∂k = 0)になることか
らも理解できる．また、密度勾配が急なところでは、
その勾配より特性距離が短いため、外に電磁波は出
ることが可能と考えられる．つまり、最大密度付近
で発生した電磁波は伝搬できないが、それより低密
度側で発生した電磁波、つまり低周波の電磁波がプ
ラズマ外部に出てくると考えられる．
この現象は、次のようにも考えることが
で き る ．プ ラ ズ マ か ら の 電 磁 波 の 発 生 は(
∇2 − (1/c2)∂2/∂t2 + ω2

p/c
2
)
A = −4π/cJ の波動

方程式を満たす [4]．ここで、A はベクトルポテン
シャル、J は電磁波の源 (ソース) となる電流であ
る．両辺の回転を取ることにより、ソース項の左辺
は、∝ ∇×J = e∇n× v が得られ、強く電磁波が放
射される場所は、密度勾配 ∇n が大きな場所である
ことが示唆される．速度 v は航跡場中の電子の振動
速度と仮定すると、その向きはレーザーの進行方向
であり、密度勾配はその横方向であるので、一般に
∇n× v ̸= 0 となって、電磁波の発生源となり得る．
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