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パラメータ制御可能な固体レーザーを目指して

植　田　憲　一*

Is it possible to control the parameters of solid state lasers?

Kenichi UEDA*

 We need a novel concept on the solid state lasers in order to generate plane wave beams for coherent 
beam combining technique. The most serious problem of solid state lasers is a thermal lens, which 
introduces wave front distortion. A thermal lens compensation experiment in a hybrid laser of Nd : YVO4 
(dn/dT>0) and Nd :SVAP (dn/dT<0) was demonstrated. New laser ceramics Yb :CaF2-LaF3 laser was 
developed because the thermal lens effect should be several hundred times smaller than YAG. This is the 
first successful fluoride laser ceramics in the world. The scaling studies on the thermal lens in a thin disk 
laser design were carried out by thermal calculations for pulsed and CW pumping. Wave front 
correction by a ring heater control is possible to expand the thermal-lens-free area of a thin disk laser. 
Another potential of ring heater control is a spatial filtering effect. Some of the ideas were tested by 100 
W-level Yb :LuAG thin disk laser experiments.

１．は　じ　め　に
　固体レーザーの特性を調整して，レーザー作用に好適
な条件を実現できれば，レーザーの特性が飛躍的に向上
することは間違いない．そんなことができるだろうか．
何とかして，固体レーザーのパラメータを制御可能にで
きないか，という課題に取り組んでいる．固体レー
ザー，つまり光学結晶のパラメータを制御可能にするな
どという夢に将来を賭けるのは若手研究者にとってあま
りに危険で，このような研究こそ年寄研究者に相応しい
テーマといえよう．
　Maimanが開発した最初のレーザーはルビー（Cr3+：
Al2O3）レーザーであったが，その後，レーザーの世界
は気体レーザー，液体レーザー，固体レーザーに広が
り，各々の特長を活かしたレーザー装置が開発された．
CO2レーザーや紫外線を発生するエキシマレーザーのよ
うに，高出力，高効率な気体レーザーの特性は優秀で
あった．これらのレーザーが固体レーザーを凌駕してい
た時代が終わり，固体レーザーの時代になった．固体
レーザーの特長は，他のレーザーに比べて，信頼性，安
定性に優れていることで，レーザー装置の中身を熟知し
ていなくても，いわばブラックボックス的に取り扱うこ
とができる．このため産業応用などに急速に普及したと
いえる．同時に，Ti3+：sapphireレーザーが登場して，
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フェムト秒パルスを発生できるようになった．PW

（1015 W）の超高出力レーザーになると，広いバンド幅
が必要なことからもっぱら固体レーザーが用いられ，大
きな進歩を遂げている．これからの固体レーザーの励起
源はランプからLDに移行する．問題はコストだけなの
で，ある日，分水嶺を超えて，高出力LDの大量生産が
始まると，レーザーの世界はガラリと変わる．低コスト
化が新たな固体レーザー需要を生み出すといった雪崩的
な応用拡大が発生すると信じられている．そのために
も，現在の固体レーザーの問題を根本的に解決できる方
向性を議論しておくことが重要である．

２．レーザー結晶の特長
　固体レーザーには結晶レーザーとガラスレーザーがあ
る．Table.1で比較したとおり，分光学的，熱的，機械
的性質など物性的には圧倒的に結晶レーザーが優れてい
る．問題は，元来が宝石であるレーザー結晶の問題は，
Scalabilityと同時に，低価格で大量生産可能な生産技術
がないことである．そのため，核融合用レーザーなど大
口径が必要な高出力レーザーにはガラスレーザーを用い
るしかなかった．この問題を解決したのは，我が国で開
発された完全透明セラミックスである1–3）．完全透明セ
ラミックスの性能は2004年には単結晶を凌駕するまで
に到達した4）．Glass-like fabricated polycrystalline mate -

rialであるレーザーセラミックの登場で，メートルサイ
ズの結晶レーザーを大量生産することは現実的な課題と
なった．
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３．セラミックレーザー材料の発想原点
3-1	 重力波検出用レーザーの開発
　筆者は我が国のセラミック企業，神島化学と共同して，
それまで人類史上に存在しなかった完全透明セラミック
を開発した3,4）．セラミックレーザーの開発の原点には2

