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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

名称
記号
長
さメ ートル m
質
量 キログラム kg
時
間
秒
s
電
流ア ンペア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量モ
ル mol
光
度 カ ン デ ラ cd

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 基本単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立法メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2

比
体
電
流
密
磁 界 の 強
(a)
量濃度
，濃
質
量
濃
輝
屈
折
率
比 透 磁 率

積 立方メートル毎キログラム
度 アンペア毎平方メートル
さ アンペア毎メートル
度 モル毎立方メートル
度 キログラム毎立法メートル
度 カンデラ毎平方メートル
(b)
（数字の） １
(b)
（数字の） １

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

m /kg
A/m2
A/m
mol/m3
kg/m3
cd/m2
1
1

102
101
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マイクロ
ノ
10-9 ナ
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10-12 ピ
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キ
ロ
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デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648000) rad
ha 1ha=1hm2=104m2
L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
t
1t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2/ 2
m m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

トン

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの
名称
記号
SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1eV=1.602 176 53(14)×10-19J

1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1u=1 Da

1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
m2 kg s-2
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m
kg s-2
角
速
度 ラジアン毎秒
rad/s
m m-1 s-1=s-1
角
加
速
度 ラジアン毎秒毎秒
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル
W/m2
kg s-3
熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K
m2 kg s-2 K-1
比 熱 容 量 ， 比 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K)
m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル
ギ ー ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2
熱
伝
導
率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3
m-1 kg s-2
電
界
の
強
さ ボルト毎メートル
V/m
m kg s-3 A-1
電
荷
密
度 クーロン毎立方メートル C/m3
m-3 sA
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
透
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー, モル熱容量 ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 sA
吸
収
線
量
率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3
放
射
強
度 ワット毎ステラジアン
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放
射
輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性
濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol

表５．SI 接頭語
記号 乗数
接頭語
Ｙ
シ
10-1 デ

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称
記号
SI 単位による値
分
min 1 min=60s
時
h 1h =60 min=3600 s

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位
組立量
他のSI単位による
名称
記号
表し方
（ｂ）
平
面
角 ラジアン(ｂ)
rad
1
（ｂ）
(ｂ)
(c)
立
体
角 ステラジアン
sr
1
周
波
数 ヘルツ（ｄ）
Hz
力
ニュートン
N
圧
力
応
力 パスカル
,
Pa
N/m2
エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
J
Nm
仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット
W
J/s
電
荷
電
気
量 クーロン
,
C
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト
V
W/A
静
電
容
量 ファラド
F
C/V
電
気
抵
抗 オーム
Ω
V/A
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス
S
A/V
磁
束 ウエーバ
Wb
Vs
磁
束
密
度 テスラ
T
Wb/m2
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー
H
Wb/A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
光
束 ルーメン
lm
cd sr(c)
照
度 ルクス
lx
lm/m2
Bq
放 射 性 核 種 の 放 射 能 （ ｆ ） ベクレル（ｄ）
吸収線量, 比エネルギー分与,
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
線量当量, 周辺線量当量, 方向
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

接頭語
ヨ
タ

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

１b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
１kn=(1852/3600)m/s

ル

dB

ッ
ー

デ

ジ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
ル
グ erg 1 erg=10-7 J

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1 dyn=10-5N
ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ｃ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb

1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「
は対応関係を示すものである。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

表10．SIに属さないその他の単位の例
記号
SI 単位で表される数値
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

準

大

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1γ=1 nT=10-9T

1フェルミ=1 fm=10-15m

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

」

1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg

ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

1 µ =1µm=10-6m

（第8版，2006年改訂）
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１．はじめに Introduction

平成 25 年 11 月 14 日、
15 日の 2 日間にわたり、
「第 14 回光量子科学研究シンポジウム」
（The 14th
Symposium on Advanced Photon Research）を関西光科学研究所木津地区において開催した。
光量子科学研究シンポジウムは、光量子科学研究における最新の研究成果および計画を報告す
るとともに、光量子科学分野の国内外第一線の研究者による講演、情報交換、討論を通じて光量
子科学研究の一層の推進、および研究ネットワークの拡大と強化に資することを目的として、平
成 11 年度から開催している。
今年で 14 回目となる本シンポジウムでは、
「関西研（木津地区）におけるレーザー利用研究の
現状（初日）、グループの研究進捗状況及び共同研究・施設供用（2 日目）」をテーマに講演と各
研究グループにおける研究の進捗を報告するとともに、今後の光量子科学研究について議論を行
った。さらに、本シンポジウムでは講演の他に、外部機関と共同で実施した研究成果や施設利用
制度による成果についてポスターセッションを行い、全体を通じて活発な議論が行われた。
2 日間での講演件は 67 件（内訳：招待講演 7 件、その他の口頭発表 14 件、ポスター発表 46 件）
であり、87 名の参加があった。
ご多忙中にも関わらず、招待講演者をはじめこの光量子科学研究シンポジウムにご参加、ご協
力くださった方々に、この場を借りて厚く御礼申し上げる。

記
会期：平成 25 年 11 月 14 日（木） ～ 15 日（金）
会場：日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所

多目的ホール棟

主催：日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門／関西光科学研究所

--
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２．シンポジウム プログラム
２．１ 口頭発表一覧
【1st day】14th Nov. 13:00- THURSDAY, Tamokuteki-Hall （関西光科学研究所, JAEA）
Chair person : 西村 昭彦
13:00－13:10

Akihiko NISHIMURA (QuBS, JAEA)

“Opening and Greetings of APR Symposium”
南波 秀樹
Hideki NABMA Executive Director, JAEA
西 正孝 Masataka NISHI Director General (KPSI), JAEA

13:10－13:30

“Development of the composite-type optical fiberscope system”
岡 潔 Kiyoshi OKA
光量子融合研究グループ Applied Laser Technology Development Group, QuBS, JAEA

13:30－13:50

“子宮体癌治療のためのレーザー治療装置の研究開発”
小林 浩 Hiroshi KOBAYASHI
奈良県立医大 Nara Medical Univ.

13:50－14:10

“The new interventional technique by photodynamic therapy using
composite-type optical fiberscope of 1.0 mm in diameter for peripheral
parenchymal lesion”
臼田 実男 Jitsuo USUDA
日本医科大 Nippon Medical School

14:10－14:30

14:30－14:50

Group Photo & Coffee Break
Chair person : 横山 啓一 Keiichi YOKOYAMA (QuBS, JAEA)
“Laser-based remote non-destructive inspection system for concrete”
島田 義則 Yoshinori SHIMADA
レーザー技術総合研究所 Institute for Laser Technology

14:50－15:10

“Application of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) to
analyze the elemental composition of samples under severe environments”
大場 弘則 Hironori OHBA
レーザー量子制御研究グループ Applied Laser Quantum Control Group QuBS, JAEA

15:10－15:30

“Developments of Laser Decontamination and Laser Cutting for Nuclear
Decommissioning”
田村 浩司 Koji TAMURA
若狭湾エネルギー研究センター The Wakasa Wan Energy Research Center

15:30－15:45

Coffee Break
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Chair person : 杉山 僚 Akira SUGIYAMA (QuBS, JAEA)
15:45－16:05

“Recent advances in development of water-window soft x-ray microscope for
imaging hydrated cellular organelles”
岸本 牧 Maki KISHIMOTO
照射細胞解析研究グループ Irradiated Cell Analysis Research Group, QuBS, JAEA

16:05－16:20

“Third Eye”Pineal organ -Sensory organ with both neural and humoral
pathways保 智己 Satoshi TAMOTSU
奈良女子大学 Nara Women's Univ.

16:20－16:40

“Radiation Response of Triple Junction Space Solar Cells - as a Candidate
for the Laser Driven Proton Beam User –”
大島 武 Takeshi OSHIMA
半導体耐放射線性研究グループ Semiconductor Analysis and Radiation Effects Group, JAEA

16:40－17:30

Lab. Tour in KPSI

近藤 公伯 Kiminori KONDO (QuBS, JAEA)

17:30－19:30

Party (Kansai Photon Science Institute (KPSI)- Cafeteria) 3000Yen

【2nd day】15th Nov. 09:10- FRIDAY, Tamokuteki-Hall （関西光科学研究所, JAEA）
Chair person : 神門 正城

Masaki KANDO (QuBS, JAEA)

09:10－09:30

“The emerging of phase-matched coherent source in plasma media by
propagating x-ray laser seeded beam. Observation of the x-ray mirage”
Tatiana PIKUZ
レーザー電子加速研究グループ Laser-electron Acceleration Group, QuBS, JAEA

09:30－09:50

“Modeling of EUV source for high power and efficiency”
佐々木 明 Akira SASAKI
X 線レーザー研究グループ X-ray laser application Group, QuBS, JAEA

09:50－10:10

“EUV シンチレータとしての酸化亜鉛”
清水 俊彦 Toshihiko SHIMIZU
大阪大学 Osaka Univ.

10:10－10:30

“Ion acceleration by the 1021 Wcm-2 intensity high contrast laser pulses
interacting with the thin foil target”
西内 満美子 Mamiko NISHIUCHI
レーザー駆動粒子線研究グループ Laser-driven Particle Beam Group, QuBS, JAEA

10:30－10:40

Coffee Break
Chair person : 桐山 博光 Hiromitsu KIRIYAMA (QuBS, JAEA)
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10:40－11:00

“Upgrade of JLITE-X laser system and its application to proton
acceleration”
余語 覚文 Akifumi YOGO
レーザー駆動粒子線研究グループ Laser-driven Particle Beam Group, QuBS, JAEA

11:00－11:20

“Current status of the driver laser system for intense terahertz wave
generation”
田中 桃子 Momoko TANAKA
次世代レーザー開発研究グループ Advanced Laser Development Group, QuBS, JAEA

11:20－11:40

“光蓄積構造を用いた新レーザーの開発とレーザープラズマ量子ビーム源への
応用”
森 道昭 Michiaki MORI
高出力レーザー研究グループ High-power laser science and technology Group, QuBS, JAEA

11:40－12:00

“Nondestructive assay of nuclear materials by laser Compton scattering
Gamma - rays”
静間 俊行 Toshiyuki SHIZUMA
ガンマ線光核種分析研究グループ Gamma-ray nondestructive assay research Group, QuBS, JAEA

Lunch (Cafeteria)

12:00－13:00
13:00－14:30
14:30－14:40

“Poster session” -40 posters Chu & Sho Hall (Tamokuteki Hall, KPSI, JAEA)

Break
Chair person : 鹿園 直哉

14:40－15:00

Naoya SHIKAZONO (QuBS, JAEA)

“Structural analysis of biological molecules using electron microscopy
images”
松本 淳 Atsushi MATSUMOTO
分子シミュレーション研究グループ Molecular simulation Group, QuBS, JAEA

15:00－15:20

“Development of photo-fragment momentum image spectrometry for alkali
halide molecules”
横山 啓一 Keiichi YOKOYAMA
レーザー量子制御研究グループ Applied Laser Quantum Control Group, QuBS, JAEA

15:20－15:40

“Development of colliding jet nozzle producing liquid sheet with variable
thickness for terahertz spectroscopy”
近藤 正人 Masato KONDO
高強度場物質制御研究グループ Intense Laser Control of Materials Group, QuBS, JAEA

15:40－16:00

“Terahertz dynamics of nano-confined water”

村上 洋 Hiroshi MURAKAMI
照射細胞解析研究グループ Irradiated Cell Analysis Research Group, QuBS, JAEA
16:00－16:05

Closing
Paul BOLTON
Deputy Director General (QuBS, JAEA)
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健悟

K. Moribayashi

QuBS JAEA

黒崎

譲

Y. Kurosaki

QuBS JAEA

横山

淳

A. Yokoyama

QuBS JAEA

市原 晃

A. Ichihara

QuBS JAEA

time-resolved reflectivity
P‐02

Development of intense THz light source
Design of a wideband multilayer grating

P‐03

spectrometer for the study of electronic
structure of thin-film CIS solar cells

P‐05

Role of electric field on radial dose due
to heavy ion irradiation
Isotope-selective photodissociation via

P‐06

an avoided crossing controlled with
dynamic Stark effect

P‐07

Effect of centrifugal distortion on
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Theoretical calculation of the

P‐08

rotational excitation probability of the
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P‐09
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小池

雅人

M. Koike

QuBS JAEA
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M. Saeki
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detecting trace born at 6.8 nm
Selective extraction of Pd from
P‐10

simulated solution of HLLW by
photocatalytic recovery of TiO2
Recent Activities of Applied Laser

P‐11

Technology Institute at Tsuruga Head

土田

Office of JAEA
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JAEA

Temperature dependent stimulated
P‐12

emission cross section in Nd3+-doped
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material
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Univ.
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Development of fiber-optic
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岩撫

暁生
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正巳
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QuBS JAEA
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Tohoku Univ.

Y. QIN

Kyoto Univ.

severe environment
An application of a wide-band SXES
P‐15

grating spectrometer on electronic state
analyses of bulk materials
Propagation characteristics of fs

P‐16

filamentation using a superposed
Gaussian beam

P‐17

First-principle real-time simulation
for dynamical Franz-Keldysh effect

（東北大）

Yu Qin
（京大）

乙部

智仁
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QuBS JAEA

福田
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Y. Fukuda

QuBS JAEA

浩
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QuBS JAEA

雅彦
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料の表面改質
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3.1 複合型光ファイバースコープの開発
Development of the composite-type optical fiberscope system
岡

潔 1,2，西村

昭彦 1,2，寺田

伊東

富由美 1，冨吉

隆哉 2，小久保 拓也 2
健太郎 1

1, 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
2, 独立行政法人日本原子力研究開発機構敦賀本部レーザー共同研究所
Kiyoshi OKA1,2, Akihiko NISHIMURA1,2, Takaya TERADA2, Takuya KOKUBO2,
Fuyumi ITO1, Kentaro TOMIYOSHI1
1, Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency
2, Applied Laser Technology Institute at Tsuruga Head Office of JAEA
A composite-type optical fiberscope was developed for maintenance research and development of
nuclear facilities by JAEA. It can coaxially deliver both a high energy laser beam for micro processing and
an image from processing targets. Based on this technique, we just started the authorization venture
business of JAEA. The company is promoting industrialization about the application to the industrial fields,
such as inside of piping, and a welding tool in a narrow part, and the application to the medical fields, such
as minimally invasive laser therapy equipment.
Keywords: Composite-type optical fiberscope, Venture business, Laser application
１． はじめに
原子力機構において技術開発を進めてきた複合型光ファイバーは，高エネルギーと映像情報の両方
を扱うことができる特殊な光ファイバーである．この複合型光ファイバーは，核融合炉及び大型原子力施
設における保守保全技術開発に役立つ特殊ツールとして誕生した[1]．原子炉内部の燃料集合体や熱
交換器の伝熱配管など，本ファイバーが役立つ狭隘箇所は数多くある．本技術は汎用性が高いため，こ
れまでに，狭隘部及び配管内での補修システムとして産業応用を展開し，並行して，種々の計測機器と
統合された診断治療機器として医療分野への応用を積極的に推進中である．また，本技術を基に産業
及び医療応用への展開を目的とする原子力機構認定ベンチャーを設立した．
本報では，複合型光ファイバーの基本構造，産業及び医療分野への事業展開の経緯について紹介
する．
２． 複合型光ファイバースコープシステム
先端部にレンズを取り付けた複合型光ファイバースコープとカップリング装置で構成される多機能型光
ファイバースコープシステムの概要を Fig.1 に示す．金属材料の溶接や患部への治療のために高エネル
ギーのレーザー照射を行うための大口径ファイバーを中心とし，その周囲にレーザー照射対象を目視確
認するための映像伝送用光ファイバーが同軸上に一体化した構造となっている．さらに映像伝送用光フ
ァイバーの外周部分には，照明光及び別の波長を伝送するファイバーをバンドルしている．
複合型光ファイバースコープからの画像を入射させるレーザー光と分離する役割を持つのがカップリン
グ装置で，赤外レーザー光を反射する誘電体多層膜を蒸着したダイクロイックミラーを内蔵している．光

--
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ファイバー端面の可視光による像は，誘電体多層膜を透過し，CCD カメラのセンサ面上に結像させる．こ
れにより，対象物を観察しつつ，映像の中心にレーザー照射を可能とする．

Fig.1 Composition of the multi-function fiberscope system
3． 医療応用
近年，医学と工学の融合により誕生した内視鏡下手術やロボット手術といった患者への侵襲が少ない
治療(低侵襲治療)が盛んに行われている．低侵襲治療の普及は，患者の負担軽減，入院期間の短縮な
どにつながり，QOL(Quality of Life)の向上に大きく貢献している．“1 本のファイバースコープで映像とレ
ーザー光を同時に伝送できる”という特徴を持つ複合型光ファイバースコープは，今後更なる普及が望ま
れる低侵襲治療において大きなメリットであり，さまざまな領域へ適用できる可能性がある．
著者らは，まずは胎児外科治療への適用を検討した[2]．次に，多領域へ適用可能なレーザー治療器
を世の中に普及させるために，複合型光ファイバースコープの細径化，可撓性(曲げ易さ)の向上，映像
の鮮明化，治療装置全体の簡素化などを検討し，汎用型レーザー治療器を開発した[3]．現在，Fig.2 に
示す研究・医療機関と連携し，本装置はいくつかの医療領域で実用化を目指した検討を進めている
[4][5]．

Fig.2 Application fields & Cooperative framework
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4．産業応用
これまでに開発した複合型光ファイバー関連技術を用いて，レーザー熱加工による肉盛り溶接補修を
行うことを目指した機器開発を進めてきた[6]．パルスレーザーによる肉盛り溶接は，金型や機械部品など
繰り返しの使用で摩耗した箇所を補修するための方法である．現状ではテーブルトップの補修装置に，
補修したい部品を装置から取り外して補修を行う必要がある．この解決のため，複合型光ファイバーと組
み合わせることで補修装置の大幅な小型化が可能となり，機械が稼働している現場において，これまで
の補修方法が適用可能になる．このことは，補修工期の短縮だけでなく，化学プラントの配管の中などこ
れまで困難であった箇所が補修可能となり[7]，新たなニーズの発掘や次節で述べる事業化につながる．
Fig.3 は 1 インチ配管に対応可能なレーザー肉盛溶接システム及び加工状況である.トーチの外径は
15mm 程度で，本システムを適用することにより，配管内を観察しながら肉盛り溶接が可能である．

Observation and welding images from the torch

Fig.3 Composition of the laser overlaying system for 1-inch pipe
5.事業化の経緯
5.1 技術・製品等の新規性，革新性，優位性等について
従来，原子力プラントや工業プラント等の産業プラントにおいては，様々な用途で無数の配管
が使用されており，産業プラントにおいては，それらのメンテナンスおよび修復作業に莫大な費
用が費やされている．しかし，一般的な手法では，一度配管内／外部から配管内の様子を目視で
確認する確認作業と配管の修復作業が別工程で行われるため，メンテナンスおよび修復作業に係
る工数がかさみ産業プラントの維持管理にかかる費用を圧迫している．
複合型光ファイバーを用いた溶接技術を用いれば，配管内の観察と修復が同時に行えることか
ら，原子力プラントなどの人が作業を行えない場所のみならず，通常の工業用プラントにおける
狭隘部や配管のメンテナンス・修復業務にも使用が可能となり，作業時間の短縮等，メンテナン
スおよび修復作業にかかる費用を劇的に減少させることが出来る．そのため，原子力産業を含む
幅広い分野の産業界から，複合型光ファイバーを用いた溶接技術における信頼性・安全性を向上
させ，
プラント等のメンテナンス・修復業務に使用したいという多くのニーズが挙げられている．
一方，レーザー治療は，早期癌及び進行癌への PDT（Photo Dynamic Therapy）や焼灼治療等に
使用することができ，また，患者への負担が少ない低侵襲な治療方法（入院期間が短い，医療費
の低減，社会的 QOL の保持といったメリットがある）であることから盛んに研究がおこなわれ
ている．しかし，施術を行えるだけの熟練した技術を有する医師が少なく，敷居の高い治療方法
となっている．
これに対し，
本事業で研究開発を行っている複合型光ファイバーを用いたレーザー医療機器は，
患部に容易かつ的確にレーザーを照射出来るため，レーザー治療の敷居を下げることが出来る．
また，本レーザー医療機器で使用する複合型光ファイバーの径は 2mm 以下であり，これにより，
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例えば，膵臓の検診を行う際の十二指腸乳頭部の切開や，子宮内の検診をする際の子宮口を事前
に拡張処理する必要がなくなり，従来のレーザー治療と比べ患者への負担をさらに軽減させるこ
とが出来，患者の QOL の向上に貢献することが出来る．さらに，従来のレーザー医療機器で治
療を行える消化器系はもちろん，従来のレーザー医療機器ではアクセスが難しかった肺末梢部等
の呼吸器系，子宮等の生殖器系など様々な臓器への低侵襲なアクセスが可能となり，それらの治
療を 1 台のレーザー医療機器で行えるようになる．そのため，本レーザー医療機器は，使用する
医師のアイデア次第では，医学界に新たなブレークスルーを生み出す可能性を秘めている．
5.2 事業化が必要な理由
既存企業が本研究開発成果を基に事業化するためには，本事業に関連する各特許内容を熟知する
必要がある．本事業に関連する特許は 18 件(外国特許を各 1 件として計算)ある．既存企業がこれらを全
て熟知し，取得することは極めて困難であると考えられる．さらに，特許のみならず，機器製作及び構成
のノウハウを熟知し，各関連する機関(特に医療関連)との取り合い及び人的ネットワークを構築するには
相当の時間がかかるため，既存企業が事業化するには極めてリスクが高いと推察される．また，当該技術
を基にした医療機器は，患者の QOL を格段に向上させることが出来るため，多くの医療関係者及び患
者がその実現を切望している．
一方，現安倍内閣において，日本が世界最先端の医療技術・サービスを実現し，健康寿命世界一を
達成すると同時に，それにより医療，医薬品，医療機器を戦略産業として育成し，日本経済再生の柱と
することを目指すため，平成 25 年 2 月 22 日，「健康・医療戦略室」が内閣官房に設置された．同年 6 月
14 日に閣議決定した「日本再興戦略」及び関係閣僚申合せによる「健康・医療戦略」に基づき，同年 8 月
2 日付で，医療分野の研究開発の司令塔の本部となる，内閣総理大臣を本部長とする「健康・医療戦略
推進本部」が内閣に設置された．
このような背景の下，著者らは本事業に関わる特許内容及び機器構築のノウハウを熟知し，各関連機
関及び医療系学会等とのネットワークについても既に構築している．さらに，著者が発明した技術が医療
機器としてその価値及び事業性が十分にあると判断され，文部科学省における平成 24 年度「大学発新
産業創出拠点プロジェクト」に採択されており，本技術を基にした事業化の後押しを頂いているため，今，
起業するに至った次第である．
6．まとめ
平成 25 年 9 月 25 日，株式会社 OK ファイバーテクノロジーは，日本原子力研究開発機構(JAEA)認
定ベンチャー企業として認定を受け，同年 9 月 30 日に設立した．当該社は，JAEA 内で培われ，開発
された新技術を普及・発展させるために JAEA 発の新しいベンチャーとして世界に貢献し，産業
界の発展と人類の QOL の向上を目指すことを社訓として今後の展開を図る所存である．
参考文献
［1］ K. Oka, Rev. Laser Eng., 31, pp. 612-617 (2003).
［2］ T. Seki, et. al., WC2009, 25, pp. 79-82 (2009).
［3］ K. Oka, et. al., Surg. Endosc., 25, pp. 2368-2371 (2011).
［4］ T. Seki, et. al., CLSM2012, pp. 62-63 (2012).
［5］ H. Shigetomi, et. al., JSLSM, 33, 2, pp. 131-135 (2012).
［6］ A. Nishimura, et al., ICONE20-54406, (2012).
［7］ 寺田隆哉ほか, 日本原子力学会秋の大会 I28 , (2013).
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3.2

子宮体癌治療のためのレーザー治療装置の研究開発

Development of the Minimally Invasive Laser Therapy for
Endometrial Lesions
小林 浩 1)、重富 洋志 1)、大井 豪一 1)、古川 直人 1)、吉田

昭三 1)、川口 龍二 1)、

永井 景 1)、春田 祥治 1)、棚瀬 康仁 1)、赤坂 珠理晃 1)、岡 潔 2) 、関 健史 3)
H. KOBAYASHI1), H. SHIGETOMI1), H. OI1), N. FURUKAWA1), S. YOSHIDA1),
R. KAWAGUCHI1), A. NAGAI1), S. HARUTA1), Y. TANASE1), J. AKASAKA1),
K. OKA2) and S. SEKI3)
1)

奈良県立医科大学産科婦人科教室、2)日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門、
3)

秋田大学

1)

Dept. of Obstetrics & Gynecology, Nara Medical Univ.,

2)

QuBS, JAEA, 3)Akita Univ.

