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研究成果の概要（和文）：　多原子数ナトリウムボース・アインシュタイン凝縮体（BEC)を安定に発生できる装置を整
備し、かつ、ボース凝縮体を非破壊測定できる位相コントラストイメージング光学系を開発した。発生させたボース凝
縮体に2方向から離調周波数を制御した誘導ラマン光を照射することで、30ms間高指向性原子波レーザーを発生できた
。また、2つの超放射パルスを照射することで2個の運動量ゼロのボース凝縮体が発生でき、その特性を調べた。BECに
非対称磁場を印加し超流動性を示すシザースモードが励起でき、このモードと四重極モードとのカップリング条件を明
らかにした。BECの重心運動を利用し、m=0状態のBECに渦度1の渦を発生できた。

研究成果の概要（英文）： We developed a stable system which produces Bose-Einstein condensations (BECs) 
with a large number of sodium atoms and a system ofthe phase contrast imaging for non-distractive 
measurement of BECs. Spatially separated fragments of BECs　in different Zeeman states were extracted 
from BECs irradiated by a two-photon Zeeman Raman laser pulse and the mechanisms were investigated. By 
selecting the detuning frequency between the incident two photons for Zeeman Raman output coupling, a 
collimated atom laser was extracted from sodium BECs for a period of 30 ms. Two fragments of BECs with 
zero velocity were generated by an irradiation of two short non resonantlaser pulses along the long axis 
of BECs. Using an additional off-axis Helmholtz coil, we could generate a scissors mode and observe an 
alternate oscillation between the scissors mode and the high-lying quadrupole mode. Finally, using a 
central motion of BECs, we could generate a vortex with a vorticity of 1 in the m=0 state.

研究分野： 量子エレクトロニクス

キーワード： ボース凝縮　原子レーザー　超放射BEC　量子渦　原子干渉計
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