つのきっかけがあった．第1のきっかけは1991年に始
まった重力波天文学の研究である．超新星SN1987の発
生とともに，にわかに機運が盛り上がった重力波検出の
研究，重点領域研究にレーザーの専門家として招聘され
た筆者は，重力波検出用大型レーザー干渉計の量子限界
動作には少なくとも1 kWの量子限界高品質ビームが絶対
条件であることを理解した．当時は10 W出力の固体レー
ザーであっても，空間モードが多モード化し，とても重
力波アンテナ用光源とすることはできなかった．レー
ザー出力が大きくなればなるほど空間モードがガウス分
布の単一モード化する方法はないものかと思案を重ね，
Fig.1のように固体レーザーの内部にガウス形状利得分布
を作ることを考えた5）．利得分布を形成する方法は3つあ
り得る．1パス利得係数g0はg0 = σnL，σは誘導放出断面
積，nは反転分布密度，Lは利得長である．σは一定だか

ら，利得分布を制御するには，nかLを制御するしかな
い．Lを制御するということはガウス形状の非球面レンズ
の挿入に相当するので論外であり，ドーピング制御か，励
起密度制御の選択となる．しかし，単結晶成長の中で，必
要な部分に任意の濃度分布を作ることは原理的に困難で
ある．しかし，一旦，粉体を小説してた結晶に焼成する
セラミック技術では，任意の濃度分布を形成することが
原理的に可能だと考え，神島化学と共同研究を開始した．
3-2	 理想的レーザー材料についての考察
　第2のきっかけは1997年，バブル崩壊の影響で神島
化学との共同研究を中断していた時期だった．この時，
ノボシビルスクで開催されたMPLPという国際シンポジ
ウムで，最終日に中心メンバーによるRound Table Dis-

cus sionが行われた．各自，OHP 1枚に将来の研究方向
について発表するように要請された．この会議には多く
の光学結晶の世界的な研究者が集まっており，ちょうど，
この年のホットな話題は，Self Doubling Laser Crystal

などで，レーザー材料そのものの内部で波長変換も可能
な結晶が発表された．欧米の研究者がその方向を打ち出
すと推理した筆者は，材料研究者の立場ではなく，固体
レーザー研究者の立場を代表して意見を出すことを求め
られた．その際に筆者が用いた図がFig.2である6）．

　筆者の意見は以下のとおり．確かにレーザー結晶その
もので高調波発生やラマンシフトによって高効率に波長
変換をすることは従来の固体レーザーの枠を超えた画期
的な技術である．しかし，レーザーに必要な機能は波長
変換だけではない．Fig.2に示したように，高効率レー
ザー発振，Qスイッチによる短パルス化，高調波，誘導
ラマン散乱による波長変換，電気光学効果や光音響効果
による光変調，さらには反射率の電気制御など，制御す
るべきたくさんの機能，パラメータが存在する．それら
を全て一つの素子で実現してこそ，本当の理想的なレー
ザー結晶といえる．もちろん，これらの要素には互いに

Table 1:  Comparison of solid state lasers.

Nd:YAG 
crystal

Nd:YAG 
ceramics

Nd:phosphate 
glass

σ (cm2) 30×10-20 30×10-20 4×10-20

τ (µs) 260 260 300

στ product (cm2s) 7.8×10-23 7.8×10-23 1.2×10-23

K (W/m K) 12-13 12-13 0.78

α (1/K) 7.8×10-6 7.8×10-6 7.6×10-6

Fracture limit (MPa) 1.8 5.2

Thermal shock (W/m) 790 (2400) 140

Scalability (40 cm x 1 m) No OK Easy

Mass production No Possible Easy

Possible cost High Medium Low

Ceramic laser: Glass-like 
fabricated crystal

Homogeneous line

Nd:YAG

Inhomogeneous line

Nd:Glass

Fig. 1:  Possibility of the gain-profile controlling.

Fig. 2:  What is an ideal laser crystal in future? 
 

What is the ideal laser crystals?

Tunable Mirror

Laser CrystalQ-switching

Harmonics

Raman Shifter AOM
EOM

Cr4+:YAG

YAG,YVO4

KTP

KGW

LiNbO3
TeO2

Ideal Laser Crystal
All in One

Round Table Discussion in MPLP 1997
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矛盾する性質が必要で単結晶で実現することは不可能
で，各々に適した結晶を複合させたハイブリッド結晶が
必要になる．一つの結晶に複数の機能を出現させた場合
に比べて，各々の機能で最大の能力を持つ結晶を組み合
わせるほうが，優れた性能を発揮できるという考えの反
映でもあった．
3-3	 ハイブリッドレーザー材料の構想
　単一の機能に限定すれば，その実現は比較的用意にな
る．Fig.3はdn/dTが正負の材料を積み重ねた場合の熱レ
ンズフリーのレーザー材料を示す．複屈折材料も波長板
を挟んで積み重ねれば，波面の位相歪みを補正できるよ
うになる．第2高調波発生のための擬似位相整合技術と
似た考えだといえる．光学材料の光学長の温度特性は屈
折率の温度特性dn/dTと光学材料の線膨張αの影響を同
時に受けるので，

 dS  dn  dl  
 — = l — + (n – 1) — （1）
 dT  dT  dT

となる．ほとんどの物質では温度が上昇すると膨張する
ので，アサーマル，すなわち熱の影響を受けない光学レ
ンズなどを設計する場合には，dn/dT<0である材料を組
み合わせる必要がある．

