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高強度レーザーによる超高出力ガンマ線発生
—レーザー駆動ガンマ線源の提案—
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門

As a laser intensity increases, a radiation reaction eﬀect on
an electron motion is expected to play an important role
in laser-matter interactions. In this research, we newly developed a simulation code incorporating the radiation reaction eﬀect into a plasma particle simulation code which
deals with a collective response of a plasma to an intense
laser irradiation in a consistent manner. We investigated
the detail of an energy transfer from the laser to radiation
via plasma motion by using the simulation code. As a result, we showed that a high power gamma-ray pulse with
a short duration and a high directionality can be generated
by laser-plasma interaction, where the gamma-ray power is
much higher than that being available by other devices. We
explored the relationship between the gamma-ray characteristics and the experimental parameters of laser and target. These lead us to propose a new quantum beam source
of laser-driven gamma-ray pulse.
Keywords: Laser-plasma interaction, ultra-intense field,
radiation reaction eﬀect, gamma-ray source, particle simulation
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はじめに
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のような超高強度場と物質との相互作用はその多くが
未解明であり，今後の新しい物理の展開が期待されて
いる．
これまでにもレーザー強度が上昇することで，レー
ザーと物質との相互作用による新しい物理現象が研
究対象となってきた．レーザーエネルギーの吸収過程
や物質内でのエネルギー輸送過程が大きく変化する
ことで，照射された物質の応答が大きく変化するため
である．例えば，集光強度が 1014–15 W/cm2 を超える
と，レーザー電場強度は原子内の電場強度に匹敵する
ようになり，そのようなレーザーを照射された物質は
容易にイオン化しプラズマ状態となる．ここで，プラ
ズマ状態とは第四の物質状態とも呼ばれるもので，温
度の上昇により原子が電離した状態のことをいう．全
体としては電荷中性が成立しているが，局所的には
荷電粒子群の運動により空間電荷分離が起こり，そ
の結果様々な固有の構造を形成することが多い．また
プラズマ現象の身近な例としては，フラクタル形状を
示す雷放電や，地磁気の磁力線に凍りついた電子と大
気ガスとの衝突発光によるオーロラなどがある．レー
ザー・プラズマ相互作用では，レーザーエネルギーは
照射領域にある電子により吸収され，衝突緩和過程
によりエネルギーの拡散がおこる．集光強度が上昇し
1018 W/cm2 程度を超えると，電子運動における相対論

レーザーの集光強度は，その発明いらい着実に上昇

的効果が無視できなくなり，重心系でみると電場内で
の単純な振動運動から 8 の字のような軌道を描くよう

を続け，近い将来 1023 W/cm2 を超えるような超高強
度場が実現しようとしている．そこでのレーザー電場

に変化し，かつ重心はレーザー伝播方向にほぼ光速で
動く非線形な振る舞いを示すようになる．このような

強度はおよそ 1015 V/m，磁場強度は 107 T も及ぶ．こ

Ultra-High Power Gamma-ray Generation by using Intense
Laser Pulse —Proposal of Laser-driven Gamma-ray Source—
Tatsufumi Nakamura (Quantum Beam Science Directorate,
Japan Atomic Energy Agency),
〒619–0215 京都府木津川市梅美台 8–1–7
E-mail: nakamura.tatsufumi@jaea.go.jp

電子は MeV を超える相対論的なエネルギーを持ち，
生成地点から遠方に直接エネルギーを輸送するような
る．これは鍋に入れた水をコンロで温める場合と似て
おり，加熱が弱い場合は熱伝導による緩やかな熱輸送
が支配的だが，加熱を強くすると対流現象が起こりマ
クロな構造を形成し効率的にエネルギーが輸送される
ようになる．プラズマの場合は，遠距離力であるクー
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ロン力を介して荷電粒子が相互作用するため，エネル
ギー輸送過程において電磁場の誘起を介した様々な構
造がプラズマ中に形成される．例えば，電子流が誘起
する磁場に対するワイベル不安定性を介した周期磁場
構造や，プラズマ航跡波，ソリトンや渦構造などが形
成されることが分かっている．また，そのような構造
を利用した高エネルギーの電子 1)，イオン 2) ，X 線 3) 等
の量子ビーム発生に関する研究も進められている．
さらに強度が高くなるとエネルギー輸送もより複雑
になる．現在 10 PW(1016 W) 程度の高出力レーザーが
建設中であり 4) ，それを集光することで 1023 W/cm2 を
超えるような超高強度場が実現する．このようなレー
ザーと物質との相互作用では，電子運動における放射
反作用の効果が無視できなくなると予想されている．
しかし，これらについては未だ多くが未解明である．
いくつかの先行研究では，放射反作用を考慮すること
で発生する電子エネルギーやイオンエネルギーが減少
することなどを明らかにしている 5)．しかし，放射反
作用を考慮に入れた系のエネルギー輸送については殆
ど調べられていない．
そこで本稿では，このような超高強度場と物質との
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放射反作用効果

