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　新世代の自由電子レーザ（FEL）は
0.15nm以下の短波長においてコヒー
レントX線の高輝度フェムト秒パルスを
発生し、20GWまでのピーク出力が得
られる。ピコ秒（ps）とフェムト秒（fs）の
Ti：サファイア増幅器を使用すると、初
段での電子バンチの生成、FELビーム
特性の最適化、X線ビームラインとの結
合による時間分解実験が可能になる。
　FELの相対論的電子は交番極性の周
期構造をもつ一組の磁石から成るアン
ジュレータを通過する。磁場は電子を
正弦波の経路で加速し、電磁放射を引
き起こす。放出された電磁場は電子の
エネルギーと密度を変調し、放射波長

の間隔をもつ「マイクロバンチ」を形
成する。放射波長のマイクロバンチビ
ームはコヒーレントになる。
　シンクロトロンやX線管などの伝統
的なX線源はインコヒーレントX線パ
ルスを発生するが、FELはそれよりも
はるかに高い輝度とより短いパルス持
続時間をもつ誘導コヒーレント出力ビ
ームを放射する。FELの放射波長は基
本的にアンジュレータ周期、磁場強度
および電子エネルギーに依存する。し
たがって、FELは電子の運動エネルギ
ーとアンジュレータの構成を変えるこ
とで、非常に広範囲の同調が可能にな
る。FELは従来とまったく異なる波長

での高コヒーレント放射を生成するた
め、物理学、分子動力学、医学、材料科
学などの広い分野の研究に応用できる。

FELフォトインジェクタ
　米スタンフォード線形加速器センター
（SLAC）のリニアックコヒーレント光源
（LCLS）は、エネルギーがキロエレクト
ロンボルト（keV）の硬X線を発生する最
初のFELとして建設された。LCLSは
長さ3kmの線形加速器の3分の1を使
用し、500eV～9keV以上の範囲におい
て、1ミリジュール（mJ）以上のエネル
ギーをもつパルスを数百～4fs以下の
持続時間と30～120Hzまでの繰返し速
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超短パルスレーザシステムとの
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図1　次世代FELは超短パルスレーザで駆動す
るフォトインジェクタが中核部品になる。（資料
提供：SLAC）



度で発生する。
　FELはアンジュレータの利得飽和を
達成するために、非常に明るい電子ビ
ームが必要になる。高輝度電子ビーム
は超短パルスレーザ増幅器を使用し、
フォトインジェクタと呼ばれるRF加速
構造の光電陰極を照射して、電子バー
ストを生成する（図1）。超短パルスレ
ーザを制御すると、電子は光電陰極か
ら離れる時間が精密に最適化され、こ
のパルスは電子加速器の残りの部分と
の強い同期が得られる。また、電子バ
ンチの空間および時間プロファイルの
最適化も可能になる。
　LCLSは銅の光電陰極をもつフォトイ
ンジェクタを使用する。Ti:サファイア
系の超高速増幅器を用いて励起された
銅は、一般に信頼性と量子効率との間
に良好なトレードオフが得られる。こ
の増幅器は760nmにおいて数mJの出
力と1～5psの持続時間をもつパルス
を生成する。その出力は253nmへの
周波数3倍化と数mにわたるリレーイ
メージ伝送が行われ、フォトインジェ
クタの光電陰極に到達する。このフォ
トインジェクタレーザは数ヶ月にわた
り連続動作するため、空間モード、時
間プロファイルおよびパルスエネルギ
ーの非常に高い安定性が要求される。
赤外（IR）ビームの部分も「レーザヒー

タ」として使用され、最初の電子と相
互作用して、電子ビームの不安定性の発
現を減少させる。
　FELフォトインジェクタは350psの
サイクルタイムに対応して2856MHzの
RF周波数をもつため、このレーザシス
テムはピコ秒の状態で動作する。レー
ザパルスの持続時間は最適化され、RF
効果によるエネルギー広がりとバンチ
内の電子間の有害な空間電荷が最小に
なる。とくに、より長いパルス（数十ps）
はパルス内のRF加速勾配の差によっ
てエネルギー広がりが大きくなる。より
短いパルス（数百fs）は非常に高い電子
密度を生成し、横方向と縦方向の運動
量の分布が大きくなる。

