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１．は　じ　め　に
　世界で進行中の超高出力レーザー開発（PW→10PW 

→200PW）の現状を踏まえ，無限のパワー拡大則を可
能にする熱レンズフリー固体レーザーの必要性と可能性
を議論する．超高出力レーザーの世界も，実際的な応用
が視野に入ると，単一ショットレーザーでは役に立た
ず，高繰り返し高平均出力のレーザーが要求される．そ
の結果，レーザー技術の世界に，大口径化による出力増
大からコヒーレントビーム結合による無限の拡大則へと
いうパラダイムシフトが生じた．コヒーレント光源であ
るレーザーの誕生以来の夢であるコヒーレントビーム結
合のためには，個々のレーザー増幅器の出力が完全平面
波である必要がある．欧州の ICaN（International Co-

her ent amplification Network）がファイバーレーザーで
コヒーレント結合の実験を行っているのもこのためであ
る．伝熱冷却が必要な固体レーザーでは，冷却に必要な
熱流を確保しつつ，その熱勾配によって生じる熱レンズ
効果をゼロにすることはできないと考えられてきた．こ
こでは，2つの新しい概念，熱レンズフリーなレーザー材
料の開発とアクティブミラーのリングヒーター／熱絶縁
制御による熱レンズフリー制御技術について報告する．
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 a thermal-lens-free solid state laser is a key device for the future ultra-high power lasers. It will be 

available for the coherent beam combining scheme for the unlimited power scaling. We propose two ideas, 

an athermal laser material and a heat capacitive active mirror. Mixed solid solution like Yb:CaF2-LaF3 and 

Nd:BGMT has a potential to tune the thermal lens effect by the mixing rate of solid solution. The mismatching 

of heating and cooling volume inside the active media creates a thermal barrier. Heat capacitive outer edge 

of an active mirror stabilized the thermal lens over the full surface to the level of 1/1000 smaller. The heat 

capacitive active mirror gives us a steady state laser operation without any additional power control.

２．超高出力レーザー開発と固体レーザー
　光は本質的に質量を持たない純粋ボゾンである．光速
は他の粒子が越えられない壁として存在し，巨大質量の
星の周辺で曲がったように見えても，それは光が曲がっ
たのではなく，空間が歪んだと解釈される．光は特別な
存在で，当然のことながら集光強度においても限界を持
たない．その特徴を活かした最先端科学の追求の一つに
真空の科学がある．よく知られるように真空とは何もな
い空間という意味ではなく，我々が生活しているこの世
界が真空からの物質生成で生み出されたように，エネル
ギーに満ちた状態であるはずである．単に我々が認知で
きていないに過ぎない．真空からの電子・陽電子対生成
や真空の非線形効果，Qedなどの光による高エネル
ギー物理の研究は桁違いのパワーが必要なので，とても
手が出ないと考えられてきた．純粋なSchwinger Limit

には1029 W/cm2の光強度が必要だからであった．しか
し，フェムト秒，モノサイクルPW（1015 W）パルスの
レーザーが開発され，1024 W/cm2が近い将来実現できる
となると，さまざまな理論的検討が加えられ，1024 – 1025 

W/cm2でも真空の物理の研究が開始できると考えられる
ようになった．“もしかしたらできるかも” という感じ
が見えると，急に頭が働き出したようにみえる．これも
研究者の現実主義の効用で，今ではたくさんの研究者が
参加するようになった．現在，ブダペストに建設中の
eLI-NPでは2台の10PWレーザーを建設中であり，そ
の延長上に，eLIやそのロシア版であるXCeLSなど
200PWレーザー開発が進行している．ただ，これらは
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ランプ励起大口径固体レーザーを用いており，将来的に
は高繰り返し（>10 kHz）のコヒーレントビーム結合可
能な固体レーザーが求められている．
　2011年米国ローレンス・バークレイ国立研究所で
ICFa/ICUIL Joint Task Force Workshopを開催した．筆
者も ICUILセラミックレーザー技術の代表として参加し
た．3日間の議論の結果，我々が出した結論は，当面の
目標をアレイ化ファイバーレーザーに置くというもので
あった．Fig.1のように，1本の出力がmJに過ぎない数
万本のファイバーレーザーで増幅し，それらをパルス圧
縮して30 J，30 fsの出力を得ようというものである．
レーザー技術からいえばとてつもない要求であるが，利
用者である加速器コミュニティー（ICFa：International 

