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Attosecond extreme ultraviolet and soft X-ray pulses are generated through high-order harmonic generation, a
highly non-linear and non-perturbative phenomenon. Nonlinear optical effects and electron-electron interaction play an essential role in various applications of attosecond pulses. The best way to study atomic dynamics
under such circumstances theoretically is direct numerical simulation of the time-dependent Schrödinger equation
(TDSE). The present article introduces how to model the high-field and ultrafast phenomena on the basis of
TDSE, and reviews recent theoretical findings on attosecond pulse generation and attosecond phenomena,
peculiar to the time scale of electronic motion inside an atom.
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1．はじめに

たとえ少数の電子を含む系しか取り扱えないとして

極端紫外
（XUV）
および軟X線領域での新しい高強度超短

も，近似がつきものの理論研究において厳密解が得られ
るということの重要性と信頼性は計り知れない．そもそ

パルス光源の代表として高次高調波1）があげられる．2001
年にKrauszらが高次高調波発生
（HHG）
によりパルス幅が1

も，時間を含むシュレーディンガー方程式をそのまま計
算機シミュレーションできるということに新鮮な驚きを

フェムト秒を切るアト秒軟エックス線パルスの発生に成
功し，物質中の電子の超高速運動を観測したり自由に操

感じる人も多いであろう．また，HHGでターゲットとし
てよく用いられる希ガス原子は多くの電子を含んでいる

作したりする
「アト秒科学」
という新領域が誕生した2）．こ
れらの過程を理論的に研究するにはどうすればよいので

が，幸いなことに高強度場現象は，そのうち1つだけが実
効ポテンシャルを感じながら運動し残りの電子の波動関

あろうか．量子系の理論というと第1原理計算や量子化学
計算を思い浮かべる人も多いであろう．しかし，高次高

数は凍結されているとするsingle-active-electron（SAE）
描像
でよく説明できるため，1電子系のTDSEでも応用範囲は広

調波発生は高度に非線形・非摂動論的な過程であり，ま
たアト秒現象で関心の的になっているのは電子相関が重

い．このようなアト秒パルスの発生とそれが引き起こす現
象の理論研究の主要な潮流−TDSEシミュレーション−を

要な役割を果たすダイナミクスであるため，これらの手
法では
（現時点では）うまく取り扱うことができない．

紹介することが本稿の目的である．
まず，第2章ではTDSEの数値計算モデルについて述べ

基本に立ち返れば，量子系のダイナミクスは，時間依
存シュレーディンガー方程式（time-dependent Schrödinger

る．特定の計算手法を詳述することはさけ，異なる研究
者によって用いられている手法のバリエーションについ

equation, TDSE）によって原理的に正確に記述することが
できる．そして現在までのところ水素，ヘリウム，リチ

て概観する．続いて第3章ではフェムト秒レーザーによる
高調波やアト秒パルスの発生について，また第4章ではア

ウムに関しては，「原理的に」ではなく「実際に」TDSEに
よってダイナミクスを計算することができ，高次高調波

ト秒パルスが引き起こす新奇な現象について，最新の理
論研究の成果を紹介する．

発生やアト秒現象は主に，TDSEを数値シミュレーション
することによって研究されている．
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2．数値計算モデル

起準位の詳細な構造はかき消されてしまうため意外に有
効であり，実際，Muller5）はこのモデルポテンシャルが，

2.1 時間依存シュレーディンガー方程式
光の場におけるN電子原子の振る舞いは，時間依存シュ
レーディンガー方程式,
i

{ }

∂Φ( rj , t )
∂t

= ( H 0 + H I ) Φ,

Arの超しきい電離
（ATI）
スペクトルを共鳴に起因するサブ
ピークまでよく再現できることを示している．
このようにして得られるTDSEをどのようにシミュレー
ションするのか？まず1電子波動関数Φ（r,t）
は，球面調和

j = 1,, N

(1)

関数を用いて一般には Φ( r , t ) = ∑ Rlm (r )Yl m ( rˆ) と，特にz方
l ,m

で記述される．本稿では特に断らない限り原子単位を用
いる．ここでH0は原子番号Zの原子のハミルトニアン

 1
1
Z
H 0 = ∑  − ∇ 2j −  + ∑
2
r
−
r
rk


j
j >k j
j

(2 )