1．はじめに
子宮体部病変には、子宮内膜ポリープ、子宮粘膜下筋腫、子宮内膜増殖症、子宮体癌な
どがあり、これらの疾患は不正出血や過多月経をきたす以外に、がんによる身体への直接
影響もあり、女性の QOL を著しく低下させる。また内膜ポリープ、子宮粘膜下筋腫は生殖
年齢の女性にとっては不妊の原因となることもあり、確実な診断と治療が必要とされる。
これまで診断には主に超音波検査が用いられてきたが、子宮内膜の性状、隆起性病変につ
いての情報は乏しく正診率は低かった。さらに子宮体癌においては本邦で発生頻度は増加
しており、特に生殖年齢で子宮体癌に罹患する症例が増加している。その多くが治療のた
めに子宮を摘出し妊孕能の喪失をきたしている。一方、子宮体癌を診断するための子宮内
膜細胞診の正診率は満足できるものではなく、確定診断のための組織検査には苦痛を伴う
ことが多い。そのため子宮内膜を直接観察し診断、治療する機器の開発は婦人科診療にと
って喫緊の課題である。
近年、低侵襲なレーザー治療が注目を集めており、癌治療においては PDT 治療や焼灼療
法等に応用されている。しかし、従来の内視鏡と組み合わせて使用されるレーザー治療器
は、内視鏡装置の径（8mm 程度）が大きいため子宮腔内等の極狭部に存在する癌に対して
施術を行うことが困難であった。また子宮鏡においては、挿入するために子宮口を強制的
に拡張させる処理が必要となり患者に疼痛や出血をきたすことが多く、外来でのルーチン
の検査としては普及していない。レーザー治療は早期癌及び進行癌に対して効果的且つ低
侵襲な治療方法でありながら内視鏡の径という制約により適応範囲が限られてしまってい
る現状がある。
そこで我々は、日本原子力研究開発機構とともに子宮体癌に対する新しい治療法として，
複合型光ファイバスコープを適用した「子宮用低侵襲レーザー内視鏡システム」の開発を
行っている。「複合型光ファイバ」は、観察方向とレーザー照射方向とが一致しており、観
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察とレーザー照射を並行して同時に行うことが可能である。また、従来のファイバスコー
プによる観察においては、単眼観察となるため観察画像中の距離感が欠如しているが、複
合型光ファイバではレーザー光を用いてファイバ先端から観察対象物までの距離も計測可
能となった。これまでレーザー治療を行う際のレーザー出力制御等は施術を行う医師の経
験にゆだねられていたが、術者によらない安定した治療を可能とした。
さらに，観察に必要な光学系はレーザー照射と兼用しているため、複合型光ファイバ技
術を基にしたファイバスコープは、通常の内視鏡と比較して径が細く、極細化も可能であ
る。日本原子力研究開発機構により開発された低侵襲レーザー治療システムは、子宮口か
らの挿入が可能な極細（直径 1.1mm）の内視鏡の先端にレーザー照射装置が組み込まれて
いるものである

1)2)。外子宮口から容易に挿入でき、生体に侵襲を与えることなく子宮腔内

を観察することができる。本システムを用いた治療は従来のように子宮鏡と治療器具を
別々に挿入する必要がない。このレーザー内視鏡手術を応用すれば、直視下に初期病変を
レーザー治療し、子宮の温存も可能になると考えられる（図１）
。
実際に焼灼した部分の組織切片を作成し、組織変性効果を確認し、子宮体癌治療に応用
可能であることの実証実験を行っている。これまでの研究成果と今後の展望について解説
する。
２．対象および方法
我々はこのシステムを用い焼灼治療器の非臨床試験として、摘出された子宮に対する複合
型光ファイバスコープの挿入・観察・レーザー照射試験を行い、実際の診療を想定した作
業を実施可能か確認した。また、治療器実用化に向けた具体的な仕様検討のための基礎デ
ータ取得を目的としたレーザー焼灼領域の定量的評価を行った。
対象は、奈良県立医科大学産婦人科において疾患のために子宮摘出が必要と診断されイ
ンフォームドコンセントを得た症例である。検体は子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮脱、初期
子宮体癌、子宮頸癌であった。方法は、摘出した子宮を 37 度の生理食塩水で満たした恒温
槽につけて固定し、37 度の生理食塩水で子宮腔内を還流しながら同時に低侵襲レーザー治
療システム内視鏡を挿入し、子宮内膜から 5 mm の距離で一定の条件でレーザーを照射し
た。
３．結果
子宮体癌を有する症例では子宮内腔より隆起する易出血性の病変を確認できた。さらに
画像を確認しながらレーザー照射実験を行った。ファイバ画像では中央の円形部位からレ
ーザーが照射されることになる。レーザー照射時は、照射面から水蒸気と熱凝固した物質
が噴出し煙霧を形成する。図２はレーザー照射後に先端を動かしたものである。左下に照
射により変性した組織が観察される。レーザー照射の方向と観察方向が一致しており、目
的とする組織への照射が容易であった。精度の高い子宮内膜病変の治療が可能である。
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焼灼した部分の組織切片を作成し、実際の組織変性効果を確認した。照射部位の拡大像
では、熱変性した組織が変色しているのが確認できる。さらに病理切片を作成し、焼灼部
位の範囲・深達度を調べたところ、レーザーによる焼灼の範囲は焼灼領域の直径は 2.80 ±
0.28 mm、深達度は 1.53 ± 0.58 mm であった（図３）。
４．考察
ファイバ画像は既存の子宮鏡と遜色なく、子宮内膜の色調、異常血管の有無、両側卵管
開口部などを明瞭に描出できた。現時点で十分診断に応用できるレベルであった。さらな
る解像度の改善により、これまで未知であった子宮内膜癌、増殖症、ポリープの発生初期
段階の肉眼的所見を取得できる可能性がある。
従来、子宮内膜ポリープなどの子宮内病変は子宮鏡で観察した後に盲目的に組織を採取
してきた。画像を観察しながら目的部位を焼灼し、観察と治療を同時に行えば診断率の向
上が期待できる。ただ現時点では、目標とする焼灼領域の直径 10mm、深達度 3mm には及
ばないが子宮内膜が焼灼されており、将来の子宮体癌への治療が期待された。
参考文献
1)

岡潔ほか 複合型光ファイバスコープの医療応用. 応用物理学会誌 80：pp. 1069-1072,
2011.

2)

重富洋志

子宮体部病変に対するレーザー治療の開発について

雑誌 2012 年 第 33 巻 第 2 号 pp. 131-135.
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3.3 レーザーを用いたコンクリート健全度診断装置の開発
Laser-based remote non-destructive inspection system for concrete
島田

義則

公益財団法人レーザー技術総合研究所 レーザー計測研究チーム
Yoshinori SHIMADA
Institute for Laser technology
A laser-based system for remote non-destructive inspection of concrete structures has been developed.
The current design of the system is intended for the location of actually dangerous inner defects in
transportation tunnels. A mobile prototype of the system has been assembled and demonstrated in the field
conditions. Promising results of detection have been obtained in Shin-Kansan tunnel.
Keywords: Laser-based Remote Sensing, Dynamic Hologram Crystal, Concrete Defect
１． はじめに
近年、高度成長期に建設された構造物が老朽化し、維持管理技術の確立が焦眉の課題となって
いる。鉄道では新幹線トンネルの覆工コンクリートが剥落し、列車のパンタグラフや屋根を損傷
した例があり、高速道路でも大きな事故が起こっている。現在の定期検査では打音検査法が主に
用いられている。この手法には、人的および時間的な面でコストがかかること、客観的データに
乏しいこと、更に前の検査と比較した劣化進行状況（経年劣化）が把握困難であることなどの問
題がある。このため、低コスト、高速、高精度で検査できる新しい検査手法の開発が強く求めら
れている。打音法に代わる検査方法としてレーザー法が開発されてきた。この方法は、遠隔かつ
非接触で検査が行え、他の方式に比べて探傷箇所の高速移動が可能であることや、コンクリート
曲面の計測が容易に行える利点がある。Fig. 1 にレーザーを用いたトンネル覆工コンクリート探
傷装置の概念を示す。レーザー装置と検出光学系を車両に積載し、レーザー照射位置を走査して
コンクリート全断面を検査する。
本稿では、これまでの装置開発の概略を紹介
し、新幹線トンネル内の中央通路を走行できる
装置を構築して、新幹線トンネル内において欠
陥検出実験を行った結果について述べる。
２． 開発の経緯
レーザー法の原理を述べる。振動励起用パル
スレーザーをコンクリート表面に照射し、コン
クリート表面に微小振動を発生させる。振動検
出用レーザー（連続光）をコンクリート表面に
照射し、反射された光を検出する。内部欠陥の
有無により表面振動モードが異なるため、反射
光のスペクトルを解析して振動モードを判別す
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ることにより内部欠陥の有無を判断できる。ここで、問
題となるのが、コンクリートの表面粗さである。コンク
リート表面で反射された光にはコンクリート表面粗さに
起因する波面の乱れが含まれており、表面の微小振動に
よる信号のみを区別して取り出すことが困難で、検出精
度が低下する。これを防ぐためダイナミックホログラム
結晶（DHC）を使用した光検出方法を用いた。検出用レ
ーザーを検出装置内でビーム分配器により信号光と参照
光に分け、信号光をコンクリート表面に照射する。表面
振動を誘起する前に、コンクリート表面形状の情報を持
った反射光と擾乱を受けていない参照光を DHC 中でま
ず干渉させ、コンクリート表面形状に関するホログラム
を DHC 内に形成しておく。DHC 内での位相共役効果を
利用して、あらかじめ書き込まれたコンクリート表面形
Fig. 2

Laser-based mobile sensing system in

Shin-Kansen tunnel.

状の情報を差し引いて出力するようにしておけば、表面
形状に起因するレーザー波面の乱れは除去され、コンク
リートの表面振動による信号のみを高感度で
検出できる。この方式により、10 m 離れた位
置から内部欠陥を判別できることを確認した。
３． 装置の小型化と新幹線トンネル内のコ
ンクリート検査実験

a) Waveform signal from defect area.

中央通路を走行して検査が可能な検査シス
テムを構築した。Fig. 2 に新幹線トンネル内
での写真を示す。小型化のため、レーザーと
電源を別々の車両に搭載し、その両側に牽引
車を配置した。照射窓を開き、レーザーをコ
ンクリートに向けて照射した。電源車にはレ
ーザーや計測装置類を駆動させるためのバッ

b) Waveform signal from no defect area.
Fig. 3 Waveforms comparison between from defect
and no defect are.

テリーとインバーター等を積載した。4～5 時
間の検査が可能である。
実験は覆工コンクリートにひび割れが入り、
補修を行った箇所で行った。信号波形を図 3

に示す。横軸が時間、縦軸は検出器からの電圧出力である。図 3 a)ではレーザー照射直後に振動
波形が見られる。
この信号はコンクリートが完全に密着しておらず浮いていることを示している。
一方、図 3 b)では振動波形が見られない。健全部のコンクリートは振動していないことを示す。
これにより、コンクリートの健全性評価が可能であることが確認できた。
参考文献
［1］ Oleg Kotyaev: ILT 年報, レーザー技術総合研究所, 2013.

- 17 -

JAEA-Conf 2014-001

3.4 廃止措置応用を目指したレーザー除染・切断技術研究開発
Developments of Laser Decontamination and Laser Cutting for Nuclear
Decommissioning
田村

浩司、峰原

英介

公益財団法人若狭湾エネルギー研究センター
Koji TAMURA and Eisuke J. MINEHARA
The Wakasa Wan Energy Research Center
Recent developments of laser decontamination and laser cutting for nuclear decontamination at the
Wakasa Wan Energy Research Center are presented. Successful performance with very high
decontamination factor was demonstrated for the developed laser decontamination cleaner. Laser cutting
technology in water that is desirable for dismantling of the nuclear facilities was also developed.
Keywords: Laser decontamination, Laser cutting, Decommissioning, Nuclear plant
１． はじめに
福井県嶺南地区の 13 基の商用原子炉は、その半数近くが初送電からすでに 40 年近い年月を迎えよ
うとしており、また、他の国内の原子力発電施設においても同様に今後次々と廃止措置の対象となって
いくと考えられる。公益財団法人若狭湾エネルギー研究センターでは、このような原子力施設の廃止措
置への適用を目指し、レーザー除染法およびレーザー切断法の技術開発を進めている。本報告では、
最近の開発内容について報告する。
２． レーザー除染法の開発
レーザー除染機は、原子炉や原子力施設の廃止措置やメンテナンス時の除染やクリーニングに用い
ることを目的として開発されたものである。レーザー法は、従来の化学除染、電解研磨、ドライアイスブラ
スト等の除染法に比べ、除染効果が高い、発生 2 次廃棄物量が少ない、遠隔操作が可能、スポットから
大面積まで処理可能等の利点がある。また、除染効果や複雑形状処理時の課題も、3 次元スキャナーの
導入等により改善され、従来法に置き換わりうる段階に達している。
レーザー除染は、連続レーザー光を試料表面に集光し、1GW/cm2 程度の高いエネルギー密度で表
層の汚染物質を蒸散昇華することにより行われる。レーザービームを高速でスキャンすることにより広い
面積の処理を可能とし、同時に局所的熱影響の程度を下げることが可能となる。
レーザー光は、連続シングルモードファイバーレーザーで発生され、x,y 軸ガルバノスキャナーで試料
表面を高速掃引される。試料表面との距離は 3 次元距離計により計測され、可動レンズにより常に試料
表面位置にビーム焦点を合わせることが可能となる。
ブレッドボード上の本体を一体化して筐体に格納し、保護窓やコーン状照射部を有する試作機を作成
し、ＳＵＳ板やコンクリート等に照射して剥離特性を確認した。これにより、40mm 程度の段差や、不規則な
凹凸面の剥離処理が高速で可能であることが確認された。
本装置を用い、実際の汚染試料を用いた除染試験を行った。冷却系配管内部品の一部を 45mm 角程
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度の矩形に切り出して汚染試料を作成した。試料や試験装置等はビニールハウス内に設置して、除染試
験を行い、様子はモニターにより外部から確認した。Fig.１に除染試験の様子を示す。高速掃引されたレ
ーザーが試料に照射され、蒸散した汚染物質はガスにより回収領域に移動されている。処理により、試
料表面は金属光沢を回復し、放射線量はほぼ検出限界以下になり、高感度ゲルマニウム検出器による
測定によりＤＦ=3300 程度以上であることが確認された[1]。

Fig. 1 Laser decontamination process to the contaminated plate
３． レーザー切断法の開発
原子炉や原子力施設の解体への適用を目指したレーザー切断法の開発を行っている。原子炉施設
を切断解体する手法として、機械的切断法、熱的方法、プラズマ法、流体切断法など様々な手法が可能
であり、それぞれ特徴的な利点が挙げられる。一方、原子力施設への応用を考える場合優先的に考慮
すべき要件として、安全性、２次発生廃棄物量、メンテナンスの頻度や摩耗損傷する交換部品が少ない
こと、ランニングコストが低いことなどが挙げられる。レーザー法は、他の方法と比較すると、安全性が高い、
カーフ幅が狭く発生ドロス等が少ない、交換部品が少ない、メンテナンスの負担が少ない、ランニングコス
トが低く抑えられる、遠隔操作が可能等、廃炉応用に必要な条件の多くを満たしており、総合的に有望な
切断手法であると考えられる。
ファイバーレーザーは高品質、高効率、低ランニングコスト、メインテナンスフリー、良好な熱特性など
多くの利点を有し、切断用光源として最適である。またモジュール結合により、従来のヤグレーザーなど
を上回る高出力のものが近年得られるようになってきており、切断用光源として大変有望であると期待さ
れる。
JPDR 廃炉等ですでに実績のあるプラズマ法に対して、レーザー法はドロスやヒユーム発生が少なく廃
棄物管理に利点がある、幾何光学的にビーム形状を制御できるため放電現象であるプラズマ法に比べ
照射領域等の制御性に優れている等の利点がある。一方、投入パワーでは、プラズマアーク法では数
10-100kW と従来のレーザー法に比べ 1-2 桁大きく、切断性能においても勝っていた。しかし、ファイバ
ーレーザーの高出力化により、投入パワーにおいても比肩できる領域に近づいており、総合的にレーザ
ー法はプラズマ法を上回りうるものと期待される。
固体レーザーによる遠隔切断技術の開発を行い、水中厚板切断技術の開発や廃止措置応用を目指
した共同研究等を行ってきた。光学部品の開発によりファイバーレーザー用厚板切断ヘッドを製作した。
レーザー切断技術を開発し、50～100 mm/min の切断速度、1～2 mm のカーフ幅、50ｍｍ厚の炭素鋼や
ステンレス鋼の切断を実現した。これにより、ファイバーレーザーを用いた水中切断手法の有効性を実証
した。

- 19 -

JAEA-Conf 2014-001

4． まとめと今後の課題
実試料を用いた除染試験により、本除染機が、原子炉や原子力施設の廃止措置、点検や事故収束時
における除染、クリーニングに極めて有望であることが明らかとなった。また、ファイバーレーザーを用い
た水中切断手法を開発し、その有効性を示すことができた。
このような、高出力レーザー技術による、除染、切断技術開発は、廃炉を迎えた原子炉の除染や解体、
また、加工業や解体業などの様々な産業応用、福島事故収束への貢献、また、地域産業振興などへ貢
献できるものと期待される。
参考文献
［1］ 峰原英介, 田村浩司:デコミッショニング技法 48, 47 (2013).
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3.5 水中細胞内小器官を観察するための水の窓軟Ｘ線顕微鏡開発の
現状
Recent Advances in Development of Water Window Soft X-ray Microscope
for Imaging Hydrated Cellular Organelles
岸本

牧 1)、加道
1)

政孝 1)、篠原

邦夫 2)、保 智 3)、安田

恵子 3)、青山

雅人 3)

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

1)

2)

早稲田大学

3)

奈良女子大

1)

Maki KISHIMOTO , Masataka KADO , Kunio SHINOHARA2), Satoshi TAMOTSU3), Keiko YASUDA3),
Masato AOYAMA3)
1)

Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency
2)
3)

Waseda University

Nara Womens’ University

We have developed a hybrid soft x-ray microscopy system combined a water window soft x-ray
microscope using a laser plasma soft x-ray source and a fluorescence microscope to identify the cellular
organelles in the soft x-ray images. The nydrated biological cells are stained with fluorescent dyes which
connect to specific cellular organelles, fluorecent images are taken right before taking a soft x-ray image.
By directly comparing between the fluorescent images and the soft x-ray image, we are able to identify the
organelles shown in the soft x-ray image.
Keywords: Soft x-ray microscope, Fluorescent microscope, Hydrated cellular organelle
１． はじめに
生きた水中細胞内小器官を高い空間分解能で観察できる手段として、レーザープラズマ軟Ｘ線源を用
いた水の窓軟Ｘ線顕微鏡が注目を浴びている [1-4]。しかしながら軟Ｘ線顕微鏡で取得した軟Ｘ線像を
生物研究に応用するためには、軟Ｘ線像内に映し出されている細胞内小器官がいったい何であるのかを
科学的に特定する必要がある。そこで我々は、軟Ｘ線像内に映し出されている細胞小器官を特定するこ
とを可能にする水の窓軟Ｘ線顕微鏡と蛍光イメージング手法を組み合わせた新しいハイブリット軟Ｘ線顕
微鏡システムの開発を行った。
２． 軟Ｘ線顕微鏡と蛍光顕微鏡を組み合わせたハイブリット軟Ｘ線顕微鏡の開発
近年生物学分野における蛍光イメージング技術は高度に発達しており、特定の細胞内小器官とのみ
強く結合する蛍光色素が様々に開発されている。我々が開発したハイブリット型軟 X 線顕微鏡では、細
胞の軟Ｘ線像を撮る前に、注目する細胞内小器官と結合する蛍光色素で水中細胞を染色し、蛍光顕微
鏡を使って蛍光像を取得しておく。続いて同じ細胞の軟Ｘ線像を軟Ｘ線顕微鏡により撮像し、取得した軟
Ｘ線像と事前に撮像しておいた蛍光像を直接比較することにより、注目している小器官が軟Ｘ線像内のど
こに存在するかを特定する。
まず同一細胞の蛍光像と軟Ｘ線像を撮像可能にするための X 線レジスト基板と真空対応試料ホルダ
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ーの開発を行った。その概略図を図１に示す。従来接触型軟 X 線顕微鏡に使われていた軟 X 線レジスト
基板は、不透明なシリコンウエハの上に軟 X 線レジスト材である PMMA の薄膜を形成したもので、軟 X
線像と蛍光像を同時撮像ができない。そこで透明な高平面ガラス板の上に軟Ｘ線レジスト剤をスピンコー
とした透明軟 X 線レジスト基板を作製し、これにより同一細胞の軟 X 線像と蛍光像を撮像出来るようにし
た。またさらに水中細胞を真空中に保持でき、且つその細胞の蛍光像を撮像可能な真空対応試料ホル
ダーも制作した。

Fig.1 The schematic structure of the in-vacuum type sample holder for taking fluorescent image and soft x-ray image.

Fig. 1 で示すように、実験ではまず透明軟Ｘ線レジスト基板上に細胞を直接培養し、軟Ｘ線撮像直前
に注目する細胞内小器官と結合する蛍光色素で染色し窒化シリコン薄膜でサンドイッチしたものをステン
レス製の真空対応試料ホルダー内にセットする。続いて倒立型蛍光顕微鏡を使って試料ホルダー内の
水中細胞の蛍光像を取得してから、サンプルホルダーを軟Ｘ線顕微鏡装置で軟Ｘ線像を撮像する。そし
て得られた軟Ｘ線像と事前に取得した蛍光像を比較し、軟Ｘ線像のどこに注目する細胞内小器官が写し
出されているかを特定する。
３． 水中細胞内小器官の同定とその微細構造撮像
実験結果の一例を Fig. ２に示す。試料細胞は、マウスの精巣ライディッヒ細胞である。蛍光像
を取得するために使用した蛍光色素は、DAPI、Mito-tracker、Phalloidin の３種類で、それぞれライディ
ッヒ細 胞内のクロマ チン 、ミトコ ンドリ ア、アクチ ンフィ ラメント （細 胞骨格 ）と強く 結合する 。例 えば
Mito-tracker による蛍光像に注目すると、像の右側中央部に顆粒状の強い蛍光が見られ、その部分にミト
コンドリアが集中して存在していることがわかる（Fig. ２(c)点線円内）。この蛍光像と軟 X 線像を比較して
みると、ミトコンドリアの蛍光像に対応する場所に、軟 X 線にも顆粒状の小器官が映し出されていることが
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はっきりわかり（Fig. ２(a)点線円内）、これによりその顆粒状集合体がミトコンドリアであることが科学的に
同定できることが分かる。その他の DAPI と Phalloidin による蛍光像も同様で、軟 X 線像内で蛍光が強く
出ている箇所に対応する部分がそれぞれクロマチン（DNA、細胞核）と細胞骨格の軟 X 線像であることが
同定される。次に Fig.３に軟 X 線像内のミトコンドリアの部分を拡大したものを示す。軟 X 線像を見てわか
るように、細胞核の周りを取り囲むようにミトコンドリアが集まっている様子や、細胞を支える細胞骨格の様
子が非常に鮮明に観察できていることが分かる。この X 線像で達成した空間分解能は約 90nm である。
以上より、我々が開発した蛍光イメージング手法と軟 X 線顕微鏡を組み合わせたハイブリット軟 X 線顕微
鏡システムを使うことにより、非常に高い空間分解能、且つ高コントラストで水中細胞内小器官を観察でき
ること、さらには軟 X 線顕微鏡で撮像された細胞内小器官が具体的に何であるかを正確に同定出来るこ
とが確認された。

(a) X-ray image

(b) DAPI (chromatin)

20 µm

20 µm
(c) Mito-tracker (mitochondria)

(d) Phalloidin (cytoskeleton)

20 µm

20 µm

Fig.2 Identification of cell organelles by comparison of the soft x-ray image with the fluorescence images.
The fluorescent images (b)-(d) show the places chromatin, mitochondria and cytoskeleton exist in.