　典型的な光学材料のdn/dTと線膨張係数をTable 2にま
とめた．
　Table 2の上半分はdn/dT>0で，下半分にはdn/dT<0

な材料を示した．式（1）に示したとおり，屈折率の温
度変化と材料膨張の加算で光学長の変化は加算されるの
で，dn/dT>0な材料はますます熱による光学長の変化は
大きくなる．一方，dn/dT<0な材料の場合，両者の影響
は互いに逆方向に働く．そのため，CaF2やSrF2などの
熱レンズ効果はYAG結晶などの数100分の1となり，熱
レンズ効果は大いに軽減される．さらに熱レンズ効果が
凹レンズ型となるため，熱レンズ起因のビーム集光，光

学損傷が発生しなくなる．このため，フッ化物結晶を超
高出力レーザーに用いることは重要な方向である．ただ
し，これまでのところ，フッ化物結晶の大型，高品質な
材料作成が困難であった．
3-4	 Nd：YVO4/Nd：SVAPレーザーによる実験
　筆者は実際に上記アイデアの検証実験を計画した7,8）．
Nd：YVO4（dn/dT>0）とNd：SVAP（Sr10（VO4）6F2）（dn/dT 
<0）という2種類の結晶を単一のレーザー共振器に挿入
し，半導体レーザー励起で発振させた．2つのレーザー
結晶は単にdn/dTの符号が異なるだけではなく，吸収波
長，蛍光波長が異なり，同時に複屈折を持っているの
で，励起用LDを温度制御することで，どちらか一方だ
け，または両者が互いに光結合をした状態でレーザー発
振させることができ，Combined Active Mediaと呼ぶべ
き状態を実現できた．
　同じNdイオンを添加しても，結晶場の違いから吸収
スペクトル，発光スペクトルの双方とも，Fig.4（a），（b）
のようにNd：SVAPの方がNd：YVO4より僅かに長波長
側にシフトする．励起用波長を温度制御によって長波長
にシフトさせていくと，最初はNd：YVO4が励起光を吸
収，レーザー発振をする．その後，徐々に両方の結晶で
吸収，利得を獲得するようになって，その後は主として
Nd：SVAPが寄与した動作を行うようになる．この間，
励起パワーはほぼ一定なので，総合出力を見ると，
Fig.4（c）のように中心部で僅かに凹みが観測されるもの
の，805 nm<λ p <809 nmの励起波長範囲でレーザー出
力は一定であった．その一方，レーザービームのビーム
広がり角を測定すると，ちょうど，λ p ≈806 nm近傍，す
なわちNd：YVO4とNd：SVAPが等しい寄与をする条件
で，ビーム広がり角は最小となった．総合利得が一定の
条件でビーム広がり角が極小になっている．これは
Combined Active Mediaを構成するレーザー結晶の熱レ
ンズ効果が互いに相殺して，レーザー共振器に最適適合
したことを意味している．Fig.4（c）においてλ p <805 

nm，λ p >809 nmの励起でビーム広がりが減少するのは，

Fig. 3: Thermal lens and birefringence compensation by combined 
active media.

