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レーザー核融合ロケットの原理実証研究

４．レーザー核融ロケット推進のための核融合燃料と推進剤設計
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ロケット推進において，推力と比推力は推進性能を決定する二大要素である．パルス動作のレーザー核融合
ロケット推進において，推力は１パルス当たりの核燃焼で得られる運動量とその繰り返し数に比例する．また比
推力はプラズマの排出速度に比例する．これらは，核融合燃料，及びその放出エネルギーによってプラズマ化す
る推進剤の設計で決定される．本章では，レーザー核融合ロケットにおける燃料，及び推進剤設計の考え方につ
いて記す．
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４．
１ はじめに

ム燃料増殖を行い，回収された熱は発電及び水素製造等に

レーザー核融合ロケットは高比推力，且つ高推力の潜在

利用される．一般に，ブランケットは，固体なら固体，液

力を有するパルス推進システムである．比推力は１０，
０００秒

体なら液体と夫々の相状態を維持したまま運用される．ブ

台で，「はやぶさ２」で採用されたイオンエンジン μ10 の

ランケットサイズは，核融合出力に合わせて，炉心からの

３，
０００秒より高く，推力はキロニュートン台に達する．その

輻射ないし粒子フルエンスが，ブランケット材料のアブ

結果，火星までの有人探査飛行時間を，従来の化学推進の

レーションないし相転移温度以下となるように設計され

１８０日から半分の９
０日に短縮可能である．この潜在力の源

る．結果，炉心とブランケット内壁との距離は長く，メー

泉は，核融合燃焼によるエネルギー利得とその利活用にあ

トル単位となる．一方，図１（b）の推進では，推進剤は核融

る．レーザーで駆動される核融合燃焼エネルギーにより，

合エネルギーを吸収し，プラズマ化する．炉心と推進剤と

推進剤をプラズマ化し，磁気ノズルとよばれる機構によ

の距離は，1 cm と近い．

り，プラズマの反磁性を利用して推進運動量を得る．核融

レーザー核融合推進では，比推力，推力に対するレー

合燃料ペレットと推進剤は，サイクル 10 Hz 程度でロケッ

ザー質量が設計指標となる．核融合燃料は，燃焼により投

トエンジンの中心部へ射出され，中心部に到達した瞬間に

入レーザーエネルギーを超えるエネルギーを放出し，燃料

レーザーが照射される．

を取り囲む推進剤をプラズマ化する．推進材をプラズマ化

パルス動作の核融合ロケット推進において，１パルス当

するためには，物質中の衝突確率が高い荷電粒子生成の割

たりの燃焼で得られる運動量とその繰り返し数に比例する

合が大きい DHe3 や PB11 燃料等が有利である．一方，点火

推力，及び排出速度に比例する比推力は推進性能を決定す

燃焼のし易さからは，中性子発生を伴う DT 燃料が適して

る二大要素である．ここでは，レーザー核融合ロケットに

いる．点火のし易さは要求パルスレーザーエネルギーの低

おける核融合燃料，及び推進剤設計の考え方について，発

減，即ちレーザー質量の低減に寄与するため，航行ミッ

電炉との異同を踏まえつつ記す．

ションの成否を決める重要な指標となる．

４．
２ 核融合エネルギーの利用：エネルギー回収
と推進
核融合エネルギーの利活用は，エネルギー回収設計で決
定される．図１に，レーザー核融合における（a）エネルギー
回収炉と
（b）推進の炉心環境を示す．炉心は点火部と主燃
料部で構成され共通であるが，炉心を囲む周辺環境が異な
る．図１
（a）のエネルギー回収炉では，ブランケットで中性
図１

子エネルギーを熱エネルギーに変換するとともにトリチウ

炉心環境：（a）
エネルギー回収炉と（b）
推進．
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今回の設計に際し，レーザー質量の観点を優先し，核融
合燃料には DT 燃料を採用した．推進剤には，高いプラズ
マ噴出速度，即ち高比推力を得るために質量の軽い水素を
採用した．次節では，簡易モデルによる核融合出力設計に
触れた後，核融合燃料，及び推進剤設計について記す．

