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3.8 レーザーと加速轄の融合
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R配 entlygr則通dvan閃 S01' ultraintenseヨlけashortpulse la<;ers have hrou堅ht昌boutむemendous

experimental and theorelical plり掌ressin maturity of las切-drivenparticle aωelemlor concepts. In near future 
CI凶日onof newω弘 forfrontier仙 en∞sε ぬrs酬し whichwill 渇 ωmbined辻ndorganized合。m
ultraintense lasers and particle accelet羽tors.珂erewe reporl I瑚 earchactivities on the laser acceleration at 

JAERl叩 APIえaswelJ正lSthe outlook fOl唱 developmentsof Jaser-driven particle i町民ωrs，aα:elel説。rsand 

radiation sources. Recent world-wide e.λpeIIments have successfully demons仕atedthat白eself-modulated 
LWFA mechanism is capable of generating ultrahigh a<X'elerating gradient of the order of 1∞GeVlm， while 

the maximum energy gain is Jimited at most凶 200MeV with energy叩readof 00 % because of dephasing 

and wavehreaking effects in pJasma<;. The自rsthigh ener叫gygain acceleration attaining 3∞MeV ha<; b民 n

opened wi伯尚emJ此 tionof an electron b回 mat創1energy matched to a wakeiield phase velocity in a fairly 
underdense plasma hy our group[1]. Our activities on la<;er acceleration research have focused on the laser 

waJ倒持ldaccele削 ordevel叩I日開制 forhigh energy elect即日 accelerationachieving more出an1 GeV with 

channel-guided scheme，山don high quality b凶 mg開制atIonwith both conventional油 dadvanced 

t配 hnologies. 百lemain task has b田 ndevoted to compJerion of the Laser A此 elerationTest Facility 

江A:IF)consisting of出ephoto伺伽deRF gun， the 150 MeV microtron 31回 eleratorand the test bearn line as 

well as出eestim副onof radiation doses produ田 dby LA1F for the radiation safi町 clear組 ce[2].Wi出 the

use ofLATFち weplan to demonstra白血echannel-g凶dedLWFA in which both the driving laser pulses and 

particle beams can he guided through the capiJIary discharge plasmas with設 cm-scalelength. The 

development of the plasma waveguide is underway after出efirst demonstranon of propagating a 2 1W， 90 

fs laser pulse佐山ugh辻 stable2 cm plasma channel produ閃 dりyan irnploding phase of fast Z-pinch 

discharge in a gas-削除。 capillary[3]. Recently novel抗chem凶 whichuse laser回ggeredinjection of pJasma 

electrons into出ewakefield have been proposed as a plasma cathode. As a first step of血isplasma cathode 

development， we present the tirst direct obselvation of 20 GeV/m of coherent ultrahigh gradient wake自elds

excited by a 2 1W， 50 fs 1蹴 rpulse in a gぉ jetas wellぉ precisemeasurements of its time-resolved 伊
density dis出bution[4].In the PIC simulations of the ∞l1iding pulse injection， a 児 markablebearn qual 
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verified with ul回 highP回kbrightness加 dul回 shortpulse fI叫uiredof next generation particle aαelerators 
佃 dfree el<即位。n1ぉers[5]. At present the la~er acceleration experiments have begun with 1∞TW， 20 fs 
laser pulses focused on the gas jet plasma凶 oget