Committee on Future accelerator）の要求である高繰り返
し高効率を可能にするには，それ以外に解がなかった．
筆者は固体レーザーの革命ともいえるセラミックレー
ザー技術の代表としてJoint Task Forceに参加したが，
コヒーレントビーム結合が要求する高ビーム品質を保証
することができなかった．その後，IZeST（Inter na tional 

Center for Zetta-exawatt Science and Tech nology）の活動
の中で，筆者の役割はコヒーレントビーム結合可能な固
体レーザー概念の創出ということになった1）．実際はファ
イバーレーザーアレイで目標を達成することも容易では
なく，将来は熱レンズフリーな固体レーザーと組み合わ
せることでビーム本数を大幅に減らしたいからである．

　そもそも現在の高出力固体レーザーの主流であるファ
イバーレーザーとThin disk Laserは，筆者が1991年に
提示した冷却の拡大則（Fig.2）から始まった2）．第1回
重力波天文学シンポジウムで発表したこの拡大則は，そ
れまでのレーザー技術をすべて無視して，ゼロからレー
ザー技術を再検討する過程で生み出された．高出力レー
ザーの最終的限界を決めるものはレーザー材料の効率的
冷却であるとして，高平均出力の固体レーザーの将来は
ファイバーレーザーとThin disk Laserに収斂すると予

言した．当時，ファイバーレーザーといえば，通信用
ファイバー増幅器しかなく，Thin disk Laserに至って
はまだ存在もしていなかった．我々も1年後にはactive 

Mirror Laserとしてレーザー発振を行ったが，時代を先
取りしすぎていて良い結果が得られなかった．というの
は1991年当時，Yb添加のレーザー材料もなければ，940 

nm励起Ldも存在していなかった．我々が自動的単一
縦モード発振を目指して実験に用いたレーザー材料は
Nd:YVO4で，大きな量子欠損で加熱されるため，熱レ
ンズは少なかったかもしれないが，200 μm厚の結晶は
熱歪みを生じた．GiessenがThin disk Laserを発表した
のは1994年のことであり，彼らの特許文書には我々の
プロシーディングス論文が参照されている2）．
　1991年，第1回重力波シンポジウムで発表した冷却拡
大則（Fig.2）の意味するところは，同じ体積から出力
を発生する固体レーザーならば，長大な側面冷却を使う
ファイバーレーザーか，極薄ディスクで端面冷却するア
クティブミラーが最も優れているというものである．当
時は誰もこの拡大則を信じなかったが，現在では高平均
パワーを発生する固体レーザーはこの2種類に集約され
た．基礎的な拡大則の威力というべきであろう．
　Fig.2の拡大則は効率的な冷却を示し，熱レンズ効果
を減少させることができることを示している．熱レンズ
効果が径方向の温度分布で形成されるロッドレーザーの
考えを準用すれば，極薄ディスクによって軸方向の熱流
だけで冷却をすると，熱レンズ効果がなくなるようにみ
える．しかし，実際はディスク全面を励起することはで
きず，実際はディスクの中心部だけを励起するしかな
い．全面励起をして中心部でビーム径が半分のレーザー
増幅をすればレーザーの効率は一挙に1/4に減少するの
だからいくら熱レンズフリーにしたとしても意味はな
い．果たして，中心部の部分励起をしながら，熱レンズ
をなくすことはできるのか，それが2011年にJTFで与
えられた課題であった．

Fig. 1   Coherent beam combining of fiber laser array of ICaN program.

Fig. 2 Cooling scaling of solid state lasers. 
 a fiber laser and a thin disk laser are most promising.
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３．熱レンズのないレーザーセラミックス
　冷却のために高い温度勾配があっても熱レンズ効果が
発生しない熱レンズフリーレーザー材料というのはあり
うるであろうか．温度によって光学性能が変化しては困
る精密光学機器などのために，athermal glassと呼ばれ
る温度によって光学特性の変化しないガラスが存在す
る．ガラスは液体であるため，2種類の相反する特性を
持つガラスを混ぜ合わせることで，その中間的性質を
持ったものを作ることができるので，このようなパラ
メータ調製が可能である．一方，固体レーザーの材料で
ある結晶では，原子の並びは原子間の強い結合で決めら
れているので，ガラスのような材料調製はできないとこ
れまで信じられてきた．しかし，athermal laser crystal