４．
３ 核融合出力設計
４．
３．
１ 多様な核融合燃料の点火条件
推進剤をプラズマ化する観点から，多様な核融合燃料に
対する炉心点火条件を評価した．図２に，様々な核融合燃
料に対する点火条件（面密度と燃料温度）を示す．点火条
件とは，爆縮点火部で生じる自己加熱が，輻射，熱伝導，及
び流体損失を上回る状態を指す．点線は燃料の爆縮過程で
点火部を形成する中心点火方式の条件であり，圧縮時に点
火部と主燃料部との圧力が等しい等圧状態にある（図３
（a））．一方，実線は燃料外部からの高速加熱により点火部
を形成する高速点火方式の条件を指し，圧縮時に点火部と
主燃料部との密度が等しい等積状態にある（図３（b））．高
速点火では，中心点火で無視できる圧力勾配に起因する膨
張損失を考慮するため，点火条件はやや厳しくなり，図２
に示すとおり高面密度・高温度側にシフトする．高速点火
方式の研究は日本が先導しており，最近の進展がレーザー
学会誌の特集号に纏められている［１］．
中 心 点 火 方 式 で点 火 条 件 を 達 成 す る た め に は，レイ
リー・テイラー不安定性に起因する主燃料部と点火部との

図２

流体混合を避けるため，爆縮過程において高い球対称均一

様々な核融合反応に対する点火条件（面密度と燃料温度）
面密度 0.1 − 200 g cm−2．
（a）
面密度 0.1 − 108 g cm−2（b）

性が求められる．２
００９年から運用が開始された米国の国立
点火施設（National Ignition Facility: NIF）の実験から，高
い球対称均一性の実現は当初シミュレーションから想定さ
れていたよりも厳しいことが判明し，計測器の充実化と
レーザー波形及びターゲット形状の最適化が進められてい
る［２］．一方，高速点火方式では，点火条件はやや厳しく
なるものの，燃料の爆縮と加熱を分離し最適化できるた
め，不安定性に敏感でない爆縮方法を採用でき制御性が高
くなる［３］．そこで，以下の利得評価においては，高速点
火方式を採用した．
DT 燃料は，他の燃料と比べて１桁以上低い面密度，且