Table 2:  dn/dT and thermal expansion of optical materials

Material
dn/dT

×10–5/°C

Thermal Conductivity

×10–5/°C

Silica glass
Al2O3

BK7 glass
MgF2

ZnSe
YAG
CaF2

SrF2

LiF2

NaCl
KBr

10
13
2.4

2.3/1.7
61
9.1

–10.6
–12

–12.7
–36

–40.83

0.52
8.4
7.1

13.7/8.5
7.8
7.8

18.85
19.2

37
44
43
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出力が減少している通り，利得低下の影響である．この
場合，励起波長を変化させることで，熱レンズ効果が原
理的に制御できた．
　ハイブリッド結晶レーザーの特性制御の例として，発
振偏光面の制御を行ったものがFig. 4（d）である．この
場合，Nd：YVO4とNd：SVAPの結晶軸を直交させてあ
り，励起用LDの動作温度を変化させ，励起波長を掃引
したところ，ハイブリッドレーザーの出力の偏光面は
Fig.4（d）の通り，Nd：YVO4からNd：SVAPへと正弦波
的に変化した．この間，出力は一定なので，この結果は
直線偏光のまま偏光面が回転したことを意味している．
ハイブリッドレーザーにおけるレーザーの機能制御の実
証例といえる．
3-5	 Yb：CaF2-LaF3セラミックレーザー
前述のように，CaF2はdn/dT<0であり，結晶の熱膨張
と相殺することで，YAGレーザーなどに比べて熱レン
ズ効果が数100分の1と小さい．CaF2に代表されるフッ
化物結晶のセラミックス化はこれまで困難であったが，
2015年には2つの成功例が発表された．第1の研究はフ
ランスのMortier等による研究で，ナノ粒子製法から
フォーミング過程に工夫をこらせることで，単結晶に匹
敵する高効率発振（42.7%スロープ効率）を実現した9）．
一方，筆者らはCaF2-LaF3セラミックスで3.76 W出力
と >73%のスロープ効率を別個に達成した．この研究は
2005年に同じくLCS会議で報告した研究の延長にあり，
地道な研究が実を結び始めたといえる．これは民間企業
との共同研究の成果で，研究開始から10年を経過して，
全く新しい手法の開発に成功した．当初，Eu：CaF2セラ
ミックの開発から着手したが，CaF2は多くの対称群を

持つ結晶であり，Euイオン濃度が0.1%から3%に変わ
ると，原子価がEu2+からEu3+に変わり，吸収，発光スペ
クトルが変化する結果を得た11）．純粋なCaF2結晶中で
は，希土類が入り込むサイトは2価のCaサイトのみで
あり，3価の希土類イオンが入り込むには無理があるか
らである．電荷補償と同時に，結晶の構造変化を考える
必要がある．当然，Yb添加でも添加イオンを受け入れ
るためのクラスタリングのために結晶構造が微妙に変化
する難しい材料であり，安定なCaF2セラミックスの開
発が難航した．この問題を，CaF2-LaF3セラミックを開
発することで，安定で非常に高い内部量子効率のレー
ザー材料の開発に成功したものである．Mortierらの方
法は，純粋なCaF2セラミックスだと主張しているが，
未だ製法については完全公開しておらず，次回，フラン
スで開催されるLCS2016で集中討論することになって
いる．両者とも，フッ化物セラミック製造を可能にした
初めての技術で，その生成過程の解明と同時に，レー
ザーとしての発展が期待されている．さらにLaF3の結
晶構造への関与の条件によっては，ガラス材料と同じよ
うに，CaF2の屈折率に影響を与え，結晶のパラメータ
制御に道を開く可能性を期待している．

４．熱レンズ効果のダイナミックな解析
4-1	 結晶は光に対してソフトな系である
　前節までは，重力波研究に始まり，理想レーザー結晶
の在り方という概念的な研究から，レーザー材料そのも
のに熱レンズフリー特性を実現するための研究を紹介し
た．気体，液体，ガラス（固溶体）のような材料では，
異なる性質を持った材料を混ぜ合わせることで，中間的
な性質を生み出すことが可能で，材料調製ができる．一
方，結晶は硬い系でこのような混合手法は使えない．そ
の一方，局所的な圧力で複屈折が生じる光弾性に見るよ
うに，透明固体材料自身は光に対しては柔らかい系でも
ある．局所的物性値で特性が決定される電子結晶に比べ
て光学結晶は柔らかいのである．Fig.6のような光弾性

Fig. 4: Characteristics of Nd : YVO4/Nd : SVAP combined active media 
laser, (a) absorption spectra, (b) emission spectra, (c) beam 
divergence and output power vs pump wavelength, and (d) 
polarization control by LD temperature.

Fig. 5: High power and high efficiency output of Yb-doped CaF2-LaF3 
ceramic lasers.
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は製造時の冷却の不均一性を保存することでも出現す
る．当然，透明光学材料に不均一な加熱をした場合，内
部の温度分布に応じた屈折率分布が熱レンズ効果をレー
ザー増幅媒質中に生じることは避けられない．

　多結晶体からなるレーザーセラミックでは光学的に等
方なYAGのような結晶が用いられる．しかし，これら
の結晶も熱伝導の点では異方性を持っており，構成する
単結晶ごとに異なった熱複屈折を誘起する．これらはグ
レインサイズ，すなわち構成単結晶サイズの関数であ
り，グレインサイズが極小になればガラスと同様に光学
的均質性が高まる．レーザー結晶には短時間に大きな励
起エネルギーが注入されるので，レーザー材料のダイナ
ミックな特性解析には熱流の時間発展を含む解析が必要
である．
4-2	 Yb：LuAG	Thin	Disk	Laserの実験
　筆者が1991年に定式化したFig.7の冷却拡大則5,12）を
適用すると，Thin Disk Laser13）は薄ければ薄いほど冷却
効率が上昇するが，薄い媒質を利用するには必然的に
Yb添加濃度を上げざるを得ない．レーザー増幅のため
には同じだけの励起密度が必要だからである．一方，最
も開発が進んだYb：YAG結晶では，Ybの添加濃度が上
がると熱伝導係数が低下する問題がある．これは置換さ
れるYbとYの原子サイズが異なるために，受け入れる
YAG結晶に大きな歪を与えるためである．今回，Yb添
加でも熱伝導の低下がないYb：LuAGのセラミック化に
成功し実験を行った．