0
向の直線偏光の場合には Φ( r , t ) = ∑ Rl (r )Yl (θ ,φ ) と展開す
l

ることができる．ここで，多くの読者は，おそらく，動
径波動関数
（Rlm
（r）
またはR（r）
）
を固有状態の線形結合とし
l
て表わし，その展開係数の時間発展を計算する，という
のを思い浮かべることであろう．しかしながら，そうで

である．双極子近似における相互作用のハミルトニアンHI
は，一般に2つの異なるゲージで書くことができる．一方

はなく，空間グリッド上での動径波動関数の値の時間発
展を直接計算するのが一般的になってきている．これは

はlength gaugeと呼ばれ，光電界E
（t）
を用いて

通常，波動関数を位置と時間の関数としてとらえている
我々の感覚とも合致しており，計算結果を直観的に把握

H I = ∑ rj ⋅ E(t )

(length gauge)

j

(3)

とあらわされ，他方はvelocity gaugeと呼ばれ，ベクトルポ
テンシャルA
（t）
を用いて
2

A 
H I = ∑  − iA(t ) ⋅∇ j +
 (velocity gauge)
2 
j 

( 4)

とあらわされる．length gaugeでの波動関数FLとvelocity
gaugeでの波動関数FVは



ΦL = exp i ∑ A(t ) ⋅ rj  ΦV
 j


(5)

するのが容易であるというコンセプト上の利点もある．
等間隔のメッシュが用いられることもあれば 3-5），計算
コストを下げるために原子核に近いところほどメッシュ
を細かくする可変グリッドを用いるアプローチ 6 ）もあ
る．空間差分については，2次の差分，4次の差分，さら
にはGauss-LegendreやB-Spline 6,7）などのより優れた内挿
法が用いられることもある．
時間発展に関しては，ユニタリ性が保たれ時間ステッ
プ ∆tにかかわらず安定なCrank-Nicholson（PeacemanRachford）
スキームが用いられることが多いが，ここでも
可変時間ステップを用いたり，より高次の時間発展プロ
パーゲーターを用いるなどのアプローチもある．

のようにゲージ変換され，観測量はどちらのゲージで計
算しても同じになる．すなわち，2つのゲージは物理的に

すでに述べたように，原子と光の相互作用は2つのゲー
ジで記述できる．式
（3）
（4）
の形から，length gaugeでは原

等価である．

子核から遠いところで，velocity gaugeでは原子核に近いと
ころでの計算負荷が大きくなる．従って，一般的には，

2.2 Single-active-electron近似
式
（1）
を数値的に解くのは，水素様原子については比較

XUV・軟エックス線パルスの場合にはlength gaugeが，逆
に高強度の赤外レーザー光の場合にはvelocity gaugeが有利

的容易であるが，電子の数が増えるに従って，クーロン
相互作用の項のために，計算量は指数関数的に増加す

になる．ただし，原子とレーザー場の組み合わせからな
るポテンシャルバリアーを電子波動関数が通り抜けてい

る．これまで，ヘリウム
（2電子）
およびリチウム
（3電子）
に
ついては計算が行われているが，4つ以上の電子を含む系

くというトンネル電離のイメージは，length gaugeによる
ものである．

を取り扱うのは現時点ではほぼ不可能であるので，多く
の理論研究が，1つの電子のみが実効ポテンシャルV
（r）
の

これらの組み合わせによって，TDSEの数値解法には多
様なバリエーションがある．また，上で紹介した位置空

中で運動するとみなすsingle-active-electron近似を用いてい
る．モデルポテンシャルとしては，Kohn-Sham3）やHartree-

間で解く方法が用いられることがほとんどであるが，こ
れに対して運動量空間で解く試み8）などもある．

Fockポテンシャル4）を用いる試みなどもあるが，次のよう
なシンプルなものを用いることもできる5）．
1 + Ae − Br + ( Z − 1 − A)e − Cr 
V ( r) = 
r

(6 )

2.3 ヘリウムのTDSE
2重電離や励起をともなう電離，電子相関が重要な役割
を果たす過程を研究する場合には，SAE近似は使うことが

パラメーターA, B, Cは，イオン化ポテンシャルと第1励

できない．もっとも単純な複数電子系はヘリウムである
が，幸いなことにXUV・軟エックス線領域での非線形光

起エネルギーの値が正しく再現されるように選ぶ．原子
物理や電子構造計算に携わる研究者にとっては一見あら

学の実験でしばしば使われるため，理論と実験の直接比
較が可能である．

い近似に感じられるであろうが，高強度場においては励

2電子波動関数の角度成分は，クレプシュ・ゴルダン係
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数と球面調和関数，合成各運動量Lを用いて