放射反作用は，加速度運動を行う荷電粒子が電磁波
を放射する際，その反作用としてエネルギーを失う効
果で，量子力学発展の契機になったテーマの一つであ
ると同時に，現在でも完全に解明されていない課題で
もある 7) ．円形加速器内の電子のような高エネルギー
電子に対して，放射反作用効果は無視できないことが
分かっており，また比較的単純な軌道を描く単一の電
子に対してはその効果を容易に見積もることができ
る．例えば，磁場中を回転運動する電子が一周期当り
に失うエネルギーは

U [keV] = 26.6 × E 3 [GeV] × B [T]

(1)

と表される 8)．ここで E [GeV] は GeV 単位で表した電
子のエネルギー，B [T] は T 単位で表した磁場強度で
ある．これから分かるように，エネルギーの 3 乗に比
例し高エネルギー電子に対して急激にその効果が大き
くなることが分かる．例えば，電子蓄積リングの偏光
電磁石に対する典型的な値として B = 0.5 T を選びエ
ネルギーが 30 GeV の電子に対するエネルギー損失を

相互作用におけるエネルギー輸送の解明を行った我々
の最近の研究成果について紹介する．まず最初に放射

計算すると，およそ 300 MeV ものエネルギーをシン

反作用効果について簡単に説明し，レーザープラズマ

クロトロン放射として各周回当たりに失うことがわか
る．このため円形加速器で得られる電子の最大エネル

相互作用においてどのような影響を及ぼすかについ
て単一粒子モデルを使い説明する．そして，放射反作
用効果を取り込んだ新しいプラズマシミュレーション
コードを用いて明らかにした，レーザー生成プラズマ
中での放射反作用効果の定量的評価の結果について述
べる．これにより初めて明らかになった超高強度のガ
ンマ線発生機構について説明する 6)．

ギーが制限され，より高いエネルギーを得るためには
直線加速器が必要となる 9) ．
高強度レーザー場と物質との相互作用の場合，レー
ザー場中の電子も加速度運動を行うため，放射反作用
の効果が無視できない可能性がある．しかし，上記の
ような円形加速器中の電子と異なり，電子運動は非線
形性が強く極めて複雑な軌道を描くこと，多数の電子
が関与するプラズマの集団効果が重要であること，等
の理由で上述のような単純な評価は難しく，これまで
その定量的な評価は行われていなかった．
レーザープラズマ相互作用における放射反作用の定
量的評価を行う前に，まずどの程度のレーザー強度に
なると放射反作用が無視できなくなるかについて考え

図 1 加速度運動する荷電粒子からの放射
と，放射反作用による荷電粒子の減速．

る．放射反作用効果を取り入れた運動方程式としては
Lorentz–Abraham–Dirac (LAD) 方程式が提案されてお
り，次式のように表される 10) ．
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 ，F ik =
ここで，xi = (ct, x)，ui = (γ, p/mc)，Ai = (cφ, A)
k
i
∂A /∂xi − ∂A /∂xk はそれぞれ四次元の動径ベクトル，
速度ベクトル，ベクトルポテンシャル，及び，電磁場
テンソルを表し，φ はスカラーポテンシャルである．

giLL


2e3 ∂F ik
=
uk ul
3mc3 ∂xl

e 
− 2 F ik Fkl ul − (Fkl ul )(F km um )ui (6)
mc

ds =

ここで，i, k, l, m = 0, 1, 2, 3 である．Fik = ∂Ak /∂xi −
∂Ai /∂xk は電磁場テンソルの共変成分であり成分を書

i, k = 0, 1, 2, 3 で，0 は時間成分を 1〜3 は空間成分を示
す．四元ベクトルにおいて上付きの添え字のついたも
のは反変成分，下付きの添え字のついたものは共変成
分と呼ばれ Ai = gik Ak の関係がある．ここで，
⎛1 0
0
0 ⎞⎟⎟
⎜⎜⎜
⎜⎜0 −1 0
0 ⎟⎟⎟
gik = gik = ⎜⎜⎜⎜0 0 −1 0 ⎟⎟⎟⎟
(4)
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⎟⎠
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き下すと次のようになる．
⎛ 0
Ex
⎜⎜⎜
0
⎜⎜⎜⎜−E x
Fik = ⎜⎜
⎜⎝−Ey Bz
−Ez −By

