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研究成果の概要（和文）：本研究は，微細な周期構造を持ったプラズマ「放射プラズマセル」を自己組織化ハニカム膜
に高強度レーザーを照射することで生成し，そこからテラヘルツ波のような低周波電磁波をコヒーレントに発生させる
技術開発を目的とした．まず必要な周期を持つ自己組織化膜の安定な作製実験を試み，広い領域で周期性を保つ構造を
持つための条件を見いだした．一方，放射プラズマセルからの低周波電磁波の発生スペクトルやその干渉効果などは計
算機シミュレーションにより解析し，強度に応じて低周波が発生することを見いだした．さらに，カーボンナノチュー
ブを非対称に配置することで，より簡単に低周波光を発生させることが可能性であることも見いだした．

研究成果の概要（英文）：The main purpose of this research is the generation of coherent low frequency 
radiation, such as THz light by using a periodically aligned micron-order plasma boxes, which are 
produced by the strong laser irradiation on a synthesized honeycomb film. We call this structured plasma 
as a "radiative plasma cell." This film is produced by a self-organized process. We have been developing 
a stable method to make the honeycomb film with an arbitrary period. As a result, we found the conditions 
to synthesize the film with a wide range periodicity.
 On the other hand, we have conducted several simulation runs in order to find the conditions for the 
incident laser and the periodic target to optimize the emitted radiation intensity. In addition, we also 
calculate the asymmetrically aligned carbon nanotubes to generate a low frequency radiation more easily. 
This idea is verified by a computer simulation and this structure is expected to be a new target to 
generate a low frequency radiation.

研究分野： プラズマ理工学

キーワード： 高強度レーザープラズマ　カーボンナノチューブ　粒子シミュレーション　自己組織化膜　テラヘルツ
発生　放射プラズマセル
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１．研究開始当初の背景 
最近，固体表面反応の自己組織化現象を利

用した，ミクロン単位の周期性を持つ表面立
体構造の形成が報告されている．これによれ
ば高分子反応の非線形性を利用することで
穴の開いた箱を周期的に並べたようなハニ
カム構造を作ることが可能である．研究分担
者（井上）の研究によれば箱の中に他の物質
を埋め込む可能性も示されている．  
これに対し，研究代表者（田口）の計算機

シミュレーション研究によれば，カーボンナ
ノチューブ（CNT）に高強度レーザーを照射
すると，その非線形相互作用によって，レー
ザー光が大きく吸収され，反応した CNT か
ら低周波の電磁波が発生することが見いだ
されていた． 
そこで，図１のように自己組織化ハニカム

構造に CNT を埋め込んだターゲットを作製
し，これに高強度レーザーを照射すれば，
個々のハニカム構造がプラズマ化し，そこか
らの電磁波放射が干渉してコヒーレント光
が発生すると期待される．この高強度レーザ
ーによりプラズマ化したハニカム構造を「放
射プラズマセル」と名付け，この放射プラズ
マセルの生成とそれを利用したコヒーレン
ト電磁波放射を目指すのが，本研究課題の背
景である． 

 
図１．ハニカム構造 

 
２．研究の目的 
自己組織化ハニカム構造は，作製事例が報

告されているとは言え，レーザー照射実験で
要求される周期構造を自由に作れるかどう
かが鍵である．これには，基板の選択，ハニ
カム膜の材料，作製環境など色々な組み合わ
せを試みる必要がある．そこで，本研究では，
研究分担者の実験研究により，安定に望みど
おりの構造を持つ自己組織化ハニカム膜を
作り出すことを第１目的とした． 
一方，研究代表者は，粒子コード(PIC コー

ド)による計算機シミュレーションを用いた
高強度レーザーとプラズマの相互作用研究
に携わっていて，本研究開始までに受けてい

た科研費「低次元クラスター格子と高強度レ
ーザー相互作用によるコヒーレント放射の
研究」などで，衝突や電離過程までを含んだ
粒子コードを開発し，CNT を初めとする固体
と高強度レーザーの相互作用解析を行って
いた．ただ，粒子コードは計算機の負荷が大
きいため，大規模計算となる．今回提案した
放射プラズマセルの形成をシミュレーショ
ンするには，ミクロンオーダーのセルを数周
期並べた構造のシミュレーションが必要で
あり，並列化された計算機コードが必須であ
った．また，初期の固体状態から計算を開始
するには，中性物質との相互作用の導入も必
要である．そこで，中性物質の光学的性質を
含んだ大規模並列粒子コードの開発から開
始し，完成した並列粒子コードを用いて，放
射プラズマセルからの放射光解析（強度，ス
ペクトル，角度分布など）をすると共に，よ
り効率の良い放射を得るためのターゲット
構造の提案を目的として研究を行った． 
最終的に，研究代表者の結果を元に提案し