Keywords : Laser岡drivenparticle aαeleration， Laser wake~伍eld accelerator (LWFA)， 

E置ghq田Iityel即位ゅnb曲阻i吋ecωr，Plasma waveguide， Plasma cathode 

1. はじめに

レーザー光は、位相と周波数のそろコた電磁波で集光することにより非常に高い電場を発生

することができる。このレーザー電醗場を用いた粒子加速の提案はレーザーの発明まで遡るが、

最近の CPAレーザーに代表される高強度超短パルλレーザ¥ーの出現により、レーザー加速研究

は、粒子加速機構に関する基礎的な研究においては、この 10年間で急速な進歩を遂げ、実用化

に向けた研究が世界的にも本格化し始めた。レーザーおよびプラズマを用いる粒子加速機構によ

る電子加速実験は、 90年代初頭より世界的な規模で進められており、到達加速エネルギーは、

この 10年で 1万倍近くになった。この加速エネルギーゲインの増加は、 CPAレーザーの発達

と軌をーにしており、レーザー強度の発展の勢いからして来る 10年間には、レーザー粒子加速

機構にもとづく加速エネルギーは、従来の加速器技術に基づく高エネルギ~加速器の最高エネル

ギーをも凌駕することになる。これらの研究の目的は、高エネルギー科学において長い発展の歴

史をもっ粒子加速器に、単にとってかわる新規デバイスを提供することではなく、従来の加速器

にレーザー加速機構の特畏を舎かじた融合唱ぞ阿ることにより、より豊かな研究領域の発展を促す

新たな研究ツ~ルの創造をめぎすとζろに主眼がある。

レレL ザザ」…一-tJ加Uj速墓掛究グjルレレL

究基帯整備を併行して進め、うそ量子科学研究センターの開発したぜーク出力 1001W，パルス幅

20fs， 10Hz CPAレーザ」ーを利用する世界初のレーザ…加速研究施設が完成し、高エネルギー科

学研究のための文部科崇舎の認可ち得られた。ことでは、グループが推し進めできたレーザープ

ラズマ相互作用とその粒子加速機構ピ関する基礎研究、レーザー加速研究に必要な要素技術開発

の成果、 150MeVマイクロトロンおよび高品質電子ビームラインからなる研究基盤施設整備に

ついて概説し、これら設備装置を用いて、現在進行中のレーザー電子加速実験の状況を報告する

とともに、今後のレーザー加速研究を展望する。

2. レーザー加連研究の展開

高強度レーザ場による様々な粒子加速機構が提案されているが、グループでは高強度超短

パルスレーザーの特色を最も良ぐ性かしたレーザー航跡場加速法の研究を行なっている。レーザ

ー航跡場は、プラズマ振動の波長にほぼ等しいパルス長の超短パルスレーザーがプラズマ中を伝

播するとき、レーザーパlレスのポンデ、ロモーティブ力でプラズマ電子を排除しながら進みパルス

の後方にプラズマ波が励起される。このプラズマ波の位相速度はレーザーパルスがプラズマ中を

伝播する群速度にほぼ等しく、真空中の光速よりわず、かに遅いので粒子を捕捉し加速することが

できる。プラズマ波の加速電場は、電子密度 1018cm-3のプラズマでは、ほぼ 100GV/mに達

する。実際、実験的にもエネルギーゲイン 100MeV、加速勾配 100GeV/mを超える電子加速
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が多数報告されている。グループではピーク出力2τW、パルス幅 90fsの?レーザーを用いレ

