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真空の破壊を目的にした ELI
ジェフ・ヘクト
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ELI の最終設計は OPCPA あるいは
最終段の Ti：サファイアチャープパル
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帯域幅で欲しい場合は、CPA を使うと
エネルギーが増加し、OPCPA を使うと
帯域幅が広がる」と語っている。例え

通常の光増幅器
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ば、OPCPA はナノジュールのパルスを
10 6 〜 10 7 倍に増強することから、最終

図 1 CPA の性能は使用する増幅器の種類に依存する。光パラメトリック増幅器（ OPA ）はレー
ザ遷移で動作する通常の光増幅器よりも広い波長帯域を増幅できる。この図はシステムの各段を
通過して進行する光パルスの時間波形を示している。OPA の広い帯域幅を利用すると、高いピー
クエネルギーをもつ短いパルスの発生が可能になる。
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段に CPA を使うと CPA はパルスの一
部しか増幅しないため、帯域幅の著し
い減少は起こらない。
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図 2 三つの ELI 支柱インフラの設計を示している。上段はハンガリーに設置されるアト秒研究インフラ、中段はチェコに設置されるビームライン研
究インフラ、下段はルーマニアに設置される光核反応研究インフラの構成である。（資料提供：ジェラール・ムールー氏）

なる。このバブルは多数の電子を相対

器をテラ電子ボルト（ TeV ）領域に拡

必要としているが、この応用は陽子加

論的速度へと加速し、加速された電子

張する問題を評価する実験にも使用で

速装置のサイズ、コスト、利便性の進

は均一に近いエネルギーをもつ高密度
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歩に役立つ。

バンチのなかに捕獲される。電子パル
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にある。

ーよりも数桁大きいため、これらの実

ルーマニアのブカレスト近郊に配置

短バースト発生が必要になることを明

より実用的な応用も可能になる。高
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両方の発生が必要になる。

の開発に向けての重要な段階になる。
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広範囲の実験可能性を確保するため
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加速できる。このようなエネルギーへ
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