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宇宙重力波望遠鏡DECIGOの光源開発

 DECIGO PathFinder  (DPF)･･･DECIGO の技術実証機 

DECIGO と DPFの要求性能
DECIGO DPF 

光強度 10 W 100 mW 

波長 532 nm (or 515 nm) 1064 nm (or 1030 nm) 

強度安定度 δI / I ≦10-8/√Hz δI / I ≦10-8/√Hz 

周波数安定度 
 δf ≦ 0.5 Hz/√Hz ＠ 1 
Hz 

＠1064 nm 

 δf ≦ 1 Hz/√Hz ＠ 1 Hz 

＠1064 nm DECIGO と DPF の周波数安定度の要求は同レベル 

周波数安定度の要求達成を目指している 



・Nd:YAGレーザー の周波数安定化 (波長1064nm) 
 (λ= 532 nm の I2飽和吸収) 

・Yb:YAGレーザー(λ= 515 nm)に光源を変更 

　周波数弁別曲線の狭窄化を確認 

・λ=515 nm の I2飽和吸収による周波数安定化 
          

・ファブリ・ペロー共振器による周波数安定化の検討 

なぜ 2方式の周波数安定化を進めているのか？ 

前回まで 

今回 



光共振のS/Nが高い 

宇宙での再現性に疑問 

宇宙での再現性が高い 

周波数安定度を 
　　向上させる必要がある 

ファブリ･ペロー光共振器 

飽和吸収分光 

・信頼性の高い飽和吸収分光で、DPF全体の技術検証を確実に行う 

・将来的には、周波数安定度が高いF.P.共振器もDECIGO光源の候補に 
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　 ・光源をYb-NPRO (波長1030 nm)に変更 

　 ・導波路型PPLNを用いて波長変換の効率向上 

　　　I2 飽和吸収線幅の 1/3の狭窄化を確認 (3.14 MHz→1.15 MHz) 
     　　         　　　(  λ=  532 nm　→  λ=  515nm    ) 

PSHG = 10 mW 
(λ=515nm) 

Signal monitor 
out 

P = 120 mW 
(λ=1030nm) 

80 MHz

AM 

     I2 セル



 λ/2

EOM 
PBS 

PBS 

200 kHz

DBM 

ポンプ光

プローブ光

AOM 
(80MHz) 

Beam 
Dump 

     I2 セル

Yb-NPRO Fiber-coupled 
WG-PPLN 

Isolator 光ファイバ 
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波長変換素子をファイバー結合型に 

　　　I2 セルを5パス通した 

系の機械的安定性が向上 

信号強度の上昇 

光源の安定化制御が可能に 
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 周波数安定化は成功 

・信号のS/Nの改善 

・サーボ回路の最適化 

・絶対周波数安定度の計測 



400mm 

400mm 

共鳴時のセル 

小型化した系のレイアウト検証を行った 

この系での周波数ロックを行う 

一体構造型の光学系を作成する 



ファブリ･ペロー共振器は、外乱によって共振周波数が変化する 

(機械的振動、温度変化) 

外乱が少ない環境ならば、1Hz / √Hzの周波数安定度が実現可能 

レーザー光 

外乱 

FP共振器をDECIGO光源に利用するには、 
どれ程安定な環境が必要なのか？ 

外乱が周波数安定度に与える影響を評価した 



加振器 

共振器 
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 f0 にカップリングした周波数雑音が現れる（誤差信号上） 

周波数雑音への振動の影響が最小の環境が望ましい 

Nd-NPRO 

光ファイバ 

何のパラメータを最適化するのか？ 

加速度計 
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共振器の保持位置によって 
機械振動のモードが決定 

共振器の保持位置を最適化すれば、 
周波数安定度の振動耐性が向上 

↓足の位置 z の定義図 

・ピークで100 kHz /(m/s2)以下 の伝達特性 

⇒ DECIGOの要求性能 1 Hz/rtHz の達成には、振動を10-5 m/s2以下に 

↑共振器の振動 

全長110 mm 

共振器 

d d 



共振器 
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温度制御 

ClearCeramの熱膨張率の温度特性 

(ClearCeramの熱膨張率) ＝ 0 

の点ならば、周波数安定度が 

温度変化の影響を受けにくい 

ペルチェ素子 



F.P.共振周波数の温度特性 

1 Hz/rtHzの周波数安定度を達成するには 

26.217 ± 0.003 [℃] の温度制御が必要 

26.217 ℃ 



・ファイバ結合型の波長変換素子で21mWのSHGを確認 
          

・ λ=515 nmの I2 飽和吸収で周波数安定化を行った 

今後は小型化した系で周波数安定化を行い、 
  絶対周波数安定度の評価を行う予定である 

飽和吸収分光 

・ 光共振器を利用する場合、 
   どれほど安定な環境が要求されるかを調べた 

今後は機械振動や温度変化への耐性が高い光学系を構築し 
   絶対周波数安定度の評価を行う予定である 

光共振器 



光共振器をお貸し頂いた 
京都大学 安東氏 と 
加震器をお貸し頂いた 

国立天文台の辰巳氏、高橋氏へ 
感謝致します。 