は計量テンソルである．また上下に重複する添え字

数値的に積分する上で問題はない．また LL 方程式は

に対しては縮約をとるものとする．すなわち Ai Bi =
A0 B0 + A1 B1 + A2 B2 + A3 B3 のように計算され，四元

LAD 方程式の摂動展開であるが，電子に対して有限の
大きさを仮定すると電磁気学と矛盾することなく導出
できることが分かっている 12)．また LAD 方程式と LL
方程式の差異が顕著になるのは，本稿で扱う以上の強
度領域であることや 13, 14) ，そのような場合には量子力
学的効果が無視できず LAD 方程式の修正あるいは新
たな定式化が必要であることも指摘されている 15)．
ここでは LL 方程式を使い，どのようなレーザー強
度領域で放射反作用効果が無視できなくなるかを見積
もってみる．LL 方程式を三次元形式で書き下すと式
(8) のようになる．

1 − β2 dt は固有時間と呼ばれ対象とする系の静
止系からみた時間である．ここで β = ν/c．添え字は

ベクトルの内積を取ることに相当する．上に矢印がつ
いた成分は三次元ベクトルを表している． m, e, c, γ =

1/ 1 − β2 は電子の静止質量，素電荷，真空中での光
速，及び電子の相対論因子である．電子エネルギー
は相対論因子を用いて E = mc2 γ のように表される．
式 (2) の右辺第一項目はローレンツ力を，第二項目が
放射反作用の効果を表す．LAD 方程式は，幾つかの
理由で不完全な記述であることが指摘されている．こ
れについては今でも議論が続いておりここでその詳
細について述べるのは避けるが，簡単にまとめると
以下の 2 点があげられる 7)．一つ目は，速度に対する
二階の微分方程式であるため，いわゆる “暴走解” と
呼ばれる非物理的な解を許すことである．特に，この
点は数値積分を行う上で深刻な破綻を導く．もう一
つは，微積分方程式の形に書きなおした場合に起こる

pre-acceleration(力が作用する前に加速度を受ける) の
問題で，極めて短い時間であるが力が作用する前に荷
電粒子に加速度が作用する問題である．これらは電子
の自己質量の問題と関連した古典電磁気学における未
解決問題として現在でも議論が続いている．
こ れ に 対 し ，LAD 方 程 式 を 摂 動 展 開 し た も の が
Landau–Lifshitz (LL) 方程式と呼ばれるもので以下の
ように表される 11) ．
mc

dui e ik
= F uk + giLL
ds
c

,

(5)

Ey
−Bz
0
Bx

Ez ⎞⎟⎟
By ⎟⎟⎟⎟⎟
−B x ⎟⎟⎟⎠
0

(7)

 = −E の置
また，電磁場テンソルの反変成分とは E
き換えで変換される．式 (5), 式 (6) で表される LL 方
程式は LAD 方程式と違い 2 階微分を含まないため，

dγβ

=−e(E + β × B)
dt



 
4π re
∂ 
∂ 

−
γ
+ β ·  E + β ×
+β· B
3 λ0
∂t
∂t

4π re    
 ×B

E(E · β) + (E + β × B)
+
3 λ0

4π re 2    2
 2
+
γ β (E · β) − (E + β × B)
(8)
3 λ0
ここで， λ0 ， re = e2 /4πε0 mc2 ，ε0 は，それぞれ，レー
ザー波長，古典電子半径，真空の誘電率である．右辺
第 2–4 項目の放射反作用の項には，極めて小さな値で
ある古典電子半径とレーザー波長の比が掛っているこ
とが分かる．そして放射反作用の各項の大きさを比較
すると，第 4 項目に電子相対論因子の 2 乗が掛って
いることから，電子エネルギーが高くなり放射反作用
が無視できなくなる多くの場合において，この項が最
大の寄与を与えることが分かる．そこで式 (8) の右辺
第 4 項目を第 1 項目のローレンツ力で割り，それらの
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推測できる (以後，発生機構とは無関係に MeV を超え

