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Paradigm Shift of High Power Laser Technology
Kenichi Ueda
Abstract
This is a conceptual study on high power laser technology. Recently the principle of power scaling of
high power solid state lasers is changing drastically because the aperture scaling is not available any
more by the ASE limitation. The requirement of peak power level is increasing PW to EW or even ZW
level which is a powerful tool to develop high enerry physics and vacuum sceince. We need paradigm
shifting technologies for high peak and high averave power solid state lasers. We developed novel laser
technologies such as fully transparent laser ceramics and coherent beam combining of fiber laser array.
Additional inovations are still essential for our future. How to combine high technologies developed in
electronics field to the photonics, it should be a key. High speed rotary disk is one of the promissing
idea to enhance the cooling efficiency dramatically. The thermal lens reduction technique is investigated
conceptually.

１．は

じ

め

に

本 年（2015 年 ）1 月 27 日，Charles Townes 先 生 が 亡
くなった．一つの時代が終わった感がある．しかし，
レーザーの応用範囲がますます広がり，近年のノーベル
賞がいずれも光に関係していることを見るとまさに “21
世紀は光の時代” である．それを可能にしているのは，
“限界がない” という光の本質で，これは他のあらゆる
粒子から光を区別する大きな特徴である．その特徴を最
も活かすのが，超高出力レーザーを用いた高強度場物理
である．今では宇宙が生まれた当初，光からすべての粒
子が生まれた瞬間を再現することも遠い夢ではない．本
報告ではそのような超高出力レーザー開発にむけて，こ
れまでの技術とは異なったパラダイムシフトが必要に

Fig. 1: World largest laser system NIF (National Ignition Facility),
Livermore, USA

なったことを示し，そのための議論を展開する．

認し，投入エネルギーを上回る点火条件の達成に努力が
2）

２．高出力レーザーの技術と到達点
1）
Maiman によるルビーレーザーの発振 が報告された
直後から LLNL（Lawrence Livermore National Laboratory）を始めとする世界各国の研究所で固体レーザーの
多段増幅によるレーザー核融合実験が開始された．2013
年に完成した米国 NIF（National Ignition Facility）の出
力 は 4.3MJ @ 1053nm と 巨 大 で，3 倍 高 調 波 出 力 で も
1.8MJ，500TW @ 351nm と 人 類 が 創 り だ し た 最 大 の
レーザー装置である．アルファ粒子による自己燃焼を確

続 け ら れ て い る ．192 本 の ビ ー ム か ら な る NIF レ ー
ザーでは増幅チャンネル 1 本あたりの出力が 20kJ（ω ），

10kJ（3ω ）であり，これに続くように世界各国で 10kJ
レーザーの開発が進んでいる．LMJ（フランス）に続
き，中国やロシアでも MJ 出力レーザーの建設が開始さ
れた．
一方，超短パルスレーザーの急速な発展は小さなエネ
ルギーであってもピーク出力で NIF を上回るレーザー装
置を可能とした．光学テーブルひとつの上に乗るサイズ
の Table Top Tera-watt laser（T レーザー）は，技術が
3

進むに連れて，PW（10 W）レーザーとなり，今や eW
15

2015 年 2 月 28 日 受理
＊

豊田理化学研究所客員フェロー

（10 W），ZW（10 W）レーザーも視野に入るように
18
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な っ た．NIF レ ー ザ ー に OPCPa（Optical Parametric

が一変する．そこでは光電界が一回振動する間に電子は

Chirped Pulse amplification）技術を組み合わせた極限

光速にまで電界加速され，そのためローレンツ力の磁場

ビームを 1 m m まで集光すれば，理論的には 10 W/cm

項 B × v が顕著となり，電子は光の進行方向に加速され

という超高強度場を真空中に作り出すことができる．

るようになる．プラズマ中で光と電子が光速で並走する

28
12
10 W/cm の電場とは水素原子内の電子補足電場の 10
倍であり，電子・陽電子対生成を可能にする Schwinger
Limit に肉薄する光強度である．限界のない光はついに

