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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

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。超短パルス化において、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。 

また、PW 級の出力では自然放射増幅光のような雑

音成分とメインパルスとの間に十分なコントラスト

比が得られない場合、集光点でプリプラズマが発生

する。本システムの目標値である 10 PWの出力では

集光点でのピーク強度は 1023 W/cm2 に達するため

1013のコントラスト比が求められる。 

本研究では、p-DKDP 結晶を用いた OPCPAシステム

の種光として増幅可能な波長 900 ~ 1200 nm の帯域

[1]において、全幅 300 nm 以上のスペクトル幅を持

ち 1013のコントラスト比を持つ超広帯域コヒーレン

ト光源を開発する。 

 

図 1 実験構成図 

 

実験構成 

OPA によって出力されるアイドラー光は雑音成

分が極めて小さく、低い利得の OPAでも効果的なコ

ントラスト比の改善が期待できる。しかし、非同軸

OPA で広帯域光を増幅するとアイドラー光は波長

ごとに異なる角度で出力されるため 2 段階 OPA の

いずれもアイドラー光を利用することによってビー

ムの広がり角を補正する。 

実験装置のブロック図を図 1 に示す。本実験では

波長 1040 nm、スペクトル幅 11 nm、パルス幅 200 fs、

エネルギー1 mJ の Yb:CaF2レーザーを超広帯域白色

発生とこれを用いた光パラメトリック増幅(OPA)の

励起源として利用する。励起源の一部(200 μJ)を中空

コアファイバ(HCF)に集光し白色光発生[2]を行い、

これを信号光として OPA を行う。OPA のアイドラ

ー光を二段目の OPA の信号光として用いさらに増

幅する。こうして、二段目の OPAのアイドラー光を

高コントラストの超広帯域コヒーレント光源として

得る。このとき OPA に使用した結晶は共に厚さ 1 

mmの BBO 結晶であった。 

OPA の励起源には厚さ 5 mm の KDP 結晶により

二倍高調波(SHG)を用いた。ビームスプリッターに

よって 1 段目および 2 段目にそれぞれ 125 μJ、240 

μJ のエネルギーに分けた。 

 

実験結果 

1 段目の OPA において HCF からの出力を信号光

として使用する。このときの信号光はスペクトル幅

225 nm、エネルギー70 μJ の広帯域光であった。信号

光と励起光を各々70 μJ、140 μJ 入射した場合、アイ



ドラー光は 15 μJ となり、励起光-アイドラー光変換

効率は 10.7%であった。1 段目 OPAの信号光、アイ

ドラー光および増幅された信号光のスペクトルを図

2(a)に示す。アイドラー光のスペクトルは信号光の

ものと同等の帯域となった。信号光と励起光が時間

的に一致したためである。図 3(a)に 1 段目 OPAのア

イドラー光の遠視野像を示す。X 軸方向に信号光、

励起光が交差しているため、アイドラー光も X 軸方

向に波長による広がりを持つ結果となった。 

2 段目 OPA では 1 段目 OPA のアイドラー光を信

号光として使用した。このとき鏡や BBO 結晶での

損失からエネルギーが低下した。信号光と励起光を

各々15 μJ、230 μJ 入射した場合、アイドラー光は 15 

μJ となった。2 段目 OPAの信号光、アイドラー光お

よび増幅された信号光のスペクトルを図 2(b)に示す。

励起光と同じパルス幅である 1 段目 OPA のアイド

ラー光を 2 段目 OPAへ入射しているため、励起光と

時間的に一致し、スペクトル幅も同じ結果となった。

また、図 3(b) に示す 2 段目 OPA でのアイドラー光

の遠視野像では 1 段目 OPA のものと比較して横方

向に小さくなった。このことから角度分散を補正す

ることが出来たと考えられる。 

 

まとめ 

本研究では 2 段階の OPAを構築し、パルスコント

ラスト比の改善を試みた。2 段階 OPA の透過率は

14% であった。このとき測定装置 (Amplitude 

TECHNOLOGIES 社製 SEQUOIA)が使用可能なエネ

ルギー(1 mJ)よりも下回り、パルスコントラスト比の

評価が行えなかったためビームパターンとスペクト

ル幅において評価を行った。最終的な出力である 2

段目 OPA のアイドラー光のスペクトル幅は 225 nm

となり、HCF出力光と同等の帯域を有する結果とな

った。 
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図 2 1 段目 OPA信号光、アイドラー光および２段目
OPAアイドラー光のスペクトル 

 

 

 

図 3 1 段目 OPAおよび 2 段目 OPA遠視野像 
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(a) 1 段目 OPA信号光のスペクトル 

 

(b) 1 段目 OPAアイドラー光のスペクトル 

アイドラー光のスペクトル 

 

アイドラー光のスペクトル 

 

 

(c) 2 段目 OPAアイドラー光のスペクトル 