- 23 -

JAEA-Conf 2014-001

mitochondria

nucleus

nucleus

5 m

cytoskeleton

Fig.3 Fine structures of cell organelles in a living hydrated cell obtained by the hybrid soft x-ray microscopy system

４．まとめ
蛍光イメージング手法と軟 X 線顕微鏡を組み合わせたハイブリット軟 X 線顕微鏡システムを提案し、こ
れにより軟 X 線顕微鏡で撮像された細胞内小器官が何であるかを正確に同定可能で、且つその様子を
高空間分解能・高コントラストで観察することが可能であることを実証できた。今後はさらなる空間分解能
の改善と、軟 X 線顕微鏡と蛍光顕微鏡を完全に一体化したコンパクトな新型ハイブリット軟 X 線顕微鏡の
開発を行っていく予定である。
参考文献
［1］ G. A. Johansson, et al., Rev. Sci. Inst. 73 pp. 1193-1197 (2002).
［2］ J. M. Rajyaguru, et al., Biophysical Journal 72 pp.1521-1526 (1997).
［3］ M. Kado, et al., AIP Conf. Proc. 1465, pp.246-250 (2012).
［4］ M. Kishimoto, et al., AIP Conf. Proc. 1465, pp. 43-47 (2012).
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3.6 三接合太陽電池の照射効果
-レーザー駆動プロトンビームのユーザー候補者としてRadiation Response of Triple Junction Space Solar Cells
- As a Candidate for the Laser Driven Proton Beam User 大島 武
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
Takeshi Ohshima
Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency
Degradation behaviors of triple junction (3J) solar cells due to electrons and protons were
investigated. The short circuit current (ISC) for 3J solar cells deceased with increasing particle fluence, and
the sudden degradation was observed in high fluence regions. This sudden decrease in ISC can be
interepreted in terms of change in current limiting cells. The modeling of radiation response of 3J solar
cells was also carried out.
Keywords: Space applications, Triple junction (3J) solar cells, Radiation degradation
1. Introduction
Multi-junction solar cells based on III-V compounds are applied for space applications due to their high
conversion efficiency. At present, an efficiency of ~ 30%, (AM0, 1 sun) has been achieved by using
triple-junction (3J) solar cells such as (Al)InGaP/(In)GaAs/Ge [1-3]. For solar cells applied to space
applications, in addition to the Beginning-Of-Life (BOL), their electrical performance at the end of
mission (End-of-Life: EOL) is very important because their electrical performance is degraded by
irradiation of energetic particles such as electrons and protons in space. Thus, this indicates that we should
know radiation response of solar cells before launch to predict their lifetime in space.
2. 3J solar cells and their degradation behaviors
Figure

1

shows

the

schematic

cross-section

of

InGaP/GaAs/Ge 3J solar cells used in this study. The 3J
solar cells were fabricated on Ge substrates by Metal
Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD). The
thicknesses of the InGaP top and the GaAs middle cells are
0.5 and 5.0 μm, respectively. Each sub cell is connected
with

Tunnel

Junction

(TJ)

diodes.

An

Anti-Reflector-Coating (ARC) with 0.14 μm thick is
applied to the 3J solar cell. The conversion efficiency of the
3J solar cells under AM0 (1 sun) is 28 %.

Fig. 1 Schematic cross-section of 3J solar cells
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Fig. 3 Degradation of ISC for 3J solar cells as a
function of 10 MeV-proton fluence.

Fig. 2 I – V curves for 3J solar cells before (solid line)
and after (broken line) 10 MeV-protons at 3×1013 /cm2.
The measurements were carried out under AM0.

Figure 2 shows the current (I) – voltage (V) curves for the 3J solar cells before and after 10 MeV proton
irradiation at 3×1013 /cm2. The values of short circuit current (ISC), open circuit voltage (VOC) and fill factor
(FF) decrease by the irradiation, and as a result, maximum power (PMAX) became small.
Figure 3 shows the degradation of ISC for the 3J solar cells as a function of 10 MeV-proton fluence. The
value of ISC decreases with increasing fluence, and the sudden degradation of ISC is observed above 3×1013
/cm2. The sudden degradation can be explained in terms of the degradation of sub-cells (Fig. 4). Thus, ISC
for 3J solar cell is limited by a sub-cell which has the smallest ISC in all sub-cells (this sub-cell is called
“current limiting cell”) because the sub-cells are connected in series. Before irradiation, the value of ISC for
the 3J solar cell is limited by the InGaP sub-cell. However, since the radiation resistance of the GaAs
sub-cell is weaker than the InGaP sub-cell, the current limiting cell for the 3J solar cell switches to the
GaAs sub-cell from the InGaP sub-cell during irradiation.
For the lifetime prediction for 3J solar cells in space, it is very important to reveal the value of fluence
that the current limiting cell switches to GaAs from InGaP sub-cells. Since the position and amounts of
fluence, we need to do irradiation experiments using
protons with different energies in order to clarify the
fluence that the current limiting cell switches to GaAs from
InGaP sub-cells. This is not efficient from the point of view
of spending time and money. Therefore, we expect that the
laser driven protons with spectra can solve this issue.
3. Modeling of radiation degradation of 3J solar cells
Nest, the modeling of radiation response of 3J solar cells
is discussed [4,5]. In this modeling, we use a one
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Fig. 4 Schematics of degradation of ISC for
InGaP, GaAs, and 3J solar cells.

JAEA-Conf 2014-001

dimensional optical device simulator PC1D. First of all, the

100
Before Irradiation

PC1D. By the fitting, the value of minority carrier diffusion
length (L) and majority carrier concentration (p) can be
estimated. Figure 5 shows the QD for the 3J solar cell before
irradiation. Circles and line indicate results obtained by
measurements and calculation, respectively. Then, the QD

Quantum Efficiency (%)

quantum efficiency (QE) for 3J solar cells is fitted using

for the 3J solar cells after irradiation is fitted. In the fitting, L
results for the 3J solar cells irradiated with 3 MeV protons at
QD for the 3J solar cells irradiated at different fluences, the
damage coefficient of L (KL) and the majority carrier
removal rate (RC) are estimated. In the estimation, following
formulas are applied.

 RC 
p  p0 exp
p0

40
20

Fig. 5 QD for 3J solar cells before
irradiation. Circles and line indicate results
obtained by measurements and calculation,
respectively. The QD with peak with short,
middle and long wavelength regions
represent the results obtained from InGaP,
GaAs and Ge sub-cells, respectively.

(1),

100

(2),

where, subscripts 0 and ϕ indicate before and after

irradiation, respectively, and ϕ represents values of fluence.
As a result, the values of KL for InGaP, GaAs and Ge
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We applied this modeling method to radiation response
of 3J solar cells irradiated with protons at energies from
0.03 to 10 MeV, and also with electrons at energies of 1 and
2 MeV. The results of ISC obtained by experiments and the
fitting are plotted in Fig. 7. Symbols and lines indicate
experimental and calculated results, respectively. As shown
in Fig. 7, the good agreement between experimental and
calculated results is obtained. This suggests that the
modeling method proposed in this study can be applied to
the prediction of radiation degradation of 3J solar cells
irradiated with any particles and also with any energies if
the values of L, p, KL and RC are known.
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Fig. 6 QD for 3J solar cells irradiated with
3MeV protons at 1×1012 /cm2 and at 1×1014
/cm2. Circles and line indicate results
obtained by measurements and calculation,
respectively.
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4. Summary

1.0

between 0.03 and 10 MeV, and also electrons at energies
of 1 or 2 MeV. The degradation of ISC for 3J solar cells
due to irradiation can be explained by the change in the
current limiting cell from the InGaP sub-cell to the GaAs
cell. The results of radiation response for 3J solar cells
calculated
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one
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Fig. 7 ISC for 3J solar cells irradiated with
protons or electrons as a function fluence.
Symbols and lines indicate experimental and
calculated results, respectively.
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3.7

EUV 光源の高出力、高効率化のためのモデリング研究
Modeling of EUV source for high power and efficiency
佐々木

明

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
Akira SASAKI
Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency
Modeling of atomic processes and hydrodynamics of Sn plasmas for the EUV source is presented.
Plasma conditions, that is, density and temperature, to obtain high power and efficiency is investigated
based on the atomic model. Pumping methods to prouduce uniform low density plasma are discussed along
with the modeling of the hydrodynamics of the initial interaction between the laser and solid target.
Keywords: EUV source, laser plasma, atomic process, radiation hydrodynamics
１． はじめに
現在、EUV リソグラフィの実用化を目指して、レーザープラズマ（LPP）EUV 光源の研究開発が進めら
れている。波長 13.5nm、2%帯域において、200W 以上の出力が必要とされている。励起用レーザーを含
むシステムのコストの抑制のため、高効率化が重要とされ、そのためにはシミュレーションによる最適化が
重要と考えられている。
EUV 光源のシミュレーションは、原子過程と流体力学の２つの要素から構成される。光源媒質として
用いる Sn からの EUV 発光は、10 価程度のイオンの Unresolved Transition Array（UTA）に起因すると考
えられている。複雑なエネルギー準位の構造や、電子衝突、輻射による電離、励起過程を考慮したシミュ
レーションの結果、高効率化のためには低密度のプラズマを励起すること重要なことが明らかになった。
最適な条件のプラズマを生成する方法の確立が重要と考えられ、そこでは、レーザーと固体ターゲットの
初期の相互作用のモデリングが重要になると考えられる。
2． 原子過程モデルに基づく変換効率の評価
Fig.1 に Sn10+イオンのレベルダイアグラムを示す。EUV 発光は、4d-4f、4p-4d 遷移から得られる。多く
の内殻、多重励起状態から放出される多数の線スペクトルが、波長 13.5nm 領域に重畳して発光する。さ
らに 4d-4f、4p-4d 遷移の発光線波長は、Sn5+〜Sn14+までのイオンについて同一波長領域にあるため、広
い温度、密度範囲で効率的な発光が得られる。このような Sn プラズマの原子過程について、HULLAC コ
ード[1] で計算した、エネルギー準位、電子衝突、輻射による電離や励起の過程のレート係数を用い、
衝突輻射モデルを構築し、プラズマの温度、密度に対する、価数、発光、吸収スペクトルの評価を行った。
プラズマの価数は、非相対論的電子配置ごとに平均化したエネルギー準位を用いるモデルで求めた。
Sn イオンには多数の内殻、多重励起状態があり、これらは二電子性再結合やサテライト線放射を通じて
プラズマの特性に大きな影響を与えるので、モデルのサイズ、考慮する状態の数を変えた収束計算を行
った。典型的な計算は、イオン毎におよそ 100 個のエネルギー状態を考慮して行なった[2]。発光、吸収
スペクトルは、配置間相互作用（CI）の効果を含めて計算した、詳細なスペクトル形状に加え、実験との比
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較による波長の修正を考慮して求めた[3]。CI の効果により、4d-4f、4p-4d 遷移の多数の発光線が、波長
13.5nm 領域に集まり、するどいピークを持つ一つの UTA を形成する。
Fig.2 は、計算した Sn の輻射放出、吸収係数を用い、プラズマの温度、密度分布が、1 次元のプラズ
マの等温膨張の相似解に従うという仮定のもとに、照射レーザー強度と、噴出するプラズマが熱、運動、
輻射として持ち去る単位時間当たりのエネルギーが等しいと考えるパワーバランスモデルで求めた、EUV
光源の変換効率を示す[4]。変換効率は、Sn イオンがおよそ 10 価になる温度条件でピークを持ち、密度
が低いほど高くなる傾向を示す。この特性は、プラズマが低密度になるほど、イオンの多重、内殻励起状
態への分布が減少し、サテライト線放射が減少し、スペクトルが狭窄化することに起因する。

Fig.1 Energy level diagram of Sn10+.

Fig.2 Conversion efficiency of the EUV source
obtained from the power balance model.

3．レーザーとターゲット物質の初期の相互作用のモデリング
Fig.2 における変換効率の評価は、あらかじめ一定の密度の均一なプラズマが存在すると仮定してい
る。EUV 光源の高効率化のためには低密度プラズマを励起することが好ましいが、固体ターゲットのレー
ザーアブレーションで生成するプラズマには必ず密度勾配がある。最近 Sn ドロップレットターゲットをプリ
パルスレーザーで照射して、ミストと呼ばれる、比較的均一な雲状に分布した微粒子を生成し、それをメ
インパルスレーザーで励起して高い効率が得られている[5]。初期のドロップレットに含まれる Sn を、半径
で 10 倍程度の領域に分散させれば、平均イオン密度は 1019/cm3 となり、発光に適した条件になる。微粒
子は、低強度のプリパルスレーザー照射で発生する衝撃波によってドロップレットが破砕されたり、いった
ん蒸発した Sn が膨張、冷却して凝結することによって生成すると考えられる。生成する微粒子の分布や、
微粒子とレーザー光の相互作用を最適化することが必要と考えられる。
レーザー生成プラズマでは、Fig.3 のように、レーザーとターゲット物質の初期の相互作用でさまざまな
不安定性が発生し、温度、密度の構造が形成されることが指摘されている[6]。従来のシミュレーションは、
初めからプラズマが存在すると仮定して行われることが多かったが、最近の加工などの高度な応用にシミ
ュレーション結果を提供するために、初期の相互作用を含めて一貫したモデルを構築することが求めら
れている。有限のスポットサイズを持つレーザーをターゲットに照射すると、中心部は高温になりプラズマ
化するが、スポット周辺部は比較的低温で、溶融、蒸発、粒子（デブリ）発生が起こるというように、場所毎
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に異なる現象が同時に現れることもあると考えられる。
レーザーとターゲット物質の初期の相互作用では、固体物質が液相、気相を経てプラズマを生成する
過程が重要になると考えられる。一般のプラズマシミュレーションでは、ひとつのセルの中は均一な物質
状態であることが仮定され、混相状態の状態方程式をどのように記述するかが考えられて来たが、現在、
セルを分割することによって相分離を表現し、それに従って起こる確率的な構造形成を表現する手法に
ついて検討を行っている[7]。
４． まとめ
半導体リソグラフィの微細化のため、EUV 光源の研究開発が進められ、まもなく実用化されると考えら
れるようになった。基礎研究によって光源の発光メカニズムが明らかになり、その後実用化のための技術
的な課題が一つ一つ解決されて現在に至っているが、高出力、高効率化は重要な課題であり続けてい
る。シミュレーションにも、光源の特性を高精度に予測するという高い目標が設定され、EUV 光源の研究
を通じて、原子過程、流体力学の新しいモデルが確立されることが期待される。

Fig.3 Structure formation and particle emission during initial laser-plasma interaction.
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3.8 テラヘルツ波発生用ドライバーレーザーの現状
Current status of the driver laser system for intense terahertz wave generation
田中桃子、越智義浩、小菅淳、岡田大、森道昭、桐山博光、坪内雅明、永島圭介
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
Momoko Tanaka, Yoshihiro Ochi, Atsushi Kosuge, Hajime Okada, Hiromitsu Kiriyama,
Michiaki Mori, Masaaki Tsubouchi and Keisuke Nagashima
Quantum Beam Science Directorate, JAEA

We have constructed a high power kHz laser system using Yb:YAG thin-disk as a gain medium for a
driver laser of THz wave generation. A 4-bounce regenerative amplifier is constructed and output energy
up to 10 mJ is obtained. Using compressed pulse, we demonstrated THz wave generation with LiNbO3
crystal.
Keywords: Yb:YAG, Thin disk laser, THz wave generation
In Kansai Photon Science Institute, we are developing an intense THz light source using optical
rectification in nonlinear dielectric crystal, LiNbO3 [1]. This THz light source is for experiment of
effective isotope separation by molecular rotation control technique. As a driver laser of THz wave
generation for isotope separation, a laser system with repetition rate over 1 kHz, pulse energy of 100 mJ
and bandwidth of 1 nm is required. A chirped pulse amplification laser system using laser diode pumped
Yb:YAG thin-disk is one of the promising candidate for such a high average power laser system because of
high efficiency and small thermal load. Here we present current status of our driver laser system for
intense terahertz wave generation.
The laser system is constructed by 1030 nm mode-locked oscillator, pulse stretcher, Yb-doped fiber
pre-amplifier, 1 kHz pulse picker, Yb:YAG thin-disk regenerative amplifier and multi-pass amplifier, and
pulse compressor. Components before the regenerative amplifier, i.e. from the oscillator to the pulse picker,
have already completed. The out put power of the fiber pre-amplifier is typically 2 W at 80 MHz.
Figure 1 shows the construction of thin-disk device, which is used as a gain medium of the regenerative
amplifier. The thin-disk is a composite ceramic of 7 at% doped Yb:YAG and non-doped YAG. The
diameter of disk is 10 mm, the doped area is central 6 mm and it was surrounded by non-doped area. It was
polished to be thickness of 0.2 mm, wedge of 0.1 degree. The disks were bonded on a water-cooled copper
heat sink with adhesive by Institut für Strahlwerkzeuge (IFSW). For each disk, the laser incident side was
coated with anti-reflection coat and the opposite side contacted to heat sink was coated with
high-reflection coat. The regenerative amplifier is consisted by a resonator and a Pockels cell. The seeding
pulse is injected into the resonator by a mode-coupler and amplified with a Gaussian profile. To increase
the gain of one round trip, we construct the regenerative amplifier as 4-bounce at the thin-disk for each
round trip. With this configuration, we achieve the output energy up to 10 mJ with pumping power of 115
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W, constantly 5mJ with 85 W pumping. The spectral width is 1.2 nm (FWHM). After compression, pulse
width is 1.3 ps.
Using the compressed pulse of output of regenerative amplifier, we have demonstrated THz wave
generation. THz wave is generated using optical rectification in Mg doped LiNbO3 crystal. To investigate
the spectrum of THz wave, we observe the time profile by electro-optic sampling using CdTe crystal.
Small part of the pumping laser beam is split and used as probe pulses. To increase the time resolution of
sampling, the probe pulses are spectral re-broadened by self-phase modulation in a glass fiber and
compressed with additional compressor to be pulse duration of 0.2 ps. The 1.35 µJ THz wave is obtained
with center frequency of 0.3 THz and bandwidth less than 1.5 THz. To increase the output energy of THz
wave, we are planning to increase power of the driver laser by construct a Yb:YAG thin-disk multi-pass
amplifier after the regenerative amplifier.

Fig. 1. Construction of thin-disk device
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3.9 レーザーコンプトンガンマ線による非破壊核種分析
Nondestructive Assay of Nuclear Materials by Laser Compton Scattering
Gamma-rays
静間

俊行

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
ガンマ線核種分析研究グループ
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Nondestructive assay (NDA) of actinide nuclei in spent nuclear fuel is possible using nuclear
resonance fluorescence (NRF) with a gamma-ray beam. For this method, system performance such as
counting precision is affected by radiation backgrounds from the spent fuel as well as coherent scattering
known as Rayleigh, nuclear Thomson, and Delbruck scattering. In this paper, we will show calculated
results of statistical uncertainties for various NRF cross sections in the range of 3 to 100 eV barn.
Keywords: Nondestructive assay, Nuclear Resonance Fluorescence, Laser Compton scattering
1. Introduction
The non-destructive assay (NDA) method using nuclear photon scattering is promising NDA technique to
assay actinide nuclei in spent fuel [1,2]. This method uses nuclear resonance fluorescence (NRF), and
isotope-specific analysis is possible by directly detecting a characteristic NRF signal emitted from the
isotope of interest. In addition, an efficient NRF measurement can be made using a monochromatic
gamma-ray beam which is generated by laser Compton scattering (LCS) [3,4]. The system performance
such as statistical uncertainties of the NRF-based NDA measurement would be affected by radiation
background from spent fuel as well as the coherent scattering such as Rayleigh, nuclear Thomson, and
Delbruck scattering. Since the gamma-ray spectrum of the radiation backgrounds has a characteristic shape
with an exponential fall-off as a function of energy, NRF measurements at higher energies are preferable to
obtain the better signal-to-noise ratio. In addition, the energy of the coherent scattering overlaps with that
of NRF transitions to the ground state. We therefore propose to measure NRF transitions to the first excited
state to avoid the coherent scattering contribution. In this paper, we will show calculated results of
statistical uncertainties of the NRF-based NDA method for various integrated cross sections in the range of
3 to 100 eV barn at excitation energies of 2.25, 3.5, and 5 MeV.
2. NRF count rate
NRF is a process of resonant excitation of nuclear levels by absorption of photons and subsequent
de-excitation to lower-lying levels by gamma-ray emission. It occurs if the energy of the incident photon is
identical to the resonance energy of the nucleus of interest. The NRF yield can be obtained using an
equation
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YNRF
where

I s Nt

is the intensity of the incident LCS gamma-ray beam, Is is the integrated cross section, and Nt is

the number of the target nucleus. When =106 photons/s/eV, Is=30 eV barn, and Nt (239Pu)=0.057g/cm2
(effective thickness corresponding to Pu concentration of 1%), we obtain YNRF=3300 /s. Assuming an
overall peak detection efficiency of 2.4×10-4 for detection system, the NRF count rate is calculated to be
0.8 counts per second (cps) [5].
3. Radiation background count rates
The detectors used for NDA of spent fuel may be subject to intense radiation background. Therefore, the
analysis of the system performance should include effects from the radiation background. In the present
study, the gamma-ray radiation from the spent fuel was estimated using the ORIGEN2.2-UPJ computer
code [6]. In case of a 10-year cooled spent fuel, photon intensity of radiation background was obtained to
be 1×1016 photons/s/MtU (Metric ton of uranium), evaluated for a typical PWR 17×17 fuel assembly with
initial

235

U enrichment of 4.1 wt% under burn-up condition of 55 GWd/MtU. Fission products (actinides)

mainly contribute to the photon intensity at energies below (above) 3 MeV [6]. Assuming that each Ge
detector points at a small part of a fuel rod with a volume of 0.8 cm3 which is determined by the size of the
incident LCS gamma-ray beam, radiation background intensity at E=2.3, 3.5, and 5 MeV is estimated to be
1.9, 9.8×10-3, and 1.9×10-4 photons/s/eV, respectively. Assuming a detector energy resolution of 0.2 %, the
radiation background rates summed up for 24 Ge detectors at NRF peak positions are calculated to be 2.0,
1.6×10-2, and 4.6×10-4 cps at E=2.3, 3.5 and 5 MeV, respectively [5].
4. Coherent scattering contribution
Coherent scattering processes such as Rayleigh, nuclear Thomson, and Delbruck scattering that scatter
beam photons without appreciably changing their energy can be a background in NRF measurements.
The large cross sections for the Rayleigh and Delbruck scattering are expected at forward angle position.
The coherent scattering cross section therefore becomes lower for backward angles at all energies. For
forward angles, the coherent scattering is dominant compared to the NRF counting rates and radioactive
background from the spent fuel. Although the coherent scattering background rate significantly decreases
at backward angles, it is still much higher than the NRF counting rate [5]. Under this situation, it is
difficult to observe the NRF transition to the ground state because the energy of the transition overlaps
with that of the coherent scattering background. On the other hand, the transition to the first excited state
of which the energy is about 10 to 50 keV smaller than that of the coherent scattering background. Since
the expected energy width of the ERL-LCS photon beam is as small as 0.1% [4], it is possible to observe
the NRF transition to the first excited state without overlapping with the energy of the coherent scattering
background [5,7].
5. Statistical uncertainties
In a simple case, a statistical error is defined as
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2
T

S

S

T

2
B

B

,

where S, T, and B are the NRF count, the total count (T=S+B), and the radiation background count,
respectively. The associated statistical deviations are denoted as

S,

T,

and

B.