プラズマの条件を相対論光学の領域という ．更に光が
強くなり 10 W/cm になると，陽子も光速で進む超相対

他の何者も成し得ない条件を生み出すところまで到達し

電粒子の相互作用が根本的に変わり，プラズマは固い状

つつある．

態としてプラズマ光学素子が可能となる．これらを総合

28

2

2

10）

24

2

論領域となる．このような領域ではプラズマ中の光と荷

超 高 出 力 レ ー ザ ー の 進 歩 と 目 標 を 示 し た extreme
3）
Light Road Map を Fig.2 に示した．レーザー発明直後
4）
5）
に開発された Q スイッチ ，モードロック技術 の発展
よって，パルス幅は当初のm s から ns，ps と短パルス化

（extreme Light Infrastructure） ，IZeST（International

し，それにともなってピークパワーは直線的に増加し

Center on Zeta-exa-Watt Science and Technology） な

た．しかし，パワーの増加に伴い，レーザーの増幅媒質

どの国際的研究ネットワーク活動に参加して，これら未

そのものが損傷を受けるようになる．ピークパワーは破

踏科学への挑戦を行っている．

することで，従来とは全く異なった物理基盤のもとに，
超高強度だけでなく，アト秒からゼプト秒という未踏の
領域の物理学が開拓されようとしている．筆者は eLI
11）

12）

壊限界以下に抑制される時代が続いた．G. Mourou が開
6）

３．セラミックレーザー

発した CPa（Chirped Pulse amplification）技術 がそれ
を解決し，その後はまた直線的な高出力化の歴史が始

筆者は大学院時代，日本のレーザー核融合研究のパイ

まった．CPa とは超短パルスレーザー光のもつ広いスペ

オニアである山中千代衛先生に学んで，ガラスレーザー

クトル幅を利用して，スペクトル分散遅延を施した超パ

に代替可能な無機の液体レーザー Nd ：POCl3 の開発研
3+

13）

ルスで増幅した後，回折格子対でフェムト秒パルスにま

究を行った ．化学反応に素人なだけでなく，わずかに

でパルス圧縮する技術で，増幅器の損傷を回避しながら

異なった波長のレーザー増幅を解析するため，Cross

ピーク強度を極限まで増大させる．時を同じくして P.
3+
Moulton が極めて広い利得帯域を持つ Ti ：sapphire レー

なるなど，苦労はあったが身になる研究となった．この

7）

Ralaxation などレーザー下順位の分光学的研究が必要に

ザー の開発に成功し，両者が組み合わさることで超高

経験が生きて，固体レーザーにパラダイムシフトをもた

出力レーザーにパラダイムシフトが起こった．OPCPa

らしたセラミックレーザーの開発に成功した．

は CPa 技術を非線形光学結晶によるパラメトリック増
8）

前述の NIF を始め，超大型のレーザー装置はいずれも

幅で実現したもので，更に広い利得帯域が可能である ．

ガ ラ ス レ ー ザ ー で あ る が， 産 業 用 の 固 体 レ ー ザ ー は

レーザー技術におけるパラダイムシフトはレーザー光

YaG レーザーなどの結晶レーザーである．分光学，物

強度に応じてプラズマの物理を変える．光強度が電子の

理，機械的，熱的性質，どれをとっても結晶レーザーは

拘束電界 10 W/cm に達すると原子のトンネルイオン

ガラスレーザーより優れている．しかし，宝石と同じ結

16

9）

2

化 が発生し，さらに 10 W/cm になるとプラズマ物理
18

2

晶を用いる結晶レーザーは大型化できない．この問題を
解決したのが，ガラスのように作ることができる結晶
レーザーであるセラミックレーザーである．
我が国には優れたセラミック技術があり，高出力ラン
プジャケット等のために透明性セラミックの開発をして
いた．そこでも高い熱伝導がないと，熱的にランプジャ
ケットが溶融していた．それらは半透明であったが，素
人 で あ る 筆 者 の 目 に は 十 分 透 明 で， こ の セ ラ ミ ッ ク