図３

爆縮燃料の密度温度分布（a）
中心点火，（b）
高速点火．

つ低い温度で点火が達成可能である．図２より，DT 燃料
の 点 火 領 域 は，面 密 度 0.2−0.7 g cm−2，温 度 5−10 keV

定すると，結論として，DT 反応のほうが DHe3 よりもレー

3

である．一方，DT 燃料の次に点火が容易な DHe 燃料の要

ザーエネルギー当たりの放出荷電粒子エネルギーが高くな

求 値 は，１桁 以 上 高 く 面 密 度 で 2−5 g cm−2，温 度 で

る．そこで，以下では，DT 燃料に注力して核融合出力設計

11

20−50 keV となる．最近注目を集めている PB 燃料では，

を行った．

価数が大きいため輻射損失が大きくなり，より高密度且つ

４．
３．
２ 利得評価
入射レーザーエネルギー !%!*)*に対する核融合出力 !$

高温が求められる．

の比である核融合利得 # を高速点火に対して簡易モデル

点火条件を元に爆縮燃料形成に必要なレーザーエネル
ギーを見積もると，中性子発生を伴う DT 燃料のほうが荷

により評価した［３］．
質量 "［kg］
の圧縮燃料の内部エネルギー !'(*
［J］は，ア
&

電粒子出力割合の大きな DHe3 燃料より も 有 利 となる．
DHe3 燃料は，DT 燃料よりも生成荷電粒子エネルギーが５

イセントロープパラメータ !（燃料の圧力 %とその密度に

倍高い（DHe3 18.3 MeV，DT 3.5 MeV）．一方，爆縮燃料の

おけるフェルミ圧 %$との比）とフェルミエネルギー"
［J］，
$

要求面密度は DT 反応よりも高く，燃料形成の内部エネル

平均イオン質量 "
$'［
#kg］により次式で求められる．

ギーは DT よりも１桁近く高くなる．レーザーエネルギー

!"
!'(*! " $ "&［J］，
#"
$'#

から爆縮燃料への結合効率が，反応によらずほぼ一定と仮
６２９

（１）
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ここで，&,は電子数密度［m−3］，!はディラック定数［J s］，
%,は電子の静止質量［kg］である．また，アイセントロープ
パラメータ $は，どれだけ断熱的に爆縮できたかを表すパ
ラ メー タ で，理 想 の 極 限 で１と な り，高 利 得 実 現 に は
$"#程度が要求される．爆縮レーザーエネルギー !)!/02
から爆縮コアの内部エネルギー !/13への変換効率である爆
縮効率 '
/
02を用いると，爆縮レーザーエネルギー !)!
/
02
は
!)!/02"

!/13 $ $&
(
" ［ J］
"
'
%'
%/& /
02
/
02%

（２）

図４

となる．点火に要する加熱レーザーエネルギーについて
は，現行実験結果からの外挿，並びに理論・数値シミュ
レーションによる予測で，!)!.,+3〜200 kJ と見積もられて

簡易モデルで評価した全レーザーエネルギー（EL ＝ EL,imp
＋ EL,heat）に対する核融合利得（Q ）依存性．加熱レーザー
エネルギー EL,heat ＝ 200 kJ と爆縮効率 himp ＝ 5% を仮定．実
線がアイセントロープパラメータ $＝ 1.5，破線は $＝ 2.0
で，圧縮燃料密度 )＝ 300, 500, 1000 g cm−3 に対する結果を
四角，丸，三角で示す．

いる．

４．
４ 燃料及び推進剤設計

一方，核融合出力は燃焼率から見積もる．圧縮燃料の燃
焼率 #は圧縮燃料全体の面密度 )$に対し，

４．
４．
１ 燃料設計
利得評価から燃料質量を概算する．図５にレーザーエネ

)$
#"
)$!%

ルギーに対する燃料質量を示す．燃料質量 "-は，式（１）よ

（３）

り算出される．今回の設計点（全投入レーザーエネルギー

で概算される
［４］．ここで %は燃焼率パラメータで DT 反

［mg］となる．この燃料質量
1 MJ，利得２００）では，"-"1.8

応では６〜９の範囲である．高速点火方式での DT 燃料の

は，レーザー照射による燃料圧縮直後の質量である．ロ

燃焼シミュレーション結果［５］より %"&を選択した．核融

ケットに搭載される核融合燃料ペレットには，レーザーが

合出力 !(は，燃料内の DT イオンペア数×燃焼率×１反応

直接照射されて高圧を駆動するアブレーター等が含まれ，

当たりの核融合出力（!'* "17.58 MeV=2.817×10

それらの質量は燃料質量の半分程度である［６］．ここでは，

−12

J）で

あるから，
"!( "
#! ［ J］
%/& '*
#%

ペレット燃料質量を，"-の 1.5 倍の 2.7
［mg］とした．
高速点火方式における核融合燃料ペレットの詳細設計
（４）

は，ペレット形状（外径，初期 DT クライオ燃料厚み，ア
ブレータ厚み等），及びレーザー照射条件（照射配位，パル

となる．よって核融合利得 # は
!(
#"
!)!/02!!)!.,+3

ス波形，パルス強度等）をパラメータとして，輻射流体シ
ミュレーションコード，粒子コード，及び燃焼コードを統
合的に活用して実施される．ここでは，核融合燃料ペレッ
（５）

