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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 

 
	 この方法で，高温プラズマを生成し，中性子を発
生する実証実験が行われた．このことから本手法の
有効性が示されている [2]． 



	 しかしながら，本研究課題で行った重元素のビス
マスを中空シェル内殻壁に塗布した実験結果を解析
し，数値解析をするには多くの仮題があることもわ
かった．そこで，本年度は，トムソン散乱信号を解
析する手法を確立することと，本報告書では割愛す
るが，ビスマスの EOSを再計算することの 2つにつ
いて進めた． 
	 本研究での解析を進めるために，ビスマスの代わ
りに重元素の一つのスズでのトムソン散乱信号の解
析手法を確立することにした．このようなアプロー
チをすることにしたのは，半導体リソグラフィー露
光用光源に関する研究が文部科学省リーディングプ
ロジェクトを中心に進められたこともあり，スズに
おける実験結果や数値解析結果が豊富にあり，比較
検討することが比較的容易であるからである． 
 

3. トムソン散乱信号の取得と解析 

	 重元素の一例として，スズを対象とするトムソン
散乱信号の解析について説明する．図 2(a) はスズの
膨張プラズマのトムソン散乱信号である．この画像
から，点線の箇所について，スペクトルを描いたも
のが図 2(b) である．  
 

 
図 2：(a) トムソン散乱信号画像，(b) スペクトルと
fitting curve 

	 これまで行われてきた fitting法を用いると，図 2(b) 
の Fitting 1になる．これをみると，電子温度と電子
密度を一義的に決められないほど実験値と Fitting 
Curve を決められないことが分かる．トムソン散乱
のプローブ光のパルス幅は  6 ns [full width at 
half-maximum (FWHM)] であり，プローブ光が膨張
するプラズマ中を伝搬し，レーザー生成プラズマ時
間的かつ空間的にダイナミックに変化する電子温度
と電子密度の変化をトムソン散乱光は受けることに
なる．つまり，電子温度は一義的に決まらず，値に
幅をもっているはずであり，観測されたトムソン散
乱光のスペクトルを分解できるものと思われる．そ
こで，スペクトルを分解し，電子温度の平均値と幅
を評価することにした． 
	 観測されたスペクトルを分解する前に，スペクト
ル強度が大きいところと低いところ別々に Fitting 
Curve を用意した．スペクトル強度が大きいところ
は電子温度が低く，スペクトル強度が低いところは
電子温度が高い情報をもっている．実際に，スペク
トル強度が高いところに Fitting Curveを当ててみる
と，Fitting 1 のようになり，スペクトル強度が低い
ところに Fitting Curveを当ててみると，Fitting 2のよ
うになる．両者とも，実験結果に Fittingできている
とは言い難い．Fitting 1と Fitting 2は電子温度が一
義的に決まることになるが，そうはならないことを
意味している．一方，電子温度に幅を持たせて Fitting
した．電子温度は Maxwell分布の形で拡がりをもつ
と仮定し，Fittingしたのが Fitting 3である．これに
よると，電子温度の平均値は 38 eV，電子温度の幅
の高温側は 70 eVであることに対応している．現在，
この電子温度の幅が妥当であるかどうかを放射醜態
数値解析と比較している． 
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