FELのシーディング
　新しいフェルミ＠エレットラ（Fermi 
@Elettra：イタリアのトリエステにあ
るエレットラ・シンクロトロンのFELプ
ロジェクト）もTi：サファイアシステム
の周波数3倍化出力で駆動した銅の光
電陰極を使用する（図2）。このFELは
再生増幅器段を組合せて特注した米コ
ヒレント社（Coherent）の増幅器とそ
れに続く二つの二重光路増幅器を使用
する。このシステムは紫外（UV）への
高調波変換前にチャープされ、次段の
パルス成形に最適化された帯域幅10 
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図2　新しいフェルミ@
エレットラはトリエステ
のエレットラ・シンクロ
トロンのFELプロジェク
トになる。（資料提供：シ
ンクロトロン・トリエス
テ）



nmのIRパルスが得られる。フェルミ
チームはフーリエ成形と圧電可変構造
鏡に用いたUV領域の時間成形装置を
組立て、増加したランプ形状をもつ長
いパルスを発生させた。可変構造鏡は
パルス形状を適応制御してFEL性能を
最適化する。LCLSの場合と同様に、フ
ェルミはIRビームの一部を利用して、
電子ビームにインコヒーレントなエネ
ルギー広がりを与え、ビーム品質の劣化
とFEL出力の制約をもたらす可能性の
ある空間電荷不安定性を抑圧する（こ
の技術はSLACにおいて発明された）。
　LCLSは非常に短いX線波長（0.15nm
まで）を発生し、最大10keVの光子エネ
ルギーが得られるように最適化されて
いるが、将来的にはそれ以上を目指し
ている。他方、フェルミは20～300eV
エネルギー領域の軟X線の発生を目指
している。LCLSは自己増幅された自
然放出（SASE）と呼ばれる過程に基づ
いて、FEL信号が電子ビームのショット
雑音から生まれる。SASEの出力は縦
方向コヒーレンスが制約される（約1fs
またはそれ以下）。このことは応用の
多くに対して好ましいが、より長いコ
ヒーレンス長（とより狭いFEL線幅）が
利点となる応用もある。このことは基
本的に、フェルミの場合と同様に、コ
ヒーレント外部レーザによるFELのシ
ーディングを行うことで実現できる。
とくに最初のアンジュレータの内部に
おいて加速された電子はシードレーザ

からの強力なUVパルスと相互作用し、
シードレーザ波長と高調波の両方にお
ける「バンチ」電子となる（図3）。フ
ェルミは多重アンジュレータを用いた
カスケード高調波増幅過程によるUV
波長変調の変換を行い、プロジェクト
の第1段階では30nm（40eVの光子エ
ネルギー）近傍の波長において、その
後の第2段階では4nm（300 eV）の波
長において、約500MWまたはそれ以
上のFEL出力を実現する。
　シーディングの主要な目標はSASE
の状態における高い波長精度とショッ
ト間の再現性の実現にある。フェルミ
のシーディング試験は2010年12月13
日に初めて成功し、ユーザ利用施設と
しての機能は2011年末までの達成を
目標にしている。
　FELのチューナビリティを実現する
には、シードレーザをUVの広い領域に
おいてチューナビリティにする必要が
ある。そのために、フェルミチームは200
～260nmの波長範囲において100MW
のピーク出力を発生するIR光パラメト
リック増幅器の上方変換したUV出力
を使用する。
　パルスが100fs以下になると、高効率
なシーディングを実現するにはレーザ
と加速器との同期が必須になる。フェ
ルミ施設の大きさと同期に必要なサブ
システム間の長い距離を考慮すると、従
来のRFによる同期は必要となる＜50fs 
rmsのタイミングジッタを確保できない。

その代わり、157MHzのファイバレーザ
をマスタ発振器として使用すること
で、フェルミ施設にあるすべての重要
部品のタイミングはファイバリンクを通
して確保することが可能になる。