ΛlL1l2 ( rˆ1 , rˆ2 ) = ∑ l1ml2 − m L 0 Yl1m ( rˆ1 )Yl2 ,− m ( rˆ2 )

(7)

m

ペクトルを示す．カットオフエネルギーは高いまま，発生
効率が17桁も向上していることが分かる13,14）．基本波の波
長を750〜850 nmの範囲で変化させても
（27次高調波の波長
も変化することに注意）
同程度の増大がみられる．この飛

で定義される結合型球面調和関数 Λl1l2 で展開することがで
きる．（r1,r2）
に依存する動径波動関数は空間グリッド上の

躍的増大効果のメカニズムには，Fig. 2に示すように，重ね
合わせ状態からの高調波発生と仮想励起状態からのトンネ

値で表現し，クーロン相互作用まで厳密に取り込んだ差
分方程式を構築することができ
（詳細については文献9）
を

ル電離の2種類があり，いずれにおいてもXUV・軟エック
ス線の付加によってイオン化の確率が飛躍的に高まるのが

参照）
，時間発展は例えば前進差分法で計算できる．この
時間依存緊密結合法以外にも，これ10）を改良して時間発

ポイントである13,14）．従ってこの効果は，基本波のみでは
ほとんど高調波が発生しないときに有効であり，基本波だ

展をより計算コストの少ないKrylov subspace法11）で計算す
る試みや，超球座標を用いたアプローチ12）もある．

けで十分な高調波が得られているときには，増大効果は見
られない．また，共鳴励起は必要ではなく，仮想準位から

3．高次高調波とアト秒パルスの発生

のトンネル電離によって飛躍的増大効果は起こる．付加す
るXUV・軟エックス線の光子エネルギーがイオン化ポテン

L

アト秒パルスやパルス列は，高次高調波として得られ

シャルより小さい場合の方が，増大効果は顕著である．こ
の飛躍的増大効果は，最近，実験によって実証された15）．

る．本章では，水素様原子やSAE近似でのアプローチを用
いた高次高調波発生やアト秒パルス発生に関する研究を

その詳細については，本特集の高橋 栄治氏の報告を参照さ
れたい．

紹介する．

Fig. 1においては1つの次数の高調波を同時照射すること
を考えた．これに対して，複数の次数を重ね合わせるこ

3.1 高次高調波発生の飛躍的増大効果
標的原子のイオン化ポテンシャルに比べて，基本波

とによって基本波の半周期毎にくり返すアト秒パルス列
が得られる．一方で，高調波の各次数には，レーザーの

レーザーが多光子電離領域にあって弱く，イオン化レー
トが低い場合には，高調波の発生効率も低くなる．波長

毎半周期の特定の位相で放出され再結合する電子の量子
経路が寄与している16）．Schaferら17）はHeのSAE計算を行

800 nm，ピーク強度3 × 1014 W/cm2の基本波を水素原子お
よびヘリウムイオン
（He+）
に照射した場合の高調波スペク

い，11〜19次光からなるアト秒パルス列と基本波のタイ
ミングを調節することによって特定の量子軌道を選択

トルを計算したものをFig. 1に示す13,14）．He+のイオン化ポ
テンシャルは54.4 eVと水素原子（13.6 eV）
よりかなり大き

し，高調波スペクトルのプラトーやカットオフの構造を
制御することができることを示した．

いため，高調波発生効率は10桁以上低くなっており，実
質上高調波はほとんど観測されないであろう．

3.2 基本波・XUV同時照射によるアト秒パルス発生

このような状況では，XUV・軟エックス線を同時照射
して電離をアシストすることによって，HHGを制御するこ

アト秒パルス列を特定の量子経路をとりだすゲートとし
て用いるアイディアをさらに推し進めると，アト秒単パル

とができると期待される．同じくFig. 1に，強度1013 W/cm2
の27次高調波
（波長29.6 nm）
を同時照射した場合の高調波ス

ス発生に応用できる可能性がある．Fig. 3（a）に示すよう
に，波長800 nmの基本波の11〜19次光からなるシードパル
ス列と波長2.1 µmの駆動光との組み合わせによるHHGを考
える．後者は光パラメトリックチャープパルス増幅
（OPCPA）
で得られる波長に対応しており，パルス列の基本
波とは波長が異なる点に注意する．シードパルス列はパル
ス幅15 fs程度のマルチサイクルレーザーで発生できるもの
を想定しているが，駆動光のほぼ1周期におさまってい
る．従って，シードパルス列による飛躍的増大効果で，こ
の1周期の間だけ高調波発生が起こるであろう．さらに，
カットオフ近傍に寄与する量子経路は駆動電界がピークを

