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導入 

本研究はレーザー・プラズマ非線形相互作用の
一つである「誘導コンプトン散乱」についての理論
的な研究である。この研究を通して誘導コンプトン
散乱に伴う現象を正しく理解し、さらに、その現象
をレーザー実験によって検証することを目指そうと
いうものである。研究代表者が専門としてきた天体
現象への応用も考えている。 

太陽の電波バーストや、パルサーからの電波パ
ルスなど、いくつかの天体からは非常に高輝度の放
射が観測される。ここで高輝度というのは、光子の
占有密度ないしは、輝度温度という量で特徴付けら
れ、黒体放射や高エネルギー粒子からのシンクロト
ロン放射などのインコヒーレントな放射では説明困
難な輝度を持つということである。天体からのこの
ような放射は天然のレーザー発振と言え、そもそも
その放射機構が今なお研究の対象である[1]。 

ただし、ここで注目するのは、放射機構ではな
く高輝度放射光の伝播過程「誘導コンプトン散乱」
である。高輝度放射は天体周辺のプラズマや星間プ
ラズマと誘導コンプトン散乱を起こすことが期待さ
れる。宇宙物理において、我々は宇宙のはるか彼方
で起こる現象を電磁波として観測し、放射するプラ
ズマの性質を予測し、天体の周辺で起こる極限的物
理現象を予測する[2]。一方、放射された電磁波が伝
播時に起こすプラズマと電磁波の非線形相互作用の
痕跡、つまり、散乱光からも、天体周辺のプラズマ
状態を予測することが可能である[3]。しかし現状、
観測される電磁波と誘導コンプトン散乱光とを比較
できるほど、この現象の明確な理解に至っていると
は言えない。 

一方で、レーザーを用いたプラズマと電磁波の
相互作用に関する研究は古くから行われてきた。非
常に高輝度な放射を実現するレーザーは、プラズマ
との様々な非線形相互作用が期待される。その中で
も誘導コンプトン散乱に関する実験は 1970 年代の
前半にも行われており、それ以降も何度か実験の報
告がある。我々が注目する「誘導コンプトン散乱さ
れた散乱光の振る舞い」を調べた研究があるが、実
験結果は定性的な説明に留まっている[4]。多くの非
線形相互作用から誘導コンプトン散乱を抜き出すこ
とができているかという点と、次項で触れる我々の

定量的な予想との整合性の点で、解消するべき疑問
がある。また理論的な観点で見ると、プラズマ物理
の分野では誘導コンプトン散乱を、古典的な二流体
近似によって取り扱う場合が多い。他方、宇宙物理
の分野では誘導コンプトン散乱を、準古典的に表現
した記述をされることが多い。この二種類の誘導コ
ンプトン散乱の取扱いは一見同じ散乱条件を与えて
いないことが問題である。現象を正しく記述する方
程式系はどちらなのか、もしくは、それらが別の非
線形過程を扱っている可能性がないかも含めて、詳
しい実験による検証が必須と考える。 

本研究内容は誘導コンプトン散乱のレーザー実
験の可能性について議論することである。特に、過
去の研究で行われてきたように誘導コンプトン散乱
の線形不安定段階を確認するのではなく、誘導コン
プトン散乱による散乱光の非線形発展を扱いたい。 

図 1: 誘導コンプトン散乱による光子数スペクトル
の進化。横軸は振動数で、縦軸は単位エネルギーあ
たりの光子数。黒点線の入射光スペクトルが誘導散
乱が繰り返されることで、赤細線、青太線と発展し
ていく。λΘの値は散乱体である電子の温度を表し
ており、低温なほど(下に行くほど)線スペクトルの
幅が細くなる。 