を開発するには，この常識に挑戦する必要がある．今
回，このような新しい挑戦が可能であるとの結果を得た
ので報告する．
　きっかけはフッ化物レーザーセラミックスの開発であ
る．超短パルスレーザーとして注目を集めている
Yb:CaF2レーザーをセラミック材料で実現するための研
究は過去10年以上続けてきた研究の延長にある．多く
のレーザーセラミックスは酸化物結晶で開発されてきた
が，Yb:CaF2は利得帯域幅が広く，自然にサブ100 fsパ
ルスを発生することが可能な結晶として注目を集めてい
る．3価のイオンを置換する酸化物結晶に比べて，CaF2

の場合，Ca2+サイトにYb3+を置換しなくてはならず，電
荷補償の点から必ず欠陥とペアとなるため，透明セラ
ミックスを作成するのが難しい．実際，eu添加の実験
では低濃度添加（0.3%）ではeu2+であるものが，濃度
が上昇するとeu3+に変化するなどの現象が見られ，これ
らは原子価の変化だけではなく，結晶構造も変わること
から大変複雑な過程であることが理解された．
　ちょうど，フランスでYb:CaF2セラミックレーザー
の高効率動作が発表されたので，同等な性能を持ってい
た日本製（ニコン・電通大）のYb:CaF2セラミックス
の改良研究に注力した．それまでの経験を活かして，
Yb:CaF2-LaF3という組成のフッ化物セラミックスの開
発に成功した 3）．母材そのものにLaF3と3価のイオンサ
イトを用意することで，高濃度まで安定して希土類添加
が可能となった．その結果，Yb 6%，La 6%までの条件
で，レーザー品質の透明セラミックスの製作に成功した．
　Fig.3に連続発振の結果を示したが，Yb:CaF2-LaF3セ
ラミックスは最大出力4W，スロープ効率73%というこ
れまでのフッ化物セラミックスで最高の性能が出た3）．
なかでも73%という効率はこのセラミックスの散乱・
吸収損失が単結晶と同等以上であることを示した．即ち
完全透明結晶となったことを意味している．
　レーザーセラミックスとして素晴らしい材料だという
ことがわかった後，改めてYb:CaF2-LaF3という材料に

ついて詳しく検討した．その結晶構造などについて調査
したところ，Fig.4のような相図であることがわかっ
た4）．判明したことは，700℃以下ではCaF2-LaF3は互い
の濃度にかかわらず安定であり，その状態はa（Fluorite-

like）とB（Tysonit-like）の2つの構造が混ざりあった
状態である．元来，Solid Solutionでは同じ対称群に属
する結晶は固溶体として安定な結晶構造を持つので，
CaF2-LaF3系は極めて有望な材料だとわかった．

　これとは別に，Nd:BZMTというセラミックスも開発
に成功し，レーザー発振のみならずモードロック発振も
達成している5）．この材料は元来，セラミック企業であ
るムラタが高屈折率レンズ材料として開発したものを基
礎としており，成分比率を変化させることで屈折率を調
整した経験がある．すなわちSolid Solution材料によっ
て必要な光学特性を調整することができることはすでに
実証済みである．
　フッ化物材料はdn/dTが負の値を持つので，材料の線
膨張項α（n – 1）とキャンセルすることで熱レンズ効果が
酸化物より1桁位小さくなる．これを示したのがTable 1

である．CaF2結晶そのもので，すでにYaGやal2O3な
ど典型的レーザー結晶より1桁低い熱レンズ係数dS/dT

Fig. 3   CW oscillation of Yb:CaF2-LaF3 ceramics.