　実験配置図をFig.8に示す．Yb 10%添加，厚さ200 mm

のYb：LuAGセラミックを波長940 nmのファイバー結
合型半導体レーザー（LD）で24パスで励起し，最大励
起密度3.7 kW/cm2を実現した．Fig.9に示したとおり，
多モード発振で，CW出力101 W，スロープ効率64%を
達成し，Yb：LuAGセラミックの高品質性を実証した14）．
ただし，多モード発振の場合，測定されたビーム品質は
24<M2 <30と悪く，コヒーレントビーム加算に用いるこ
とはできない．これこそ，熱レンズ効果の問題点で，空
間的単一モード動作のために解決しなければいけない．

　次に，単一モード発振を実現するため，Fig.8（b）の光
学系を挿入した．これによりThin Disk上のモード体積
を拡大し，励起部分の直径がV型光共振器のモード直径
の8割になるように調整した．この場合，励起部とレー
ザー発振体積の体積整合率は0.82 =0.64である．得られ
た結果はFig.10の通りで，きれいで安定な単一モードで
レーザー発振するが，レーザー出力は49 Wと半減し，
光・光効率も30%と低下した．これはモード整合比が
0.64と低いためである．
　セラミックレーザーの問題点の一つとして，熱複屈折
による偏光損失が挙げられてきた15）．光学的に等方な立
方晶系結晶も一定の温度勾配の中では熱複屈折を生じる
が，ランダムに配列したグレイン結晶は各々，複屈折の
発生軸が異なる．そのため，透過レーザー光の偏光度が

Fig. 6:  Optical Material is soft for wave front distortion.

Fig. 8: Setup of a 24-pass-pumping Yb : LuAG thin disk laser for (a)
multi-mode and (b) TEA00 mode operation.

Fig. 9: Multi-mode output and efficiency of Yb : LuAG ceramic lasers 
for output coupling 3%, 5% and 6%.

Fig. 7:  Cooling scaling of solid state lasers.
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低下し，熱複屈折による損失が発生することが，セラ
ミックレーザー材料の問題とされた．この問題はグレイ
ンサイズを微小化することで解決できる．一方，グレイ
ンサイズを微小化しながら，散乱損失を極小に抑えるの
には，技術蓄積が必要である．今回作成したYb：LuAG

はグレインサイズが平均3 μmと小さい．このため，励
起強度を変化させながら偏光度を計測すると，Fig.11に
見る通り，99.5%の偏光純度を持ち，ブリュスター板の
挿入による出力低下3%から計算された熱複屈折由来の
損失はわずか1パス当たり0.15%と無視できる値であっ
た．このことから，微細グレイン型のセラミックスでは

当初心配された熱複屈折効果は無視できるくらい小さい
ことが実証された．
4-3	 熱伝導方程式
　筆者が1991年にFig.7で指摘したように，固体レー
ザーの高出力化を支配する冷却の拡大則は体積と冷却表
面積の比で決まるので，ファイバーレーザーとThin 

Disk laserが究極の形とならざるをえない．当時は必ず
しもすぐに受け入れられたわけではなかったが，その後
のレーザー技術の発展はまさにそのとおりとなった．単
純な原理ほど逃れられない．Thin disk Laserの場合，励
起とレーザー発振はいずれもDiskに対して中心対称で
行うので，熱伝導方程式も以下のように軸対称を仮定す
ることが可能となる．

 ∂T  1 ∂T  ∂ 2T  ∂ 2T
ρCp  — = α（ – — + — + — ） ∂ t  r ∂r  ∂r2  ∂ z2 

ここで，ρは密度，Cpは比熱，αは熱伝導係数，Tは局所
温度，r，zは円筒座標系を表す．
　超高出力レーザーに向けてコヒーレント加算技術にシ
フトしつつあるパルス励起について，熱レンズ効果のダ
イナミックスを計算した．Fig.12に示す通り，Ybの上
準位寿命1 msと等しいパルス幅を持ったLD励起は，励
起エネルギーを時間積分した反転分布料を生み出すと同
時に，脱励起によってレーザー媒質の温度上昇をもたら
す．温度上昇は励起終了後も上準位分布が存在する限り

Fig. 11: Polarization purity of Yb : LuAG thin disk laser with 3 micron 
grain size.