トの詳細には踏み込まず，ロケット運用に必要な核融合燃

"#!
% & '*
#%
" ' $&/
$ /02 ("
!!
%%
%/& - )!.,+3
となる．)"300，500，1000 g cm−3，$"1.5，2.0 の圧縮燃料
に対して，投入レーザーエネルギー !)"!)!/02!!)!.,+3に
対する利得 # を図４に示す．ここでは，現行実験やシミュ
レーションで得られている爆縮効率 '
/
02"5％ と，理論・
シミュレーション予測値である加熱レーザーエネルギー
!)!.,+3"200 kJ を仮定した．加熱効率は１０％程度である．
以下の推進剤設計においては，核融合出力の設計値とし
て，全投入レーザーエネルギー 1 MJ（爆縮レーザー 0.8 MJ，
!
%，利得
加熱レーザー 0.2 MJ），圧縮密度 300 g cm−3，$""
200 を選定した．
図５

６３０

全レーザーエネルギー（EL ＝ EL,imp ＋ EL,heat）
に対する圧縮
燃料質量（Mf）
依存性．線種と記号は図４と同じ．
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料質量の目安を概算する．今回の軌道計算では，９０日間で

ルギーから推進剤へのエネルギー伝達と初期膨張速度につ

地球から火星に到達する．繰り返し数 10 Hz でロケットを

いて記す．

定 常 運 用 す る と，火 星 到 着 ま で の 核 融 合 反 応 回 数 は

レーザー核融合ロケットの推進剤は，燃焼燃料から放出

7.8×107 回となり，消費する燃料ペレット質量は 0.21 トン

される輻射，中性子，荷電粒子，バルクプラズマに順次晒

となる．これは，１００トンを超えるロケット質量及び推進剤

される．城!らは，高速点火方式の燃焼燃料から放出され

質量と比較するとかなり軽量である．

る各担体のエネルギーを，２次元燃焼コードFIBMETを用

尚，今回の設計では，核融合燃料ペレットは初期搭載を

いて解析した［６，
１０］．投入レーザーエネルギー 1.1 MJ，核

想定しているが，ロケット運行中にトリチウム増殖分離を

融合出力200 MJにおいて，中性子は放出エネルギーの８０％

経て，製造する可能性もある［７］．その際は，別途，ブラン

を担う．"粒子は残りの２
０％を担うが，内７０％は主燃料に

ケット，トリチウム分離回収装置，ペレット製造装置等の

付与されるため，６％が燃料から外に放出される．X 線輻

質量及び品質管理を考慮する必要がある．宇宙空間という

射出力は１％程度で，残りの１０％程度を主成分が DT のプ

厳しい環境下における検討内容は，地上におけるエネル

ラズマデブリが担い，計算誤差は３％程度であった．図６

ギー回収炉とも共有可能な知見となる．

に各担体の出力時間発展を示す．

４．
４．
２ 磁気ノズル推進剤設計

推進剤を球殻とみなし（図１（b）），各担体の入射エネル

燃料を囲む推進剤は燃料からの核融合放出エネルギーで

ギーと固体水素中の飛程から，推進剤へのエネルギー伝達

プラズマ化され，ロケットは磁気ノズルで推力を得る．推

と初期膨張速度を求めた．

進剤は，エネルギーが伝達された直後は，磁場圧力よりも

まず，計算法を示す．X 線及び中性子の入射エネルギー

プラズマ圧力が高いためプラズマは等方的に膨張する．一

は，物質厚みを )
，飛程を &として，)-+%
&&に比例す
!)!

方，数十マイクロ秒経過してプラズマ圧力が低下してくる

る指数法則で付与されると仮定した．これは，中性子，X

と，磁場圧力の方が高くなって，磁場がプラズマを押し返

線が推進剤中を距離 x 進んだときのエネルギーを #，推進

すようになり，プラズマが一方向へ排出される．その反作

剤への入射エネルギーを #
&&
)&
)-+%
!)!
%
##
!とすると #
!"