Fig. 4 Solid solution with fluorite structure of CaF2-LaF3 system. (ref.x)
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を示している．LaF3については結晶として測定された
データが存在しないが，前述のようなSolid Solutionで
組成比が調整できる材料では，純粋なCaF2より更に小
さくなる可能性が見えている．この方向に向かう材料開
発は現在も進行中である．ただし，材料開発，特に透明
セラミックスの開発はそれほど容易ではなく，さらに時
間が必要である．しかし，これまで結晶では不可能と考
えられていたパラメータ調整の可能性が見えたことは極
めて重要な成果である．
　材料調製による完全なathermalレーザー材料は原理的
には可能でも，dS/dTを完全にゼロにすることはむずか
しい．たとえガラスであっても1桁減少させることも簡
単ではないのが現実である．レーザーのデザイン技術な
どによって，次節にあるような熱レンズフリー固体レー
ザーを開発する努力が必要となる．しかし，本研究の意
味は，レーザー結晶において混合状態のsolid solutionを
用いて，光学的パラメータの調製が可能なことを世界で
初めて指摘したことにある．

４．アクティブミラー型レーザーの熱レンズ制御
4.1.	 リングヒーター加熱と熱絶縁方式の提案
　JTFの勧告を受けてファイバーレーザーのコヒーレン
トビーム加算のための ICaNプログラムを立ち上げた 

のは2012年である．CeRNの欧州加速器機構で ICaN 

Kickoff Meetingを開催した時，主催者であるG. Mourou

から筆者に与えられた内容はアレイ型ファイバーレー
ザーを代替可能な未来の固体レーザーの概念提案をせよ
というものだった．そこで筆者は ICaN Kickoff 20126），
IZeST annual meeting 2012，FNP 20137）と会議ごとに，
リングヒーター加熱，超高速回転ロータリーディスク，
熱絶縁方式と熱レンズフリー固体レーザーを目指す新し
い概念を提案し続けた．
　各々について詳しく述べる紙幅はないが，概念的に説
明をしてみる．中心加熱がディスクの径方向に熱拡散し
て熱レンズ効果が発生するのであるから，ディスクの外
周上にリングリーターを印刷して電気加熱をすれば，外
周から入力する熱による熱障壁により径方向の熱流がブ

ロックされ，熱レンズフリー領域が拡大する．一方，外
部から加熱しなくても，完全な熱絶縁をすれば，結果的
に径方向の熱流がなくなった時点で定常的熱分布が形成
されるので，熱レンズ効果がなくなるというのが熱絶縁
方式である．後者は米国で軍事レーザー用に開発された
Heat Capacity Laser8）を熱の時定数より長い時間で利用
しようというものである．いずれも一長一短があり，
各々単独では現実的な解とならなかった．しかし，このよ
うな単純なアイデアの追求は，若手研究者の理解を容易
に得られる可能性がある．その後，筆者が大学を定年退職
したこともあり，一人コツコツと概念的研究を継続した．

4.2.	 アクティブミラー方式の本質的な特徴
　Fig.6はLd励起アクティブミラーの模式図である．元
来，アクティブミラーの概念は1980年代に米国ロチェ
スター大学のLLe（Laboratory of Laser energetics）で
レーザー核融合用増幅器用に提案された．利得を持った
反射をさせるミラーとしてアクティブミラーと呼ばれ
た．しかし，フラッシュランプ励起固体レーザーに応用
すると，励起は裏面から誘電体多層膜を透過して行うた
めにdichroic Mirrorが必要となる．インコヒーレントな
光源であるフラッシュランプの場合，励起源をレーザー
増幅媒質に接近して配置する．このため，フラッシュラ
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ンプ励起の強烈な紫外線をすべて吸収する裏面の誘電体
多層膜が短寿命となって実用化に至らなかった．
　一方，筆者らが重力波干渉計用の安定化レーザーにア
クティブミラーを考えた1991年当時，すでに将来の固
体レーザーの励起はLd励起となることは自明であっ
た．Ldはレーザーの中ではビーム品質が悪く，とかく
問題にされているが，明らかなコヒーレント光源であ
り，励起対象であるアクシブミラーを離れた位置から
ビーム励起することに問題はない．即ちアクティブミ
ラーの前面は励起光，レーザービーム光の透過する面
で，この面に余計な制御部品を配置する余裕はない．典
型的な使用例では，裏面は誘電体多層膜を介して冷却面
に接しており，ディスク側面は空気に触れている．いわ
ば空気による熱遮蔽がされていると考えてよい．裏面冷
却面は冷却の効率を上げるため，前面冷却するのが普通
である．しかし，Ld励起アクティブミラー増幅器の重
要な特質は，前面以外の底面，側面は制御可能というこ
とであり，これまでそのような観点でThin disk Laser