Using the NRF and

radiation background count rates discussed, a 1% Pu content in spent fuel can be assayed with about 2 to
3% precision during 4000 seconds measurement time assuming NRF peaks located around 3.5 to 5 MeV
with an integrated cross section larger than 30 eV barn [5].
6. Conclusion
We evaluated NRF peak intensity assuming various integrated cross sections. In addition, radiation
background counts were calculated using the burn-up code ORIGEN2.2-UPJ for a typical PWR fuel
assembly. The coherent scattering contribution was also considered. The coherent scattering affects to the
NRF measurement of transitions to the ground state, because the energy of the NRF peaks overlap with
that of the coherent scattering. On the other hand, the energy of the NRF transitions to the first excited
state is about 10 to 50 keV lower than that of the coherent scattering. Therefore, if the energy width of the
incident photon beam is as small as 0.1%, it is possible to assay 1% Pu content in spent fuel with about 2
to 3% statistical error without the coherent scattering contribution during 4000 second measurement time
for NRF peaks at E=3.5～5 MeV with an integrated cross section of 30 eV barn by using a monochromatic
photon beam.
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3.10

ナノ拘束水のテラヘルツダイナミクス

Terahertz dynamics of nano-confined water
村上

洋

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
Hiroshi MURAKAMI
Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency
The relaxation process of water in a reverse micelle with an aqueous cavity radius of ~6 nm has been
studied by terahertz spectroscopy at temperatures from 268 K to 296 K. The relaxation process of ~10 ps
shows two characteristic temperature behaviors: one is due to the confinement effect of the reverse micelle,
and the other is to the water shedding from the reverse micelle.
Keywords: Terahertz spectroscopy, Water, Reverse micelle, Confinement effect
I.

INTRODUCTION
Terahertz (THz) spectroscopy probes cooperative intermolecular motions of water on time scales of

picoseconds. Rønne and coworkers have studied the temperature behavior of the relaxation time of liquid
water above the melting point of water by THz spectroscopy, and demonstrated that the behavior appears
to diverge at ~228 K in the same way that the thermodynamic quantities of supercooled water do [1].
These results imply that cooperative motions of water probed by THz spectroscopy are relevant to the
singularity of the thermodynamic property of water at 228 K.
A reverse micelle is a nanometer-scale cage filled with water (Fig.1), and a suitable system for studies
of confined water because the size of confinement can be controlled by adjusting the water-surfactant
molar ratio w0 (= [water]/[surfactant]) [2]. The structure and dynamics of water in reverse micelles have
been

water

extensively

studied

by

various

experimental methods, and these studies have
revealed that their features are quite different

surfactant

from those of bulk water, and depend on the
size of reverse micelles [3]. On the other hand,
a reverse micelle is considered to be a model

oil

of cells, because biomolecules, such as

nanometer
Fig.1 Schematic
of of
a reverse
micelle
FIG.1.
Schematicdiagram
diagram
a reverse
micelle.

proteins and DNA, can be dissolved in it [3].
Further,

a

reverse

micellar

solution

is

appropriate for THz spectroscopy [4], because the absorption of THz electric waves by the oil solvent of
reverse micellar solution is dramatically weak, compared with the absorption by water. Another advantage
due to use of reverse micelles is that the properties of supercooled water can be experimentally studied
because confined water does not freeze far below the melting point of water. However, there are few
experimental studies on temperature dependence for water in reverse micelles [5-7], especially no studies
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by THz spectroscopy. Thus, in the present study, we have constructed a home-made cryostat system for
THz spectroscopy, and measured temperature dependence of the relaxation process of water in reverse
micelles.
II.

EXPERIMENT

A

reverse

micellar

solution

was

prepared

by

the

injection

method

[3].

AOT

[=bis(2-ethyl-hexyl)sulfosuccinate], isooctane, and sterile Millipore-filtered water were used for a
surfactant, oil, and water, respectively. The w0 value of reverse micelles examined was 35. The aqueous
cavity of the reverse micelle includes 30030 water molecules and has a radius of ~5.8 nm [8].
THz time-domain spectroscopy (THz-TDS) was used to obtain the optical constants (i.e., the absorption
coefficient α(𝜔𝜔) (𝜔𝜔: frequency) and refractive index 𝑛𝑛(𝜔𝜔)) of a sample [9]. A sample cell used has two

sample chambers with the same dimension (tandem cell); one is for a sample signal, and the other is for a
reference signal. The tandem cell was fixed in a homemade cryostat with two optical windows for the two

sample chamber. The temperature of the tandem cell was controlled by the nitrogen gas flow from a liquid
nitrogen reservoir. In the measurement of THz-TDS using the tandem cell, the sample cell was filled with a
reverse micellar solution with water, whereas the reference cell was filled with that without water, and the
temperature of the two solutions was the same in the cryostat. Thus the absorption coefficient and
refractive index of water in the sample solution at a given temperature were derived.
A measurement of dynamic light scattering was made using a commercial experimental system to
estimate the particle size of reverse micelles. The so-called Stokes radius is obtained from the
measurement, and is roughly twice as large as the radius due to a direct measurement using a small angle
X-ray scattering of reverse micelles.
III.

RESULTS AND DISCUSSION

In order to analyze the results of THz-TDS, we use the absorption lineshape function 𝐶𝐶̃ (𝜔𝜔) [10] of a

sample given by

𝐶𝐶̃ (𝜔𝜔) =
1

Aα(𝜔𝜔)𝑛𝑛(𝜔𝜔)

𝜔𝜔[1−exp(−
+∞

ℏ𝜔𝜔
)]
𝑘𝑘𝐵𝐵 𝑇𝑇

,

= 2𝜋𝜋 ∫−∞ 𝑑𝑑𝑑𝑑 e−iωt 𝐶𝐶(𝑡𝑡) ,

(1)
(2)

C(t) = 〈𝑀𝑀(0) ∙ 𝑀𝑀(𝑡𝑡)〉,

where 𝐴𝐴 is 3c(2𝜋𝜋)−2(c: the speed of light), ℏ the planck constant, 𝑘𝑘𝐵𝐵 the Boltzmann constant, T the

absolute temperature. The second line shows that the lineshape function is written as the Fourier transform
of the time-correlation function (𝐶𝐶(𝑡𝑡)) of the dipole moment of the molecules absorbing the THz electric

wave in the absence of the field. Thus, we derive the absorption lineshape function from Eq.(1) by use of
the absorption coefficient and refractive index obtained from the measurement of THz-TDS, and then
analyze the function by Eq. (2) to investigate the relaxation process of water on time scales of picoseconds.
For a curve fit of the absorption lineshape function, a sum of two exponential relaxations with time
constants of 𝜏𝜏𝑠𝑠 for a slow component and 𝜏𝜏𝑓𝑓 for a fast one is employed for 𝐶𝐶(𝑡𝑡). This leads to a sum of

two Lorentzian functions in the frequency domain by Eq. (2), and we use 𝐹𝐹(𝜔𝜔) = 𝐴𝐴𝑠𝑠 (𝜔𝜔2 + 𝜏𝜏𝑠𝑠−2 )−1 +
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𝐴𝐴𝑓𝑓 (𝜔𝜔2 + 𝜏𝜏𝑓𝑓−2 )

−1

+ 𝐵𝐵 as a fit curve, where B is a term of a linear baseline and was found to be needed for

a better fit. This model for curve fitting corresponds to the double Debye model which is usually used for
description of the dielectric function with two relaxation times of liquid water in the THz frequency range
[1]. Fig. 2 shows the result of curve fitting using 𝐹𝐹(𝜔𝜔) for the absorption lineshape function of water in

the reverse micelle, and a good agreement between the experimental result and the fit curve is obtained.
From the fitting, the time constants of the fast and slow components are derived.

Fig. 3 displays the temperature dependence of the
relaxation time of the slow component, together with the
F(ω)

Absorption

F()

result of liquid water from the literature [1]. There are

Experiment

two characteristic temperature ranges. Temperature range

Fast

I is from 296 K to 286 K, and range II is from 286 K to

Slow

268 K. Considerable slowing down occurs in range I as

Baseline

the temperature is lowered, compared with in range II. At
around 286 K, the time constant drops dramatically, and
0.4

0.8

Frequency / THz

1.2

it increases gradually with decreasing temperature in

Fig.2. A result of the curve fitting using

range II. Further the temperature behavior in range II are

F(𝜔𝜔).

similar to that of liquid water. On the other hand, it has
been found that the time constant of the fast component

is a few picoseconds, and is not observed in liquid water [1]. Therefore it is considered that the fast
component is due to local motions of the interfacial water bound with the surfactant. The temperature
behavior has two characteristic temperature ranges, in the same way as that of the slow component.
We first focus on the result of the slowing down in temperature range I. A measurement of THz-TDS of
liquid water has demonstrated that there is a relaxation process with a time constant of ~10 ps at room
temperature, and the time constant shows a power-law temperature dependence as (𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑠𝑠 )−1

(Ts = 228

K) [1]. The time constant of the slow component observed in the present study is comparable with that
observed in liquid water. Further most of water
molecules is bulk-like in the reverse micelle at w0 =
35 because of its large cavity radius (~5.8 nm) [11].
Hence the slow component is considered to
correspond to the relaxation process observed for
liquid water, and be due to the cooperative motions
of water molecules. The power-law temperature
dependence of the relaxation time indicates that the
cooperativity of water motions increases with
Fig.3. Temperature dependence of the time
constant of the slow component.

decreasing

temperature;

that

is,

larger

hydrogen-bond networks for the relaxation process
are formed at lower temperatures, and so the time

scale of the process increases. Such a mechanism will be valid for water confined in large reverse micelles.
However, there is a confinement effect due to reverse micelles, and so the slowing down of the relaxation
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process with decreasing temperature will be enhanced in reverse micelles, compared with in liquid water.
Further, it has been found from a measurement of dynamic light scattering that the reverse micelle at w0 =
35 shrinks slightly with decreasing temperature in temperature range I. This suggests that the confinement
effect of the relaxation process will be larger at lower temperatures, and so the shrinking effect is
considered to contribute to the drastic slowing down.
Dramatic drop in the time constant of the slow component at ~286 K is considered to be due to water
shedding from reverse micelles. Simorellis and coworkers have recently shown that water shedding from
reverse micelles occurs in AOT reverse micelles at low temperatures [5]. Other studies have also shown
that experimental results of AOT reverse micelles at low temperatures are well explained in terms of the
water shedding [6, 7]. The confinement of water by the reverse micelle should be much reduced after the
water shedding, and so the relaxation process of water will speed up, compared with in the reverse micelle.
Here we note that water (i.e., a biphasic water-oil system) was observed at the bottom of the sample cell
when the cryostat was opened after the sample temperature returned to room temperature. This supports
the scenario of water shedding. Further, the temperature behavior of the time constant in temperature range
II is similar to that of liquid water, as seen in Fig. 3. This is well explained by considering that water
molecules are free from the constraint by the reverse micelle. We note that a nanometer-sized water droplet
has its own structured surface layer even if it is completely surrounded by the hydrophobic solvent
molecules, and so the property of the water droplet will not be identical with that of bulk water.
IV.

CONCLUSION

In the near future, we will reconstruct the cryostat used in the present study in order to decrease the
lower limit of the temperature range of measurement, and study the THz dynamics of water in a reverse
micellar solution in a wider temperature range. This is considered to be necessary to clarify the mechanism
of the singularity of the thermodynamic quantities of water at ~228 K [12].
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4.1

Design of a wideband multilayer grating spectrometer for the study
of electronic structure of thin-film CIS solar cells
Takashi IMAZONO1, Masato KOIKE,1
Satoshi KURAMOTO,2 Tetsuya NAGANO,2 Masaru KOEDA,2
Naoji MORIYA3
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Device Department, Shimadzu Corp.
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A soft x-ray emission spectrometer equipped with a wideband Ni/C multilayer-coated laminar-type
varied-line-spacing holographic grating is designed to analyze the electronic structure in thin-film copper
indium selenide (CIS) solar cells nondestructively by soft x-ray emission spectroscopy.

The spectrometer

equipped with the multilayer grating thus designed allows us to detect the L emission lines of Cu, In, and
Se simultaneously from a CIS absorber layer in the 1–3.5 keV range at a constant angle of incidence.
Keywords: varied-line-spacing holographic grating, soft x-ray emission spectroscopy, CIS solar cell,
chemical bonding state
1.

Introduction
The extensive research on the thin-film copper indium selenide (CIS) solar cell having an absorber of

three constituent elements Cu, In, and Se is in progress.

In general, it consists of a pair of electrodes, a

buffer layer, a window layer, and a CIS absorber on a glass substrate.
few hundred nanometers and above.

The thickness of these layers is a

The performance of a solar cell is mainly characterized by the CIS

absorber.

Thus it is important to evaluate the absorber to improve the performance such as efficiency and

stability.

Unfortunately, the CIS absorber is covered with an electrode, buffer layer and window layer.

Soft x-ray emission spectroscopy (SXES) is powerful tool to determine the electronic structure of
materials.

The electronic structure of a buried layer can be evaluated non-destructively by SXES using

photon excitation, e.g., synchrotron radiation, because soft x-rays in the keV range have large penetration
depths. Thus, an incident soft x-ray beam can penetrate the buried CIS absorber in a solar cell, and then
excites an inner shell electron to a conduction band element-selectively without destroying the membrane
structure of the cell.

As the result, the soft x-ray emission (SXE) from the CIS layer is emerged to the

outside of the solar cell.
detecting the SXE.

The electronic structure of the valence band of the CIS can be determined by

To realized this, we need a SXE spectrometer to detect the L emission lines of Cu (0.9

keV), In (3.4 keV), and Se (1.4 keV) with high spectral resolution.

In an energy-dispersive x-ray

spectrometer (EDS), a semiconductor detector simultaneously measures photons in a wide energy range
including 1–3.5 keV without mechanical movement.

The resolving power is, however, lower than that of

a wavelength-dispersive x-ray spectrometer (WDS) based on Rowland mounting.

A scanning mechanism

is required to overcome the shortage of the inherent narrow spectral range of WDS due to the Bragg
condition.

Therefore, it has been a great demand to develop a high resolution SXE spectrometer to cover
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the 1–3.5 keV range without mechanical movement, that is, at a constant incidence angle.
In our previous study, we developed a SXES covering the 50–4000 eV range attachable to
conventional electron microscopes such as an electron probe micro-analyzer (EMPA), and scanning and
transmission electron microscopes (SEM and TEM).[1–6] This SXES was designed to cover the whole
energy region using four laminar-type varied-line-spacing (VLS) holographic gratings optimized for the
50–200 eV, 155–350 eV, 300–2200 eV, and 2000–4000 eV ranges.

The grating for the 2000–4000 eV

range, called JS4000 and G4 in refs. 5 and 6, respectively, is unique because it is a wideband W/B4C
multilayer-coated grating invented to enhance the diffraction efficiency uniformly at a constant angle of
incidence, resulting from the fact that a typical soft x-ray grating coated with gold thin-film significantly
decreases the diffraction efficiency above ~2.2 keV due to the M absorption edges of Au.

Unfortunately,

it was found that there was no promising multilayer structure which attains a high efficiency in the spectral
range of 1–3.5 keV as far as assuming W/B4C multilayers.

To overcome this problem, we invented a

wideband Ni/C multilayer having a high diffraction efficiency to be coated on a grating having the same
configuration as JS4000 or G4 except for the coating.
In this paper, we describe the design of a SXE spectrometer equipped with the wideband Ni/C
multilayer grating and the calculation result of the diffraction efficiency and resolving power in 1–3.5 keV.
2.

Design of a SXE spectrometer equipped with a wideband Ni/C multilayer grating in 1–3.5 keV
Figure 1 shows the schematic diagram

of a SXES instrument equipped with a
wideband Ni/C multilayer grating, and the
detail parameters are listed in Table 1.

The

recording parameters of grating is the
identical with the previously developed
grating for 2–4 keV, [5, 6] but the mounting
parameter has been optimized to attain high
spectral resolution in the energy range of
1–3.5 keV.

The optimized mounting

parameter are the angle of incidence, α, the
projection to the y axis of the distance from
an entrance slit S to the grating center O, PO,
and the distance from O to an image plane Σ
at y = Q, OQ.
Figure 2 shows calculated focal curves
at a variety of angles of incidence.

When α

= 88.53°, the focal curve is the smallest
deviation from an image plane parallel to the
x-axis.

Hence the position of Σ, Q, was set

at y = −243.5 mm.
Figure 3 shows spot diagrams and line

x
Entrance slit
S
y

88.53°

Image plane
Σ

87.22°
85.34°

1.0 keV

(x=20.07)

3.5 keV

(x=12.48)

0th

(x=6.25)

P
250

O
R=11200
Wideband Ni/C multilayer grating
243.5

Q

Fig.1 Schematic diagram of a SXE spectrometer equipped with
a wideband Ni/C multilayer grating based on the mounting
parameter optimized in 1–3.5 keV.
Table 1 Details of the mounting and optical parameters of the
wideband Ni/C multilayer grating.
Parameter
Effective grating constant (mm)
Groove depth (nm)
Duty ratio
Radius of curvature (mm)
Angle of incidence (°)
Distance from P to O (mm)
Distance from O to Q (mm)
Incident angle for multilayer (°)
Period of multilayer 1 (nm)
Thickness ratio 1
Number of layers 1
Period of multilayer 2 (nm)
Thickness ratio 2
Number of layers 2
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Value

σ
h
D.R.
R
α
PO
OQ
φM
D1
γ1
N1
D2
γ2
N2

1/2400
2.8
0.5
11200
88.53
250.0
243.5
87.84
5.6
0.5
80
5.6
0.2
2
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profiles (a), and the resolving power E/ΔE (b) calculated

25

source having a size of 20 μm (V) × 10 mm (H),

20

x (mm)

corresponding to an entrance slit width and height,
respectively, the grating size of 46 mm (y) × 26 mm (z),

Image plane
(243.5)

Incident angle,
α (deg.)
88.48
88.50
88.52
88.53
88.54
88.56
88.58

by ray-tracing, where the number of rays of 1000, a light

1.0 keV

1.5
2.0
2.5
3.0

15

and an imaging detector having a pixel size of 20 μm and
the number of pixels of 1340 (V) × 400 (H) has been
assumed.

3.5

For the comparison, the resolving power

restricted by the detector pixel size is also shown.

10
-230

In

-240

-245

-250

-255

y (mm)

1–3.5 keV, the aberrations of the grating is found to be

Fig.2
Focal corves at various angles of
incidence. The optimized image plane was y =
−243.5 mm at α = 88.53°, indicated by dashed line.

smaller than that of the limit from the spatial resolution
of the detector assumed.

-235

Thus, it indicates that the SXE

spectrometer is optimized for the 1–3.5 keV range.
Based on the above optimization, the wideband Ni/C multilayer was designed to attain high
diffraction efficiency in 1–3.5 keV at a constant angle of incidence.

As shown in Table 1, the wideband

multilayer consists of two layer structures, denoted by 1 and 2.

One is 40 pairs of Ni/C bilayers having a

period length of D1 and thickness ratio γ1 of the C layer to D1.

The other is a single C/Ni bilayer having a

period length of D2 and thickness ratio γ2, where it is noted to be inverted deposition order to the Ni/C
bilayer.

Thus, the two layer structures have the same period length of D1 = D2, but the wideband

multilayer itself is aperiodic.

It is also noted that the total number of layers is 81, because the C layer just

under the topmost Ni layer is a continuous layer.
Figure 4 shows the calculated reflectivity of the wideband Ni/C multilayer mirror having the identical
multilayer structure which is to be coated on a grating.

For the comparison, the reflectivity of a

conventional multilayer mirror having a single period length D1 is also shown.

The angle of incidence

given high reflectivity in a multilayer mirror depends on the energy, so that it has been defined as one half
of the deviation angle, i.e., φM = (α + |β|)/2.

As the result, the wideband multilayer mirror was optimized

at φM = 87.84°, where the Bragg condition is satisfied at 3275 eV.
Figure 5 shows calculated diffraction efficiencies of the wideband Ni/C multilayer-, conventional
Ni/C multilayer-, and goal- coated gratings, where the angle of incidence is fixed at α = 88.53°.

The

diffraction efficiency of the wideband multilayer grating has been achieved over 1% in 1–3.5 keV, which is
E = 2.5 keV

Hight, z (mm)
Intensity

2
0
-2
-4
1

E/ΔE
= 390

E/ΔE
= 450

1200

E = 1.0 keV

E/ΔE = 400

Resolving power, E/ΔE

E = 3.5 keV
4

Ray-tracing result

1000
800
600
400
200

Limit from a pixel size of detector
(assumed to be 20 um)

0

0
-0.02

0.00

0.02

-0.02

0.00

0.02

-0.02

0.00

0.02

1

2

3

4

Energy (keV)
Width, x (mm)
Width, x (mm)
(b)
(a)
Fig. 3 Spot diagrams (upper) and line profiles (lower) at the energy of E = 1.0, 2.5, and 3.5 keV (a), and the resolving
power E/ΔE (b) calculated by ray-tracing.
Width, x (mm)
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1

higher in 1–3 keV than that of the conventional

New type wideband
Ni/C multilayer

The calculation results confirmed that the
resolving power E/ΔE over 300 and diffraction
efficiency over 1% were obtained by optimizing
the mounting parameter of the previously

Reflectivity

one, although the maximum efficiency decreases.
10-1

Conv. type multilayer

10-2

Ni-L absorption edges

developed grating [5, 6], JS4000 or G4, and by
coating an aperiodic Ni/C multilayer on the

θM = 87.84°

10-3

grating in place of the W/B4C multilayer

1

respectively, in the whole energy region of
interest.
3.

4

Fig. 4 Calculated reflectivities of the wideband and
conventional Ni/C multilayer mirrors at φM = 87.84°.

Summary

1

invented and applied to a wideband multilayer
grating in 1–3.5 keV, and then a SXE
spectrometr equipped with the multilayer grating
was designed to detect simultaneously the L
emission lines of Cu, In, and Se emitted from a
CIS absorber layer at a constant angle of
incidence.