Fig. 12: Temporal characteristics of thermal lensing phase shift vs 
pump heating as a function of energy depletion by laser amp-
li fi cation.

Fig. 10: TEM00 mode operation of Yb : LuAG ceramic laser by 80% 
area pumping.
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4-6	 中心部励起Thin	Disk	Laser
　実情に即した熱分布を計算するためには，ディスクの
中心部1/2を励起領域とし，温度分布を計算する．光の
位相シフト量は光軸方向の積算温度に比例するので，軽
方向の温度分布関数を解析することで熱レンズ効果を定
量的に評価する．1 msの励起時間が終了した直後では
軽方向への熱拡散の影響は軽微で，励起分布と同様の分
布をしている．パルス励起レーザーの場合，励起部と非
励起部の間に発生する大きな温度差が大きな熱レンズを
発生させている．励起期間中に発生する熱レンズは，冷
却過程で生じるのではなく，加熱の不均一性から発生し
ており，熱拡散などによる緩和効果は期待できない．こ
の場合，熱レンズの大きさを決めているのは，1msの励
起期間中の加熱／冷却能力の差で決定される．ディスク
の厚みを変えた計算結果をまとめるとFig.16となる．冷
却効果が高密度励起を凌駕し，Thin Disk Laserの真価
が発揮されるのは， Tmax ∝  t, TL∝ t2 の条件が満足される場
合であが，厚みが10 mmでは現実的でない．通常の

継続して，Fig.8のようにレーザー増幅がない場合は励
起時間の2倍程度，2 msで温度最大になり，その後も8 ms

まで加熱され続けている．レーザー媒質の冷却曲線は
レーザー増幅によるエネルギー引き出しの関数であり，
パワー増幅器の高効率動作条件はη ext =0.8が典型例であ
る．引き出し効率が高い場合は，励起時間の終了時に温
度は最高となる．この結果から，繰り返し動作時の温度
の積分効果は20 Hz以上の場合に考慮する必要となる．
4-4	 熱レンズフリーに向けた提案
　ELI，ICAN，IZESTなど欧州の超高出力レーザー研
究に協力する中で，各種のアドバイスを与えることを要
求され，国際シンポジウムの中で発表してきた．その代
表例をFig.13に示した．（a）はThin Diskの概念そのも
ので，薄くなればなるほど，軸方向冷却が支配的になる
ので，熱レンズ効果が減少する．（b）は2012年，CERN

で開催した ICAN kickoff meeting16）で提案したリング
ヒーターによる熱レンズ補正，（c）はFNP20131）および
MPLP201317）で開示，議論した側面の熱遮蔽によって熱
レンズ効果を抑制するという概念である．これらを通じ
て議論したことは，通常，高効率冷却を目標としてデザ
インされてきた歴史を転換して，均一温度を達成するこ
とを中心原理に据えるパラダイムシフトの必要性であっ
た．これらの概念について，熱伝導方程式で温度分布を
計算し温度分布の時間発展を検討することを行った．
4-5	 全面励起端面冷却
　ディスク全面を励起し，側面を熱絶縁した場合は，均
一加熱で冷却は完全な軸方向1次元となるのでFig.13に
示す通り，完全な熱レンズフリーの固体レーザーが実現
する．ディスク内の温度勾配を見せるために，Fig.14で
は厚み方向を規格化して表現している．薄いディスクで
は励起密度が高くなるので，温度そのものは高くなる，
この方式の問題はレーザービームの外側まで励起するた
め，レーザー発振や増幅の効率そのものが減少してしま
う．周辺部を励起したエネルギーがもっぱら熱レンズを
補償するためだけに使われることになる．

Fig. 13: Our proposals on thermal-lens-free thin disk laser in the 
European symposiums.

 (a)	thin disk laser concept, (b)	thermal lens compensation by 
a ring heater, (c) thermal insulated disk laser.

Fig. 14:  Temperature profile of thermally insulated disk lasers.

Fig. 15: Temperature distribution of Yb : YAG disk laser after 1ms 
pumping vs disk thickness.