オーダーを比較すると以下のようになる，

4π re
a0 γ2 ∼ 1.5 × 10−8 a0 γ2
3 λ0

(9)

a0 = eA/mc は規格化されたレーザー場に対するベク
トルポテンシャルで，a0 ≥ 1 で電子運動における相対
論的効果が無視できなくなる．これをレーザー強度で
表すと，波長が 1 μm のレーザーに対して，レーザー
強度が 1.4 × 1018 W/cm2 の時 a0 ∼ 1 となる．このよう
な相対論的強度と呼ばれるレーザー場に対し，どの程
度のエネルギーを持つ電子が相互作用する場合に放射
反作用効果が無視できなくなるかを式 (8) より見積も
ると，γ ∼ 104 となる．すなわち 5 GeV 程度と極めて
高いエネルギーを持つ電子に限られることが分かる．
このような高エネルギーの電子は 1018 W/cm2 程度の
レーザーと物質との相互作用では発生しないため，こ
れまでレーザー・プラズマ相互作用において放射反作
用効果を無視する事ができた．ではどの程度のレー
ザー強度になると放射反作用効果を無視できないか．
初期に静止していた電子が平面電磁波により加速され
た時の電子エネルギーは γ ∼ a0 と見積もることがで
きる．これを式 (9) に代入すると放射反作用とローレ
ンツ力のオーダーが等しくなるのは，a0 ∼ 405，レー
ザー強度で書くと 4 × 1023 W/cm2 と見積もることがで
きる．この程度の強度を持つレーザー場を物質に照射
すると，レーザー場により一度加速された電子が，再
度レーザー場と相互作用する場合に，放射反作用の効
果が無視できなくなると予想される．この時，放射さ
れる光子のエネルギーは，相対論的運動をする電荷か
らの放射，すなわちシンクロトロン放射として考える
ことができ以下のように見積もられる．シンクロトロ
ン放射では，相対論的速度で運動する電子からの放射
角度が θ ∼ 1/γ に絞られることと，パルス長がドップ
ラー収縮することから，放射のエネルギースペクトル
のピークが基本振動数の 1 乗と相対論因子の 3 乗に比
例することが分かっている (式 (1) も同様の表現になっ
ている)．これを式で表すと，

るガンマ線領域の光子をガンマ線と記述する)．では
実際に，固体やガスにレーザーを照射した場合，どの
程度放射反作用効果が重要になるか，その定量的な理
解のためには多体系であるプラズマと電磁波との相互
作用を数値的に解かなければ明らかにすることはでき
ない．また，一度加速され γ ∼ a0 程度のエネルギーを
得た電子が，再度レーザー場と相互作用する場合に放
射反作用が重要になると述べたが，そのような状況が
どのような場合に起こるかについても数値シミュレー
ションにより明らかにする必要がある．これらを解明
するために新たに開発した，プラズマの集団効果と電
磁波の伝播をコンシステントに計算するプラズマ粒子
シミュレーションコードと，それを利用したガンマ線
発生の定量的評価に関する研究成果について次章で説
明する．

3

超高強度レーザーと固体との相互作用によるガン
マ線発生
まずプラズマ粒子シミュレーションの手法について

簡単に説明する．高強度レーザーと物質との相互作用
では，レーザー場による物質のイオン化 (プラズマ生
成) 過程や，イオン化後の荷電粒子多体系 (プラズマ)
の運動，その中での電磁波の伝播をコンシステントに
計算することが求められる．しかし，高強度レーザー
の場合，物質のイオン化はレーザーのフットパルスや
プリパルスにより起こるため，メインパルスとの相互
作用では電離したプラズマ状態を仮定できる事が多
い．ここでもメインパルスとプラズマとの相互作用を
考える．プラズマは電子とイオンから構成され，全体
としては電荷中性が成立している．それぞれの荷電粒
子に対して電磁場中の運動方程式を積分することで，
各粒子の位置及び速度の時間発展を計算する．電磁場
に対しては，マクスウェル方程式を積分することでそ
の空間分布の時間発展を計算する．その際，電流密度
及び電荷密度を通して，電磁場の時間発展におけるプ

(10)