が評価されたことはない．なお，筆者はこの論文では，
Thin disk Laserという世の中でよく使われている言葉
を使わず，アクティブミラーと表現するが，これには2

つの理由がある．その第1は1991年に世界で初めてLd

励起アクティブミラーを発振させた筆者らとしては，改
めてその原点に立ち戻りたい．第2の理由はThin disk 

Laser研究は冷却効率を上げるために，厚さをますます
薄くしていっている．一方，本論文で扱う熱レンズ制御
は径方向の熱流制御を行うために，厚さが0.25 mmから
5 mmとThin diskの範疇に入らないものを扱っている．
そのため，改めてアクティブミラーの原点に回帰するの
が適当と考えた．そして，側面までも制御の対象領域と
するには，アクティブミラーの呼称こそがふさわしい．

4.3　熱レンズ効果
　そもそも熱レンズ効果とは何か．熱レンズ効果は

 dS  dn
 — = L ［	—	+	α（n – 1）］	 dT  dT

で表現され，屈折率nの温度依存性dn/dTと媒質の熱膨
張αに比例する．通常のレーザー動作条件では屈折率の
温度変化と熱膨張のいずれも温度に対して線形に変化す
ると考えて良いので，上式の示すとおり熱レンズ効果
dS/dTは温度変化に比例すると考えてよい．ディスク
レーザーの特徴である同軸対称性を利用すれば，定常的
温度分布は有限要素法によって求めることができる．熱
伝導方程式を使って，時間発展温度分布も計算したが，
定常分布の計算には有限要素法のほうがよほど簡単であ
る．さらに要求されている10–15 kHzという高繰り返し
動作は，Yb:YaGなどの上準位寿命1 msより高速なの

で，励起はCW励起となり，高速繰り返しパルス増幅動
作の熱解析は定常温度解析で十分である．

4.4.	 基準となるアクティブミラーレーザーの熱レン
ズ効果

4.4.1	 厚さ1	mmのディスクを基準とする理由
　本研究で対象とするのは，Thin disk Laserだけでは
なく，むしろより厚いディスクを使ったアクティブミ
ラーの熱レンズ制御である．なぜなら径方向熱拡散で熱
レンズが発生すると考えられているなら，それを制御す
るには径方向熱拡散が大きな役割を果たすケース，それ
は比較的厚みの厚いディスクの場合であるべきだから．
したがって，基準となるアクティブミラーとは，Thin 

diskとの接点となる t=1 mmの場合を採用した．

4.4.2　径方向熱拡散がない場合
　厚さ1 mm，直径10 mmのディスクの中心部5 mm径
部分を励起領域とする．この場合，径方向熱拡散がまっ
たくないとすると，励起領域のみが温度上昇し，それ以
外の領域は直接冷却されるので，温度分布は矩形とな
る．軸方向に積分した熱レンズ効果も矩形となり，この
場合は反射光の位相変化をフーリエ変換すれば，平面波
成分と熱レンズによる位相変化分はちょうど50%ずつ
となる．

4.4.3	 底面前面冷却，側面熱遮蔽の場合
　典型的なアクティブレーザーの動作条件は，底面は前
面冷却する一方，側面は空気にさらされて冷却されな
い．これはなるべく冷却効率を高めるためであり，側面
冷却して径方向熱流を作ることにメリットがないからで
ある．実際，その条件におけるディスク内の温度分布
（a）と（b），さらに温度変化をY軸（厚さ方向）に積分
した熱レンズ効果（位相シフト料に比例）（c）をFig.7に
まとめて示した．これらが成立するのは，前述のように

Fig. 7 Thermal-induced phase shift of an active mirror with t=1 mm. 
a) Lateral T, b) 2d T profile, and c) Thermal induced phase 
shift.
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熱レンズ効果が温度に比例し，熱伝導過程そのものが線
形であることに起因している．今後，様々な条件を変え
た場合，熱レンズ効果の減少効果はこのデータを基準と
して表現する．Normalized Thermal Lens NTL=0.01と
は熱レンズ効果が厚さ1 mmのディスクに比べて1%，
すなわち1/100に減少したという意味である．

