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スペース重力波アンテナDECIGO用光源のための
周波数安定度計測システムの開発III

長野 重夫，伊東宏之, 李瑛, 熊谷基弘, 花土ゆう子, 細川瑞彦

情報通信研究機構
光・時空標準グループ

次世代時刻周波数標準プロジェクト
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研究目的
　日本の将来計画であるスペース重力波アンテナDECIGOは中間質量ブラックホール連星からの重力波や宇宙初期から
の重力波の検出を目的とする. (観測帯域1mHz～100Hz)

・DECIGO用光源に対する要求

　出力10W、波長515nm、単一周波数発振、TEM00 モード

　機械的安定性、長寿命、高効率動作 (宇宙空間での動作)

　相対周波数雑音 10   -15/Hz   1/2 @1Hz (for 1st stage)

　相対強度雑音 10-8/Hz1/2 @1Hz

このような光源開発では要求精度で、高安定に、信頼性の高い周波数安定度計測行うことにより、有意義な技術的フィード
バックが可能となる.

⇒ 情報通信研究機構(NICT)で光周波数標準用に開発されたフェムト秒レーザー

光周波数コムを超高安定マイクロ波発振器にリンクさせて、DECIGO用光源の

周波数安定度を評価する.

・前回の発表(2007年春季大会)では、光周波数コムが参照マイクロ波発振器(水素メーザー)の安定度2x10-13/Hz1/2  　　    
  (@f=1Hz, λ=729nm)でリミットされた計測精度を持つことを確認した.

今回の発表

光周波数コムを冷却サファイアマイクロ波発振器にリンクさせて、10-15/Hz1/2台(@0.1~1Hz)のレーザー周波数安定度計測
を行ったことを報告する.

87Sr光格子時計
40Ca+イオン標準

長野 et al., レーザー研究, 37, 102 (2009)
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光周波数コムによる周波数安定度計測の原理
・フェムト秒パルスモード同期レーザーの出射光電場

・光コムの周波数制御

　n番目のモードの周波数fnは２つの周波数で完全に決定できる:  

                                 fn = n frep + fceo
　frep : パルス繰り返し周波数,  パルス光を高速フォトディテクターで直接検出し、マイクロ波標準に安定化

　fceo : carrier-envelopeオフセット周波数,   自己参照法で検出し、マイクロ波標準に安定化 ⇒ 1オクターブに拡がった光スペクトルが必要

　n : モード番号 (絶対周波数計測が必要な場合),  市販のレーザー波長計で決定可能

・光コムによるレーザー周波数安定度計測

被測定レーザーfcwと光コムの1本のモードfnとのヘテロダイン
ビート計測を行うことで、4~5桁の周波数差がある参照マイクロ波標準
との安定度比較が可能となる: 

                 δfbeat = δfcw – δfn

＊精密計測を行うために、frepとfecoはMW基準に安定化される.
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実験配置
・カーレンズ モード同期 フェムト秒パルス Ti:サファイ
アレーザー

・パルス繰り返し周波数 : 1GHz

・平均出力 : 800mW @8.5W, 532nmポンプ

・パルス幅 : 26fs @951nm

・出射光スペクトル : 630~990nm (1オクターブの2/3)

・2f-to-3f 自己参照法 :

960nm光の第3高調波と640nmの第2高調波のヘテ
ロダイン・ビート計測

∵3 fm -2 f3m/2 = 3(m frep+fceo) – 2(3m/2 frep+fceo)

                       = fceo

・連続運転 : >19時間

S.Nagano et al., to be published to Jpn. J. Appl. Phys.
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冷却サファイア発振器
・高品質HEMEXサファイア結晶

・温度 : 7.3K

・Q値 :  ~109　(unloaded)

・Whispering gallery モード WGH
16,0,0

 

・発振周波数 : 11.2005GHz

 周波数ダウンコンバータで1GHz、9.2GHz信号を発生

・超高安定度 : <10-15 (@ 2s~700s),  5x10-16 (@ 30s~60s)

・西オーストラリア大学(UWA)が開発

サファイア結晶とニオブ共振器 バッフル 液体ヘリウムタンク

F. Riehle, Frequency Standards, 
Wiley-VCH Verlag GmbH (2004)

D.Chambon et al., Rev.Sci.Instrum., 76, 094704 (2005)
J.G.Hartnett et al., Appl.Phys.Lett., 89, 203513 (2006)
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729nm半導体レーザーの周波数安定度計測への適用
・光周波数コムのマイクロ波基準に冷却サファイア発
振器を利用