ラズマとの相互作用が取り込まれる．粒子の位置・速
度及び電磁場の空間分布を十分小さなタイムステッ

となる．ここで ω0 はレーザー周波数を表す．これよ

プごとに交互に計算することで，コンシステントな粒

り，MeV を超えるガンマ線領域の光子が発生すること
が分かる．

子及び電磁場の時間発展を計算する．その際，無次元
量である電磁場に対しては空間メッシュを導入し (格

以上のような単一電子の運動に対する考察から，
1023 W/cm2 を超えるような強度のレーザーと物質と
の相互作用では放射反作用が無視できず，その時放出
される光子のエネルギーはガンマ線領域であることが

子点上で電磁場を定義する)，粒子に対しては実際の
粒子の塊を一つの粒子として扱う超粒子を導入する

ε = ω ∼ ω0 γ3 ∼ ω0 a30
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ことで，計算時間及びメモリーを節約することで計算
を行うことが可能となる．この結果，マクスウェル方
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程式の積分において電流密度及び電荷密度も格子点上

この粒子シミュレーションコードを用いて放射反作

で計算しておく必要がある．このために粒子情報とグ
リッド上で定義される離算情報との変換を行う必要が

用効果による電子のエネルギー損失を正確に計算する
ことで，固体プラズマやガスプラズマと超高強度レー

あり，これが統計力学における可視化の操作に対応し

ザーとの相互作用における，レーザーからガンマ線へ

ている．このような手法は Particle-in-Cell(PIC) 法と呼
ばれ，運動論的効果が重要な高強度レーザーとプラズ

のエネルギー変換の定量的評価が初めて可能になる．
シミュレーションの初期条件は図 2 に示されている．

マとの相互作用のシミュレーションにおいて広く利用
されている手法である 16) ．特に，グリッドの導入によ

ターゲットは厚さ 10 μm の炭素薄膜 (2 g/cc) で，完全
電離していると仮定する．ターゲットのレーザー照射

り，過去の情報を必要とする遅延ポテンシャルを使わ
ずに電磁場分布の時間発展を計算できる点は，相対論

面 (左側) には，レーザーのプリパルスの照射により
生成されるアブレーションプラズマをモデル化した膨

的効果が必要な計算において大幅なメモリーの節約を
可能にしている．

張プラズマが分布している．膨張プラズマの密度分布
は Ne = Nmax exp(−x/L) と仮定している．ここで，x は
最大密度点から真空方向へ向けての距離，L はスケー
ル長である．本計算ではスケール長を 2.5 μm とした．

60

レーザー条件は，エネルギーが 300 J，パルス長 30 fs

まず，放射反作用により電子のエネルギーがどのよ
うに変化するかを理解するため，放射反作用を考慮し

ἾὊἈὊ
ἣἽἋ

た計算と考慮しなかった計算を行い，幾つかの観点か
ら両者の比較を行った．図 3 はレーザープラズマ相互
作用により発生する高エネルギー電子のエネルギース
ペクトルを比較したものである．放射反作用を考慮し

Ne

0

た場合は，考慮しなかった場合に比べ 100 MeV 以上の

60

x [μm ]

図 2 炭素薄膜ターゲットの初期密度分布．
赤線は密度の一次元分布を示す．厚さ 10 μm
のターゲット前面には，プリパルスにより生
成された膨張プラズマが分布している．

17)

筆者が開発している PIC コード に放射反作用効
果を取り込むため LL 方程式を組み入れた．LL 方程式
を解くことによる計算負荷の増大量は問題にならない
程度である．しかし気をつけなければならない点は，
放射反作用によるエネルギーロスあるいはエネルギー
変換効率が電子軌道に強く依存することである．すな
わち PIC の計算において本質的に存在する統計的な
数値誤差が結果に影響を与える．この統計誤差を抑制
するため，放射反作用を考慮した計算では通常の計算
に比べて多くの超粒子を使う必要がある．計算条件に
も依存するが，本計算の場合は通常のおよそ 10 倍〜

50 倍の粒子数を使うことで計算結果の収束を確認し
ている．
第 95 号 (2013)

エネルギーを持つ電子数が大きく減少していることが
分かる．これから，100 MeV 以上エネルギーをもつ電
子に対しては，輻射によるエネルギー損失が無視でき

Electron number [arb. unit]

y [μm ]