Fig. 1 Upper solid curve: harmonic spectrum from He+ exposed to a combined fundamental and its 27th harmonic pulse with a duration of 10 fs, the former with
a peak intensity of 3 × 1014 W/cm2 and the latter 1013
W/cm2. The fundamental wavelength is 800 nm.
Lower solid and dotted curves: harmonic spectrum
from He+ and H, respectively, exposed to the fundamental pulse alone.
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4．アト秒パルスによるイオン化
4.1 ヘリウムの2光子2重電離
高次高調波発生の特徴は，アト秒パルスの発生が可能
であることに加えて，高強度のパルスが発生できること
である．これによって，XUV・軟エックス線領域での非
線形光学が可能になった．その例として，ヘリウムの2光
子2重電離をとりあげる．ヘリウムの第1および第2イオン
化ポテンシャル
（それぞれ24.6 eVと54.4 eV）
の和は79 eVで
あるため，波長800 nmの基本波の27次高調波
（41.8 eV）
を
用いれば実現可能で，実際観測されている21,22）．
この過程の断面積は，TDSEシミュレーションで得られ

Fig. 3 (a) Temporal profile of the 1013 W/cm2 seed harmonic
pulse intensity (black, right axis) with a global pulse
width of 5 fs and the 1.5 × 1013 W/cm2 driving laser
field (gray, left axis) with a pulse duration of 30 fs.
(b) temporal profile of the generated pulse intensity,
around 30 nm wavelength.

過ぎた位相17˚で放出されるものであることに注意すれ
ば，カットオフ高調波は縦の矢印で示したパルスのところ
でのみ発生し，アト秒単パルスが発生すると期待される．
実際に，Neを標的原子としてSAE計算を行い30 nm付近
で発生する軟エックス線パルスの時間プロファイルを求め
たものをFig. （
3 b）
に示す．パルス幅800 asの単独パルスが
得られていることが分かる18）．ここで紹介した方法では，
駆動光，シードパルス列を発生する基本波ともにマルチサ
イクルでいいのが特徴で，特に駆動パルスが非常に長くて
も，シードパルス列中の1 つのみが飛躍的増大ゲート
（attosecond enhancement gate for isolated pulse generation,
AEGIS）18）の役割を果たすため，アト秒単パルスが発生す
る．逆の波長の組み合わせ，すなわち波長2.1 µmの基本波
の高調波からなるシードパルス列と波長800 nmの駆動光と
の組み合わせでも，350 asの単独パルスが発生できること
が示されていることを付け加えておく18）．
複数のパルスを組み合わせてアト秒単パルスを発生す
る提案はほかにもある．たとえば，Zengら19）は比較的弱
い超短パルス
（〜5 fs）
とパルス幅の長い（〜50 fs）
高強度パ
ルスの組み合わせで，ほぼ単独のアト秒パルスを発生で
きることを示している．この場合，前者がスイッチの役
割を果たしているのに対し，HHGに必要な電界のほとん
どは後者から供給されており，超短パルスの強度を上げ
る必要がないのが特徴である．また，Pfeiferら20）はパルス
幅12 fsの基本波パルスに1 %程度の強度の２倍波を組み合
わせることで，単独パルスを発生できることを示してい
る．このように電場形状を少し変化させることによっ
て，基本波の半周期ではなく1周期ごとに高調波パルスが
発生するようになり，基本波のみの場合に比べて倍程度
のパルス幅でもアト秒単パルスが発生できるようになる
のである．