YaG を完全透明にできるのではないかと考えた．専門
家は永年の経験で，セラミック中の空乏やグレイン境界
層による散乱をなくすことは不可能だとして，僅かな損
失も許さないレーザー用のセラミックなど不可能だと考
えがちである．一方，理論的にはできない理由が見つか
らなかったので，セラミック技術者に，彼らの技術の潜
在力を説得して，開発に成功した．往々にして専門家は
Fig. 2: Extreme light road map

自身の技術の本当の限界や能力を知らないものである．
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なった．応用の結果が出る前に技術を評価する眼をもつ
ことが重要である．
改めてファイバーレーザーとはなんだろう．最初の
22）

フ ァ イ バ ー レ ー ザ ー は 1964 年 に 発 表 さ れ て お り ，

1970 年には分布屈折率を持った SeLFOC レーザーが我
23）

が国で発表された ．一方，光通信用増幅器と考えられ
てきたファイバーレーザーに高出力レーザーとしての適
性があることは，光通信技術者からは発想できなかっ
Fig. 3: Scalable transparent laser ceramics

た．光通信の信号伝送ですらレーザー損傷が観測される
ファイバーから，kW 級の出力が可能になるなどとは想

Fig.3 は神島化学と共同で開発した Nd：YaG レーザー
14–17）
．ディスクは 11cm 角，
セラミックスの写真である
スラブの最大は 20cm 程度である．酸化物粉末から焼結

像できなかったからである．知りすぎたゆえの盲点で，

する従来法とは異なり，溶液反応で合成した前駆体から

異なレーザーに見えた．しかし，実はファイバーレー

直径 200nm のナノ結晶を作成し，ナノ結晶の真空焼結

ザーのほうがレーザーの原理に忠実で，あるべき姿を備

で作成した．サイズは大型真空炉のサイズで制限されて

えたものである

いるのみで，メートルサイズの透明セラミックスも作成
可能である．セラミックは不透明であるという古くから

3 次元空間の波である光を共振させエネルギーを引き出
すならば，空間的なモード制御がされて 1 次元空間で共

の常識を覆す完全透明セラミックスの実現は，人類の長

振させるのが適しているのは理の当然である．

誰も本当の限界を知らなかったといえる．当時の “普通
のレーザー” から見るとファイバーレーザーのほうが特

24，25）

．モード制御についていえば，本来

い歴史の中で初めてのことである．この成功は固体レー

レーザとーはレーザー媒質内に蓄積したエネルギーを

ザーの制限を打ち破り，大型レーザーの技術に革命的な

レーザー光に変換するエネルギー変換器である．引き出し

変化をもたらした．現に，欧州が進めている核融合発電

効率の最適値はγ = g0/α とすると，以下のとおりとなる．

18）

計 画 HiPeR の レ ー ザ ー に は， 我 々 が 開 発 し た Yb：

YaG セラミックを使用することが決定された．その基
19）
礎モジュールである diPOLe レーザー が英国で開発さ

–

（√γ – 1）
η opt =
γ
2

（1）

れているが，そのレーザー材料は全て我が国から供給さ

結果を Fig.5 に示した．利得・損失比が 10 程度では，増

れている．

幅して得られたパワーの半分以上を内部損失で失う．一
方，損失の少ないファイバーレーザーでは増幅媒質に与
えたエネルギーはほぼ 100% レーザー光として取り出す
ことができる．レーザー媒質にとって重要なのは，低損
失という特性である．しかも，ファイバー，中でも石英
ファイバーは現存する固体物質の中で最も低損失な物質
で，光通信では 100km を無中継で信号伝送できるほど
で あ る． 危 惧 さ れ た レ ー ザ ー 損 傷 も 高 純 度 石 英 で は

GW/cm 以上であり，単一モードファイバーレーザーか
ら 1kW を超えるレーザー発振が可能であることが証明
26）
さ れ た ． さ ら に LMa（Large Mode area） フ ォ ト
2