で出力が 10 PW である．集光直径は 5 μm，集光後の
真空中でのレーザー強度は 5 × 1022 W/cm2 である．

107
105

ᵰᵰᵆ ્ݧӒ˺ဇ ᵇ
Ẳ

103
ᾡᾡஊụ

101
0

200

400

600

Electron energy [MeV]
図 3 レーザーにより加速された電子のエネ
ルギースペクトルの比較．放射反作用 (RR)
を考慮する場合，100 MeV 以上のエネルギー
を持つ電子が大きく減少している．
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ないことが分かる．

残される結果，空間電荷効果すなわちマクロに空間分

図 4 は，電子エネルギー密度の空間分布を示してい
る．上図が放射反作用を無視した場合，下図が放射反

離した電子–イオン間のクーロン力により静電界が誘
起され，多くの電子がレーザー場の方向に引き戻され

作用を考慮した場合である．赤い部分はレーザーパル

るためである．すなわち，電子がレーザー周期に追従

スが存在する領域で，エネルギー密度がもっとも高く
なっている．レーザーの前方 (図で右側) には複数の

しフェムト秒のオーダーで運動するのに対し，イオン
は質量が 3 桁大きいため数十〜百 fs のオーダーで運動

青い円弧を重ねたようなエネルギー密度の高い領域が
存在している．これは，レーザー場により周期的に前

するため，運動の時間スケールの違いにより強い静電
界の誘起がおこっている．電子がこの静電界により引

方へ加速された電子群が分布していることを示してい
る．正確には，レーザーの一周期に上下方向に一度ず

き戻される際，レーザー場と再度相互作用する．この
引き戻された成分を放射反作用ありの場合に見てみる

つ円弧状の電子バンチが放出されている (レーザー軸
方向に引き伸ばされた 8 の字運動を思い描くと分かり

と，そのエネルギーが大幅に減少していることが分か
る．すなわち，レーザー場と再度相互作用することで

やすい)．
しかし，高エネルギー電子は前方だけではなく，レー

放射反作用により減速されていることを示している．
空間電荷効果が働かないような場合は，レーザー場に

ザーが存在する領域の側方や後方にも分布している．

より加速された高エネルギー電子はレーザー領域か

これは，電子が前方に加速される一方でイオンが取り

ら飛散するだけで再度相互作用することはない．この
ように放射反作用による効果的な輻射の発生には，空
間電荷効果を利用することで高エネルギー電子をレー
ザー場内にもう一度引き戻すことが重要である．この

30
y ᵹμᶋᵻ

ᵰᵰẲ

ことから，ガスのような低密度ターゲットの場合には
空間電荷効果が弱いため電子を引き戻す効果が小さ
く，放射反作用効果が重要になるような高エネルギー
電子とレーザー場の相互作用もあまり起こりにくい
ことが予想される．実際，ガス密度プラズマを使った

ᆰ᧓ᩓᒵјௐỂ
ẲẰủẺЎ

0

40

x ᵹμᶋᵻ

30

ᵰᵰஊụ

シミュレーションでは放射減衰効果は大幅に減少する
ことを確認している．このように高密度のプラズマと
超高強度のレーザーを相互作用させる場合に，放射反
作用効果が無視できないような状況ができることが分
かる．
このとき発生した輻射出力の時間発展を示したのが

y ᵹμᶋᵻ

図 5(a) である．輻射に変換された全エネルギーは 95 J
にも及び，これはレーザーエネルギーのおよそ 32% に
も及ぶ．また，輻射へのエネルギー変換はレーザー照
射中に発生するため，輻射のパルス幅もレーザーと同
程度の 30fs と極めて短いパルスであることが分かる．

0

x ᵹμᶋᵻ

40

図 4 電子のエネルギー密度分布の比較．
レーザーにより加速された高エネルギー電
子は，空間電荷効果により引き戻され，レー
ザーと再度相互作用しているのが分かる (図
中，橙色線内)．放射反作用を考慮した場合，
反射された電子のエネルギーが大幅に減少
している．
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この結果，輻射のピーク出力は 2.8 PW と照射レーザー
に匹敵する値となっている．図 5(b) には，輻射のエ
ネルギースペクトルをプロットしてある．スペクトル
のピークは 3 MeV に相当し，主に MeV を超えるガン
マ線領域の光子が放出されていること，また高エネル
ギーテイル部は 100 MeV を超える領域まで伸びてい
ることがわかる．図 5(c) にはガンマ線の放出角度分布
を示してある．ガンマ線は等方的に放出されるのでは
なく，レーザー伝播方向に強い指向性を持って放出さ
れていることが分かる．これは，シンクロトロン放射
における相対論的ビーミング効果と同じである．すな
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3 (a)