用で磁気コイルが力を受けて，ロケットは推進力を得る．

で 表 さ れ る．単 位 長 さ 当 た り の エ ネ ル ギ ー 付 与 は，

これが磁気ノズルによる推進機構である．磁気ノズルは運

(#%
)&
!
!
&"#
&&に比例する．"粒子とプラズ
()#"
-+%
!)!
!)

動量変換機構であり，推進剤排出速度の増大には寄与しな

マデブリの入射エネルギーは，飛程が短いため，推進剤内

い．従って，ロケットの排出速度，及び比推力は，推進剤

壁の飛程距離内に一様に付与されるとした．

の初期膨張速度で制限される．
表１

磁気ノズルでは，プラズマの反磁性特性を利用して，推
進運動量を得る．磁場中を拡散するプラズマの振る舞いに

推進剤
比重
比推力：#
,
+[sec]
初期膨張速度：'![cm/s]
初期膨張エネルギー："![J]
推進剤質量：%+[g]
推進剤体積：'+[cc]
磁場強度：![T]
ラーマー半径：&*[cm]
磁場閉じ込め半径：&&[cm]
磁化変数：$&

ついて，Zaharov らは実験結果を踏まえた理論解析を行っ
た［８］．解析の結果，磁化変数 $&#&*!
&&がプラズマ拡散
の振る舞いを支配しており，プラズマ中に反磁性空洞を形
成するためには，$&$"を満たす必要があることを見出し
た．ここで，&*#'!!
''*はイオンラーマー半径であり，初期
膨張速度 '!とイオンサイクロトロン周波数 ''*の比であ
"!
$
る．&&#%
は磁気閉じ込め半径で，磁気エ
$!"!!
%!#&
$
#
&
%

ネルギー !#!
%!
&&$&が初期膨張プラズマの運動エ
$!&
%
$
#
%
%

ネルギー "!#"
!
%+'!#と釣り合う条件から算出される．
#

推進剤設計．
固体水素
0.07
15000
1.47×107
4×107
3.7
52.9
12
0.013
55
2.3×10−4

ここで，$!は真空中の透磁率，B は磁場強度，%+は推進剤

質量である．&&は，プラズマの運動量が，反磁性により影
響を受ける空間スケールである．磁気ノズルが動作するた
めには，$&は 10−2 から 10−4 が想定されている［９］
．
今回の設計では，推進剤は固体水素を採用した．核融合
放出エネルギー200 MJの内，アルファ粒子が担う２
０％分の
エネルギーが推進剤に付与されると仮定し，推進剤エネル
ギーは 40 MJ とする．エネルギー伝達率の妥当性について
は，次節で検証する．比推力 #
,
+は，VISTA 設計値を参照
し１
５，
０００秒とした．推進剤設計値を表１に示す．磁場強度
は VISTA 設計値 12 T を採用した
［７］．推進剤質量 Mp は
3.7 g で，火星到着までロケットを定常運転する際の推進剤
総質量は２８９トンとなる．
図６

４．
４．
３ 推進剤へのエネルギー伝達
本節では，推進剤の電離過程を考察し，核融合放出エネ
６３１

核融合出力と輻射，中性子，アルファ粒子，デブリ出力の
時間発展．炉心から 0.26 mm の境界における値．
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表２