Fig. 16:  Maximum phase shift vs thickness of Yb : YAG thin disk laser.
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Thin Disk Laser条件，t>0.1 mmでは熱入力密度はdP 

∝  t–1と厚みに反比例して減少し，それに伴い最高温度
Tmaxは減少するが，熱レンズTLはほぼ一定である．単純
に厚さを薄くしていけば冷却効率が上がり，熱レンズ効
果が軽減されることはないことがわかる．
4-7	 誘電体多層膜ミラーによる限界
　Thin Disk Laserでは冷却面との間に高反射ミラーを
配置することが不可欠である．Active Mirrorと呼ばれ
る所以である．レーザーに用いる高反射ミラーは誘電体
多層膜でYAG結晶に比べて1桁熱伝導が悪い．誘電体
多層膜ミラーの効果を含めた熱分布計算を行うとFig.17

となり，ちょうどYAGレーザー結晶50 μmに相当する
熱抵抗が発生し，その分がオフセットとなることがわか
る．この結果，薄さを求めてますます高濃度，薄いThin 

Disk Laserを開発する傾向が強まっているが，薄さの限
界は100 μmが限界であることが判明した．

4-8	 リングヒーターによる熱レンズ補正
　励起時間中に発生する過渡的熱レンズ効果を補正する
ことは困難であるが，CW発振や高繰り返しパルス発振
の場合，熱レンズ効果は定常的熱分布で決定されるよう
になる．定常的熱分布の計算には有限要素法が利用でき
る．欧州の超高強度レーザー開発がスタートしたICAN 

Kickoff会議で筆者が提案したリングヒーターによる熱
レンズ補正について，定量的な数値計算を行った．
　Fig.18に示した結果はD=10 mm, t=2 mmの端面冷却
ディスクレーザーで端面冷却面積は7 mmの場合であ
る．中心部5 mmを均一励起した場合，厚さが2 mmあ
るので，定常的な熱分布としては径方向熱拡散の影響も
あってガウス型になる．Fig.17に示した位相差の曲線は
光軸方向に積分した結果の差を表現している．

　同じ励起条件にディスクエッジ表面にコーティングし
たリング状ヒーターを加熱して，純粋の加熱を行って，
中心部分の温度分布がどの程度平坦にできるか検討して
みた．
　リングヒーター加熱によってディスクレーザー透過光
の波面歪がどのように変化するかを計算したものが
Fig.19である．エッジ表面に設置したリングヒーターを
加熱すると，リングヒーターからの加熱が熱のバリアを
形成し，Fig.13に示したような側面の熱絶縁と同様の効
果をもたらすことから，中心部分（直径30 mm）に非常
に平坦な熱分布を形成することができる．励起部分d =  

20 mmに比べて2.25倍大きな面積で熱レンズフリーな
増幅が可能になる．この場合，レーザー発振器を例に取
れば，励起半径が共振器モード半径の67%の条件で熱
レンズフリーのレーザー発振が可能になるという計算結
果である．

　リングヒーターによる熱レンズ補正効果は，Fig.20に
見るようにある程度厚みのあるディスクレーザーのほう
が効果的となる．光の位相差を示したグラフにあるよう
に，中心加熱の熱拡散をちょうど打ち消すような条件が

Fig. 17:  Thermal resistance effect of backside high reflection coating.

Fig. 18: Temperature distribution without ring heater: D=10 mm and 
t=2 mm.

Fig. 19: Wave front correction by ring heater on the Yb : YAG thin disk 
laser.
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Fig. 20: Thickness dependence of ring heater correction effect. Thermal 
block by ring heater works as an effective spatial filter.
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も薄い100 μmディスクの場合でも3.55 msとYb3+イオ
ンの励起寿命1 msの3倍以上もある．このためThin Disk 

Laserの薄さを極めたとしても，励起入力を超える冷却
能力を生み出すことは不可能だという結論になった．一
方，高繰り返し動作，高平均出力条件で熱レンズフリー
のビーム出力が必要なことは変わりがない．これまでの
加熱冷却過程の検討の結果，単純な熱伝導だけでは熱レ
ンズフリー固体レーザーにはならないことから，高速回
転型のThin Disk Laserが必要だという結論となる．

　このアイデアはエクサワットレーザーを目指した欧州
プロジェクト IZESTの発足記念シンポジウムをグラス
ゴーで開催した時に，筆者が提案したものである19）．翌
年にノーベル物理学賞を受賞するビッグス先生を基調講
演者に迎え，超高出力レーザーによる真空の破壊，物質
生成からレーザーを用いた高エネルギー物理を開拓しよ
うとする IZESTプログラムは現在より1000倍以上も高
いピークパワーを高い繰り返しで発生させようという計
画で，コヒーレント加算技術が不可欠となる．固体レー
ザーでコヒーレント加算可能なレーザーの概念を提案す
るように求められた筆者がシンポジウムに提案したもの
が，“レーザー発振するハードディスク（HD）ドライ
ブ” というものである．パソコンの記憶素子としてハイ
テクノロジーの集積デバイスとなっているHDのプラッ
ターは，Thin Disk Laserと同等の薄さ，光学精度を
持ったセラミックスであり，これをレーザーセラミック
スに交換することで，透過型Thin Disk Laserの新しい
形を生み出すことができる．17200 rpmで回転するセラ
ミックレーザーの冷却能率は，加熱領域と冷却領域を高
速回転で分離することにより，理論的には1600倍の冷
却効率を獲得できることを導いた．今年度の熱伝導解析
を通じて，Thin Disk Laserの薄さはすでに限界に達し