る収量から計算できる．報告されている理論計算は，対
象としている光子エネルギーが41.8〜45 eVの範囲内に広
がっているため単純には比較できないが，断面積の値が
0.015〜8.1 × 10-52 cm4sの範囲に分布し報告によって大きな
隔たりがある．この不一致の原因は現時点でははっきり
していないが，我々の計算によると0.30 × 10-52 cm4sであ
り，これは実験値0.4 × 10-52 cm4sとよく整合している22）．
79 eV以上の軟エックス線ではヘリウムは1光子でも2重
電離するが，強度が十分に強ければ段階的に2つの光子を
吸収して2価イオンになる過程も考えられる．これをアト
秒パルスで起こした場合，光電子エネルギー分布はどのよ
うになるであろうか．光子エネルギー91.45 eV
（800 nmの59
次高調波）
，パルス幅450 asの軟エックス線パルスの場合の
2電子エネルギー分布をFig. 4に示す．光子エネルギーから
は67 eVと37 eVの2カ所にピークができることが予想され
るが，Fig. 4を見るとその2つのピークの間に少しであるが
電子分布があることが分かる．この成分の割合はパルス幅
が短くなるほど増え，75 asの場合には実質1つのピークに
なってしまう．これは広がった2つのピークのすその重な
りとしては説明できない「異常」
成分である10）．
同様の現象は，複数の理論計算によって報告されてい
る23-25）が，この異常成分の起源は何であろうか．我々は
直観的にイオン化の瞬間から基底状態のイオンが残され
るイメージを持っているが，実際には2電子間の相関が瞬
間的になくなることはないため，22 asの相関時間を経て
基底状態に至る．アト秒パルスの場合にはこの非常に短
い緩和時間も無視し得なくなり，その間に第2のイオン化
が起こる事象が異常成分となるのである10,24）．Barnaら25）
は通常のピークでの電子の角度分布が双極的で独立電子
に対応しているのに対して，異常成分の角度分布には顕
著な四重極成分が含まれていることを見出し，これは相
関誘起のイオン化であることを支持している．
4.2 アト秒2重・3重スリット実験
アト秒パルス列は複数の次数成分を含んでおり，原子
をイオン化した場合の光電子スペクトルはそれらに対応
する複数のピークからなる
（Fig. （
5 b）
の実線）
．この至極当
然な結果は，電子の二重性の表われであるヤングの干渉
実験の時間版としても理解することができる．電子が複
数あるスリットのうちどれを通ってきたか分からないた
めに干渉縞ができるのと同じように，パルス列によるイ
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Fig. 4 Energy distribution of the electrons ejected through
two-photon double ionization of He. Probability distribution P (E1, E2) of the energy E1, E2 of the two
electrons for a pulse width of 450 as.
オン化では電子がどのパルスによって放出されたか分か
らないためにできる干渉縞がスペクトル中の複数のピー
クなのである．ならば電子の放出時刻の情報によって干

Fig. 5 (a) Temporal variation of an attosecond soft-x-ray
triple pulse (solid line), composed of the 23rd to 31st
harmonics of a laser pulse with a wavelength of 800
nm. In addition, a temporal profile of the vector potential of the laser electric field with a carrier-envelope phase of 0 (dashed line) and –π/2 (dotted line).
The peak intensity is 5 × 1012 W/cm2. (b) calculated
kinetic energy spectra of photoelectrons ejected to
the direction θ = 0 by the triple pulse without (solid
line) and with the energy-shearing laser pulse (dashed
and dotted lines).