た構造を分担者が製作し，これを連携研究者
のレーザー施設に持ち込んで，レーザー照射
実験を実施するための検討を行うのが最終
目的である． 
 
３．研究の方法 

(1) 周期構造を持った自己組織化膜の作成 
周期的構造を持つ薄膜を作るためには自

己組織化現象を利用する．自己組織化高分子
膜は微小な水滴が高分子溶液表面で自然に
配列する現象を利用して作る，空孔がハニカ
ム状に配列した膜である． 
最初は，ハニカム膜の生成条件を調べるこ

とに重点を置き，ガラス基板およびシリコン
基板を用いて，水をくぐらせて加湿した空気
を高分子表面に吹き付ける方法で構造形成
の傾向について調べた．構造解析には走査型
電子顕微鏡を，また組成分析には，電子顕微
鏡に付属しているエネルギー分散型Ｘ線分
光装置を用いた． 
次に，高分子溶液の密度と構造形成の傾向

について調べた．さらに，加湿空気の流速と
湿度，反応室の温度をより正確に制御できる
実験装置を準備した．空孔を周期的に配列さ
せるために基板を傾けて溶液表面に流れを
生じさせ，ランダムに発生した空孔を凝集さ
せることを試みた．加湿空気の湿度および基
板傾斜角をパラメータとして種々の条件で
実験を行い，周期的構造形成との関連性につ
いて調べた． 
(2) 並列化粒子コードの改良とそれによる放

射プラズマセルの解析および最適化 
本研究を開始する以前から，すでに高強度

レーザーと CNT との相互作用を衝突効果・
電離効果（電界電離と衝突電離）を含めて解
析が可能な並列化静電粒子コードを開発し
ていたので，これを電磁粒子コードに改良し



て大規模シミュレーションを実施した．本研
究では，基本的に超短パルスレーザーとの相
互作用を考えているため，レーザー照射前の
中性固体状態から計算を開始して，電離過程
を経た後の放射プラズマセルの構造形成を
模擬する必要がある．そこで，中性固体とレ
ーザーとの相互作用も含めるような改良も
行った． 
同時にこの粒子コードの実行のため，摂南

大学に設置したクラスターコンピューター
の CPU 数の増強を図り，より大規模な計算
を行なった．また，これまで，MPI 並列化を
容易にするためのプリプロセッサの開発を
行ってきたが，プログラムの巨大化，複雑化
に伴って，このプリプロセッサもさらに高度
化し，汎用性を高めたり，より複雑な記述が
できるよう，書式の改良も行った． 
本研究では，この改良したプリプロセッサ

で記述した並列化電磁粒子コードを用いて
ハニカム構造を持つ固体ターゲットに高強
度レーザーを照射して生成される放射プラ
ズマセルの性質と，それから発生する電磁波
のスペクトル解析を行った． 
 

４．研究成果 

(1) 周期構造を持った自己組織化膜の作成 
平成 24 年度においては，安全性を考慮し

て高分子溶液としてポリスチレンとポリア
クリルアミドのレモゾール溶液を用いてい
たが，充分に溶解しないため，レモゾールの
代わりにクロロホルムに変更し，十分な溶解
度が得られるようになった．水をくぐらせて
加湿した空気を吹き付けるだけでは高分子
溶液表面に空孔ができなかったため，反応室
を製作し，高湿度下で乾燥空気を吹き付ける
ことで空孔ができることがわかった．空孔が
形成されるようになったので，ハニカム膜に
触媒金属であるオスミウムをコーティング
し，アセトン中で超音波洗浄することで空孔
部のみにオスミウムを残し， CNT 膜の形成
実験を行った．Ｘ線分光により，空孔部のみ
に炭素が体積していることを確認した．従っ
て，本研究の提案手法で CNT の周期的な構
造形成が原理的には可能であることがわか
った． 
平成 25 年度では，ハニカム膜の空孔サイ

ズのばらつきを無くし，かつ空孔が発生して
いる領域の面積を広くすることを目的とし
て，加湿空気の制御（定常的な流れの確保，
流量・湿度・温度の制御）に対して検討を行
った．まず，ドラフター内部に加湿器から試
料に向かって空気がスムーズに流れていく
ような通路を確保できるよう，前年度の反応
室を改造した．また，小型の反応室を別途製
作し，これと比較を行った．これは小型にす
る方が，より速く温度・湿度が定常状態に達
するのではないかと考えたためである．また，
高分子溶液中の界面活性剤の濃度について
もいくつかの条件で比較を行った．結果をま