外部同期
　FELと超短パルスレーザのタイミン
グの同期はポンププローブ実験の場合
も必要になる。SLACの場合、ポンププ
ローブ実験は6つのハッチの一つにお
いて、いくつかの超短パルス増幅器の
一つと波長可変光パラメトリック増幅
器（OPA）を使用して、FELビームの相
互作用が試料上で行われる。レーザの
タイミングは米ローレンスバークレー
国立研究所（LBNL）が開発したタイミ
ングと同期を分配するネットワークを
用いて制御される。
　レーザが施設内のタイミングシステ
ムに固定されていたとしても、RFパル
スと最終のFEL出力パルスの到着との
間には大きなタイミングジッタが存在
するため、このアプローチにはわずか
1psほどのタイミング安定性が生じる。
FELと超短パルス増幅器はそれぞれ
5fs以下と35fs以下のパルスを発生す
るため、この安定性は全体の時間分解
能の確保に役立つ。したがって、フィ
ードバックループの付加は、FEL電子
バンチの到着時間の直接測定を可能に
し、生のポンププローブデータの修正
にも使える。このシステムはそれぞれ
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図3　フェルミは超高速増幅器からのUVパルスを使用して、FELの最初のアンジュレータへのシードを行う。それにつづくアンジュレータはFELの
周波数を高次高調波へと段階的に高める。



のポンププローブデータ点を個別にビ
ニング処理して、その時間‐遅延特性を
修正する（図4）。最終の結果は50fsの
改善を想定できる100fs rms以下の有
効タイミングジッタであった。

代表的なポンププローブ実験
　現在のフェルミは稼動への途上だが、
SLACは毎週5日間にわたり12時間の
2シフトでユーザ実験を行っている。
その約50%はポンププローブ実験に使
われているが、ポンププローブ実験に
は2種類の方法、つまりFELで励起し
超短パルスレーザでプローブする場合
と、超短パルスレーザで励起しFELで
プローブする場合がある。
　これらの実験は非常に多様化してい
る。例えば、FELのX線出力は原子や
分子からの内部電子の操作と探索に使
えるため、超短パルスレーザによる残留
構造のすべての再配置を実時間でプロ
ーブできる。また、生化学の分野では、
蛋白質の形態解明を目的に、まず超短
パルスで光学遷移を励起し、次にX線
パルスを用いて構造変化のX線回折を
行うことが考えられる。材料科学の場

合は、超短パルスを試料に照射し、結
晶格子に圧縮を引き起こしながら、X線
パルスによる圧縮と緩和の実時間観測
を行う。超短パルスレーザのもう一つの
応用例は、分子流（窒素など）にダイポー
ル配列を形成し、次にX線を用いて双
極子の解離を引き起こす。その結果、飛
行時間検出器によるフラグメントの空
間放出の研究が可能になる（図5）。
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図4　SLAC FELは6つの「ハッチ」があり、
この写真はその一つの内部を示している。こ
のハッチはFELの出力と超短レーザパルスを
組合せて、ポンププローブを含めたさまざま
な実験を行う。 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

0.8 m/q = 14 レーザ遅延
（ps）

0.7

0.6

0.5

0.4

2.1

-1.9

カ
ウ
ント
（
a.u
.）

（a）

飛行時間（μs）

-6 -5 -4 -3

2

1

比
率

（b）

レーザ遅延（ps）

図5　飛行時間検出器は窒素の解離した配列
を探測できる。N2 ＋＋分子イオンは鋭い中心
ピークとして現れ、解離した原子イオンはク
ーロン爆発により分与される運動量と置き換
えられる。レーザパルスとそれに続くX線パ
ルス（正の遅延）を照射すると、強い場による
ジカチオンの解離が起こり、N2 ＋＋の割合が
減少する（ａ）。信号の忠実度は矯正時間のビ
ニング過程（ここでは約50fsの時間ビニング
を使用）により改善される。黒色の曲線は積
分された中心部分に対する集積されたＮ＋/
N2 ＋＋ピークウイングの比率の軌跡を示し、分
子の半再生に近いときの配列構造の詳細を表
している。赤色の曲線は時間ビニングされた
データを示している（ｂ）。