渉縞のでき方を制御できるはずである．
アト秒パルスを応用した時間分解測定で必要となる電

る．同じ1つの電子が，シングルスリットとダブルスリッ

子放出時刻の測定法として，レーザーパルスによる運動
量およびエネルギー変化がイオン化の時刻に依存するこ

トの両方を同時に通過し，その結果が同じ方向で1つのエ
ネルギースペクトルとして得られるのである 27）．

とを利用する「アト秒ストリークカメラ」26）がある．レー
ザーパルスのベクトルポテンシャルをA（t）とすると，時

時間領域の2重スリット実験は，レーザーパルスによる
トンネル電離でも実現できる．この場合，観測される電子

刻 tr に放出された電子のエネルギー Wi は，角度 q 方向で
は − 2Wi A(tr ) cosθ だけシフトする．

の運動量がFig. （
5 a）
のベクトルポテンシャルに比例する．
従って，たとえば点線のようなパルスの場合でパルス幅が

Fig. （
5 a）
に実線で示すトリプルパルスで水素原子をイオ
ン化すると同時に，破線あるいは点線で示すようなベク

十分に短ければ，0˚方向
（図の下側）
にはダブルスリットな
ので電子エネルギースペクトルにフリンジが見られ，180˚

トルポテンシャルのレーザーパルス
（波長800 nm，パルス
幅5 × 1012 W/cm2）
を照射した場合の，0˚方向のスペクトル

方向にはシングルスリットなので，フリンジが消えること
が予想される．実際，Lindnerらは，Arのトンネル電離によ

をTDSE計算で求めたものをFig. 5（b）
に示す27）．特に点線
の場合に着目すると，第1，3パルスによって放出された

る電子エネルギースペクトルに上で予想したようなフリン
ジを観測し，さらにパルスのキャリアエンベロープ位相に

電子はエネルギーが増加し，第2のパルスによって放出さ
れた電子はエネルギーが減少する．このため20 eV付近で

よってフリンジパターンが変化し，それがTDSE計算の結
果と合致することを見出している28）．

は，第2パルス
（シングルスリット）
によるイオン化である
と特定できるのでフリンジは消え，35 eV付近では，第1，

5．おわりに

3パルスのダブルスリットになるので，フリンジ間隔がト
リプルパルスのみの場合の半分の干渉縞ができる．着目

アト秒XUV・軟エックス線パルスおよびその発生に必

すべきは，放出される電子の数は1つだということであ

要なフェムト秒レーザーと原子の相互作用を，時間依存
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シュレーディンガー方程式によって計算する手法と，そ
のような数値シミュレーションに基づく，アト秒パルス
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我が国では，XUV・軟エックス線領域での非線形光学
効果において他国の追随を許さない実験成果があがって
おり，4.1節で紹介した ヘリウムの2光子2重電離はこれに
関連する研究である．一方で，より高次で短波長の高調
波への展開や，多くのアト秒光源がそれほど高強度でな
い現状を鑑みると，アト秒パルス応用の将来展望として
は，赤外・可視光レーザーと積極的に組み合わせていく
のが有望であると考えられる．実際，本稿で紹介した研
究の多くも，アト秒パルスと赤外・可視光レーザーが同
時に存在する場における原子の振る舞いに関するもので
あり，今後さらにその傾向は強まるであろう．
計算機技術の目覚ましい進歩により，SAE近似でのシ
ミュレーションは比較的容易になり，パラメーターをふ
りながら計算を繰り返すこともできるようになった．し
かしながら，アト秒XUV・軟エックス線パルスとフェム
ト秒レーザーパルスが同時に存在する場におかれたヘリ
ウムの挙動をシミュレーションするのは，膨大な計算コ
ストのために極めて困難である．また，より短波長でパ
ルス幅の短いアト秒パルスを求めて，中赤外光パルスに
よるHHGが注目を集めているが，中赤外領域では，関係
する空間領域が広くなり部分波
（角運動量l）
の数も多くな
るため，急激に計算コストが増大する．計算手法の改良
によって，現在では困難なこれらのシミュレーションが
手軽に行えるようになることが切望される．一方で，数
個以上の電子を含む原子のダイナミクスを
（SAE近似を用
いずに）TDSEシミュレーションするのはおそらく永遠に
不可能であり，何らかの近似を伴う手法を発展させるこ
とも重要である．本稿では紹介できなかったが，時間依
存密度汎関数理論 2 9 ）や多配置時間依存ハートリー・
フォック法30）などの開発も進んでおり，特徴の異なるさ
まざまな手法からの知見を総合することによって，アト
秒科学がさらに進展していくことを期待している．
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レーザーワード
アト秒現象（attosecond phenomena）
1フェムト秒より短いアト秒領域
（1アト秒 = 10-18秒）
の極

そ150アト秒であることから，原子・分子内の電子がアト

短時間に起こる超高速現象．特に，内殻電子励起，自動電
離，オージェ効果など，アト秒から数フェムト秒の時間ス

秒の時間スケールで運動していることが分かる．アト秒現
象の研究には，
（おもに高次高調波発生をもちいた）
アト秒

ケールで起こる原子・分子内の電子の運動をさすことが多
い．水素の原子核（陽子）からボーア半径
（5.3 × 10-11 m）
だ

パルスの発生と計測，アト秒パルスと物質の相互作用など
も含まれる．
（石川 顕一）

け離れて等速円運動する電子を考えると，その周期はおよ
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