とめると，まず反応室は小型の方が良い．高
分子溶液はポリスチレン 0.2g＋ポリアクリ
ルアミド 0.02g＋クロロホルム 50mL のも
のが最も良い結果が得られた． 
前年度までにハニカム構造形成のための

おおよその条件が定まってきたが，まだ空孔
サイズにばらつきが多く，周期的構造はごく
狭い領域でしか実現できていなかった．平成
26 年度は，これまでの実験結果をベースとし
て，さらに実験装置の改良と最適成膜条件の
探索を行った．まず，ドラフトチャンバ—の
中に設置するミニチャンバ−（反応容器）を
製作し，ヒーターと加湿器を取り付け，チャ
ンバ−内の温度と湿度を一定に保てるように
した．また，エアポンプを取り付け，一定の
流速（2.5 L/min）で加湿空気を試料に吹きか
けられるようにエアポンプをミニチャンバ−
に取り付けた．ポリスチレン（0.2g）とポリ
アクリルアミド（0.02g）のクロロホルム溶
液（50mL）をアルコールで超音波洗浄した
ガラス基板に 2mL 滴下し，基板表面に高分
子溶液の膜をコーティングした．基板は傾斜
角を調整できる試料台にセットし，ミニチャ
ンバ−内で加湿空気を 2 分間吹き付け，高分
子溶液の表面に微小水滴を結露させ，空孔を
形成させた．ノズルと基板表面との距離は約 
5mm であった．空孔を周期的に並べるには，
高分子溶液が凝固するまでに何らかの外力
により液面に流れを生じさせ，ランダムに発
生した空孔を凝集させる必要がある．今回は
基板を傾斜させることでこの外力を作った．
パラメータとして，基板の傾斜角（0〜90°）
とミニチャンバ−内の湿度（50〜100%）を系
統的に変化させて色々な条件下で自己組織
化膜の形成実験を行った．できあがった自己
組織化膜は走査型電子顕微鏡（1000 倍およ
び 5000 倍）により評価を行った．実験結果
をまとめると，まず，吹き付ける加湿空気の
湿度は低い方（〜50%）が広範囲に均一な空
孔サイズの膜が形成される．また，加湿空気
の湿度が高くなると空孔のサイズが大きく
なるということがわかった． 
基板傾斜角については 60°付近で広範囲

に均一なサイズの空孔が形成される傾向が
見られたが，基板表面にコートされた溶液の
厚みにも影響を受けるため，かなりばらつき
が多かった．今後は溶液のキャスト量や膜厚
を正確に制御し，均一で周期的な空孔が並ぶ
領域の面積の拡大を目指したい． 
表１に，これまで作製したハニカム膜のパ

ラメータ依存性を写真で示す． 
 



表１．自己組織化高分子膜の走査電子顕微鏡
写真．基板傾斜角（縦）と加湿空気の湿度（横）
をパラメータとしている． 

 

 

 

(2) 並列化粒子コードの改良とそれによる放

射プラズマセルの解析および最適化 
平成 24 年度においては，まず中性固体の

光学的応答をシミュレーションするために，
束縛電子の効果を含めた粒子コードの開発
を行った．通常，束縛電子の振動数はプラズ
マ振動数やレーザーの振動数よりかなり高
いため，粒子コードの基本アルゴリズムであ
る陽解法で解くには時間ステップを非常に
短くしなければならない．しかし，束縛電子
の効果の導入では電子の振動中心の時間的
変動が計算できればいいので，束縛電子の振
動は陰解法で時間発展させ，レーザー強度が
十分高くなったときに，これを電離させて自
由電子として取り扱えるようにコードを改
良した．この結果，レーザーが透明媒質に侵
入する場合の屈折率の効果を粒子コードに
導入することができた．作成したコードを用
いて周期的に配置されたカーボンナノチュ
ーブ(CNT)に高強度レーザーを照射したとき
に発生する電磁波のスペクトル解析を行っ
た．結果の一例を図２に示す． 
図は，横軸が X 方向の周波数，縦軸が Y 方