27）

Fig. 4: Yb:YAG ceramic laser driver for HiPER project

ニック結晶ファイバー の技術が開発され，パルス増幅
でも高出力が可能となった．フォトニック構造による光

４．高出力ファイバーレーザー

レーザーの産業応用を支える高出力レーザー技術は今
やファイバーレーザーである．筆者は前述のセラミック
レーザーの開発と平行して高出力ファイバーレーザーの
開 発 も 行 い，2002 年 に は 世 界 で は じ め て 単 一 フ ァ イ
20，21）

バーからの 1kW 出力に成功した

．残念ながら，当

時はファイバーレーザーの本当の能力が理解されず，我
が国の産業界から受け入れられなかった．結果，IPG を
始めとした海外製産業用レーザーに席巻される結果と

Fig. 5: Extraction efficiency vs gain-to-loss ration in laser amplification
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電波特性の人為的制御が可能になったことで，単一空間

レントビーム結合させる．その出力をパルス圧縮すれ

モードファイバーレーザーの潜在力は格段と広がった．

ば，ファイバーレーザーの高い冷却効率を利用して高繰
り返しでなおかつ超高出力な超短パルスレーザーとな

５．パラダイムシフトの必要性

これまでの高出力レーザーの出力拡大の原動力は大口

る．現在，IZeST の中で新しいレーザー開発を担当する
ICaN プロジェクトで研究が進めている．

径増幅器の開発であった．レーザー損傷を避けるために

筆者はファイバーレーザーのコヒーレントビーム結合

は出力の増大に比例して増幅器口径は大きくならざるを

について，1990 年代後半から注目し，概念的な提案を

得ない．前述の NIF など，現在の大出力レーザーのビー

行ってきた．その背景には筆者の研究の原点が核融合研

ム口径は一様に 40cm 角となっている．これ以上の大口

究にあったことが関係する．高出力レーザーとしての潜

径 化 は， レ ー ザ ー 発 振 と 競 合 す る aSe（amplified

在力をファイバーレーザーに認めたものの，想定する高

Spontaneous emission）や寄生発振のために，蓄積され

出力レベルが単独ファイバーレーザーでは不可能であっ

たエネルギーが損失してしまい，肝心のレーザー増幅の

たこと．また，ファイバーレーザーの高効率特性を実現

効率が下がるので使えない．大口径化技術の限界に達し

するには，両端からの出力を利用するマルチビーム出力

ている．パラダイムシフトが必要である．

が重要だと指摘したことによる必然的な方向であった．

それだけではない．これから必要とされるレーザー

その後，ファイバーレーザーアレイ間で，自動的な位相

は， 少 な く と も 繰 り 返 し 10Hz， で き れ ば 10kHz か ら
100kHz でレーザー増幅を行う高平均パワーのレーザー
でなければならない．例えば，ICFa/ICUIL Joint WS が
検討したように，10 TeV のレーザー加速コライダーを
設計すると，15kHz の繰り返し周波数がなければ実用的

整合をさせながら，単一ビーム発振や位相同期複数ビー

ス圧縮の同時実現の提案もある．単一のシードレーザー

とはいえない．これまでのレーザー技術と決別した全く

光に光変調器での周波数オフセットを加えた後，多数の

新しい発想が必要となる．

ファイバー増幅器で並列増幅して，それらを空間上の一

29）

ム発振の研究を発表した ．そのようなアイデアは現在
の ICaN レーザーの中にも盛り込まれている．当時のア
イデアの中には，Fig.7 のようなファイバー増幅とパル

レーザーが真にコヒーレントならば，複数のレーザー

点に集光すれば，集光点では増幅チャンネルに比例した

ビームを重畳して一つのビームにすることができる．し

パルス圧縮を受け，超短パルス化される．増幅中は超パ

かも重畳するビームの数には原理的な限界がない．出力

ルスで，かつ，レーザー集光点では超短パルスという

拡大則は原理上無限である．ビーム数に比例した出力を

CPa と同様の機能をコヒーレントビーム結合で可能とす

生むコヒーレントビーム結合は 1960 年以来のレーザー

る．

の夢であるが，いよいよ本格的に取り組む時期が来たと

ν0

いえる．

Fig.6 は将来の無限の高出力を可能にするファイバー
28）

レーザーアレイ である．1 本のファイバーレーザーの
シード光を複数のファイバー増幅器に分岐，増幅を繰り
返し，そのレーザー光の出力の位相を制御することで，
数万本から 100 万本のファイバーレーザー出力をコヒー