Diffraction efficiency

An aperiodic Ni/C multilayer coating was

New type wideband
Ni/C multilayer grating

10-1
Gold-coated grating

10-2
Au-M absorption edges
Ni-L absorption edges

10-3

E/ΔE > 300 through the energy region.
evaluating

the

We are

performance,

i.e.,

Cu-L Se-L

1

wideband multilayer grating was in excess of 1%
and the resolving power of the spectrometer was

Conv. type multilayer grating

α = 88.53°

It was confirmed by simulation

calculation that the diffraction efficiency of the

currently

2
3
Energy (keV)

In-L

2
3
Energy (keV)

4

Fig. 5 Calculated diffraction efficiencies of three gratings
coated with the wideband Ni/C multilayer, conventional
Ni/C multilayer, and goal single-layer at α = 88.53°.

diffraction efficiency and resolving power, of the
wideband Ni/C multilayer grating using synchrotron radiation and laser produced plasma light sources,
respectively.
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4.2 重粒子線照射での新規シミュレーションモデル：
イオン衝突電離で生じる分子イオンの電場の効果
New simulation model for the irradiation of heavy particle: the effect of
electric field of molecular ions produced from ion impact ionizations
森林

健悟

日本原子力研究開発機構
Kengo Moribayashi
Japan Atomic Energy Agency
Abstract. This paper discusses the role of composite electric field on radial doses through
simulations due to the irradiation of a heavy ion. This composition electric field is formed from
molecular ions, the polarization of molecules, and free electrons. Free electrons as well as these
molecular ions are produced from the impact ionization of an incident ion or the other free electrons.
Our simulation model employs an isolated atom model that additionally may be able to treat the
advantage of the free electron gas model. Some free electrons are trapped near the track of this incident
ion and form plasma. The results obtained here show that this plasma plays a role of bringing about
higher radial doses with increasing impact ionization cross sections of incident ions.
key words: heavy ion irradiation, the movement of secondary electrons, composite electric field,
radial dose
1.

はじめに

重イオンと固体や液体のような凝縮系の物質との相互作用の理論では二通りの異なった
モデルが存在する。この二通りの理論モデルとはそれぞれ、標的を自由電子ガスとしたモ
デル（本解説では「自由電子ガスモデル」と名付ける）と相互作用を個々の原子（または
分子）との衝突で近似したモデル（
「二体衝突モデル」と名付ける）である [1]。この異なっ
た性質を持った二通りの理論モデルが個別に発展してきたことにより、本解説で取り扱う
動径線量（radial dose） [または, 局所線量 (local dose)] [2 - 5] では大きく異なった二通りの分
布が普及された [5]。ここで、動径線量とは入射イオンの軌道からの距離 (r) の関数として表
した線量（単位質量当りのエネルギー付与）を言う。我々は、二体衝突モデルに自由電子
ガスモデルの利点を組み入れたシミュレーションモデルを開発した [6 – 8]。そして、入射イ
オンの種類やエネルギーにより自動的に動径線量がどちらか一方の理論モデルの特徴を表
す場合に振り分けることに成功した。このモデルは先に述べた問題を解決すること及びイ
オンと物質の相互作用の物理現象のより深い解明に繋がることを期待させる。
高速イオンが物質に入射すると物質中の原子や分子の電離から自由電子が発生し、この
自由電子が広い領域に渡って物質内にエネルギーを付与する。この自由電子の運動は、入
射イオンの軌道から放射状に広がることが予測できる。動径線量はこの自由電子が標的に
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付与するエネルギーで決まり、イオンによる物質のダメージの空間分布を知る上で重要な
物理量であるが、特に、生命医科学の分野で広く応用されている。
本論文の目的は従来のモデルと我々の新規モデルで計算した動径線量分布の比較から得
た知見を公表することである。

2. 新規モデル[6, 7]

Fig.1 Algorithm for our new simulation model.

具体的な手法のアルゴリズムを Fig. 1 に示すが、この図で使用した手順は以下の通りであ
る。
（i）標的を水として、標的内に液体密度（1g/cm3）になるように水分子の位置を決める。
時間（t）及び自由電子の数（Ne）を 0 に設定する。
（ii）一つのイオンを標的内に入射させ、
標的中を通過させる．（iii）このイオンの水分子への衝突電離過程による水分子の状態の変
化を調べ，
（iv）電離が起きた場合、水分子イオンと自由電子を生成させ、Ne = Ne +1 とし、
（v）自由電子の初期エネルギーと放出角度を決める。（vi）Ne > 0 のとき、電子衝突過程に
よる水分子の状態の変化を調べる。
（vii）状態が変化した場合，その変化に応じて、この衝
突に関わった自由電子のエネルギーを減らす。
（viii）状態変化が電離の場合、水分子イオン
と自由電子を生成させ、Ne = Ne +1 とし、この自由電子の初期エネルギーと放出角度を決め
る。
（ix）入射イオンと自由電子を⊿t 後の次の場所に移動させる。その際、自由電子の速度
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は分子イオンなどの電荷によるクーロン力を考慮して変化させる。（x）t = t + ⊿t として、
手順（vi）–（ix）を実行する。
（xi）t > tmax になったとき、イオンを別の場所に入射して（手
順（i）の水分子の位置を変えて）
、
（i）–（x）を実行する。
3. 結果と考察 [8]
Fig. 2 に入射イオンエネルギーが 3 MeV/u, 15 MeV/u の動径線量（Dr ）と r との関係を示
した。また、電場を考慮しない従来のシミュレーション手法と Chatterjee モデル[5]による動
径線量分布も示した。
ペナンブラ領域では、三つのモデルで計算した分布の間で良い一致が見られた。この一
致は、高いエネルギーを持つ自由電子が単独運動をするとき、我々のシミュレーションが
従来のシミュレーションモデルと Chatterjee モデルを再現したことを確認した。
一方、コア領域では三つの分布の間に相違が生じた。炭素イオン線のエネルギーが 3
MeV/u のとき、プラズマは入射イオンの軌道付近で動径線量に大きな影響を与えることが
わかった。さらに、エネルギーが高くなるにつれて、プラズマの影響力は小さくなること
がわかった。イオンエネルギーが高くなるにつれて、生成する水分子イオンの間隔が長く
なり、自由電子と分子イオン間及び自由電子間の距離も長くなる。このことにより自由電
子に働く力が弱くなり、自由電子の運動は単独運動が増えると予測できる。すなわち、こ
の領域での Chatterjee モデルとの相違が起きる原因は自由電子ガスモデルから二体衝突モデ
ルへの移行中のためと考えられる。我々の新規シミュレーションでは、入射イオンのエネ
ルギー領域により自由電子の運動が自由電子ガスモデルでの振る舞いをする場合、二体衝
突モデルでの振る舞いをする場合、その中間的な振る舞いをする場合を自動的に振り分け
ることができたと考えられる。

Fig. 2 Dr

vs. r for the irradiation of a C6+ ion with the energy of (a) 3 MeV/u and (b) 15
MeV/u; our new model (◇), conventional model ( ) and Chatterjee’s model (
).
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4. まとめ
従来の手法と我々の新規手法で計算した動径線量分布の比較の考察を行った。二通りの
理論モデルが共存できる可能性のあるシミュレーションモデルの開発を進めた。二体衝突
モデルを基盤として、それに自由電子ガスモデルの特徴を取り入れるべく個々の分子イオ
ンと自由電子とのクーロン相互作用を考慮した。
重粒子線照射で生じるプラズマの動径線量のへの影響を調べた。重粒子線のエネルギー
が低い場合、その影響は大きく、イオンエネルギーが増加するにつれて小さくなることが
わかった。これは、入射イオンのエネルギーが高くなるにつれて，発生する自由電子と分
子イオン間，自由電子間の距離が長くなり、単独運動が増えるためである。すなわち、我々
の新規シミュレーションでは、入射イオンのエネルギー領域により自由電子の運動が自由
電子ガスモデルでの振る舞いをする場合、二体衝突モデルでの振る舞いをする場合、その
中間的な振る舞いをする場合を自動的に振り分けることができた。
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4.3

N2 の回転波束への遠心力歪の影響

Effect of centrifugal distortion on rotational wavepacket of N2
横山 淳 1)、赤木

浩 1)、熊田 高之 1)、板倉 隆二 1)、長谷川

宗良 2)、大島

康裕 3)
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3) 大学共同利用機構法人 自然科学研究機構 分子科学研究所
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Hirokazu HASEGAWA2), Yasuhiro OHSHIMA3)
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Effect of centrifugal distortion on rotational wavepacket of N2 has been examined by the calculation
of the wavepacket based on time-dependent Schrödinger equation with a Hamiltonian including
vibrational motion. The calculation reproduced well the experimental N2+ yields produced by two
successive linearly polarized near IR femtosecond laser pulses, the former of which created rotational
wavepacket and the latter ionized preferentially the molecules aligned along the laser polarization
direction.
Keywords: Rotational wavepacket, Centrifugal distortion, Femtosecond laser, N2
1. Introduction
We have developed a laser isotope separation method based on isotopically different time-evolution of
rotational wavepacket, in which at first rotational wavepackets of isotopologues are created by the
irradiation of a linearly polarized femtosecond laser pulse, then a specific isotopologue is ionized by
another linearly polarized femtosecond laser pulse at the time when it aligns. [1]
14

We have demonstrated

15

this idea by using N2 and N2. [2] Delay time dependence of the N2+ yield showed that the peak shapes
were gradually distorted as the evolution time passed.

This behavior has not been predicted by a simple

rigid rotor model used in most previous theoretical studies [3, 4].

In this work, we examine the effect of

centrifugal distortion on this behavior.
2. Calculation procedure
A few works [5, 6] treated the effect of the centrifugal distortion as a rigid rotor model with rotational
energies including the centrifugal distortion constant.

However, we treated this effect in a more formal

way; that is, inclusion of vibrational motion in the Hamiltonian as follows:
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( )

( )

[(

(1)

],

)

where r is the inter-nuclear distance of N2, m the reduced mass of N2, J2 the squared angular momentum
operator,  the polar angle between the molecular axis and the polarization direction of the laser, (t) the
envelope of the laser electric field at time t, and

and

parallel and perpendicular to the molecular axis.

The values of

au., respectively.

are the components of the static polarizability,
and

for N2 are 14.84 and 10.24

The potential energy U(r) of N2 by Le Roy et al. [7] was used in this simulation.

To

solve the time-dependent Schrödinger equation
,

(2)

wavefunction  was expanded with the spherical harmonic functions
(

)

)∑

(

∑

⟩(

).

(

)) as follows:

(

(3)

In this simulation, Jmax was set to be 20. By inserting eq. (3) into eq. (2), one obtains
(

where

)

(

)

〈

[

〉.

(

)

( )]

(

)

The expansion coefficients

simultaneous differential equations (4).
operating short time propagator

( )

The coefficient at t=t+∆t,
to the coefficient at t,

) ( )

(

(

(4)

),

) can be obtained by solving

(

(

(

).

), can be obtained by

The equations (4) were

solved by the Split Operator method [8], in which the short time propagator was approximated as
[

( )

(

( )

)

duration t was 15 a.u.

(

( )]

) ( )

The operation

[

( )

(

(

( )

)

( )]

( )

.

The time step of

) was calculated by the Fourier method [8],

in which the inter-nuclear coordinate r from 0.85 to 1.75 Å was equally divided into 128 grid points.
The operation
In the operation

(

[

)

( )

( )]

) ( )

(

(

(

) was to multiply

(

) by

[

(

)

( )

(

)]

), the matrix V was diagonalized at first by unitary

transformation U†VU=x, where (x)ij=iij. Then, the operation was given by UU†f(r;t), where was
the diagonal matrix with the elements
(

).

(

) ( )

and f(r;t) was the vector with the elements

In the calculation of the time-dependent expansion coefficients, a single |J, M> state is

assumed to be populated at t=0.
the r-dependence of

(

The wavefunction of the vibrational ground state, which determines

), was calculated by the relaxation method [9]. By using these expansion

coefficients, we calculated expectation value of cos2 <cos2>J,M, which indicate the degree of
alignment, and ionization rate WJ,M of N2.

The ionization rate of N2 was calculated by averaging

tunneling ionization rate obtained by using the Molecular Ammosov-Delone-Krainov (MO ADK) theory
[10], where S2kit program [11] was used to transform
a function of  and  in spatial domain and vice versa.

(

) in spectral domain to the coefficients as

To compare with experimental N2+ yield, we

averaged <cos2>J,M and WJ,M with Boltzmann rotational distribution
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3. Results and Discussion

1.3

experimental 14N2+ yield against delay
time between the alignment and ionization

respectively.

The values are scaled so as

(b)

above ((a) and (b)) and with the simple
The 14N2+

yield shows a bipolar peak around 126 ps,
which corresponds 15 rotational periods
When the rotational

temperature is increased to 150 K, the

0.34

0.32
125

126

0.45

Fig. 1 (a) and (b) reproduces shape change well.

0.40

<<cos2>>

0.50

The simulated <<W>> in

than those of the experimental N2+ yield. This
may be due to underestimation of the intensity

cannot be reproduced by the model as
shown in Fig. 1(d).

Therefore, the

126

127

128

delay time (ps)
experimental 14N2+ yield

0.35
0.30

0.20

30 K in Fig. 1(c) is well reproduced by the
model, distortion of the peak at 150 K

125

T= 30K
T= 50K
T=100K
T=150K

0.25

Although the peak at

simulation with the simple rigid rotor

128

Fig. 1: Comparison of
at 30 ((a)
and (c)) and 150K ((b) and (d)) with simulated <<W>>
and <<cos2>>. The value of <<W>> in unit of a.u.-1
is obtained by multiplying the left-hand scale by
1.025210-14. The alignment laser intensity is ((a) and
(c)) 14 and ((b) and (d)) 10 TW/cm2, and the ionization
laser intensity is 17 TW/cm2 in all cases. (a) and (b) are
simulations with Hamiltonian including vibrational
motion, and (c) and (d) are those with a rigid rotor
model.

dumping oscillation.

However, it’s peak and dip heights are smaller

127

delay time (ps)

peak shape distorts; i.e. peak tail shows

of the alignment laser.

0.36

(d)

0.95

were done by the procedure described

for 14N2, at 30K.

0.25

0.7

1.00

The simulations

rigid rotor model ((c) and (d)).

0.30

0.8

1.05

to agree with each other at the time when
no alignment occurs.

0.9

Second pulse

also plotted by black and red solid lines,

0.35

1.0

1.10

N2+ yield (arb.units)

Simulated <<W>> and <<cos >> are

0.40

<<cos2>>

2

(c)

(a)

1.1

14

((a) and (c)) and 150 K ((b) and (d)).

14

pulses at the rotational temperature of 30

1.2

<<cos2>>

N2+ yield (arb. units)

Figure 1 shows the plot of the

125

126

127

128

129

130

131

Time (ps)

132

133

134

135

136

Fig. 2: Enhancement of alignment degree (<<cos2>>)
at 30, 50, 100, and 150K by double pulse irradiation
with the intensity of 14 TW/cm2 each pulse. Second
pulse is irradiated at 125.814 ps.

appearance of the distortion at high rotational temperature is characteristic of centrifugal distortion which
is effectively included in the simulation with the Hamiltonian including the vibrational motion.
If one aligns the molecules higher, the fluence of the alignment laser must be higher.

To achieve

high fluence irradiation without undesired ionization due to high laser intensity, multi-pulse irradiation at
the timings when the molecules realign is proposed [12, 13] and demonstrated experimentally [6, 14].
In the case of the nitrogen isotope separation with the mixture of 14N2 and 15N2, the second alignment
pulse should be irradiated at the time when both 14N2 and 15N2 molecules are aligned simultaneously to
enhance isotope enrichment factor.

The shortest time is around 126 ps when the 14N2 and 15N2

molecules rotate 15 and 14 times, respectively.

As mentioned above, the peak shape at high

temperature is distorted gradually with increasing the delay time. Since the distortion may make it
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difficult to set correctly the second alignment pulse timing, we examined in Fig. 2 the effect of the
second alignment pulse irradiation at 125.814 ps, at which no alignment occurs; i.e. <<cos2>> = 1/3.
As shown in Fig. 2, the degree of alignment is enhanced, and peak distortion does not occur even at high
temperature. Therefore, the irradiation at this timing is preferable for the enhanced alignment by
multi-pulses irradiation, as mentioned in ref. [14].
4. Conclusion
We have compared the experimental 14N2+ yield by double pulse (alignment and ionization laser
pulses) irradiation with the ionization rate (<<W>>) and the degree of alignment (<<cos2>>) simulated
by solving a time-dependent Schrödinger equation including vibrational motion in the Hamiltonian.
The simulation reproduced well the experimental results at all rotational temperatures, indicating that
distortion of the peak shape at high temperature (150 K) and at long delay time (about 126 ps) is due to
the centrifugal distortion.

This distortion can be eliminated by double pulse irradiation for alignment as

well as the enhancement of the degree of alignment.

This double or more pulses irradiation is also

effective for the enhancement of the isotope enrichment factor.
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4.4

Theoretical Calculation of the Rotational Excitation Probability of the
Lithium Chloride Molecule in Terahertz Frequency Combs
Akira ICHIHARA, Leo MATSUOKA, Yuzuru KUROSAKI, Keiichi YOKOYAMA
Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency
We investigated how the pulse parameters of optical frequency combs affect the rotational excitation

probability of the lithium chloride (7Li37Cl) molecule. Time evolution of the rotational population
distribution was calculated by the close-coupling method. It was confirmed that the rotational excitation is
restricted owing to the centrifugal distortion of the rotating molecule.
Keywords: optical frequency comb, LiCl, close-coupling, rotational excitation
1. Introduction
Recently, we proposed a new laser isotope separation scheme applicable to diatomic molecules in the
gas phase.[1-3] In this scheme, the selected molecule is excited into a high rotational state using an optical
frequency comb, and the excited molecule is dissociated by another terahertz pulse. The selected molecule
can be excited by tuning the spectral frequencies in the comb to the rotational transition frequencies of the
molecule. In this study, we attempted to excite the 7Li37Cl molecule using experimentally producible comb
fields whose peak height is lower than 10MV/cm. We investigated how the pulse parameters affect the
rotational excitation probability.
2. Computational method
We used atomic units in our calculations. The optical frequency comb was assumed to be linearly
polarized, and the electric field E(t) was defined as a form of a periodic delta function by

E (t )

1 2

j max

cos 2

j 1

j (t

)

(1)

where γis the parameter to determine the field intensity, μis the molecular permanent dipole moment
(7.49D), and ν is the frequency parameter. The factor δis the offset of time, which was selected as
1/(4B) using the rotational constant B (=0.0211THz). The interaction was defined by the product of the
comb electric field and the molecular transition dipole moment. Time evolution of the rotational
distribution of 7Li37Cl was calculated by the close-coupling (CC) method with the Runge-Kutta technique.
Depending on the field intensity, 40∼128 rotational states were taken into account in CC. Also, 2 vibrational
states (the vibrational quantum numbers v=0, 1) were included to consider the effect of vibrational
excitation. The rovibrational wave functions and transition moments were evaluated on the accurate ab
initio potential.[4]
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Fig.1. Rotational population distributions of 7Li37Cl calculated with (a) (γ, ν, jmax)=(2B, 2B, 40), (b) (8B,
2B, 40), (c) (16B, 2B, 50), (d) (16B, 2B, 80), (e) (32B, 2B, 128), and (f) (32B, 2B, 250).
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3. Results and discussion
Figure 1 shows the rotational population distributions as a function of the angular momentum
quantum number J calculated with (a) (γ, ν, jmax) = (2B, 2B, 40), (b) (8B, 2B, 40), (c) (16B, 2B, 50), (d)
(16B, 2B, 80), (e) (32B, 2B, 128), and (f) (32B, 2B, 250). We selected the initial state (v=0,J=0) in each
calculation.

In Fig.1 the scale of γis given as 2B in the atomic unit. The quantity 2B (0.0422THz) is the

rotational transition frequency to excite the molecule from J=0 to 1. It should be noted that the transition
frequency between the states J and J+1 is given by 2B(J+1) in the rigid rotor model. Thus, the frequency
comb in Eq.(1) consists of the transition frequency components for the rigid rotor. On the other hand, the
rotational state is affected by the molecular centrifugal distortion and vibration. The rotational excitation is
restricted by these effects. As a result, the large γvalue is required in order to excite the molecule into the
high rotational state. It can be seen from Fig.1 that the highest rotational state reachable (Jmax) gets higher
with the increase of theγvalue. Figs.1 (a), (b), (c) and (e) indicate that the molecule is hardly excited
beyond Jmax, even if the number of pulses increases. Moreover, Figs.1(c) and (d) (and also Figs.1 (e) and
(f)) show that Jmax is not affected by jmax in Eq.(1), if the comb includes sufficient frequency components
jmax＞Jmax.
We have also investigated theνdependence of the rotational excitation probability. When the
parameterνwas changed to 0.0421THz from 0.0422THz using the transition frequency between the states
J=15 and 16, Jmax increased by 4∼9. Further change of νreduced Jmax, because the deviation from the
rotational transition frequency increases. We expect that the optimization of νaround 2B increases Jmax.
In this study, the vibrational excitation was negligible. This is because the molecular transition
moment between the states (v, J)=(0,J) and (1,J±1) is an order of magnitude smaller than that for the pure
rotation.[4] Moreover, the maximal spectral frequency employed (10.6THz=352 cm-1 for j=250) is much
smaller than the vibrational transition frequency (∼19.5THz=650 cm-1) for the v=0-1 transition. In our
calculation, the rotational excitation is a resonant or near resonant process, while the vibrational excitation
is not resonant.
4. Summary and concluding remarks
We investigated how the pulse parameters of optical frequency combs affect the rotational excitation
probability of 7Li37Cl by using the close-coupling computations in the range of the comb field smaller than
10MV/cm. From the calculations, following results were obtained. The rotational excitation is (1) restricted
by the centrifugal distortion, (2) enhanced by the increase of the intensity parameter γ, and (3) activated
by the optimization of the frequency parameter ν around 2B. The vibrational excitation by the combs
employed was negligible. We will explore the possibility of the isotope-selective dissociation using the
frequency comb designed in this study.
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4.5

原子力機構 敦賀本部 レーザー共同研究所の最近の活動
Recent Activities of Applied Laser Technology
Institute at Tsuruga Head Office of JAEA
土田 昇
独立行政法人日本原子力研究開発機構 敦賀本部レーザー共同研究所
Noboru TSUCHIDA
Applied Laser Technology Institute at Tsuruga Head Office of JAEA

The Applied Laser Technology Institute(ALTI) was established in the Tsuruga headquarters of Japan
Atomic Energy Agency (JAEA) in Fukui prefecture in September, 2009. The objectives of the ALTI are the
contribution of the laser technology to the nuclear power technology as well as industrial applications. The
latest activity of the ALTI is introduced here.
Keywords: Laser technology, Decommissioning, Industrial applications, Medical application
１． はじめに
独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」）敦賀本部レーザー共同研究所［1］は、
平成 21 年（2009 年）9 月に敦賀本部アトムプラザ内に設置され、原子力分野で培ったレーザー技術の産
業利用を福井県を中心に展開している。特に原子炉（ふげん、東京電力（株）福島第一原子力発電所）
廃止措置に向けたレーザー溶断・破砕技術、配管の保守・保全を行うレーザーを用いた溶接及びモニタ
リング技術、極細複合型光ファイバーの医療分野への応用等の研究開発を産業界等と連携して進めて
いる。
２． 研究活動の概要
（１）原子炉廃止措置へのレーザー技術応用
ファイバーレーザーを利用した溶断、破砕技術は、直径 1mm 程度に集光したレーザー光を熱
源とするため、局所加工性に優れ、発生する二次廃棄物量が少なく、またファイバー伝送が可能
であることから、遠隔操作性にも優れている。更に、レーザー光照射条件 (連続照射 / パルス照
射) を変えることにより、靭性の高い金属材料から、燃料デブリのような靭性の低いセラミック
スまでを、溶断・破砕することができるといった特徴を持つ。
レーザー共同研究所では、従来から高出力ファイバーレーザーを使った鉄鋼材の切断技術開発
を(公財)若狭湾エネルギー研究センター等と共同で実施してきた。さらに、東京電力㈱福島第一
原子力発電所の燃料デブリ(金属とセラミックスとの混合体)の取出しを含む廃止措置をより安全
かつ効率的に実施するための溶断・破砕技術の研究開発を進めている［2］。
燃料デブリ取出しを行う場合には、不規則表面形状 (凹凸) を持つ金属材料とセラミックス材
料の混合物に対処する必要があり、このため不規則表面形状をレーザースキャナ (レーザー光を
用いたスキャニング機能) により認識し、これに基づいてレーザー加工ヘッドを 3 軸ロボットに
より制御するシステムを構築した。更に、金属材料に対するレーザー連続照射による溶断と、セ
ラミックス材料に対するレーザーパルス照射による破砕の各動作を、ロボット制御と連動させる
機能も付加した。
Figure 1 はこれら機能の性能確認を行った際の写真で、不規則表面形状を持つ炭素鋼の上面に
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Fig.1 An example of a laser blowout crushing test to irregular-shaped metal and
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ceramic blending test piece