射は電子の速度ベクトルに対して θ ∼ 1/γ の方向に強
く放射される．本計算の場合ガンマ線の発生点，すな

ε γ = 95[J]

わちレーザー場と電子が相互作用する場所がレーザー

2

伝播により動いているため放出されるガンマ線がレー
ザー伝播方向に絞られている．図 1〜図 5 の計算パラ

1

メータでは，レーザーのプラズマ中での伝播速度は真
空中の光速の 85% 程度であり，これから計算される放

30fs

0
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100
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200

Number [photons/eV]

Time [fs]
107

(b)

106

105

103
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109

Photon energy [eV]
(c)

dI
dθ

͞ή૾Ӽ

θ

ༀ૾᠆ݧӼ
図 5 (a) 輻射強度の時間変化．レーザーパ
ルスと同程度のパルス長である．(b) 輻射の
エネルギースペクトル．主に MeV を超える
ガンマ線領域の光子が放出されている．(c)
ガンマ線の放出角度分布．レーザー伝播方
向に強い指向性を持っていることが分かる．

出角度はおよそ θ ∼ 1/γ ∼ 0.5 ラジアンと見積もられ
る．一方，実際のガンマ線の放出角度は図 5(c) より約

30 度程度 (0.5 ラジアン) であり，上記の見積もりと良
く一致している．一般に，膨張プラズマのスケール長
が大きくなるにつれて，レーザーは低密度領域を伝播
するため伝播速度が大きくなり，ガンマ線の指向性も
高くなる．逆に，急峻な密度分布を持つターゲットを
使うと，ガンマ線の広がり角は大きくなる．この高い
指向性を持つという特徴はガンマ線の利用応用を考え
る上で極めて重要である．
ガンマ線源としての応用を考える場合，ガンマ線特
性のレーザー及びターゲット依存性を明らかにするこ
とが重要である．レーザープラズマ相互作用において
重要なパラメータは，レーザーの出力 (尖頭値，エネル
ギー/パルス長)，レーザーのパルス長と，ターゲット
のプリプラズマ分布すなわちスケール長である．図 6

Radiaon power [PW]

Radiaon power [PW]

わち，シンクロトロン放射では相対論的電子からの放

6

20PW,15fs
10PW,30fs
5PW,60fs

4
2
0
0

5

10

15

Scale length [μm]

20

図 6 ガンマ線出力の膨張プラズマのスケー
ル長依存性．照射レーザーのパルス長に依
存した最適なスケール長の値が存在する．

に発生するガンマ線出力の膨張プラズマのスケール長
依存性をプロットしてある．図中 3 本の線は，それぞ
れレーザーエネルギーを 300 J に固定し，パルス長を

15 fs，30 fs，60 fs と変えた場合に対応している．図
第 95 号 (2013)
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合にはパルス長を短くし高出力化した方が，ガンマ線
出力も高くなることが分かる．またガンマ線出力は膨
張プラズマのスケール長に強く依存し，特にパルス長
に依存した最適なスケール長の値が存在することが分
かる．最適なスケール長が存在する理由は以下のよう
に理解できる．スケール長が最適値に比べ十分長い場
合，レーザーは長い膨張プラズマ中を長時間かけて伝
播し，ある地点で全てのエネルギーが吸収される．そ
の間，高エネルギー電子とレーザーとの相互作用によ
りガンマ線が放出される．すなわち，ガンマ線に変換
されるエネルギーは多いがパルス長が長くなり，出力
は低下する．一方スケール長が十分短くなると，電子
によるレーザーのエネルギー吸収率が急激に減少す
るため，ガンマ線への変換効率も減少する．このこと
から適切な最適値が存在する．この最適値はどのよう
に決まっているかを調べると，最適値を選んだ時レー

Conversion eﬃciency

から明らかなように，レーザーエネルギーが一定の場

0.6
0.4
0.2
0.0
0.1

1

10

100

Laser power [PW]
図 7 輻射へのエネルギー変換効率のレー
ザー出力依存性．1 PW を超えると急激にガ
ンマ線への変換効率が上昇する．10 PW 程
度を超えると，ここでは無視した量子効果に
より効率が下がることが予想されている．

