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1. はじめに 

	 高温高密度の高エネルギー密度科学分野では，超
高強度レーザーとプラズマの相互作用に関する研究
が基礎となって進められている．例えば，ペタワッ
トレーザーを Cuに照射して，2−3 keVの高温プラズ
マを生成して  He-α線の観測が行われた例がある 
[PoP 13, 043102 (2006)]．また，テーブルトップレー
ザーの高性能化により，0.5 Jのレーザーを Auナノ
ワイヤーターゲットに照射し，臨界密度の 100倍の
高密度領域で数 keV の温度を達成した例もあり 
[Nat. Photon. 7, 796 (2013)]，高温高密度領域における
多価イオンの生成と診断に関する研究が盛んである．
申請者等は，昨年度の実験で Biの高温プラズマ多価
イオンの生成をGEKKO-XII号レーザーで試みたが，
放射損失が大きく，高価数の多価イオンの軟 X線ス
ペクトルを得ることができていなかった．これを踏
まえて，中空シェル内で高温高密度ビスマス多価イ
オンプラズマを生成する着想を得て，照射実験を行
った． 
	 中空シェル内での多重反射による中空中心部にお
けるホットスパーク過程による高温プラズマ生成過
程を用いて，重元素多価イオンを生成し，軟 X線ス
ペクトルを観測することを目的とする．衝突放射モ
デルにより，多価イオンは q = 45以上を生成できる
と予測され，水の窓軟 X線領域に強いピークを持つ
unresolved transition array (UTA) 放射が観測された．
同時にトムソン散乱信号の観測にも成功したが，プ
ラズマ膨張過程も含めて，詳しく解析を進めること
にした． 
	 一昨年，砂原等により，中空シェル内での多重反
射による中空中心部におけるホットスパーク過程に
よる高温プラズマ（イオン温度：約 4 keV，電子温
度約 2 keV）の生成が実証された．このことにより，
従来用いてきた球殻の表面に高 Z材料をコートした
ターゲットでは今まで実現できない高温かつ多価イ
オンが生成でき，これまでに観測されたことのない
高いスペクトル純度を有する多価イオン軟 X 線
UTA 放射が発生すると期待できる [1]．このことに
より，重元素多価イオンのスペクトル構造を理解す

ることに繋がる．また，高温かつ重元素での衝突放
射モデルは実験結果とずれることが多く，衝突輻射
モデル等，エネルギー密度科学の実験パラメータで
のモデルの改善にも資するものと考えている． 
	 このことを踏まえて実施した GEKKO-XII 号レー
ザー実験では，Bi多価イオンプラズマからの時間積
分 UTA スペクトル，トムソン散乱信号，プラズマ
膨張のストリーク像などを観測してある．そこで，
これらのデータを詳細に解析することで，重元素多
価イオンプラズマの温度，密度，価数と放射スペク
トル構造の関係を明らかにできるものと考えている．
本研究は，原子過程，放射流体などのモデリングに
も寄与することになる．高温化のスキームを用いて，
高温重元素多価イオンを生成し，初めて観測された
3 nm帯の UTAスペクトルを評価することは意義深
いと考えている． 

2. 高温高密度プラズマ生成のスキーム 

	 図 1に示すように，砂原等により，中空シェル内
での多重反射による中空中心部におけるホットスパ
ーク過程による高温プラズマ（イオン温度：約 5 keV，
電子温度約 2 keV）の生成が実証された．このこと
により，従来用いてきた球殻の表面に高 Z材料をコ
ートしたターゲットでは今まで実現できない高温か
つ多価イオンが生成できる [1]．このことにより，
重元素多価イオンのスペクトル構造を理解すること
に繋がる． 

図 1：高温プラズマを生成するスキーム 
 
	 図 2に示すように，Chamber #2内中心に Bi内面
コート中空シェルターゲットを設置し，GEKKO-XII
号レーザービームを中級シェル内に入射し，多重反
射により，高温高密度プラズマを生成した． 



	 図 3は，ターゲットを横から見た写真に対して，
右からレーザーがターゲット内面に集光照射される．
このとき，いくつかの観測用穴から，X 線ピンホー
ル像やトムソン散乱計測を行っている．このとき，
プラズマ生成に用いられた GEKKO-XII 号レーザー
のパルス幅は 100 psとした．内壁はアブレーション
され，生成されたプラズマは内殻ターゲット中央に
向かって膨張し，高温高密度状態を生成する．この
とき，可視光のストリーク像で空間・時間変化を取
得した．この結果を左下に示す．図には 2つの縦に
発光の強いラインがあるが，これは，ターゲット写
真の観測用穴の位置に対応する．右上の時刻 0 にお
ける発光はレーザーが照射されたタイミングを示し
ている．0.6 ns ずれて中央部に発光が強くなる．こ
れは，内壁から膨張するプラズマがターゲット中央
部に達することを示している．このときの発光強度
の時間履歴を右下に示す．赤はレーザー光強度の時
間履歴，青はプラズマからの可視光発光の時間履歴
である．約 1 ns のときに発光強度は最大となった．
このとき，ターゲットの直径は約 1 mmであるので，
膨張速度は 5 x 107 cm/s程度である．  
	 図 4 はビスマス多価イオンからの軟 X 線〜EUV
領域の時間積分スペクトルである．約 4 nmの近傍に
unresolved transition array (UTA) スペクトル構造が
観測され，レーザー強度の増加とともに，発光強度
も増加し，長波長領域の発光が顕著に増加すること
が観測された．また，短波長側にもいくつかの細か
いスペクトル構造が観測された．スペクトル構造解
析はこれからである．そこで，大まかに準位を評価
するために，FACコードで発光ラインの確認を行っ
た．遷移は 4p-4dのみを載せている．これによると，
3.2 nm近傍および 5 nm近傍にUTA構造を有するが，
光学的に厚いプラズマを生成していることもあり，
放射流体数値解析を行う必要がある． 
 

4. まとめ 

	 中空ホットスパーク法を用いて，Biを対象とする
重元素多価イオンプラズマを生成し，高温化を図っ
た．この高温プラズマからの放射スペクトルを観測
すると共に，トムソン散乱によるプラズマ診断も実
施してある．このことについては，これから関連づ
けて解析する予定である．  
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図 2：Chamber #2における実験配置 

 

 
図 3：ストリーク像と膨張の様子 

 
 

 
図 4：時間積分スペクトル 
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