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はじめに 

現在、大阪大学レーザーエネルギー学研究センタ
ーにおいて 10 PW以上の出力を持つ超高強度レーザ
ーシステムのテストベンチとして、光パラメトリッ
クチャープパルス増幅(OPCPA)を利用した高繰り返
し超短パルス超高強度レーザーシステム“GENBU”
を開発中である。パルスの時間波形とスペクトル波
形はフーリエ共役関係にあるため、幅広いスペクト
ル幅により短いパルス幅を得ることが可能である。 

本研究は“GENBU”における OPCPAの種光とし
てスペクトル幅 300 nmを持つ広帯域かつ、パルス幅
10 フェムト秒へパルス圧縮可能な、超短パルスコヒ
ーレント光源を開発する。 

スペクトル広帯域化実験方法 

我々は希ガス雰囲気中に配置した中空コアファイ
バ(HCF)へレーザーを入射することで自己位相変調
によるスペクトルの広帯域化を行い、さらにチャー
プミラーによりパルス圧縮し、10 fsの超短パルス発
生を試みた。 

図 1 に実験の概略図を示す。ステンレス製の真空
槽中に HCF を設置しフェムト秒レーザーを中空コ
ア部へ集光した。集光には焦点距離 500 mmの片面
凸レンズを使用し、フェム秒レーザーは Yb:CaF2再
生増幅器からの出射光（波長 1030 nm、パルス幅 200 

fs、スペクトル幅 11 .0 nm、エネルギー1 .0 mJ）を用
いた。HCF は長さ 1.0 m、コア径 240 μmおよび 190 

μm の二種類を使用した。HCF を設置した真空槽内
に Ar ガスあるいは Kr ガスを充填した。ガス圧は
1.0~10 .0 barの範囲で変化させた。フェム秒レーザ
ーの自己位相変調によりそのスペクトル幅が拡張さ
れる。 

 広帯域化後の HCF 透過光を凹面鏡によりコリメ
ートした後、チャープミラーを複数回反射させ、パ
ルス圧縮を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペクトル広帯域化実験結果 

入力エネルギー898 μJ、200 fsのレーザー光を中空
コア径 240 μmのHCFに入射し、Arガスを 1.0~4.0 bar

加圧した際の広帯域化したスペクトルを図 2(a)に示
す。また、Kr ガスを 1.0~2.25 bar加圧した際に広帯
域化したスペクトルを図 2(b)に示す。Ar ガスを 3.50 

bar 充填した際にスペクトル全幅は 270 nm、エネル
ギー透過効率は 60%となった。また、Krガスを 1.25 

bar 充填した際のスペクトル全幅は 255 nm、エネル
ギー透過効率は 61%となった。Ar ガスにおいては
4.0 bar、Krにおいては 1.50 bar 以上においてビーム
パターンが HCF 透過光と異なる白色の光を HCF 出
射端において観測した。これは、自己収束によって
プラズマが HCF 中で発生したからである。HCF 中
におけるプラズマの発生は透過エネルギーを減少さ
せるため避けるべきである。自己収束の発生はガス
圧に依存し、[1]一方、プラズマの発生、すなわちイ
オン化の発生はピーク強度に依存する。本実験にお
けるピーク強度は Ar ガス、Kr ガス共に 18.5 TW/cm

2

程度であり、それぞれのガスにおけるイオン化閾値
87.0 TW/cm

2、64.0 TW/cm
2と比較し、小さな値であ

る。それぞれのガスにおける自己集光およびイオン
化を防ぐため、直径のより小さな中空コア径 190 μm

の HCF を使用し、ピーク強度を高めることができれ
ばさらなる広帯域化が実現可能である。 

入力エネルギー940 μJ を中空コア径 190 μm の
HCF に入射し、Ar ガスを 1.0~4.0 bar 加圧した際の
広帯域化したスペクトルを図 3(a)に示す。また、入  
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図 2. コア径 240 μmの HCF に Arおよび Krを充填し

た場合のスペクトル広帯域化後スペクトル 

図 2(a). コア径 240 μm

の HCFに Ar ガス充填

時の広帯域化後スペク

トル 

図 2(b). コア径 240 μmの

HCFに Krガス充填時の広帯

域化後スペクトル 



 

 

 

 