厚さ2 mmには存在して，中心部分の熱レンズ効果はほ
とんどゼロとすることができる．さらにこの結果から導
かれる事実は，リングヒーターによる熱障壁は非常に高
い温度勾配を形成している．外に向かって温度が急激に
情報している部分の熱レンズはdn/dT>0な物質では凹レ
ンズ効果をリング状に発生させている．これはレーザー
媒質の内部に空間フィルターを形成していることに相当
し，同じ物質内に形成された連続的な屈折率変化を持っ
た空間フィルターはレーザー増幅器にとって理想的であ
る．中心部分の熱レンズを補正するとともに，高次モー
ドを効果的に除去する空間フィルターが発生することは
高出力レーザーにとって非常に有利な条件だといえる．
4-9	 Yb：LuAG	thin	disk	laser実験結果の分析
　前節で議論した熱レンズ補正と関連付けて4-2に示し
たYb：LuAG thin disk laserの実験結果を改めて分析す
る．
　4-2ではレーザー発振モード半径の80%を励起するこ
とでTEM00モード発振をさせ，高品質ビームを得た．
この実験条件を前節の計算手法で温度分布を計算する．
　0.2 mm厚のディスクレーザーの定常的温度分布は
Fig.21の通りで，半径25 mmの励起に対して，レー
ザーのモード体積20 mmの範囲内では，平坦な温度部
分が多い．この温度分布から軸方向の位相シフトを計算
し，その曲線をフーリエ解析することで完全平面波の成
分の大きさを計算できる．実験条件のモード半径の80%

を励起した場合，モード体積内の平面波成分は99%以
上となり，安定なTEM00モード発振をすることが保証
された．しかし，モードマッチング係数は64%であり，
モード体積外の励起光はTEM00モード発振に寄与でき
なかったため，出力はマルチモード発振から半減した．
何らかの方法で熱レンズが補正できれば，100 W以上の
CW発振が可能であることは明白となった．

５．高速回転型Thin	Disk	Laser
　固定されたレーザー媒質を熱伝導だけで冷却しようと
する場合，先に述べた熱伝導方程式から求まるT1/10（t）
（温度が1/10になる時定数）はTable 3のようになり，最

Table 3:  Temperature decay time vs disk thickness

Thickness [mm] 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

T1/10 [ms] 3.55 11.1 22.7 39.8 57.2

Fig. 21: Temperature distribution of Yb : LuAG of 0.2 mm thickness. 
Pump to lasing volume is 64%.

Fig. 22: Lasing hard disk drive, future solid state lasers for coherent 
beam combining.
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たことを示したので，次世代の固体レーザーの方向は
Lasing HDの方向にあることが改めて確認された．

６．ま　　と　　め
　定められたパラメータで安定動作することが特長の固
体レーザー，中でも結晶レーザーのパラメータを制御し
たいという夢を目指した研究を行っている．本報告で
は，複数の異なった特性をもつレーザー結晶をレーザー
増幅相互作用で結合して，熱レンズ効果を相殺するNd：
YVO4・Nd：SVAPハイブリッドレーザー，dn/dT<0で熱
膨張効果を相殺するYb：CaF2・LaF3セラミックレー
ザーの開発，さらに高い冷却能力を持つThin Disk 

Laserの熱解析を通じて，筆者が提案してきた新しい概
念，側面断熱やリングヒーターによる熱障壁による熱レ
ンズ効果抑制効果について計算機シミュレーションを
行った．その結果，熱レンズ効果を数100分の1まで減
少させる可能性を持った新しいセラミックレーザー材料
Yb：CaF2・LaF3の開発に成功した．この材料の本当の
結晶構造や各種物性については，今だ不明なところが多
く，来年以降の研究に期待する．同時に，従来のThin 

Disk Laserの概念については，パルス励起期間中の付近
いつ励起に起因する熱レンズ効果は，単純な熱伝導冷却
の原理的な限界に達したことが判明し，これ以上の冷却
効率の向上には加熱媒質の移動冷却が必要になるという
結論になった．ただし，CW励起の条件では，リング
ヒーター加熱による中心部分の熱レンズ補正効果が示さ
れた．いずれもこれまで試されたことのないアイデアで
あり，さらなる検討が必要だが，このような積極的制御
技術の導入が必要な段階に固体レーザー技術が達したこ
とを反映している．
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