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表  紙

OVAL 実験のレーザー入射部

右の磁気シールド内に設置されたマスターレーザーからの1064 nmの赤外光を，左側の窓から入射チェンバー内に導く。フィードバッ

ク用の光学素子も配置してある。(右上) 使用したパルス磁石。ステンレスの補強材で機械的強度を上げてある。 
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