破砕を行ったものである。この結果から、不規則表面形状を持つ金属材料とセラミックス材料の
混合物を的確に溶断 / 破砕でき、このシステムは福島第一原子力発電所の燃料デブリ取出し作業
に適用可能な工法の一つになり得ることを確認した。
今後は、レーザー溶断 / 破砕特性に影響を与える各種の効果を定量化することにより、燃料デ
ブリの様々な条件に応じて切断 / 破砕性能を常に適切な状態に維持することが可能となるよう、
適応制御システムとして取りまとめていく。
また、複雑な半溶融帯における複合物理過程であるレーザー加工プロセス（切断・溶接）をシミ
ュレーションする計算機コード SPLICE（residual Stress control using Phenomenological modeling for
Laser welding repair process In Computational Environment）を開発し、それを利用してレーザー加工
技術の最適化を図るとともに、加工過程を定量的に解明し、技術の標準化を図ろうとしている。
（２）原子炉伝熱管補修技術、配管モニタ技術の開発
高速増殖炉の実用化に向けた保守・補修技術の開発では、複合型光ファイバーを利用した内径 1 イン
チの伝熱管の補修用プローブの開発を行った。具体的には、次世代高速炉の伝熱管内面の欠陥を渦
電流探傷法（Eddy Current Testing, ECT）で検出し、その欠陥をファイバスコープで観ながら、ファイバー
レーザーによる精密溶接により補修する技術を開発した［3］。
また平成 23 年度から福井県内の福伸工業(精密加工）と協力して、これまでに開発した高速増殖炉熱
交換器伝熱管補修装置を高度化し、配管肉盛溶接機能を付加するため、溶接用フィラーワイヤ送給装
置の開発を行い、試作機を完成させた。平成 24 年度以降は、本装置と別途開発した小型レーザートー
チを組み合わせることで、三井化学(株)の石油化学プラントの伝熱管補修への適用を目指した共同研究
を進めている。
さらに、超短パルスレーザー加工を利用した光ファイバーセンサとして広く使われている FBG（Fiber
Bragg Grating）センサを作成し、高温環境での利用を目指している。新型 FBG センサは、温度や歪みの
変化を、反射光の波長の変化として検出するもので、高温プラントでの配管の遠隔モニタとしての活用を
目指している。
この技術の産業応用における地域企業との連携事例として、炭化ケイ素繊維を利用した紐編み型配
管監視 FBG センサの試作がある。平成 23 年度に福井県内の米澤物産（繊維織物）と協力し、光ファイバ
ーFBG センサの高温下での機械的強度の向上を目指した。炭化ケイ素繊維材料を用いて光ファイバー
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の周囲を保護することで、高速炉の運転温度に耐えられる強度を有している。
また、光ファイバーを使ったモニタ技術開発として、原子炉内観察用に放射線によるノイズの
少ない映像を得ることが可能な防水スコープの開発を進めている（Fig.2）。

水中観測装置
超広角レンズ

映像ファイバ

CCD
カメラ

縮小光学系

ダウン
コンバータ
パソコン

防水スコープのシステム概略図
水中観察装置先端部分

Fig.2 The waterproofing scope which enables underwater observation under a high dose of radiation
（３）レーザー技術の医療応用
原子力分野で培った複合型光ファイバー技術を医療に応用し、治療が必要な方の身体への負担
を最小限に抑え、患部を見ながら精密な治療のできる極細の複合型光ファイバーを開発し、これ
を利用した低侵襲医療器具のシステム開発（Fig.3）を医療機関等と共同で行っている［4］。
福井大学医学部との脳の動脈瘤血管バ
イパス手術にあたって血流を止めること
なくバイパスする治療器具に関する共同
研究や、福井県立病院との胆嚢、膵臓の
身体にやさしい画像診断技術に関する共
同研究などを実施している。その他に、
がん治療用低侵襲レーザー治療器として、
「8 の字タイプ」複合型光ファイバーを
用いた肺末梢部がん治療装置の開発、従
来タイプの複合型光ファイバーを用いた
子宮体がん治療装置の開発等を行っている。
これらの開発は、臨床を目指して研究が進
んでいる。

Fig.3 Application examination part of the complex
optical fiber (example)

（４）軟Ⅹ線顕微鏡と真空紫外域分光技術開発
レーザー共同研究所の紫外線照射試験装置を使って、高品質のナトリウムサンプルを装填した
透過試験を実施した。紫外線照射試験装置は、市販の安価な重水素ランプから紫外線を発生させ
る光源部、サンプルの保持と温度をコントロールするためのヒーター、ナトリウムサンプルを透
過した光の波長と波長毎の光量を測定する分光器から構成される。金属ナトリウムサンプルの厚
みは 1－8 ミリメートルで、光源から発せられる紫外線をナトリウムサンプルに照射した際に、
サンプルの裏側に透過してくる光の有無を分光器により調べた（Fig.4）
。その結果、波長 115-170
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ナノメートル（1 ナノメートルは 100 万分の 1 ミリメートル）の紫外線がナトリウムを透過する
ことを世界で初めて実験的に明らかにした。その際、ナトリウム中で紫外線が透過する割合（透
過率）は 1 ミリメートルあたり 90％以上になった。更に、ナトリウムが液体化した際の透過率を
調べるために、ヒーターでナトリウムを 150℃まで加熱して液体状態での透過率を測定したとこ
ろ、固体の場合とほぼ同様の透過率が得られることも判明した。本研究の成果は 2013 年 11 月 8
日発行の米国光学会(Optical Society of America)のインターネット版速報誌 Optics Express 誌に
掲載された［5］。

Fig.4 Arrangement of the ultraviolet exposure examination used for transmissivity measurement of
sodium
３． 今後の研究展開
平成 23 年 3 月の東京電力（株）福島第一原子力発電所事故後、事故炉の廃止措置が緊急の課
題となっている。レーザー共同研究所でも、遠隔操作による水中レーザー切断技術の開発・実用
化に産官学と連携して取り組んでいる。さらに、事故を起こした原子炉内のデブリ・炉内構造物
の取出し作業に対するレーザーの適用性を評価するため、デブリを模擬したアルミナ（セラミッ
クス）と金属の複合体を対象として、溶断・破砕特性の実験的な確認や遠隔制御技術の検討を進
めている。
上記に加えて、原子炉の保守保全に関するレーザー応用技術の高度化、レーザー技術の医療応
用など、レーザーの熱加工から超短パルス加工まで広範囲な光の加工と計測技術の開発を進めて
いく。
参考文献
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4.6

Nd3+イオン添加混合スカンジウムガーネットセラミックレーザー
材料の誘導放出断面積の温度依存性
Temperature Dependent Stimulated Emission Cross Section in
Nd3+-doped Mixed Scandium Garnets Laser Ceramic Material
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The temperature dependent of the emission cross section of ceramic materials doped with Nd have
been investigated in the temperature range from 300 K to 400 K. A new Nd:GY type ceramics made of the
mixture of GSAG and YSGG have been tested. The emission spectra have been found to decrease with a
rise in temperature. The fluorescence lifetimes are almost same against the temperature. The peak emission
cross sections have shown a gradual decrease against temperature.
Keywords: LD pumped Solid State Laser, Ceramic Laser Materials, Nd:GY, GSAG, YSGG, Mixed
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1. Introduction
Over the past decades, Nd3+-doped crystals have been widely used in flash lamp or diode-pumped
solid-state laser setups. However, due to the relatively narrow bandwidth, it is not suitable to generate a
sub-picosecond pulse. Recently, new Nd3+-doped ceramics (named Nd:GY) of the mixture of GSAG and
YSGG [1] have been fabricated with broader bandwidth for the sub-picosecond duration pulses. Here, we
report the stimulated emission cross section of Nd:GY in the temperature range from 300 K to 400 K for
the reliable modeling of high average power laser operation.
2. Experiments
The temperature dependence of emission properties of new broadband Nd:GY based on laser ceramic
technology are evaluated over a temperature range appropriate for high repetition rate, high average power
operation. Figure 1 shows the schematic diagram for spectrum and fluorescence lifetime measurements.
The ceramics with different Nd concentration, such as 1 at%, 4 at%, 6 at%, were fabricated at Konoshima
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Chemical Co., Ltd. The temperature of the ceramics is varied over the range of 300-400 K by mounting
them in a container, which is especially designed based on finite element method (FEM) to establish a
homogeneous temperature profile of a test material.

Fig. 1. Experimental setup for optical emission spectrum and fluorescence lifetime measurements.
3. Results and Discussion
Figure 2 shows the peak stimulated
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Fig. 2. Peak stimulated emission cross section at around 1062
nm for Nd:GY as a function of temperature.

temperature.
4. Conclusion and Plan
The measured data in this series of experiments are useful for setting up a numerical model to design
compact, high repetition rate, and high intensity lasers.
References
［1］ H. Okada, M. Tanaka, H. Kiriyama, Y. Nakai, Y. Ochi, A. Sugiyama, H. Daido, T. Kimura, T.
Yanagitani, H. Yagi, and N. Meichin, Optics Letters 35 (18), pp. 3048-3050 (2010).
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4.7 レーザー誘起ブレークダウン分光法を用いた
原子炉内モニタリング技術の開発
Development of fiber-coupled laser-induced breakdown spectroscopy
instrument for analysis of underwater debris in nuclear reactor core
岩撫 暁生，佐伯 盛久，大場 弘則
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
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Fiber coupled laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) for analysis of underwater debris in
nuclear reactor core was developed. To investigate the feasibility of the assembled fiber-coupled LIBS
device to the inspection inside Fukushima Daiichi nuclear power plant, we investigated (1) influence of
radiation dose on optical transmittance of the laser delivery fiber, (2) survey of the LIBS techniques to
analyze the underwater sample and (3) candidates of emission lines for analysis of the debris.

By

employing the selected emission lines, the fiber-coupled LIBS device was demonstrated to analyze the
simulated debris underwater by the single-pulse breakdown with the gas-flow technique.
Keywords: Laser-induced Breakdown Spectroscopy, Fiber Optic Cable, Underwater Detection,
Gas-purged Probe
1. はじめに
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災によって，東京電力福島第一原子力発電所 1～4 号機
は大きな損傷を受けた。この事故に伴い，原子炉の廃炉が決定し，廃炉措置に向けた原子炉圧力
容器内外の調査を行うことが政府による中長期計画において策定された。廃炉措置において，事
故によって溶融落下した燃料デブリの取り出しが計画されている。燃料デブリを取り出すために
は原子炉内部を調査して，燃料デブリの位置やデブリの組成成分等を調べる必要がある。しかし
ながら，原子炉内は高放射線量，高温多湿，含海水冷却水，および材料の腐食等の過酷な環境下
にあるため，通常の分析手法を用いた状況調査は困難である。
レーザー誘起ブレークダウン分光法(Laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS)は測定対象試料
の前処理を必要としないため，迅速，遠隔，およびin-situ分析が可能であり，過酷環境下における
分析方法として有効である[1]。LIBSは測定対象試料にレーザー光を集光照射して発生させたプラ
ズマのスペクトルを測定することによって，試料に含まれる元素を同定することができる。原子
炉内の燃料デブリは海水を含む冷却水に浸漬し，アクセスポートからは入り組んだ場所に存在す
る。このように直接アクセスできない液体中の固体の組成分析を行うためには，レーザー光を固
体近傍にファイバー伝送してプラズマ発光および検出できる分析手法が必要がある。
一般に液体中のレーザーアブレーションは，レーザーを試料に照射して生成したプラズマのエ
ネルギーは液体によって失われるため，試料から十分な発光強度が得られず，またプラズマの拡
散が抑制されて自己吸収現象が発生しスペクトル幅が広がるため，元素の同定は困難である。こ
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れを解決する方法として，液体中でも空気中と同様の条件で測定できるようにするために液体中
の試料表面に空気を吹き付ける方法(ガスパージ法) [2]および，試料にレーザーパルスを照射して
液体中に気泡を生成し，そこに続けて次のレーザーパルスを照射する方法(ダブルパルス法)が提案
された[3,4]。しかしながら，高放射線環境下においては，光ファイバーは放射線着色によって，
光の透過率が著しく低下する。特に紫外から可視波長域にかけてはほとんど光が透過しないため，
690 nm以上の波長域での使用に限定される[5]。
本研究では，実際に光ファイバーに放射線，60Co ガンマ線を照射し，照射前後の光の透過率を
比較し，高放射線場に対応可能な波長領域を決定した。ガスパージとダブルパルス照射を併用し
たファイバー伝送 LIBS 装置を開発し，ファイバーの透過波長を考慮した条件において水中の金
属酸化物に適用して発光スペクトルの観測状況を調べた結果の一例を報告する。
2. 実験方法
2.1. 光ファイバーへのガンマ線照射効果の測定
長さ 5 m の光ファイバーに 60Co ガンマ線を約 1 MGy 照射し，照射前後で光透過率を比較する
ことにより，放射線がファイバーに与える影響を調べた。光透過率は，ファイバーを通した白色
光源光の強度を分光器で観測することにより測定した。
2.2. ガスパージシングルパルス測定およびダブルパルス測定
本研究において開発したシングルパルス LIBS 装置を Fig. 1 に示す。Nd:YAG レーザー
(Continuum 社製 SLII-10)の基本波(1064 nm)を繰り返し周波数 1 Hz で発振させ，レンズおよび穴付
きミラーを通した後長さ 5 m の光ファイバー(Fiberguide Industries 社製 HP-10-05-12H)に集光導入
した。レーザーのエネルギーは 5 mJ とした。光ファイバーを透過したレーザー光はプローブによ
り集光して，水中の試料に照射した。プローブ先端から空気を流量 15 L/min で流して試料表面に
吹き付けた。試料からの発光はプローブにより集光して光ファイバーに戻し，穴付き平面ミラー
によりレーザー光と分離して検出光学系によりバンドルファイバーに集光して分光器(Princeton
Instruments 社製 Acton SP2300，回折格子 300 gv/mm)および ICCD(Princeton Instrument 社製
PI-MAX3:1024i)に導入してゲート付き ICCD により時間分解分光測定を行った。ICCD ゲートはレ

Fig. 1 Fiber coupled LIBS apparatus.
ーザーパルスから 0.15 μs の遅延，
ICCD のゲート幅は 1 μs とし，
計測積算回数は 1～10 回とした。
また，ICCD の利得は 1～100 とした。ガスパージとダブルパルスを併用した LIBS では，2 台の
Nd:YAG レーザー(Continuum 社製 SLII-10 および SLI-10RS)のパルスの間隔を遅延発生回路
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(Stanford Research Systems 社製 DG535)で 20 μs に調整し，各々のレーザーエネルギーを 5 mJ とし
た。そのほかの条件はシングルパルスの場合と同様とした。
3. 結果および考察
3.1. 光ファイバーへのガンマ線照射と照射前後の光の透過率の測定
60

Co ガンマ線照射前後のファイバーの光の透過率の変化を Fig. 2 に示す。ガンマ線照射によっ

て紫外‐可視領域である 400 から 700 nm の領域の透過率が著しく低下した。放射線照射によっ
てファイバーを構成する SiO2 内部にあらかじめ存在する不純物や初期構造欠陥が電子やホール
を捕捉し吸収帯を形成したためである。透過率が低下しない 700-1100 nm の領域が試料に照射す
るレーザー光および発光線の伝送に使用可能であることが示された。
3.2. シングルパルス測定におけるガスパージの効果
空気中での測定とガスパージを伴う水中での測定でそれぞれ得られたスペクトルを Fig. 3 に示
す。測定サンプルには Fe2O3 のペレットを用い，パージガスには窒素ガスを使用した。Fe2O3 のペ
レットへ Nd-YAG レーザーを 1 Hz のシングルパルスで 10 ショット照射し，ICCD を備えた分光
器にて得られた光線の強度を測定した。この結果，ガスパージシングルパルス測定では，大気中
で測定したものと同じ強度，分解能をもつ発光スペクトルが測定できた。
3.3. ダブルパルス測定とガスパージシングルパルス測定の比較
水中におけるダブルパルス測定とガスパージを伴うシングルパルス測定においてそれぞれ得ら
れたスペクトルを Fig. 4 に示す。水中ファイバーLIBS 分析において，ダブルパルス測定とガスパ
ージシングルパルス測定で得られるスペクトルを比較した。測定サンプルには Fe2O3 のペレット
を使用し，ダブルパルス測定は 20 ショットおよびシングルパルス測定は 10 ショット Nd-YAG レ
ーザーを照射した。その結果，ダブルパルス測定では，S/N 比はガスパージシングルパルス測定
の時よりも悪くなるが，それでも Fe2O3 の発光スペクトルを観測できることがわかった。
3.4. 光ファイバーのガンマ線照射劣化
60

Co ガンマ線を照射したファイバーをファイバーLIBS 装置に取り付けて，実際にサンプルを

LIBS 分析した。測定サンプルには ZrO2 を用いて，1 Hz のシングルパルスで 10 ショット照射し，
ガンマ線未照射のファイバーを用いた場合とガンマ線を照射したファイバーを用いた場合のスペ
クトルを比較した。その結果を Fig. 5 に示す。ガンマ線照射後のファイバーを用いた測定におい
て，可視領域におけるスペクトルは観察できなかった。一方，赤外領域においてはガンマ線照射
前後でスペクトルの変化はなく，放射線照射場における LIBS 分析において，赤外領域の利用が
有効であることが示された。
3.5. 放射線の影響を受けない波長域における Fe2O3，ZrO2，および CeO2 の発光線の選定
金属酸化物サンプルとして Fe2O3，ZrO2，および酸化ウラン模擬として CeO2 のペレットを用意
した。金属酸化物サンプルへ Nd-YAG レーザーを 1 Hz のシングルパルスで 10 ショット照射し，
ICCD を備えた分光器にて得られた光線の強度を測定した。ファイバーの放射線着色の影響を受
けない波長領域において，それぞれの金属同士が干渉しない同定可能な発光線を決定した。
赤外領域における Fe2O3，ZrO2，および CeO2 の発光線の例を Fig. 6 に示す。ピーク同士の干渉
しないように，Fe2O3，ZrO2，および CeO2 に特異な発光線として，832.6，830.5，および 839.5 nm
の発光線を選定した。
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3.6. 金属酸化物混合物中における Fe および Zr 検量線の作成
Fe，Zr，および Ce を 0.5:0.5:99，2.5:2.5:95，5:5:90，12.5:12.5:75，25:25:50，および 37.5:37.5:25
のモル比で混合し，1400℃で焼き固めたものを混合物サンプルとした。水中にて窒素ガスをパー
ジしながら混合物サンプルを LIBS 分析し，得られた Ce のピークに対して Fe および Zr のピーク
強度の比を算出した。Fe/Ce および Zr/Ce のモル比に対してピーク比をプロットし，検量線を作成
した。金属酸化物混合物中における Ce に対する Fe および Zr のモル比と発光線のカウント比の
関係を Fig. 7 に示す。モル比が高くなると検量線は直線性が低くなった。高カウントの発光を示
す Zr の割合が大きくなるに従って，発生したプラズマが発光線を吸収し，発光線のカウントが見
かけ上，減少したためと考えられる。しかしながら，2 次関数によって高い相関性を示すフィッ
ティングが可能であるため，ファイバーLIBS 分析より得られたスペクトルのピーク比によって，
測定試料中の Ce に対する Fe および Zr のモル比が算出可能であることが示された。

Fig. 2 Gamma-ray radiation
effect on transmittance of
optical fiber.

Fig. 3
Comparison of
spectrums of LIBS analysis
on under air condition and
water condition with gas
purge.

Fig. 5
Comparison of
spectrums of LIBS analysis
on double pulse and single
pulse with gas purge.

Fig. 6 Emission lines of
Fe2O3, ZrO2, and CeO2 at
infrared region.

Fig. 4
Comparison of
spectrums of LIBS analysis
on double pulse and single
pulse with gas purge.

Fig. 7 Calibration curves
of Fe/Ce and Zr/Ce.

4. まとめ
レーザー光および金属の発光線を同一の光ファイバーによって伝送可能な LIBS 装置を作成し，
水中サンプルに対してガスパージを伴うシングルパルス測定およびダブルパルス測定を行った。
シングルパルス測定の方が S/N 比が高く，高感度な分析が可能であることが示された。ガンマ線
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照射した光ファイバーは近赤外域の光を低損失で伝送できるので，高放射線場では近赤外域より
も長い波長のパルスレーザー光および発光線を利用して LIBS 分析が可能なことを示した。
参考文献
[1] "Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Fundamentals and Applications" edited by A. W.
Miziolek et al., Cambridge University Press, New York (2008).
[2] D. C. S. Beddows et al., Spectrochim. Acta, Part B 57, pp. 1461-1471 (2002).
[3] R. Nyga et al., Opt. Lett. 18, pp. 747–750 (1993).
[4] A.E. Pichahchy et al., Spectrochim. Acta Part B 52, pp. 25–39 (1997).
[5] Y. INABA et al., JAEA-Technology 2012-019 (2012). (in Japanese)
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4.8

軟Ｘ線レーザーによって形成される表面微細構造の利用案

Some ideas for applications of surface structures induced by SXRL
pulses
石野 雅彦,1 Anatoly Faenov,1,2 Tatiana Pikuz,1,2 田中 桃子,1 長谷川 登,1
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We show some possible applications for the modified surface structures, which were induced by the
irradiations of soft x-ray laser (SXRL) pulses. SXRL having a wavelength of 13.9 nm and a duration of
approximately 7 ps can create the unique surface modifications with low fluences. By using a SXRL pulse,
nanometer scale modifications could be obtained on the material surfaces. The development of new
techniques for producing nanometer size structures is important in the fields of nanoscience and
nanotechnology. Unique structures with low modification thresholds will be connected to novel and
efficient surface machining on the materials.
Keywords: Soft x-ray laser, Low fluence, Nanometer size structure, Surface machining
1. Introduction
The development of new techniques for producing nanometer scale structures is important in the fields
of nanoscience and nanotechnology. At Japan Atomic Energy Agency, a soft x-ray laser (SXRL) beam has
been generated that has full spatial coherence, a short wavelength of 13.9 nm, a short duration of
approximately 7 ps, and an average output energy of approximately 200 nJ [1]. We have found that the
ablation structures on lithium fluoride (LiF) surfaces induced by SXRL pulse irradiations are produced at a
much lower ablation threshold than those obtained with other lasers having longer wavelengths and/or
longer durations [2]. We have also found that unique conical structures with diameters of 70–150 nm and
an average depth of approximately 40 nm were formed on aluminum (Al) surface [3]. In addition, we
revealed that the fraction of the conical structure area formed in the damaged part could be increased by
reducing the fluence of SXRL pulse [4]. On gold (Au) and copper (Cu) surfaces, we have found that the
ripple-like nanometer scale structures are formed by the irradiations of SXRL pulses with fluences around
20 mJ/cm2 [5]. This energy threshold for surface modification on Au was slightly lower than the ablation
threshold of 67 mJ/cm2 obtained for an optical Ti:sapphire laser pulse. On the other hand, we have
confirmed that the molten deep holes appear on silicon (Si) surface after 10 shots irradiation of SXRL [5].
The depth of the holes (approximately 600 nm) was almost the same as the attenuation length of the SXRL

- 68 -

JAEA-Conf 2014-001

beam for Si (590 nm).
The surface structures induced by irradiations of the SXRL pulses are very interesting in technological
applications for surface machining. Small threshold values for surface modifications are connected to
efficient machining on the material surfaces. In addition, the wavelength of SXRL is shorter than those of
visible lights, so SXRL has a potential to draw small patterns with nanometer scale width. Unique
structures, such as conical structures, ripple-like structures, and deep holes, combined with small width
patterns are also connected to the functional surfaces.
2. Possible Applications
[1] For functional substrates:
The conical structures formed on Al surface and the ripple-like structures appearing on Au and Cu
surfaces will work as the catalytic substrates, because such structures can increase the surface area.
When the modified surfaces are coated with catalytic materials, such as molybdenum, palladium,
platinum, and so on, these surfaces can enhance for chemical reactions.
The conical structures on Al surface may be a candidate for the material for a nanopillar sheet for
culturing biological cells. Al surface is not transparent, but it can be used as a master substrate to make a
replica made by the transparent material. The master to replica process enables the mass production of
the same nanopillar sheet.
[2] For x-ray optics:
If we construct an interferometer with double pulses interference, a periodical structure including the
ripple-like structures will appear on Au or Cu surface directly without photo resist. By using the
periodical shaped ripple-like structures, this surface would work as x-ray diffraction gratings [4]. The
light shaping diffuser or scatter for x-rays is also worth considering.
[3] For hidden works:
The formation of deep structures on Si surfaces could lead to novel structures buried under the Si
substrate. To utilize the long attenuation length of SXRL beam for Si, buried or hidden objects, such as
one dimensional dot array, two dimensional code, or three dimensional figures, will be constructed
beneath the Si surface (see Fig. 1). These buried structures can be observed by use of a transmitted
infrared light from the back of Si substrate.