Laser

φ

ν0 + Δν
φ
ν0 + 2Δν
φ
ν0 + 3Δν
φ
ν0 + 4Δν
φ
ν0 + 5Δν
φ
ν0 + 6Δν
φ
ν0 + 7Δν
φ
ν0 + 8Δν
φ
ν0 + 9Δν

Pulse compression
on focal point

Fig. 7: Pulse amplification and compression technique by Fourier
component focusing

実際，ICaN の究極デザインと同様に 100 万本のファ
イバー増幅をするなら，これは Ti：sapphire レーザーの
縦モード数に匹敵する．増幅器帯域のパルス幅限界まで
パルス圧縮できるのは当然である．モードロックレー
ザー発振がひとつの共振器の中に沢山の縦モードを位相
同期して短パルス化するのに対して，コヒーレント加算
技術では空間的に分離した増幅器でパワーを増幅し，集
光点の一点でフーリエ成分のコヒーレント加算をする．
増幅チャンネルごとに周波数変調器が必要になるが，
Fig. 6: Conceptual design of ICAN fiber array laser

ファイバーレーザーアレイの位相を揃えるためには必須
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のデバイスで，特に新しいデバイス導入とはならない．

結技術で作ることが出来る利点がある．エンジニアリン

ファイバー増幅器には限りない能力があるといえる．

グセラミックスの世界では，いろいろな形状と精度のセ

このような観点から，筆者も参加してまとめた ICFa/

ラミックスが大量に生産できることが示されている．記

ICUIL Joint Task Force はファイバーレーザーアレイの

録用ハードディスクドライブ（Hdd）のプラッター材

コヒーレントビーム結合を高平均出力超短パルスレー

料が精度の向上とともにアルミ→ガラス→セラミックス

ザーの戦略目標として開発することを White Paper で勧

と変化したのもその一例である．このようなことを考慮

告した．

しながら，熱レンズフリーの固体レーザーの可能性を追

しかし，ファイバーレーザーが原理的可能性を持って

求する必要がある．レーザーの歴史の中で，気体レー

いるとしても，コヒーレントビーム結合はそれほど簡単

ザー，液体レーザーを含め，高繰り返しレーザーでは例

ではない．単一モードファイバーレーザーそのものは完

外なくレーザー媒質の回転循環，冷却という方式が採用

全平面波を出力する．ただ，多数本のビーム結合を行う

された．高速で回転する固体レーザーを本格的に検討す

場合，これらの波面合成は波面分割型干渉を利用したも

る必要がある．

のになる．もちろん，マイクロレンズアレイでビームを

このようなアイデアの基礎は以下の様な考えに基づい

拡大し，波面の平滑化を試みているが，空間的強度変調

ている．①電子産業で開発された高度な精密技術を積極

の影響は残留し，中心部だけでなく強度変調に応じたサ

的に導入してこそ，新時代のレーザー技術が可能になる，

イドローブにエネルギーが分配される．現時点での集光

② Thin disk Laser の進化は現在の反射型 Thin disk よ

点における中心ローブへの最大結合効率は 81% 程度で

りも，光学的な歪の少ない透過型 Thin disk が適してい

30）

ある．通常の産業応用では，見た目で単一ローブ，すな

る，③現状の Hdd のプラッターは，厚さ 0.6mm と典型

わち中心集光部分が最大ならば問題ないが，最大電界強

的な Thin disk Laser の 2 倍，透過型 Thin disk としては

度が問題となる純科学応用では，光の電界としてのコ

最適な厚みで，かつ光学精度の表面研磨がなされてお

ヒーレント結合効率が問題となるので，これは原理的問

り，120Hz で回転しているので，現状の Thin disk Laser

題である．この解決のために，通常の強度分割モード結

の 1600 倍以上の冷却能（冷却・加熱面積比）を可能に

合やリング共振器内時間軸コヒーレント結合など様々な

する，などである．Fig.8 に示された高速回転 Thin disk