力エネルギー833 μJを 1.0~2.50 barの Krガスに入射
したときのスペクトルを図 3(b)に示す。Arガスを 3.0 

bar 充填した際にスペクトル全幅は 290 nm、エネル
ギー透過効率は 42%であった。また、Kr ガスを 2.0 

bar充填した際のスペクトル全幅は 265 nmであった。
Ar ガスを使用した際は 3.5 bar、Kr を使用した際は
2.25 bar 以上において自己集光によるプラズマが
HCF 中に発生し、HCF を伝搬したプラズマの発光を
出射端において観測した。 

 以上の実験結果より、小口径の HCF を用いること
によって Ar ガスの場合、スペクトル幅を 20 nm 広
げ、290 nmの広帯域なスペクトルを得られた。一方、
Krにおいてはスペクトル全幅 265 nmとArほど広が
らない結果となった。エネルギーの透過効率におい
ては中空コア径240 μmのHCFを使用した際に60%、
190 μmの HCF を使用した際は 40%となった。レー
ザー光のビームプロファイルがガウシアン状となっ
ており、裾の部分が伝搬しないためと考えられる。
また、Kr ガスを使用した際、Ar ガスの結果と比較
し、安定性に欠ける結果となった。コア径を下げた
結果、Kr ガスは Ar よりも高い非線形係数を持つた
め、エネルギー強度の変化に敏感に対応し、容易に
イオン化および自己集光が発生するためと考えられ
る。 

本実験において、入力エネルギー940 μJ、Ar ガス
を 3.0 barのときにスペクトルの最大幅 290 nmが得
られた。 

パルス幅圧縮実験結果 

広帯域化した光をチャープミラーに複数回反射さ
せ、パルス圧縮を行った。しかし、測定に使用した
Swamp Optics 社製 FROG は 15 fs 以下のパルス幅は
測定不可能であるため、本実験は中空コア径 190 μm

の HCF に Ar ガスを 2.0 bar 充填し、スペクトル全幅
250 nmの条件を用いて実験を行った。チャープミラ
ーを 10回反射させパルス圧縮を行った。FROG でパ
ルス幅を測定した結果を図 4 に示す。図 4(a)は測定
されたスペクトログラム。図 4(b)は測定されたスペ
クトログラムのフーリエ変換を行い、その後フーリ
エ逆変換を行うことによって再構築されたスペクト
ログラムである。図 4(a)と図 4(b)はよい一致を示し
ており、測定結果の正確性の裏づけとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、図 4(c)は FROG において測定されたスペク
トルを表し、分光器によって測定されたものとよい
一致を示している。図 4(d)はパルス幅を表し、本実
験では 16 fs となった。これは分光器のスペクトルか
ら求めたフーリエ限界パルス幅の 13.5 fsに近い値で
ある。 

以上の結果より、スペクトル全幅 250 nmを有する
パルス圧縮可能な広帯域かつコヒーレントな白色光
源の開発に成功した。 

まとめ 

 mJ 級のレーザーにおける、自己位相変調を利用し
たスペクトル広帯域化を行うため中空コアファイバ
(HCF)を使用した。本研究において Ar ガスを 3.0 bar

充填した際にスペクトル全幅は 290 nm、エネルギー
透過効率は 42%となり、目標であるスペクトル全幅
300 nmに近い値となった。また、チャープミラーに
よる分散補償を行い、Swanp Optics 社 FROG による
パルス幅の測定を行った結果、パルス半値幅 16 fs

となり、フーリエ限界パルス幅 13.5 fs に近い値とな
った。 

本研究における結果からスペクトル幅 300 nm、パ
ルス幅 10 fsの要求性能を満たすためには、XPWに
よるスペクトル幅の更なる拡張および、パルスコン
トラスト比の改善[2]を行うことが有力である。この
方法によって将来の超高強度レーザーのフロントエ
ンド部として使用可能な光源の開発が可能である。 
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図 3. コア径 190 μmの HCFに Arおよび Krを充填し

た場合のスペクトル広帯域化後スペクトル 

図 3 (a). コア径 190 μmの HCF

に Ar ガス充填時の広帯域化後

スペクトル 

図 3(b). コア径 190 μmの

HCFに Krガス充填時の広帯

域化後スペクトル 

図 4(a). 測定されたスペクト

ログラム 

図 4(b). 再構築されたスペク

トログラム 

図 4(c). 測定されたスペクト

ル 

図 4(d). スペクトルから導出

されたパルス幅 

図 4. FROGにおいて測定されたスペクトログラム

およびパルス幅 