ザーは膨張プラズマ中を伝播し臨界密度点でほぼ全
てのエネルギーが吸収されていることが分かる．ここ
で臨界密度とは，プラズマ周波数とレーザー周波数が
一致する密度 (ncr = mε0 ω20 /e2 ) を表し，そこではプラ

ガンマ線源が実現できるものと期待している．

ズマの屈折率がゼロとなる．臨界密度近傍では波長の
増大及び周波数の減少が起こるためレーザーとプラズ

簡単に述べたい．図 7 では 100 PW までのスケーリン
グを示したが，およそ 10 PW 程度を超えると量子効果

マ電子とのエネルギー結合が強くなり，レーザーパル

が無視できない可能性が指摘されている．これは，発
生光子の波長が電子のコンプトン波長に近づくと波動

ス長に相当した時間内に効率的な電子加速が起こって
いる．最適な条件下では，ガンマ線の出力だけでなく
発生光子数も最大となることも分かっている．一方，
光子エネルギーは，スケール長を長くした方が，レー
ザー伝播速度が大きくなるため増加する．このよう
に，レーザー及びターゲットの条件を変えることで，

最後に，本研究において無視した量子効果について

関数の広がりを考慮する必要があり，結果として散乱
断面積が減少することで輻射への変換効率の減少に繋
がるものである．現在，この量子効果の影響について
の見積もりを行っており，10 PW レーザーの場合でも
数 % 程度出力が下がることを示唆する結果を得てい

ガンマ線のエネルギーや光子数，その密度 (出力) を
ある程度制御することも可能であることが明らかと

る．しかし，ペタワットを超えるような他の装置では
実現できないような超高出力ガンマ線であることには

なった．
上記の計算は放射反作用効果が顕著になる 10 PW

変わらず，レーザーによる新しいガンマ線源の可能性
を示唆したことが本研究の重要な成果である．

という極めて高出力のレーザーに対しての計算であ
るが，既に幾つかの研究機関で完成している 1 PW 程
度のレーザーを利用した場合でも魅力的なガンマ線源

4

まとめ

を実現することが可能である．図 7 は，輻射へのエネ
ルギー変換効率を照射レーザーの出力の関数としてプ

本研究では，新しく開発したプラズマシミュレー
ションコードを使いレーザーと物質との相互作用にお

ロットしたものである．1 PW のレーザーを利用した
場合，変換効率が 6%，出力が約 60 TW のガンマ線を

ける放射反作用効果の定量的な評価を行った．その結
果，レーザー及びプラズマのパラメータを適切に選ぶ

発生することが可能であり，十分に高出力のガンマ線
源であると言える．ただし，出力はレーザー及びプラ

ことで超高出力のガンマ線を発生できることを初めて
明らかにし，レーザー駆動の新しいガンマ線源として

ズマのパラメータに強く依存するため，最適な条件を

提案した．特に，近い将来完成予定の出力 10 PW の
レーザーを利用した場合，発生するガンマ線出力は

選ばないと大きく低下することを強調しておきたい．
近い将来，1 PW 級レーザーを利用したレーザー駆動

18
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超高出力ガンマ線源が実現可能である．また，既に存
在する 1 PW 程度のレーザーを用いても 60 TW 程度の
短パルスガンマ線を発生することが可能で，放射反作
用を介したガンマ線の計測が近い将来実現できるもの
と期待している．その際に注意しなければいけないこ
とは，プラズマからの比較的強いガンマ線として制動
放射ガンマ線も存在することである．両者の違いとし
ては，制動放射ガンマ線がレーザー照射方向に対し円
錐状に広く分布しピコ秒に亘る放射であるのに対し，
放射反作用からのガンマ線は指向性が強くフェムト秒
の高出力かつ短パルス性をもつことである．これらの
ことから，強度のあるいは放射角分布を測定すること
で両者の違いを区別することが可能である．また，放
射反作用を介した高出力のガンマ線が発生するような
実験を行う際には，あらかじめシミュレーションによ
りガンマ線の放出角度分布及び出力を見積もっておく
ことが，放射線防護の観点から重要になることは言う
までもない．
提案したレーザー駆動ガンマ線源は非常に高い出
力を実現できるという点で，他の発生装置と比べてユ
ニーク光源になりうると考えられる．この特徴を活か
した原子核物理やレーザー核物理等の新しい研究への
今後の発展が期待できる．
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