向の周波数である．周波数は，レーザーの周
波数で規格化しているが，この計算では CNT
の周期をレーザー波長と一致させている．ま
た，CNT は Y 方向に周期性を持ち，レーザ
ーは X 方向に平面波で入射した．図で，横に
平行な成分は周期的な CNT から発生する電
磁波の干渉により選択されたモードである．
一方，原点から放射状に広がっているのは，
レーザー強度が強くてプラズマ化した状態
からランダムに発生したモードである．レー
ザー強度を上げると，周期的なモードの成分

は小さくなり，ランダムモードが優勢になる．
ここでは，パラメータを最適化するところま
でには至らなかったが，CNT の周期やレーザ
ーの強度に依存して様々なスペクトルパタ
ーンが現れることがわかった． 

 

図２．周期的に配置された CNT から放射
された電磁波のスペクトル強度分布 

 
そこで，平成 25 年度には，この周期的に

配置した CNT に高強度レーザーを照射した
ときに，発生する電磁波のスペクトルをより
詳細に調べ，そのレーザー光強度依存性や入
射角度依存性を調べた．特に，低周波モード
の発生を目標に，レーザー強度，周期性，な
どのパラメータを変えてシミュレーション
を行った．その結果，低周波モードが発生す
ることは確認できたが，そのスペクトルを十
分に分解して，発生する低周波電磁波の周波
数を特定するには至らなかった．この問題の
最大の要因は，シミュレーションのシステム
サイズである．このとき，シミュレーション
の解像度を上げるため，どちらかといえば，
空間解像度を上げた．しかし，現在研究室で
所蔵する計算機の性能で可能なグリッド量
では，空間サイズが限られてしまう．基本波
の周波数より十分小さい周波数を持つ低周
波モードを，シミュレーション結果のフーリ
エ変換を使って調べるには，シミュレーショ
ン全体の領域を大きくする必要があり，より
大規模のシミュレーションが必須である．  
このことから，平成 26 年度は，クラスタ

ーコンピュータの CPU と内蔵メモリの増強
を行った．しかし，予算の問題もあり希望す
る低周波モードを解像できるほどの増強は
できなかった．このため，並列化アルゴリズ
ムの改良やプリプロセッサの改良を行うと
ともに，より効率の良い低周波発生のための
放射体の構造に関する研究を行った． 



そもそも，本研究の原点は，レーザー・ク
ラスター相互作用である．クラスターとは，
ナノサイズの微粒子のことで，アルゴンなど
の希ガスを急冷することにより生成される
ものである．これにレーザーを照射すれば，
その非線形相互作用で高調波は発生するが，
照射レーザーの振動数の奇数倍，すなわち奇
数次モードのみ発生する．なぜなら，クラス
ターは球形をしているため，その束縛ポテン
シャルが対称で，粒子に加わる力が反対称に
なるからである．低周波モードは，レーザー
の振動数から比べれば，0 次モードと見なさ
れるので，偶数モードの発生が必要である．
このため，現在実験が行われているレーザ
ー・クラスター相互作用によるテラヘルツ波
の発生は，２波長レーザー，すなわち，基本
波と倍高調波レーザーを同時に照射するな
どの工夫を必要としている． 
しかし，対称性に由来するのだから，対称

性を壊した非対称な粒子を使用すれば解決
すると考えられる．本課題では，CNT という，
平面に並べた固体ターゲットを使用してい
るため，ターゲット形状の製作には柔軟性が
ある．研究分担者と議論した結果，CNT をバ
ンドル状に基板上に成長させるための触媒
のコーティング形状を変えれば，望みの形状
にすることが可能であるという結論に達し
た． 

 

図３．シミュレーションに使用した卵形 
 

そこで，一例として，図３のような卵形に
配置した CNT にレーザーを照射したときの
低周波電磁波発生をテーマとして研究を行
った．卵形を選んだのは，円形とそれほど大
きな違いがないので，製作が容易だからであ
る．図３の卵形にバンドルした CNT にレー
ザーを照射したときのシミュレーションを
行って得られたスペクトルを図４に示す． 
図 ４ は 20nm の 卵 形 の CNT に

5x1014W/cm2 のレーザーを照射したときの
スペクトルである．横軸は，レーザーの周波
数で規格化している．すなわち，１がレーザ
ー周波数である．図よりわかるように，4 次
や 6 次の高調波が発生し，0 次の強度も高い．
同じサイズの円形 CNT では，4 次や 6 次の
モードは発生せず，0 次の強度も低かった．
この結果から，卵形にバンドルされた CNT
を周期的に並べ，そこにレーザー照射を行う
ことで，高強度のコヒーレントな低周波光の
発生が期待できることがわかった． 

 

 
図４．卵形 CNT から発生した電磁波スペク

トル 
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