前節の推進剤設計（表１）を踏まえた各担体の推進剤へ
のエ ネ ル ギ ー 伝 達 の 結 果 を表２に 示 す．推 進 剤 は 内 径

各担体毎の核融合放出エネルギーと推進剤へのエネルギー
付与．推進剤は，内径 2 cm，厚み 4.2 cm の球殻．

2 cm，厚み 4.2 cm として，推進剤質量は前節の解析結果
""!3.7 g と一致させた．各担体の入射エネルギーについ

X 線輻射
中性子
"粒子

ては，城!らの計算結果を参照した．X 線輻射スペクトル
は，エネルギー 10 keV にピークがあり，エネルギー広がり

核融合
放出
2 MJ
160 MJ
12 MJ

プラズマデブリ（DT）20 MJ
計
194 MJ

は 4 keV のプランク分布よりも広かった．ここでは，入射
エネルギー 10 keV とした．中性子については，爆縮燃料中

推進剤へ
の付与
6 kJ
11.4 MJ
12 MJ

入 射 エ ネ 飛程
ルギー （固体水素）
10 keV
14.3 m
14.1 MeV 57 cm
3.5 MeV 0.15 cm

20 MJ
43.4 MJ

300 keV

0.15 cm

の減衰を無視している．"粒子は，燃焼プラズマを通過す
るため，スペクトルが低エネルギー側にシフトするが，こ
こではシフトを考慮せずに入射エネルギー 3.5 MeV とし
た．DT プラズマデブリの入射エネルギーは，300 keV とし
た．推進剤中の飛程の算出に関して，X 線はアメリカ国
立 標 準 技 術 研 究 所 NIST の 質 量 エ ネ ル ギ ー 減 衰 係 数
10−2 cm2/g を［１１］，中性子は Orth の文献にある液体水素
中の平均自由行程 4 g/cm２を採用 し た
［７］．"粒 子 と DT
プラズマデブリについては，推進剤へのエネルギー付与中
の温度上昇を考慮して温度 1 keV の水素プラズマを対象と
し，Vlasov-Poisson 方程式を用いた解析的な近似式を用い
た［１２］．
表２より，核融合放出エネルギー194 MJに対して推進剤
図７

へは 43 MJ のエネルギーが付与されており，伝達効率は
２２％で，前節の仮定２
０％の妥当性を示している．エネル

推進剤厚み !R に対する推進剤エネルギー E0 と初期膨張速
度 V0 の関係．

ギー伝達の半分は DT プラズマデブリであり，残りを "