・Ca+イオンの原子共鳴観測用プローブレーザーの周
波数安定度を計測

   波長 : 729nm

   出力 : 4.7mW

   レーザー線幅 : <25Hz

   高フィネスULE光共振器 (F~150000)

・周波数安定度

 < 5 x 10-15 @1s~10s 

            (                        Hz/Hz⇔ 1/2 @0.1Hz~1Hz)

これは著者らの知る限りにおいて、マイクロ波基準に
安定化された光周波数コムを使って、10-15台
(@1s~10s)の周波数安定度計測を行った世界初の
例.

・計測精度を決定してる要因については調査中.

   a. 729nmLDの安定度限界

   b. 光周波数コムの強度-位相変換ノイズ

   

   c. CSOの安定度劣化

*J.G.Hartnett et al., Appl.Phys.Lett., 89, 203513 (2006)

*

Y.Li et al., Jpn.J.Appl.Phys., 43, 6327 (2008)

1.3/ f

E.N.Ivanov et al.,IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 9, 1059 (2003)
A.Bartels et al., Opt. Lett. 28, 663 (2003)
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515nm/1030nm光計測のための波長拡大
・ 515nmまたは1030nm光の周波数安定度計測を実施す   
　るために、フォトニック結晶非線形ファイバー(PCF)による
光スペ　クトルの波長拡大を行った. 

・ λ<650nm, >880nmの光は光周波数コムの周波数制御　
　に利用. 

・ 650nm<λ<880nmの光をPCFに導入.

・ フォトニック結晶ファイバー

   ゼロ分散波長 : 750 ± 15 nm

   非線形係数 : ~95 /W/km

   コア径 : 1.8 ± 0.3 um

   シングルモード, 偏波保存

   長さ : 70cm

・現在のところ、515nmと1030nmでの計測に十分な光周波
数コムのパワーが得られていない.

⇒PCFへのカップリングの改善と長いPCFの採用を検討中

中心波長1550nmのファイバー光周波数コムの開発中

実験配置
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ファイバーレーザー光周波数コム開発への取り組み

・Er添加ファイバーモード同期レーザー
  非線形偏光回転
  パルス繰り返し : 55MHz
  平均出力 : 5mW (@240mW, 980nmLDポンプ)
  Erファイバー長 : ～1m

・Two-branchセットアップ&
                   Er添加ファイバー光増幅器
  後方励起
  平均出力 : 90mW (@353mW, 980nmLDポンプ)
  Erファイバー長 : ～4m

・高非線形ファイバー
  ゼロ分散波長 : 1539nm
  波長分散 : 0.226ps/nm/km (@1550nm)
  非線形係数 : ～25/W/km

M.Nakazawa, et al.,
Electron. Lett. 29, 1327 (1993)

F. Adlar, et al., Opt. Exp. 12, 5872 (2004) 大西, 光技術コンタクト, 45, 183 (2007)

H. Inaba, et al., Opt. Exp. 14, 5223 (2006)

1000 1500 2000100

102

104

106

L
og

 In
te

ns
ity

 [a
.u

.]

Wavelength [nm]

one octave

fs fiber laser

HNLF output
光コムの周波数制御に必要不可欠である
自己参照法を採用するのに十分な
1オクターブ超のスーパーコンティニュアム光
発生に成功している.

開発の現状

1064nm



日本物理学会 第64回年次大会 (2009年03月30日 立教大学＠池袋) 9/9

まとめ
日本の将来計画であるスペース重力波アンテナDECIGOの光源の周波数安定度を評価するためのシステムを構築中.

光周波数標準用に開発された光周波数コムを超高安定冷却サファイア発振器にリンクすることで、1Hz/Hz1/2 (@1Hz, 
729nm)の計測精度を持つことを確認した.　これは我々の知る限りにおいて、マイクロ波基準に安定化した光コムで10-15

台(@1s~10s)の周波数安定度計測を行った世界初の例である.

DECIGO用光源の要求を評価するためには

　　1. 周波数安定度計測の精度向上

　　2. 515nm/1030nmでの計測の実施

が必要である.

今後の課題 

・ 周波数計測精度を決定している要因の追求

・Ti:サファイアレーザーの出射光スペクトルの波長拡大 and/or 1.5umファイバー光周波数コムによる計測の実施
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