Figure 1. Probable process to fabricate deep hole on Si surface (left) and buried structures under Si
surface (right) by the SXRL pulse irradiations focused on and in the surface.
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3. Summary
We present the probable ideas for applications of surface structures induced by the irradiations of SXRL
pulses. Catalytic substrates for chemical reactions, nanopillar sheet for culturing biological cells,
diffractive optics for x-rays, and geometrical structures beneath the surface will be candidates. When we
can control the surface modification process by SXRL pulse irradiation, the SXRL beam will enable us to
fabricate three dimensional nanometer scale structures.
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4.9 巨大分子のモデルとしての二原子分子の配向制御についての理論
的研究
Classicl Molecular Dynamics Approach for the Orientation of Diatomic
Molecules as a Model of the Large Molecules
小林孝徳、松岡雷士、市原晃、横山啓一
独立行政法人日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所
Takanori KOBAYASHI, Leo MATSUOKA, Akira ICHIHARA and Keiichi YOKOYAMA
Kansai Photo Science Institute, JAEA
The preliminary calculation for the possibility of the orientation of large molecules with electric field was carried
out. The rotational motion of large molecules such as proteins would be changed continuously because of their very
small rotational constant. Then, the useful information about the molecular orientation of large molecules using
electric field would be obtained with classical molecular dynamics. A diatomic molecule was used as the simplest
model of large molecules. Further simplifications were applied; (1) (quasi-)rigid rotator was calculated by setting
very large force constant; (2) initial velocities were set to 0 for all trajectory calculation; (3) the motions were
limited to only one plane. Our results show that from – /2 rad to /2 rad of initial polar angle, considerably high
field-free temporal orientation is achieved even when only one short pulse electric field are applied.
Keywords: Orientation of a diatomic molecule, Classical molecular dynamics simulation, A diatomic
molecule as a model of large size molecules.
この研究の最終目的は、真空中でたんぱく質などの巨大分子が電場によって配向するか、という点に
ついて検証を行うことである。巨大分子の中には結晶化しにくいなどの理由で構造の情報が得にくい分
子も存在する。このような分子での X 線構造解析で得られる情報にはやはり曖昧さが残ってしまう。こ
れらの分子の配向を何らかの形でそろえることが出来たら結晶化などを行わずに構造解析できるという
大きなメリットがある。
しかし、巨大分子ともなると、内部自由度がとてつもなく多い。それを全て量子的に扱うことは無理
がある。しかし、巨大分子は、その慣性モーメントが大きいため、回転状態は連続的に変化するものと
思われる。これは、回転運動は量子的に扱わなくて良いことを意味する。さらに、たんぱく質はその膨
大な内部自由度ゆえに柔らかく変形しやすいであろうが、第一段階としては、分子の形状変化を考慮せ
ず、その双極子モーメントが揃う条件を明らかにすることが、いきなり複雑な分子をそのまま解くより
も単純かつ有用な知見が得られるものと期待される。分子の双極子の方向を揃えるという問題に刷り替
えることにすると、その最も単純なモデルが、異核二原子分子となる。
古典動力学による二原子分子の配向の計算は、すでに教科書に載っているほどである[1]。しかし、私
たちの意見からすると、その適用電場は限られており、その配向の議論も十分ではない。本研究では、
二原子分子が電場によってどれくらい配向するかを、古典動力学計算を用いて調べた。但し、本報告で
は最も単純な状態からの配向について議論する。すなわち、1、剛体回転子、2、初期回転速度は 0、3、
平面運動のみ、という条件から配向について議論する。ここで行う議論は、かなり限定された初期状態
からのものではあるが、場合によっては分子の向きはかなり揃うであろうことを示す。
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Table 1. Parameters of diatomic molecules

Fig. 1. Definition of polar angle .

計算には原子電荷と原子間の力の定数を作為的に設定した一酸化炭素(CO)分子を用いた。原子間の
結合は調和振動子近似を用いた。分子の各パラメータは Table 1 にまとめた。
CO 分子の回転運動を古典的な運動方程式で解いた。初期速度は回転速度も含めて全て 0 とした。時間
ステップはすべて 0.1 fs とした。
原子間結合の力の定数の値は、AMBER パラメータなどでのカルボニル CO 伸縮のそれと比較して約 5
倍に設定した。これは原子間結合について、ほぼ剛体回転子として扱うことが出来るようにするための
処置である。いくつかのシミュレーションでポテンシャルエネルギーをモニターしたが、運動エネルギ
ーと比較してほとんど無視できた。また、シミュレーションの間、原子間距離は小数点以下 5 桁が変化
することが無かった。このことから、力の定数を大きくすることで、系は剛体回転子として近似できる
ことが確認できた。
電場については次の 4 種類を用いた。
1.

パルス幅 25 fs、電場強度 1.0 MV/cm のパルス電場を一回のみ適用したもの

2.

パルス幅 25 fs、電場強度 1.0 MV/cm のパルス電場を分子の回転周期にあわせて適用したもの

3.

常に電場強度 1.0 MV/cm 静電場を適用したもの

4.

パルス幅 25 fs、電場強度 1.0 MV/cm のパルス電場を一回適用した後、その 3 fs 後に 0.05 MV/cm の
静電場を適用したもの
第 1 番目の条件ではフィールドフリーの条件で配向が進むかを見た。第 2 番目の条件では、実際の二

原子分子ではより配向が進む条件(たとえば[2]を参照)では、古典的にはどのように振舞うかを見た。第 3
番目の条件では、静電場でも配向が進むかを見た。第 4 番目の条件では、静電場をうまく使うことによ
って、分子の回転運動を抑えることを試みた。
初期の (Fig. 1 参照)は、－ /2 rad から /2 rad のもののみを議論した。これは、この範囲外の初期 では
分子の配向が進まないことが、予備段階でわかったためである。
配向度を見るパラメータとして、分子軸と電場の方向 と、その標準偏差を用いた。－ /2 rad から /2 rad
まで一様に分布した場合、標準偏差は 0.91 rad になる。また－ rad から rad まで一様に分布した場合は
1.81 rad になる。
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Fig. 2. Standard deviation vs simulation time under
electric field 1

Fig. 2 は、パルス電場を一回適用した場合の標準偏差の時間変化である。このシミュレーションでは、
開始から 1 ps 後にパルスを 25 fs 間照射した。後は電場が無い。この計算結果では、照射から約 3 ~4 ps
後で、標準偏差が 0.1 rad 程度までに小さくなった。この結果は、パルス電場を一回適用しただけでも、
分子の軸が揃いえることを示している。しかし、標準偏差が 0.1 rad にまで小さくなるチャンスは一度の
みだった。この後は、標準偏差は－ rad から rad まで一様に分布していることを表す 1.81 rad になり、
その状態が続いた。実際に二原子分子に同様の実験を行うと、リバイバルという、周期的に高い配向度
が実現する現象が起こる。しかし、リバイバルは古典的な分子では起こらないことが示された。
Fig. 3 には、電場のパターン 2 ~ 4 のものについて、シミュレーション時間に対する標準偏差の遷移を
載せた。Fig. 3(2) は、パルス電場を分子の回転周期にあわせて照射した場合の、標準偏差の時間変化で
ある。第 1 番目のパルスで配向が進むことは、Fig. 2 と同様であるが、周期的に電場を照射しても配向度
が高くなるわけではないことが示された。二原子分子に同様な条件での実験を行うと、その配向度は高
くなる[2]。これは、リバイバルが起こるためである。このタイミングを見計らって周期的にパルスを照
射すれば、配向度はどんどん高くなる。この現象は、量子力学的な計算によってならば再現がなされて
いる[3]。しかし、この古典計算では、リバイバルが起こらないため、周期パルスによる配向度の上昇は
起こらない。このことは、回転運動を古典的に扱えるとした分子全てにも当てはまることである。
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Fig. 3. Standard deviation vs simulation time under electric field 2, 3 and 4.

静電場を常に印可した場合の標準偏差の時間変化が Fig. 3(3) である。この場合の標準偏差の最小値は
0.1 rad をきっており、パルス電場一発の場合よりも高い。そして、徐々に最大配向度は小さくなるもの
の、周期的に高い配向度になっている。
パルス電場を一回適用してしばらく経った後、パルス電場の 1/20 の強さの静電場を適用した場合の標
準偏差の時間変化が Fig. 3(4) である。
パルス電場を照射し、分子の配向度がかなり高くなったところで、
分子の回転運動を抑制するような電場を与えれば、配向がしばらく維持されるのではないかと考え、こ
のような電場の設定を行った。これによると、適切な時間が経過した後に適度な静電場を加えれば、そ
の配向がしばらく保たれていることがわかった。そして、静電場を付加している間は、その配向度があ
る程度維持されることが示された。
本研究では、電場の強さ、分子の重さ、双極子モーメントを適当に決めた。しかし、高い配向度が実
現するまでの時間は、分子にかかるトルクと回転運動のしやすさのみに依存する。このことから、ここ
で設定した電場の 1/1000 の強さの電場が用意されたとしたら、1000 倍の時間を待てば同様のことが実現
できる。
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以上をまとめると、ここでは、巨大分子の配向についての知見を得るため、モデルとして二原子分子
を古典的に扱うことによって、その電場による配向の可能性を検証した。この結果によると、パルス電
場によって分子の配向がかなり揃うことが示された。その後、分子の配向は均一になり、リバイバルは
起こらないことが示された。静電場によっても分子の配向はかなり揃うが、その標準偏差の最小値は 0.1
rad であり、この値はパルス電場の場合と比べわずかに小さい程度の値であった。周期的にパルス電場を
照射することも行ったが、まったく無意味であることが示された。パルス照射後、しばらく経って、か
なりの配向度を示したときに静電場を印可すると、配向度が保たれることがわかった。
本研究はかなり理想的な初期条件での計算結果である。配向度と系の温度、双極子モーメント、慣性
モーメントなどの関係を明らかにする必要がある。これが明らかになると、回転温度の上限、配向の為
に必要な時間、必要な電場の最低強度やそれらのパラメータの関係が明らかになり、配向制御の設計に
必要なパラメータが得られるものと思われる。
参考文献
[1] R. Blumel and W.P. Reinhardt, Chaos in Atomic Physics, Cambridge university press.
[2] Phys. Rev. A 85, 053415 (2012).
[3] J. Chem. Phys. 139, 044305 (2013).
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4.10 ポンププローブ法を用いたプラズマ軟 X 線レーザーのパルス幅
計測
Measurement of pulse width of a soft x-ray laser by pump-probe method
難波

愼一

広島大学大学院工学研究院
Shinichi NAMBA
Graduate School of Engineering, Hiroshima University
長谷川

登，岸本

牧，錦野 将元

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
Noboru HASEGAWA, Maki KISHIMOTO, Masaharu NISHIKINO
Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency
The pulse duration of x-rays emitted from laser plasmas was measured by means of a pump-probe method.
The Xe atoms were ionized by the x-ray laser pulse (pump) and simultaneously the IR laser pulse was
irradiated (probe). The photo- and Auger electrons absorbed or emitted further IR photons, resulting in the
additional electron spectra (sideband). From the analysis of the sideband intensity, we successfully
obtained the pulse duration of ~6 ps which was in good agreement with the value measured by an x-ray
streak camera.
Keywords: pump-probe spectroscopy, cross correlation, plasma x-ray laser
１． はじめに
超短パルス高強度レーザーと物質との相互作用に

(a)

Xeジェット

よってコヒーレント・インコヒーレント X 線が放射

ポンプX線 (hnX)

される．前者の代表例がプラズマ X 線レーザー[1]

IRプローブレーザー
(hnIR)

の利用・応用研究が期待されている．一方後者は高
速電子に起因する Cu や Ti からの K 殻特性 X 線
(Kalpha 線)[3]や極端紫外リソグラフィー用光源とし
て期待されている Sn や Xe の多価イオンからの EUV
光源などが挙げられる．これらの X 線パルスを特徴
付けるのは波長（光子エネルギー）とパルス幅，お

(b)

e
e
電磁バルブ

時間同期の際に観測される電子スペクトル

光電子ピーク
Electron number

と高次高調波[2]であり，超短パルス X 線源として

e 光電子
e

hnIR
サイドバンド
（IR光放出）

hnIR
サイドバンド
（IR光吸収）

よび，出力エネルギーである．波長に関しては斜入
射分光器，結晶分光器を用いて精度良く計測するこ
とが可能である．一方，発生する X 線パルスの時間
はサブピコ秒のオーダー以下に成り得るため，従来
の X 線ストリークカメラによる計測が不可能な領域

Electron energy

Fig. 1 Schematic of experimental setup (a)
and photo and sideband spectra observed in
pump-probe spectroscopy (b).

となる．特に原子との非線形光学効果により発生する高次高調波はすでにアト秒の時間領域に達
しており，Kalpha 線も理論的には 100 fs を切る keV 域 X 線の発生も可能と予想されている．
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このような観点から超短パルス X 線の時間特性を計測するためのポンププローブレーザー分光法
(cross correlation 法)が開発された[4]．
この手法では X 線により原子を光電離させ（ポンプ），引き続いて赤外線(IR)パルスを照射し
て発生した電子をプローブする．プローブ光により摂動を受けた電子は IR 光子を吸収・放出す
ることになるため，電子スペクトルの両端にサイドバンドが出現する．ポンプ光とプローブ光の
タイミングとサイドバンドスペクトル強度との相関から X 線パルスの時間特性が分かる．図 1 に
実験装置の概略図，及び，観測される電子スペクトルを示す．ここには IR 光子を 1 つ吸収・放出
した場合のみを描いてあるが，現象自体はいわゆる Above threshold ionization (ATI)と同じである
ため，多光子過程となる．なお，この手法をさらに発展させ，プローブ光として数サイクル IR
レーザーを採用したのがいわゆるアト秒ストリーク技術である[4]．
本研究ではポンププローブ分光法で X 線のパルス幅を計測するために，まず磁気ボトル型電子
分光器[5]を設計製作し，その性能をプラズマ X 線を用いて調べた．その後，プラズマ X 線レー
ザーのパルス幅計測に適用し，X 線ストリークカメラでの値と良く一致した結果を得ることに成
功したので報告する．
２． 磁気ボトル型電子分光器の開発
磁気ボトル型電子分光器はシングルシ
ョットでエネルギースペクトル計測が可
能，且つ，分解能が高いという特徴があ

(a)
Solenoid coil (wire: f=2.4 mm, 250 turns, I=2 A →1 mT)
Permanent
magnet (0.25 T)

e
e

る．さらに発生した電子の捕獲効率はほ
ぼ 100%であるため検出効率が極めて高
い．そのため，本実験のようにレーザー
ショット数が少ない場合には極めて有効

20

50

Unit: mm

(b)
Permanent magnet

な電子分光器となる．

550

160f
MCP
(42f)

Solenoid coil
Inner tube

本研究ではこの磁気ボトル型分光器の

Magnetic shield
MCP (f42mm)

Magnetic mirror field

設計・製作をまず行った．Fig. 2(a)に装
置の概略図を示す．円錐状永久磁石
(0.25 T)とソレノイドコイル(2.4 mm

,

250 ターン 2 A)にて発生する 10 G 程度
の磁場でミラー磁場を形成する．電子検

Fig. 2 Magnetic bottle electron spectrometer (a) and
magnetic field formed by permanent magnet and solenoid
coil (b).

出器は高速 MCP(42 mm )を用いた．
詳細な磁場形状は有限要素法による数値計算で決定した（Fig. 2(b)）．また，発生する電子が
検出器に確実に到達するかを調べるために分子動力学法を用いてその軌道を調べた．レーザース
ポット領域を 0.25mm とし，電子エネルギーを 20 eV（半値全幅 E=0.5 eV）等方放射とした時の
MCP 検出位置での電子の 2 次元空間分布を計算した．モンテカルロ法で 2500 個の粒子について
調べたところ，ほぼすべての電子は検出器に達することが確認できた．
３． 電子スペクトルの計測
開発した電子分光器の性能を調べるために，プラズマ軟 X 線レーザーを光源とした電子スペク
トルの計測を行った．X 線レーザーは日本原子力研究開発機構関西研が開発したものである．高
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8

発生するプラズマ中で過渡励起法と呼ばれる

7

Energy distribution f(E)

出力ガラスレーザーを銀ターゲットに照射し，
方式で X 線レーザーを発振させる．発振波長
は 13.9 nm (h =89.2 eV), パルス幅 ~7 ps, 出
力 100 nJ 以上である．これを多層膜 Mo/Si 凹
面鏡(R=4 m)で数 10 ミクロンまで集光する．
ターゲットは Xe 原子ビームであり，高速
電磁バルブより相互作用領域に導入される．
計測系のエネルギー分解能を向上させるため

4d3/2
FWHM: 0.83eV

6
5
4

4d5/2

FWHM: 0.45eV
Auger

3

Auger

Auger

2

-1

Xe5p

1
0

10

Electron energy [eV]

に本研究では原子ビームの中心部のみをスキ
マーにて抽出し，X 線レーザーに照射した．

100

Fig. 3 Electron spectrum observed in 13.9 nm

また，スキマーの設置により超高真空電子分

x-ray laser and Xe atom interaction.

光器領域(10-4 Pa 以下)とガスジェット噴射真
空容器(~10-2 Pa)は高い圧力差を維持できる．

今回の計測で対象とした電子スペクトルは，Xe 4d-1 j=5/2, 3/2 内殻電子と 8~10 eV 付近の NOO
オージェ電子である．なお，光子エネルギー 90~150 eV はいわゆる巨大共鳴領域であるため，
内殻電子の光電離断面積が最外殻電子のそれよりも一桁以上大きくなることが知られている（90
eV での電離断面積は内殻電子で~22 Mb, 最外殻電子で 1.5 Mb）[6]．
４．ポンププローブ分光による X 線レーザーのパルス幅計測
我々は超高強度レーザーと物質との相互作用により発生するピコ秒・フェムト秒プラズマ X 線
の時間特性を精密に計測することを計画している．その前段階として本研究ではプラズマ軟 X 線
レーザーのパルス幅計測にポンププローブ分光法を適用した．IR プローブ光には X 線レーザー発
振用のガラスレーザー（波長 1053 nm, h =1.18 eV，パルス幅 ~2 ps）を分岐させたものを用いる
ためポンプ光とプローブ光の時間的なジッターは無視できる．なお，IR プローブレーザー強度は
1012 W/cm2 以下とし，多光子イオン化が起きない照射条件とした．
ポンプ X 線のパルス幅が数 ps であることを考えるとポンプ光と IR パルスの時間同期をピコ秒
精度行う必要がある．ガラスレーザーを分岐後 10 m 以上実験室内を振り回した後で両パルスを
再度真空容器中心で時間的空間的に交差させることは容易ではない．そこで時間に関しては IR
光にも感度がある X 線ストリークカメラを用いて極めて高い精度で同期させた．時間遅延には 10
m ステップの光学ステージ上にリトロリフレクターを乗せて行った．
ポンププローブ実験には前節と同様に Xe 原子の光電離により発生する電子を分光器にて計測
し，電子の IR 光の吸収・放射に伴うサイドバンドスペクトル強度からパルス幅を決定した（Fig.
1 参照）
．ただし，空間電荷効果により Fig. 3 のようなエネルギー分解能が得られなかったこと，
強烈な IR 光が迷光として MCP 検出器に到達し，電子スペクトルに大きな影響を与えた．したが
って今回は比較的良好なサイドバンドが得られた光電子が 2 個の IR 光子を吸収したスペクトル
（h

x+

2h

に着目した．各時刻での
IR）

2h

IR

スペクトル強度をガウシアンでフィッティングし，

X 線パルスの時間特性を評価した（Fig 4）．この時の半値全幅(FWHM)は 6.2 ps であった．ここで
装置関数として IR プローブ光のパルス幅 2 ps（ガウス関数）を仮定すると，X 線ポンプ光のパル
ス幅は約 5.9 ps と見積もることができた．この値は X 線ストリークカメラから評価された 7 ps と
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3.0

たポンププローブレーザー光学系により

2.5

Sideband intensity [arb. u.]