アイデアが検討されているが，完全な解決策は見つかっ

Laser の場合，低温に冷却された 2 枚の冷却板の間で回

ていない．

転するセラミックディスクは，He ガスを通じて冷却さ
れる．レーザービームの断面積以外の部分は冷却に利用

６．固体レーザーの熱レンズ効果と
６．効果的冷却方式

倍の冷却能をもつことになり，実質的に熱レンズフリー

における誘導放出である．誘導放出過程では入力ビーム

ファイバーレーザーに比べて 100 倍程度大きいので，

のすべての性質を保存しながら光子数を増大させる，い

レーザー損傷で決まるパルス出力も格段と大きい．これ

最も優れたコヒーレントビーム結合とは，増幅媒質中

されるので，5mm 口径，5Hz 動作という条件では 1600
動作が可能になる．口径 5mm の固体レーザーは LMa

わばクローン光子の製造過程といえる．ならば，ビーム

が可能になればレーザー Hdd を並べてパワー増幅する

断面積の大きな固体レーザーはファイバーレーザーを上

未来が到来するかもしれない．レーザー技術のパラダイ

回るコヒーレント光子の増幅デバイスといえる．なぜ，

ムシフトとは現在とは全く異なる世界が生まれることを

JTF は固体レーザーよりファイバーレーザーを選択した

意味するので，この程度の変化は当然といえる．

のか．固体レーザーには熱レンズ効果があるために，コ
ヒーレント加算に不適とされたからである．筆者は JTF
にはファイバーレーザー開発の経験とともに新しい固体

Transmission
Thin Disk Laser

レーザー技術であるセラミックレーザーの開発者として

Pump area

R=

加わった．固体レーザーの冷却機構が熱伝導であるかぎ

120 4π D d 480 D
=
2
N
N d
πd

り，熱勾配に伴う熱レンズ効果をゼロにすることは不可
能で，ファイバーレーザーに軍配を上げるしかなかっ
た．しかし，このような壮大な計画を単一の方向に限定
することは危険であり，Task Force グループからも対抗
軸としての固体レーザーの可能性を追求するように依頼
を受けている．
セラミックレーザーの技術は大型の透明セラミックが
可能なだけでなくて，様々な形の透明セラミックスを焼

Cooling area

He gas
Ceramic laser disk

N Hz rotation
Cooling plates

Fig. 8: Cooling scaling of cooling/heating ration of a high speed rotary
disk laser
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将来のコヒーレント加算技術は決して一つだけの技術
で完成することはない．ファイバーレーザー，固体レー
ザー，非線形結晶，さらにはプラズマ光学を用いたコ
ヒーレントビーム結合など，各々の長所を重ねあわせて
実現すると考えられ，おのおの新しい概念創出の研究が
期待されている．

７．ま

と

め

レーザーの出力を増大する方法として，大口径化，す
なわち大型のレーザー開発で到達できる限界に来た一
方，本質的に限界を持たない光パワーを使って新しい高
エネルギー物理学や真空の非線形を研究しようという機
運が盛り上がっている．同時に固体レーザーの励起方法
はフラッシュランプから高出力の Ld に移行する時代に
なり，根本的に新しいレーザー技術が求められている．
これまでに新しい固体レーザーであるセラミックレー
ザーや高出力ファイバーレーザーの開発に成功して経験
を活かして，コヒーレントビーム結合に適した高品質パ
ルスレーザーのための概念創出に努力している．当面は
欧州で開発しているファイバーレーザーアレイの研究に
協力しつつ，その次の段階に登場するであろう高品質，
高繰り返しセラミックレーザーを検討して，将来のハイ
ブリッド化時代に備えている．
研究の機会を与えてくださった豊田理化学研究所とも
に，様々な場で率直な意見交換をした世界のレーザー研
究者に感謝する．新しいアイデアは閉じこもった空間か
らは生まれず，自由に討論する中から自身のアイデアを
発見していく過程だということを実感している．
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