
 

数値シミュレーションによるレーザー駆動デトネーション伝播機構の解明 

城﨑知至 1), 納屋司 1), 中島良彰 1), 遠藤琢磨 1), 砂原淳 2), 荻野要介 3), 大西直文 3), 長友英夫 4) 

1)広島大学, 2)レーザー技術総合研究所, 3)東北大学, 4)大阪大学レーザー研 

背景と目的 

レーザー駆動デトネーションは、固体表面からの
アブレーションや、気体中での絶縁破壊により気体
をプラズマ化し、このプラズマ中での逆制動輻射に
よってレーザーが吸収されることで高温高圧のプラ
ズマ領域が形成され、衝撃波を駆動するものである。
レーザー駆動デトネーションの伝播機構の解明は、
レーザー核融合や超新星爆発の燃焼波伝播、レーザ
ー推進、レーザー着火等の物理機構の解明、並びに
高効率化に有用である。これまでに遠藤等による激
光 XII 号を用いた共同実験[1]においてシュリーレン
ならびにストリーク計測によりレーザー駆動デトネ
ーションの構造や衝撃波伝播特性を計測するなど、
レーザー駆動デトネーションモデリングに必要なデ
ータが収得されている。しかし、より詳細な構造や
伝播機構の解明にはシミュレーションによる解析が
不可欠である。そこで、本研究では、輻射流体シミ
ュレーションにより、レーザー駆動デトネーション
伝播の物理機構の解明を目的とする。 

本年度は、1 次元輻射流体シミュレーションに
より、レーザー駆動デトネーションの伝播特性、並
びに伝播特性に対する輻射輸送効果のレーザー硬度
依存性を調べた。 

シミュレーション方法 

star1D[2]は、1 次元 Lagrange 系の 1 流体 2 温度
モデルの流体コードをベースとし、輻射輸送、電子
熱伝導等を含む。状態方程式には、窒素分子の効果
(回転・振動モードや乖離効果)を考慮し、常温から
高温プラズマに対応できるものを開発して用いた。
また、輻射輸送係数としては、高温(1eV 以上)では
局所熱平衡を仮定した遮蔽水素モデルより作成した
テーブルを用いた。常温から 1eV までの低温領域に
ついては、CEA[3]より求めた平衡組成のもとで
SPRADIAN[4]を輻射エネルギーhv = 300eV まで拡張
して計算したテーブルに窒素分子の光電離効果[5]
を加えて用いた。また、レーザー吸収過程には自由
電子とイオンとの衝突に加えて、自由電子途中整流
子との衝突効果も考慮した。これらにより、常温か
らプラズマ領域まで対応できる汎用性の高いものと
なった。この改良コードを用いて、LDD 実験を模擬
したシミュレーションを行った。シミュレーション
条件を Fig.1 に示す。1 次元平板系で、初期密度は一
様な(ρ0 = 1.12×10-3g/cm3)窒素ガスとし、計算領域左

端に初期ショック生成用に 2.2 eV の高温領域 (1mm
厚)を置き、その右側に N2 ガス(常温で圧力 100kPa)
を 4mm 配置した。照射レーザーは波長 1.05µm、強
度 SL = 108 ~ 1010 W/cm2とし、t = 0 においてステップ
上に立ち上げ、その後一定強度とし、領域右端より
左向きに入射した。 

 
Fig.1 シミュレーション初期条件． レーザーは右端
から左に向かって照射． 
 
結果と考察 

シミュレーションによる得られた、照射レーザー強
度に対するレーザー駆動デトネーション波の伝播速
度 D を Fig.2 に示す。図中の＋はレーザー強度が低
く、衝撃波後方のレーザー加熱領域と衝撃波が時間
とともに離れていく非定常伝播領域(SL < 4×108 
W/cm2)であり、それより高強度領域(SL > 5×109 
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Fig.2 シミュレーションで得られたデトネーシ

ョン波伝播速度のレーザー強度依存性 
 



W/cm2)であり、それより高強度領域(SL > 5×109 
W/cm2)では、衝撃波が加熱領域と一体となってデト
ネーション波として定常伝播しており、その際の定
常伝播速度は衝撃波後方の駆動領域においてレーザ
ーが 100％吸収した際の理論解析解[5]とほぼ一致し
た。定常伝播が見られたもののうち、●は衝撃波後
方の温度が比較的低く、輻射によるエネルギー輸送
が顕著でないため、衝撃波前方への先行電離領域が
見られなかった( SL = 5×108 ~ 1.0×109 W/cm2)。それ
以上の強度領域( SL > 1×109 W/cm2；中抜きマーク)
では、輻射による衝撃波前方へのエネルギー輸送に
起因する先行電離領域が確認された。また、SL > 5
×109 W/cm2 の領域では、先行電離を伴うデトネーシ
ョン波として伝播した後、レーザー加熱領域が衝撃
波を追い越し、衝撃波を取り残して、電離領域のみ
が自走していく、いわゆる輻射波(radiation wave)[6]
現象が確認された。Fig.2 中にはこの輻射波の伝播速
度 Dradを別途△によりプロットした。デトネーショ
ン波の伝播速度が照射レーザー強度に対して D∝
SL