良く一致することから，本研究で構築し
X 線の時間特性が精密に評価できること
が実証できた．
今後はレーザー駆動プラズマ X 線(Cu
K

keV) 線[8]や相対論的プラズマか

ら放射される高次高調波[9]への適用を
目指し，より高いエネルギー分解が得ら
れるように装置を改良する（永久磁石を

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-10 -8

より強力なものに変更）
．
さらに計測系へ
の迷光の影響を抑制できるよう相互作用
領域を黒塗りする等，迷光対策を行う予
定である．

-6

-4 -2 0 2 4
Probe pulse delay [ps]

6

8

10

Fig. 4 Pump-probe spectrum. The x-ray pulse width was
estimated to be ~5.9 ps.
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4.11 テラワットレーザー励起により金属箔ターゲットの後方に放射
された高強度 THz 波放射Ⅱ
High-power terahertz radiation from the back of metal foil target II
菜嶋

茂喜

大阪市立大学大学院

工学研究科

Shigeki NASHIMA
Department of Applied Physics, Graduate School, Osaka City University
Intense terahertz (THz) radiation from the back of Ti foil target excited by tabletop terawatt laser
system was detected. Experimental results demonstrated that a power law correlation with an exponent of
4 was estimated, and polarization characteristics of THz waves was almost completely p-polarized.
Keywords: Terawatt laser, terahertz (THz) radiation, laser plasma
１． はじめに
レーザー・プラズマ相互作用によって高強度なテラヘルツ波（以後，THz 波と記す）が発生す
ることを Hamster らが報告したのを機に，以後，幾つかの発生機構を指摘する幾つかの報告がな
されている[1,2]．これらの報告から，高強度光と高密度プラズマとの相互作用による THz 波放射
の発生機構には，様々な放射機構が予想される．その中で，放射角度特性や偏光特性は幾つかの
予想される放射機構の可能性を議論する上で重要である．
これに対し我々は JLITE-X システムを用いて固体ターゲットである Ti 箔を励起し，そこから
放射される THz 波を調べてきた．これまでの実験結果より，Ti 箔の裏面（励起レーザーが透過す
る）の方向にも THz 波が発生していることが明らかになった．そこで本研究では，より詳細に
THz 波のターゲット後方への放射特性を調べるため，プロトン発生が計測される方向における
THz 波の放射角度特性を調べた．
２． 実験方法

a

z

Fig 1 に実験配置図を示す．励起レーザー

Wire grid po

に用いた JLITE-X システムを用いて，是迄と
同じ励起条件で 5 μm 厚の Ti 箔に照射した
[3,4]．THz 波の計測は，仰角を 0º（ = 90º）

x

とにして， = 270º の方向で行い，励起光強

Ti foil

θ

φ = 270º
θ = 90º
φ

度依存性と偏光特性について調べた．その他
の検出に関する実験方法は是迄と同様で行っ

φ =45º y
θ =90º

た．
３． 結果および考察
Fig 2 は，ターゲット裏面方向における THz

波放射強度の励起光強度依存性の結果である． Fig. 1. Schematic diagram of experimental set-up
used for THz generation and detection.
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図中の縦軸の信号強度は，伝搬経路に含まれ

(a)

る各種フィルターの透過率を考慮に入れて元

(b

0.075

olarizer

の信号強度に換算した数値である．Fig. 2(a)

Signal (V)

より，励起光強度に対して検出された THz 波
強度が急激に増加する傾向を示している．図
中の破線は，励起光強度の 4 乗に依存する曲

0.050

0.025

線であり，実験結果が近い傾向を示している
0.000

ことが分かる．Fig. 2(b)は，THz 波の偏光特

0

性の結果である．図中の角度 0 度の信号強度

25

50

75

100

Pulse energy (mJ)

が最も大きく，角度の増加と共に余弦関数的
に減少し，90 度になるとほぼ 0 に達すること

(b)

から，検出された THz 波の偏光は，レーザー
入射面に平行な偏光成分であることがわかる．

0.100
0.075

Signal (V)

これらの放射特性は，ターゲット後方（レー
ザー透過方向）の結果と同じである．このこ
とから，ターゲット後方に発生した THz 波は，

0.050
0.025

入射面上に発生した大きな分極に起因してい
0.000

ると言える．

0

15

30

45

60

75

90

(deg)

４． まとめ
本研究では，Ti 箔ターゲット裏面方向の
THz 波の放射特性を調べた．その結果，プロ
トン発生と同じ方向からも THz 波が検出さ
れた．同時に発生している高速電子や高エネ
ルギーイオンとの相関関係が明らかになれば
高エネルギー粒子の発生過程を知る一つのツ

Fig. 2. Experimental results at = 270 and θ =
90 . (a) Radiation power characteristics vs. laser
pulse energy . Dashed lines show curve fittings as a
function of power of a number for laser pulse
energy. (b) The open circles represent detected THz
signals obtained by rotating the wire grid in front of
the detector clockwise in the radial direction. The
solid lines represent the sinusoidal curve fittings.

ールとしての役割も期待できる．
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4.12

高経年化プラント配管内壁の検査技術の開発

Maintenance technique for inner wall pipe
of aging nuclear power plant
伊東

富由美、冨吉

健太郎、西村

昭彦

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
Fuyumi ITO, Kentaro TOMIYOSHI, Akihiko NISHIMURA
Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agency

Stress Corrosion Cracking (SCC) sometimes occurs in the heat exchanger tubes of aging
nuclear power plants. Therefore, we developed the probing system which is going to be
inserted into the pipe of the nuclear power plant by a remote controlled robotic arm. We are
planning the probing system which consists of optics of Laser Induced Breakdown
Spectroscopy (LIBS), a waterproof view scope, radiation resistant optical fibers, radiation
dose monitor, and so on. Additionally, to discover SCC easily, the magnetic particle testing
was combined. The size of the magnetic particle pattern can examine by using spectroscopic
measurement and observation.
Keywords: composite type optical fiber, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, laser,
Fukushima BWR
1． はじめに
レーザにおける産業応用として、レーザ加工技術・液体アブレーションによるナノ粒子の作製
技術・レーザ誘起ブレイクダウン分光分析技術・溶接技術・レーザ変位計のような測定機器など
がある。しかし、原子炉におけるレーザ技術は高経年化軽水炉の応力腐食割れ対策やタービンブ
レードの疲労破壊対策としてレーザピーニング[1]のみである。
発電用原子炉施設の大型プラントの長期安全稼働のために、機器の耐震保全、経年劣化診断が
重要な課題となっている。原子力機構では、平成 19～21 年にかけて原子力システム研究開発事業
として FBR 伝熱管の溶接部分を渦電流により検査し発見した割れをファイバレーザ溶接により
補修するプローブシステムを開発した[2]。新たにプラント配管内壁に生じた減肉部分の肉盛り溶
接による補修システムの開発が進行中である[3]。これらのシステムは複合型光ファイバ[4]のイメ
ージ伝送部から取得する映像を基に溶接補修を行なっていることから、LIBS を組合せる事によ
り溶接部位の組成分析を行ない、装置の高度化を目指すことを目的とした。
2． 実験
カップリング装置とパルスレーザ、加えて対象物表面のプラズマ発光を取得するために複合型
光ファイバおよび防水型スコープを用いて LIBS を行なう。LIBS 分光技術と映像観察技術の 2 つ
の機能を統合したシステムの概略を図 1 に示す。パルスレーザは Q スイッチ YAG レーザ(パルス
幅 4-6ns、繰り返し周波数 10Hz)を使用した。レーザ光は、集光レンズによりファイバのコアと対
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物レンズを導光し試料表面に照射される。照射
タイミング制御

分光器に導光するシステムである。複合型光フ

パルス発生器

ァイバのコア部＞3mJ、イメージ伝送部＞1mJ

タイミング制御

のエネルギーを導光すると端面破損が生じるた

カップリング装置

分光器

時に発したプラズマ光はイメージ伝送部により

集光レンズ
ダイクロイッ
集光レンズ クミラー

光路切り替え

CCD
カメラ
全反射ミラー
（取り外し可能）

フィルタ アイリス

レーザー
電源

め、3mJ(2.2J/cm2)以下の 1064nm のレーザ光を

HRミラー

複合型光ファイバ

入射した。複合型光ファイバの伝送効率は 98%

標準レンズ

パルスレーザー

広角レンズ
縮小光学系

試料

照射装置

切り替え

であり、ガイド光を抑えるためカットフィルタ

新型スコープ
レーザートーチ

ーおよびデジタル遅延パルス発生器(DG645)を

図1

用いてレーザ出射後に分光器を測定開始のタイ
ミングを制御した。照射時の様子はハレーショ

縮小光学系

試料

システムの概要図
10 本映像ファイバ

ンにより CCD カメラで観察することが困難で
あるため、照射時は全反射ミラーを用い、光路
変更により、プラズマ光を全て分光器に導光し
た。対象物が SUS316L の濡れた表面においては
複合型光ファイバを用いての LIBS を行なった。
また対象物が Cr については、
以下の 2 つの計測

25mm

方法を用いた。1 つ目は複合型光ファイバの先

広角レンズ

端にコリメータと対物レンズを組込んだ照射装

図2

広

防水スコープの外観図

置を用い、照射時に発したプラズマ光を複合型
光ファイバのイメージ伝送部から分光器に導光する。2 つ目は複合型光ファイバのコア部でレー
ザ光を照射し、
発したプラズマ光を図 2 に示す防水型スコープに 10 万本イメージファイバを繋げ
て分光器へ導光する。この時、防水型スコープはレーザ照射時に発した対象物表面のプラズマ

光を 45°に設置する。
3． 結果

10000

LIBS 結果を示す。縦軸は波長[nm]、横軸は
Intensity[counts]である。1shot 目の Intensity は低
く、照射回数が増えると共に Intensity が高くな
り、3shot で最大となった。その後、徐々に

6000
4000

Intensity が低くなり、6shot で確認が困難となっ

2000

た。1～2shot により対象物表面の水分はアブレ

0

ーションにより表面から蒸発し、3shot で金属面
が照射される。その後 shot 数が増加するととも

:1shot
:2
:3
:4
:5
:6

8000

Intensity (counts)

図 3 には SUS316L 表面が濡れた状態の

400

図3

600
800
Wavelength (nm)

1000

濡れた SUS316L 表面の LIBS 結果

に金属表面がアブレーションされ、その結果、焦点距離がずれ照射密度が低くなり Intensity が低
くなったと推察した。この現象は、3shot 以降の LIBS 結果は表面が乾いた場合と同じである。水

中で LIBS を行なう場合、double pulse が有用であるとの報告がある[5, 6]。しかしながら、濡れ
た表面であれば、エアーコンプレッサーなどを用い、対象表面のみを擬似的気体雰囲気下にする
ことにより、single pulse による LIBS でも測定が可能であることを確認した。
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図 3 には対象物表面に発したプラズマ光の
取得方法の違いによる LIBS 結果を示す。青

10000

Intensity [counts]

線は コリメータと対物レンズを組込んだ照
射装置に複合型光ファイバを繋げて分光器に
導光した結果(図 4(a))であり、赤線は防水型
スコープに 10 万本イメージファイバを繋げ
て分光器へ導光した結果(図 4(b))である。図

―：(a)対 物 レ ン ズ+複 合 型 光 フ ァ イ +カ
バ ップリング装置
―：(b)広 角 ス コ ー プ
+10万 本 イ メ ー ジ フ ァ イ+分
バ 光器

8000
6000
4000
2000

4(a)の場合、発したプラズマ光は対物レンズ
の大きさによりイメージファイバに取り込ま

0

れる光量が決定し、さらにカップリング装置

図4

400

500

600
700
800
W ave le ngth [nm]

900

取得方法の違いによる LIBS 結果

内のレンズを透過する際に表面反射による損
失が生じるため、分光器内に導光する光量が減衰したと推測する。一方、図 3(b)は防水型スコー
プの先端部に 120°の視野角のレンズが組込まれているため、より多くのプラズマ光を取得する
事が可能である。これらの結果から Intensity に違いが生じた。
さらに図 4(a)と図 4(b)を比較した結果、図 4(b)の方が分解能は高い。照射中の様子を CCD カメ
ラで観察した結果、端面積に対する照射面の割合は 1/350 である。この結果、スコープ内部の縮
小光学系はグレーティングの役割をしたため分解能が複合型光ファイバを用いた時より向上した。
National institute of standards and technology (NIST)[7]によると、Cr(I)に由来するスペクトルの中
でも相対強度が高いスペクトルは 396.369, 396.975, 397.666, 425.435, 427.48, 428.972, 433.945,
434.99, 435.177, 463.952, 520.452, 520.644, 520.844nm である。一方、図 3(b)で確認した結果、相対
強度が高いスペクトルは確認する事が出来るため、10 万本のイメージファイバを使用した場合、
小型分光器であっても問題ない事を確認した。
本実験では、大気中でプラズマ発光を計測したため、397, 410, 434, 486, 656nm のスペクトルは
水素のバルマー系列と推測する。水中で LIBS を行なう際に水分子の H がスペクトル上に現れる
め、水分子の H についての挙動を明らかにする。
4．まとめ
Nd:YAG レーザの導光可能なカップリング装置および複合型光ファイバを用いた LIBS の基礎
試験を行なった。加えて先端に視野角 120°の広角レンズで取得した映像をファイバ端面に結像
するための縮小光学系を組込んだ防水型スコープを用いた LIBS 実験を試みた。その結果、複合
型光ファイバのイメージ伝送ファイバは 2 万本であるが 10 万本のイメージ伝送ファイバに変更す
ることにより、より高精度な分光計測が可能であることを確認した。
本技術はこれらの保守保全に有用であり、この技術を喫緊の課題である福島第一原子力発電所
の廃炉へ応用する。廃炉準備として、原子炉格納容器及び圧力容器内部を観察するためには、102
～104 Gy/hr あるいはそれ以上の高線量下、かつ、狭隘、水中又は高湿度環境下で可視化画像によ
る観察が可能なファイバプローブが必要である。この模擬として OH 基 1000ppm 含有したイメー
ジファイバを積算 100 万 Gy までγ線照射した耐放射線性ファイバを作製し、映像変化を確認し
ている[8]。さらに 700 nm～900 nm の透過光量低下がないことから、この波長域での LIBS 分光を
行なう事でγ線の影響を受けずに遠隔での元素分析を行なう事が可能である。今後、耐放射線性
イメージファイバを用いての LIBS 分光を行なう。
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4.13 配管内検査及び計測機器の試作
Prototype of measuring and inspection devices in the piping
冨吉

健太郎，西村

昭彦，伊東

富由美

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 光量子融合研究グループ
Kentaro TOMIYOSHI, Akihiko NISHIMURA, Fuyumi ITO
Quantum Beam Science Directorate, Applied Laser Technology Development Group
Japan Atomic Energy Agency
Corrosion in reactor piping system is being accelerated by turbulent flow with dissolved oxygen over 40
years operation. The pipe must have it checked simply through daily check. Our group have been
developing a total system divided into three categories, 1) inspection and measurement ,2) repair, and 3)
inspection of repair places. We made a prototype of 1). The prototype equipment was able to observe
piping and can make the panorama image.
Keywords: All directions sensor, Objective lens, , Motorized Stages, Predictive maintenance
１． はじめに
原子炉配管は高経年化が進むにつれ、表層が浸食し酸化膜が厚くなるため、その場で有効な計測手
法が望まれている。しかしながら、この高経年化現象の度合いを、その場且つ非破壊で計測する技術は
確立されていない。例えば、平成 16 年 8 月 9 日に起きた美浜発電所 3 号機二次系配管破損部事故に
おいては、放射能汚染の無い破損部分を切断し、走査電子顕微鏡で酸化膜を観察している。また、この
事故の原因は、炭素鋼製の肉厚 10ｍｍの配管の内面が腐食などによって減肉し、事故当時は肉厚 1.4
ｍｍにまで減肉していたことにより起きた[1]。原子炉のような特殊環境下で使用できる計測機器には、作
業性の高さ、小型軽量、充分な情報量といった性能が要求される。
当グループでは、1)検査、2)補修、3)保全、の 3 項目に分かれてトータルシステムの開発を行っている。
去年は、配管検査・補修技術としてパルスレーザーによる LIBS(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)
と、エネルギー伝送と画像伝送が同軸に行える複合型光ファイバを組み合わせた専用カップリング装置
の開発[2,3]を行った。今年は、１）の機器の試作を行うため、配管内を広域と狭域で検査する装置を考案
した。
配管やパイプ内部といった狭隘部での三次元計測技術は確立されつつある[4]。今回は、配管内部の
目視確認及び高さ方向の計測技術の確立を目指すため、第一段階として全方位センサーを用いた広域
配管内検査装置と焦点深度の原理を用いた狭域配管内検査装置の試作を検討したので報告する。
２． 装置概要
２．１ 広域配管内検査装置（全方位センサー）
本装置は、配管内壁を 360 度の視野角で映像を取得することが目的である。配管の経年劣化診断を
行うためには、まず初めに腐食の進行度合いを確認する必要がある。本装置は、配管内部を全方位に
渡り目視にて観察することが可能であるため、腐食の度合いを定量化する足掛かりとなり、亀裂等の事前
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発見が期待出来る。
装置は、全方位センサーと結像レンズ、CCD カメラ、照明用 LED を一体型とした映像取得装置とした。
全方位センサーは、円錐形のミラーの先端にニードルが取り付けられており、ミラーの周囲は透明のアク
リルパイプが覆っている。円錐ミラーの映像は、360 度の映像を映すことが可能である。ニードルは、内面
反射の映り込み防止用に使用される。照明は、側射式のテープ LED を採用することにより、全方位セン
サーと同軸で配管内部を照らすことが出来る。また、LED に掛ける電圧を調整することにより、光量調整
を可能とした。測定距離は、全方位センサーの長さに依存し、2 インチ管用では 50mm 以下、 1 インチ管
用では 25mm 以下とした。これは、パノラマ化した際に、1 画素当たりの情報量が不足することを考慮した
ことによる。
取得した画像は、CCD カメラによりパソコンで記録出来るシステムとした。Fig.1 に装置概略図を、Fig.2
に広域配管内検査装置の先端部の全体図を示す。

Fig.1 Equipment conceptual diagram

Fig.2 All directions sensor

２．２ 狭域配管内検査装置（焦点深度計）
本装置は、配管内壁の極所的な映像を取得することが目的である。長期間の使用により原子炉配管
は溶存酸素と水流により腐食が進行している。腐食した配管は、酸化膜が堆積しており、クリーニングを
行わないと進行の度合が測れない。本装置は、配管のクリーニングを行う前に配管内部の陥没や酸化膜
による突起物の観察を行うことを目的とする。また、溶接個所の診断等にも使用が検討される。
装置は、対物レンズとアイリス、結像レンズ、CCD カメラを一体型とした映像取得装置部と、PC、コント
ーラ、自動ステージの制御部に分かれる。また、自動ステージに CCD カメラを乗せることにより、10μm 単
位のコントロールを可能とした。対物レンズは、配管の壁面を観察するため 90 度傾けたレンズを開発した。
PC はコントローラにより、自動ステージを２軸制御することが可能であり、また、取得した画像は、CCD カ
メラによりパソコンで記録出来るシステムとした。Fig. 3 に装置概略図を、Fig. 4 に狭域配管内検査装置の
先端部を示す。

Fig.3 Equipment conceptual diagram
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３．実験結果
３．１ 配管内広域撮影
始めに広域配管内検査装置（全方位センサー）
を使用して、2 インチ配管の撮影を行った。測定対
象物として、長さ 500mm の塩化ビニール管を用意
した。また、塩化ビニール管は、接合部を有してお
り、1.9mm の中心軸ずれを作成した。照明は、装置

全方位センサー映像

に取り付けた側射用 LED を使用して、装置側から
照射した。Fig.5 に測定結果を示す。
全方位センサーの映像は、中心に近いほど配管
入口を表している。しかし、このままでは、配管接
合部の状態を把握するのが困難である。そこで、

パノラマ化映像

全方位センサー映像をパノラマ化し、配管内部の
映像を展開した。パノラマ化を行うと、塩化ビニー

Fig.5 Image of the all directions sensor

ル管の接合部が一様に見て取れるようになる。映像を見てみると、パノラマ化映像の中心から左側の接
合部が光っている。これは、照明の光を反射しているためである。つまり、入口方向から見て、接合部は、
上る方向の段差であることが分かる。反対に、映像中心から右側の接合部は影が出来ている。これは、
入口方向から見て、接合部が下る方向の段差となっていることを表す。このことから、全方位センサーを
用いれば、配管内壁を 360 度死角無く撮影することが可能であり、また、パノラマ化を行う事によって視覚
的に容易に配管内壁の状態を観察することが出来ることが分かった。
３．２ 配管内狭域撮影
次に狭域配管内検査装置（焦点深
度計）を使用して、2 インチ配管の撮影
を行った。測定対象物は、接合部を有
した塩化ビニール管を使用した。照明
は、装置とは反対側から LED により照

配管内狭域撮影映像

コントラスト値算出

射した。Fig.6 に測定結果を示す。
Fig.6 Calculation of contrast

狭域配管内検査装置は、φ3mm の

狭い視野の映像を取得することができる。塩化ビニール管の接合部を撮影してみると、映像の左側断面
は焦点が合っているが、右側断面は焦点が合っていないことが分かる。これは、対物レンズ被写界深度
の影響によるもので、今回は約 1.4μm の対物レンズを使用している。ここで、塩化ビニール管と装置のレ
ンズ間の距離を変化させた断層写真を作成した。また、断層写真の各コントラスト値を算出してグラフを
作成した。左側配管側面のコントラスト値は、500μm 時が最も高く、右側配管側面のコントラスト値は、
2400μm 時が最も高いことが分かった。このことから、塩化ビニール管の接合部は、2400 - 500 = 1900μ
m の高さ方向のずれであることが分かった。このことから、狭域配管内検査装置を用いれば、配管内壁を
φ3mm の視野で観察することができ、また、断層写真を作成する事によって高さ方向の計測が可能であ
ることが分かった。
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４．まとめ
広域配管内検査装置（全方位センサー）の映像をパノラマ化することにより、目視での確認が容易とな
ることが分かった。また、狭域配管内検査装置は、配管内部の断層写真を取得することによって、高さ方
向の計測が可能であることも分かった。今回開発した装置は、配管補修装置と組み合わせることにより、
プラントの保守保全技術に大きく貢献できると期待している。
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

名称
記号
長
さメ ートル m
質
量 キログラム kg
時
間
秒
s
電
流ア ンペア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量モ
ル mol
光
度 カ ン デ ラ cd

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 基本単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立法メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2

比
体
電
流
密
磁 界 の 強
(a)
量濃度
，濃
質
量
濃
輝
屈
折
率
比 透 磁 率

積 立方メートル毎キログラム
度 アンペア毎平方メートル
さ アンペア毎メートル
度 モル毎立方メートル
度 キログラム毎立法メートル
度 カンデラ毎平方メートル
(b)
（数字の） １
(b)
（数字の） １

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

m /kg
A/m2
A/m
mol/m3
kg/m3
cd/m2
1
1

102
101
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ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648000) rad
ha 1ha=1hm2=104m2
L，l 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
t
1t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2/ 2
m m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

トン

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの
名称
記号
SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1eV=1.602 176 53(14)×10-19J

1Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1u=1 Da

1ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100kPa=105Pa
水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
m2 kg s-2
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m
kg s-2
角
速
度 ラジアン毎秒
rad/s
m m-1 s-1=s-1
角
加
速
度 ラジアン毎秒毎秒
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル
W/m2
kg s-3
熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K
m2 kg s-2 K-1
比 熱 容 量 ， 比 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K)
m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル
ギ ー ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2
熱
伝
導
率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3
m-1 kg s-2
電
界
の
強
さ ボルト毎メートル
V/m
m kg s-3 A-1
電
荷
密
度 クーロン毎立方メートル C/m3
m-3 sA
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 sA
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
透
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー, モル熱容量 ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 sA
吸
収
線
量
率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3
放
射
強
度 ワット毎ステラジアン
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放
射
輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性
濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol

表５．SI 接頭語
記号 乗数
接頭語
Ｙ
シ
10-1 デ

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称
記号
SI 単位による値
分
min 1 min=60s
時
h 1h =60 min=3600 s

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位
組立量
他のSI単位による
名称
記号
表し方
（ｂ）
平
面
角 ラジアン(ｂ)
rad
1
（ｂ）
(ｂ)
(c)
立
体
角 ステラジアン
sr
1
周
波
数 ヘルツ（ｄ）
Hz
力
ニュートン
N
圧
力
応
力 パスカル
,
Pa
N/m2
エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
J
Nm
仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット
W
J/s
電
荷
電
気
量 クーロン
,
C
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト
V
W/A
静
電
容
量 ファラド
F
C/V
電
気
抵
抗 オーム
Ω
V/A
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス
S
A/V
磁
束 ウエーバ
Wb
Vs
磁
束
密
度 テスラ
T
Wb/m2
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー
H
Wb/A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
光
束 ルーメン
lm
cd sr(c)
照
度 ルクス
lx
lm/m2
Bq
放 射 性 核 種 の 放 射 能 （ ｆ ） ベクレル（ｄ）
吸収線量, 比エネルギー分与,
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
線量当量, 周辺線量当量, 方向
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

接頭語
ヨ
タ

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

１b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
１kn=(1852/3600)m/s

ル

dB

ッ
ー

デ

ジ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
ル
グ erg 1 erg=10-7 J

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1 dyn=10-5N
ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ ｪ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ｃ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb

1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（c）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「
は対応関係を示すものである。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

表10．SIに属さないその他の単位の例
記号
SI 単位で表される数値
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

準

大

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1γ=1 nT=10-9T

1フェルミ=1 fm=10-15m

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

」

1メートル系カラット = 200 mg = 2×10-4kg

ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

1cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー）4.184J（｢熱化学｣カロリー）

1 µ =1µm=10-6m

（第8版，2006年改訂）
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