り，推進剤は水素原子１個当たり数 eV 程度のエネルギー

粒子と中性子が占める．特に，中性子については，大半は

付与を受ける．この状態は，固体密度状態で一部が電離し

推進剤を透過するが，11 MJ のエネルギーは推進剤に伝達

たウォームデンスマター状態とみなせるであろう．その

されており，推進剤に伝達されるエネルギーの 1/4 程度を

後，主燃料を飛び出した "粒子により推進剤の内壁がアブ

占め，高エネルギーアルファ粒子と同程度の寄与をする，

レートされ，吸収領域の電子温度は数 100 eV まで加熱され

無視できない担体である．

る．引き続き，DT プラズマデブリが，再度内壁をアブレー

推進剤厚みを変えることで，初期膨張速度の制御が可能

トし，内壁の一部は 1 keV 程度まで温度上昇する．複数回

となる．図７に，推進剤内径を 2 cm に固定し，推進剤厚み

に渡る局所的なエネルギー付与は複数段の衝撃波を駆動

!#に対する初期膨張エネルギー!!と初期膨張速度$!の関

し，熱伝導を伴いながら内壁から外側に向い推進剤にエネ

係を示す．推進剤厚みの変化に従って，推進剤質量も変化

ルギーを輸送していく．これは，軽イオン慣性核融合にお

する．ここで，推進剤内壁に付与されたエネルギーは損失

ける爆縮（implosion）とは逆の爆発（explosion）の過程で

なく内部エネルギーとして推進剤全体に配分されると仮定

あり，両者の異同は興味深い．磁気ノズルによる推力設計

し，さらに，初期膨張エネルギーを内部エネルギーで与え

のためには，衝撃波通過後に，推進剤全体がどのような膨

た．図７より，推進剤が厚くなると中性子によるエネル

張速度分布を得るかを把握する必要がある．

ギー伝達が増加するため初期膨張エネルギーはほぼ線形に

上記推進剤へのエネルギー伝達及び膨張速度分布につい

増加し，初期膨張速度の減少が抑えられている．この結果

て，先行研究では以下のように取り扱っている．レーザー

は，推進剤の厚み制御により，初期膨張速度，即ち比推力

核融合ロケット提 唱 者 Hyde の流れを組む Orth による

制御の可能性を示唆している．尚，図７では，前節の推進

VISTA 設計では，間接照射方式を採用しており，燃料ペ

剤設計（表１）で採用したエネルギー !!!40 MJ を与える

レットは金ホーラムの中央に配置され，ホーラムの外を固

推進剤厚みは!#!3.2 cmで，表２の設定値4.2 cmよりも短

体水素の推進剤が取り囲む．最新のレポートには，ここで

い．前節の推進剤設計では，アルファ粒子のみによるエネ

の解析と同様，飛程の考え方に基づく推進剤へのエネル

ルギー付与を仮定しており，そのエネルギーは推進剤内壁

ギー伝達の概算が紹介されている
［７］．長峯らは，NIF に

で吸収されるため推進剤の厚みに依存しない．一方，図７

おける間接照射実験を想定し，金ホーラムを推進剤に見立

では，推進剤厚みに対する担体毎のエネルギー伝達が考慮

て，エネルギー 4 MJ が付与されるとして，電離度をトーマ

されているため，より正確である．

ス・フェルミモデルから算出した
［９］．推進剤の速度分布

ここで，核融合放出エネルギーから推進剤へのエネル

については，核融合プラズマと推進剤を各々粒子とみなし

ギー伝達物理過程を眺めてみよう．まず光速で伝搬する輻

た流体粒子コードによる数値解析がある．初期には，中島，

射が推進剤を通過し，固体水素の蒸発に必要なエネルギー

志度寺らによる

を付与するが，電離には至らない．次に，中性子照射によ

析が［１３］，最近では，松田らによる SPH（Smoothed Parti６３２

PIC（Particle-in-Cell）法による２次元解
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推進剤全体へのエネルギー伝達と初期膨張速度の詳細に

します．

ついては，輻射，中性子，荷電粒子によるエネルギー伝達
が考慮された輻射流体シミュレーションを用いた解析が必
要である．山村らは２次元輻射流体コードSTAR2Dを用い
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電離過程とエネルギー伝達を求めた［１５］．輻射流体コード
の採用により，推進剤の電離度の解析が進んだ．尚，中性
子によるエネルギー付与は他文献から推定している．山村
等の計算では，流体コードで得られたイオン速度を粒子速
度に変換し，イオンを粒子，電子を流体とみなしたハイブ
リッドコードによる磁気ノズル推力計算の初期値としてい
る．更に，推進剤形状に対するロケット本体の中性子遮蔽，
及び推力の最適化について言及されている．数値シミュ
レーションによる推力評価については，第５章で紹介され
る．

４．
５ 今後の課題
レーザー核融合ロケットは，人類の活動領域の拡大に欠
かせない究極の乗り物といってよいであろう．夢が壮大な
ため，実現に向けた課題も大きい．ここでは，課題を示す
ことで将来の研究の糧としたい．核融合燃料について，点
火部と主燃料部は同一物質としたが，それぞれの最適化を
図ることも考えられる［１６］．また，推進剤は固体水素とし
たが，中性子吸収の期待できるボロン等を用いることも検
討の価値があるであろう．直接照射で一様照射を達成する
ための，レーザー照射配置や推進剤へのレーザー導入孔も
検討すべき課題である．高エネルギー密度科学が関与する
テーマとして，核融合放出エネルギーによる推進剤の電離
過程がある．高密度低温領域であるためウォームデンスマ
ターも絡んだテーマである．

４．
６ まとめ
レーザー核融合ロケットの燃料設計と推進剤設計につい
て解説した．設計に際し，DT 反応を採用し，レーザー入力
1 MJ で核融合出力 200 MJ を選定した．推進剤については，
固体水素を採用し，パルス推力 20 MJ，推進剤質量，比推力
１５０００秒を目安とした．

６３３