ーザーパルスをヘリウムガスで満たしたチェンパー中に集光してフラズ、マウェークを励起し、電

子ライナックで 17MeV電子ビームを入射し加速する実験を行ない、加速エネルギーゲインのス

ペクトルを得た[1]0 20 Torrのガス中では最高加速エネルギーゲイン 250MeVに達する電子が

観測されウェーク場のフ。ラズマ診断から最大加速電場は10GeV/mを超えることがわかった。

プラズマ中では高周波加速電場の 100倍から 1000倍の高い加速電場を発生できることが

実証されているが、加速長は高々数 cm程度に制限されている。これはレーザーパルスは回折効

果と強い非線形効果によりレーリー長の数倍程度の短距離で強度が減少してしまうからである。

この効果を抑制し、高エネルギーまで粒子加速を行なう方法として高周波加速器の加速管に相当

するプラズマ光導波路が提案さがているc 我々は、世界でも初めて高速 Zピンチ放電により電

磁流体不安定性の無い、長寿命のプラズマ光導波路の開発を行ない 2.2TIW. 90おのレーザーパ

ルスを集光径 40μm(集光強度>1 X 1017 W!cm2
) で 2cmにわたり伝播させる実験に成功した

[3]。

加速電子のエネルギースペクトルは広いエネルギー分布を持っていて、単色ビームを発生す

る従来o r加速器」の概念からすると実用上問題があるという指摘がある。しかしコンパクトな

装置とともに、従来の加速器では実現できないフェムト秒 (10-15秒)オーダーの超短パルスビ

ーム、 --0.1nmm . mrad以下の超低エミッタンスビームなど有用なビーム性能が実現されて

おり放射線化学、窪療応用、 X線およびガンマ線源、イオンビーム源さらには陽電子・パイ・

ミュー粒子なと、の2次粒子ビーム源、慣性核融合における高速点火などには直接応用できると考

えちれている。

勿論、単に新加速機構の実証や小型化の側聞だ付でなく従来の加速器がもっビーム性能を凌

駕する高品質eムJJ日産がレ←ずいブラマ加理器開発の究概の目的であるむすなわち原理検証

実験から一歩進んでフヲズマ波の位相や伝播制御などの機能を開発し、先進加速器技術としての

確立をめざす第 2世代の研究が活発

に行われ始めた。我々は、このレー

ザープラズマ加速実験用の高品質ビ

ーム入射器として短パルス紫外レー

ザー光照射による光電子ビームを約

100MV/mの高電界高周波で加速す

るフォトカソード高周波電子銃で約

10ピコ秒、 3.5MeVの電子パンチを

生成し、小型マイクロトロンで

150MeVまで加速する入射器を開発

した[2]。フェムト秒電子ビームの生

成とレーザーパルスの同期を行なう

パンチスライスシステムの開発も進

めており、これらのシステムとプラ

ズマ光導波路を用い、ピーク出力

300 
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図1ガスジェットプラズマ中に励起されたレーザー

航跡場の直接測定
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1001W、パルス幅 20fsのレーザーパルスでウェーク場を励起し、世界初となる lGeV 以上の

電子ビーム加速実験を計画している[6J。

また超短パルスレーザーを用いて背景プラズマ電子を直接ウェーク場の加速位相に入射する

方法を開発中で、フォトカソードに対しプラズマカソードとも呼ぶべき高品種電子ぜーム源とな

る。図 1にはプラズマカソードに用いる直得系金 lmmのパルスガスジエでパ、に 2TW，50fsレー

ザーパJレスを集光しウエ←ク場を励起し、その振幅と位相を周波数領域干渉法を用いて測定した

最近の実験結果を示す[4Joプラズマカソードは加速エネルギーゲインよりも高品質ビームの生

成を目的にしており、数値シミュレーションでは、上記実験のレーザーとガスジェットを用いて、

衝突パルス入射方式によち、 O.5mmの加速長で7.4MeVまで電子が加速され、パルス幅8fs、

エネルギー分散 3%、エミッタンス 1nmm . mradの高品質ビームが得られることが示され

ている[5J。

マイクロトロンとレーザー加速実験用ビームラインの放射線発生装置としての許認可が正式

にとれ 1001Wレーザーを用いたGeV級のレーザー加速研究がビームラインに設置された装

置を用いて本格的に始動しだした。まずプラズマカソード方式によるガスジェットまたはガスセ

ルを用いた相対論的電子ビーム発生実験を開始し、興味ある加速現象が観測され始めている。

3. 持来展望

いわゆる刊 νーザーの進展と普及の結果、わが国においてもレ←ザ白日速研究が盛んにな

り始め、加速器科学分野はもとよめ、物鷺屯材料科学あるいは牛牧!、実療関係の分野においても

関心そそ集めるようになっ )れは、導要に高強度レぃーザザ場による純一千加速の結果もたらされる

装聞の小型化の側耐のみならず¥加速器においては鳶要な制御という側阪においてもレーザーの

特賢を停かして、空間的、時間的k微細なぜ…ム制御が可能であることが明らかになっできた。

このレーザー粒子ピーム制御技術は、従来の高周波電磁場や静磁場を基調とする従来の加速器技

術では不可能なナノビームあるいはアト秒ビームの生成を可能にすることが期待されている。こ

れら微細・超短パルスビームが先端科学技術分野における新しいツールとなるばかりでなく、新

しい研究領域を開くことが期待される。

今後我々レーザー加速研究においては、マイクロトロンとテストビームラインを含むレーザー

加速テスト装置を駆使して、様々なレーザー粒子加速機構に基づく粒子ビーム加速と制御技術を

開拓し、新たな研究ツールを創造する計画である。
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