研究方法 

代表者はこれまでの研究で誘導コンプトン散乱
の非線形段階で見られるスペクトルの変化ついての
研究を行ってきた [5]。我々は準古典的に誘導コン
プトン散乱を記述する、Boltzman-Uehling-Uhlenbeck
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方程式を用いた。この方程式からは宇宙論の分野で
広く知られている Sunyaev-Zel’dovich 効果の導出に
用いられる Kompaneets 方程式が導かれる[6]。この
方程式をレーザー光のように誘導過程が卓越する近
似で導出した方程式を数値計算することによって得
られるスペクトルの発展が図 1である。スペクトル
がガウス分布をした入射レーザー光を考えると(黒
点線)、散乱によって赤細線→青太線とスペクトルが
変形していく。散乱が十分起こった状態である青太
線のスペクトルは誘導コンプトン散乱によって、線
スペクトルを複数伴う特徴的なスペクトルになって
いる。この線スペクトルの太さσは散乱体であるプ
ラズマの電子温度 Teによって 
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特徴付けられることを我々は見出した [5]。代表者
の知る限り、このようなスペクトルが実験的に確認
されたことはない。この特徴的なスペクトル構造を
見つけることができれば、多くあるレーザー・プラ
ズマ非線形相互作用の内で、誘導コンプトンが卓越
しているかどうか判断することが可能である。 

本研究では我々のこれまでの研究[5]をさらに
発展させた。図 1では理論計算を簡単にするために、
系の等方性を仮定している。しかし、実際のレーザ
ー光や天体からの放射光は非常に指向性が高い。レ
ーザー実験を行うにあたって、図 2のようなガウス
ビームを考える。前年度進めた研究では、誘導コン
プトン散乱が最も有効に働くのはレイリー領域であ
ることがわかった。また、いくつかのレーザーにつ
いて、パワー、バンド幅、ウェスト、波長などの組
み合わせについて誘導コンプトン散乱が起こるよう
なパラメータ領域が可能かどうかを調べた。 

図 2: レーザー実験で想定するガウスビーム。ビーム
はどこにおいても輝度温度は一定である。しかし、
レイリー領域でビーム立体角が最大になるため、誘
導コンプトン散乱が最も有効に働く領域となる。 

結果 

レーザーに指向性を含めた定式化によって得ら
れた結果として重要なことは、(1)レーザー光はトム
ソン散乱に比べて誘導コンプトン散乱が卓越しうる
こと、(2)図１の線スペクトルの幅は電子の温度にし
か寄らなかったが((i)式)、ガウシアンビームの開き
角に依存すること、(3)レーザー光でなく、例えばレ
ーザーに直角にレイリー領域に入ってくる光の散乱
率が非常に大きくなりうること、である。 

(1)については、トムソン散乱がこれまでの等方
なモデルでは現れなかった。トムソン散乱はコンプ
トン散乱の 0次の効果で最も卓越するが、レーザー

強度が十分強ければ、誘導コンプトン散乱はトムソ
ン散乱を凌駕する。ほとんどの高強度レーザーはこ
の条件を満たしうる。これは予想していた通りの結
果である。(2)については、レーザー実験においてど
の程度の波長分解能で散乱光を観測する必要がある
かを決定するのに重要な役割を果たす。(i)式に対し
て、レーザー光の波長λとウェスト w0を用いて 

 
                                       (ii) 
 

と表される。予想外の結果であったがレーザー実験
においては深刻な問題にはならず、むしろテクニカ
ルな面で予想よりも有利な結果であった。(3)につい
ては、予想に反する結果である。もし、レーザー光
自身の散乱でなく、レーザー光でない光の散乱が卓
越してしまう場合、これまでの計算結果とはまった
く違う現象が起こる可能性がある。これまでの計算
は誘導コンプトン散乱のレーザー光の波長の変化が
観測されると考えていたが、波長の変化以前にレー
ザー光の等方化過程が現れる可能性がある。この問
題は解析的な計算は困難であるために、数値解析に
よるアプローチが必要になると考えている。この点
に関する研究を進展させることで、将来の誘導コン
プトン散乱の実験に結び付けたいと考えている。 
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