1/3の関係[5]があるのに対し、シミュレーションで
得られた輻射波の伝播速度は照射強度に対して Drad

∝SL
0.67 の依存性を持つ。この結果は、Bergel’son 等 

がエネルギー流束バランスによって評価した輻射波
の伝播速度の依存性(Drad∝SL

0.71) [6]にほぼ一致した。 
デトネーション波から輻射波への遷移が見ら

れた SL = 1010 W/cm2における衝撃波近傍の温度・密
度ならびにエネルギー輸送の空間分布の時間発展を
Fig.3 に示す。t = 5 ns では、衝撃波前方への先行電
離領域は形成されているものの、レーザーによる加
熱領域は衝撃波後方に位置し、デトネーション波と
して伝播している。衝撃波後方の高温領域で放出さ
れた輻射によるエネルギー輸送により衝撃波前方の
加熱が進むと、先行電離領域が衝撃波前方にさらに
伸びていき、それに伴い、レーザー吸収領域が衝撃
波前方に移動していく。この結果、輻射による初期
電離領域とそれに続くレーザー加熱領域が一体とな
って、衝撃波を取り残して前方へと伝播していく輻
射波に遷移することが分かった。この輻射波の伝播

機構を、光子エネルギーh毎の吸収係数や加熱分布
を評価することで調べた。この結果、h > 30 eV の
高エネルギー光子により、輻射波の前方の初期電離
が生じる（Z = 0.001 まで）。さらにその領域から輻
射波に近づくと、h =14.5eV 近傍の吸収端が加熱に
より高エネルギー側にシフトすることで、輻射波領
域から輸送されてくる h = 14.5 eV 近傍の輻射によ
る急激な加熱が生じ、さらに電離が進むとともに、
レーザー吸収が急激に立ち上がることが分かった。 

まとめ 

1 次元輻射流体シミュレーションにより、レー
ザーデトネーション波伝播特性のレーザー強度依存
性を調べた。化学反応デトネーション波と同様の伝
播形態（先行電離領域が生じず、衝撃波と後方の加
熱領域間に一定の誘導両機が存在する）を示す領域
( SL = 5×108 ~ 1.0×109 W/cm2)、先行電離領域が生じ
るが定常伝播する領域 (SL = 1.5×109 ~ 5×109 
W/cm2)、さらに衝撃波を取り残して輻射加熱とレー
ザー加熱領域のみが伝播していく輻射波に遷移して
いく領域( SL = 6×109 ~ 1.0×1010 W/cm2)とが存在す
ることが分かった。衝撃波前方への輻射によるエネ
ルギー輸送が現象を支配していることが示された。 

REFERENCE(S) 

[1] 遠藤琢磨代表、阪大レーザー研共同研究
2007~2013. 

[2] A. Sunahara et al., J. Phys.: Conf. Ser. 112, 042048 
(2008). 

[3] Y. Ogino, et al., Shock Waves 21, 289 (2011). 
[4] J. A. Fennelly and G.G.Torr, Atomic Data and Nucl. 

Data Tables 51, 321 (1992). 
[5] T. Endo, et al., J/ Plasma Fusion Res. 86, 590 

(2010). 
[6] V. I. Bergel’son, et al., Sov. J. Plasma Phys. 1, 498 

(1975). 

0

5

10

15

20

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
‐0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

 Te
 Ti

T
e,
 T

i [
e
V
]

 ne

 ni

x [mm]

 Plas

 Prad
 P

pdv

P
 [
10

1
2 
W
/c
m

3 ]

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

 Te
 Ti

 ne

 ni

x [mm]

 Plas
 P

rad

 Ppdv

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

 Te
 Ti

0

2

4

6 ne

 ni

n
e
, 
n
i [
1
0
2
0 /
cm

3
]

x [mm]

 Plas
 P

rad

 Ppdv

(a) t = 5 ns (b) t = 10 ns (c) t = 15 ns

 
Fig.3 SL = 1010 W/cm2におけるデトネーション波から輻射波への遷移の様子．上図は電子温度(Te), イオン

温度(Ti), 電子密度(ne), イオン密度(ni)、下図はレーザーによる加熱率(Plas), 輻射による加熱(Prad, 負値は輻

射放出によるエネルギー損失率)、pdV 仕事（Ppdv, 負値は膨張損失率）の空間分布を示す． 
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