4.4.4	 底面全面冷却条件における厚さ依存性
　厚さを変化させると，ディスク内の熱流分布は複雑に
変化する．極薄ディスクでは軸方向熱流で冷却される
が，ディスクが厚くなると熱流は3次元的になり，径方
向熱流によって中心部の温度分布が変化する．非励起部
分への熱流によって，矩形分布の肩は削れていく．この
様子を示したものがFig.8である．Fig.8（a）の最高温度
Tmaxは t=1 mm以下のThin disk状態では薄いほど冷却
効率が向上するので減少するが，1.5 mmより厚くなる

と径方向熱拡散により温度上昇は飽和している．一方，
Fig.8（b）にあるNormalized Thermal Lens，すなわち t= 

1 mmのディスクを基準とした位相シフト量の比率は 

2 mmで極大になりその後は減少に転じる．径方向への
熱拡散により励起されていない領域に熱の蓄積が起こり
径方向温度分布がなだらかになることで平面波成分が増
加することの影響である．Fig.8（b）のNo-flat waveとは
平面波成分以外のすべてのフーリエ成分の総和を示して
いる．Fig.8（c）に見るように当初，薄いディスクでは励
起領域に限定されていた加熱は厚さが厚くなるにつれて
中心部から周辺部にも広がってゆく．そして，厚さ2.5 

mm以上では周辺温度が顕著に高くなっていくことが見
て取れる．これは周辺部分が励起による加熱がないにも
かかわらず熱浴として働いていることを示している．し
かし，熱レンズ効果に寄与するのはあくまでもディスク
面内の位相シフト量の差である．従来のHeat Capacity 

Laserは励起体積内で生じる熱レンズ効果を，冷却を放
棄することで熱流をなくす．そのため，温度は単調に増
加して，短時間動作（数秒間）に限定される．このため
従来，定常運転できるHea Capacity Laserという概念は
存在しなかった．しかし，この周辺部に蓄積された熱は
熱レンズ補正の効果を生み出すので，これを積極的に活
用できれば，定常的Heat Capacity Laserという新概念
が可能となることがわかった．これは実際に計算をして
その効果を実感して初めて理解できたことである．

4.5.	 側面加熱による熱レンズ制御
　2012年の ICaN Kickoff Meetingで提案したリング
ヒーター加熱による熱レンズ補正は，Thin diskの表面
エッジ上に表面ヒーターを印刷し，熱レンズ制御に用い
ようとした．中心部の熱レンズ補正をしようとすると，
制御温度は極端に高くなり，実用的な制御条件を求める
ことができなかった．当時なぜ表面ヒーターにこだわっ
たかというと，Thin disk Laserの場合，厚みが薄いた
めに，制御のための側面積が取れないからであった．同
時に表面加熱は直ちに底面冷却でその効果を打ち消され
る運命にあり，わずかな温度制御をするために，無駄に
膨大な熱流を生み出すことは，本来の目的から外れたも
のといわざるを得なかった．
　今回，より厚いactive mirrorに適用した場合，側面
からの温度制御は一定の効果を発揮することが判明し
た．Fig.9に見るように，t=0.5 mm以下のThin disk領
域では，側面からの熱流入はほとんど効果がないが，
t>1 mm以上では励起領域から非励起領域に流れ出る熱
流と重なることで，非励起領域の温度を上昇させること
で，熱レンズ効果が減少する．t=1–5 mmという厚い
ディスクの熱レンズ効果が t=1 mmのディスクに比べて
大幅に減少し，t=5 mmでは1/10にまで減少すること

Fig. 8 Total Phase Shift vs disk Thickness at Constant Pump Rate 
under 100% Bottom Cooling, (a) Tmax, (b) Normalized Thermal 
Lens & No-flat wave component, (c) Phase shift distribution.
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Fig. 8 Total Phase Shift vs disk Thickness at Constant Pump Rate 
under 100% Bottom Cooling, (a) Tmax, (b) Normalized Thermal 
Lens & No-flat wave component, (c) Phase shift distribution.
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は，従来の熱レンズ対策，効果的に冷却することで熱レ
ンズを減少させる，という方法以外に，有効な方法があ
ることを実証している．そして，このように厚いディス
クで熱レンズ補正が可能ならば，無理やり高濃度の利得
媒質を利用する必要はなく，利得媒質についての柔軟
性，選択可能性を広げる意味でも固体レーザーにとって
重要である．

５．断熱遮蔽による熱レンズ制御
5.1.	 底面冷却・断熱における熱レンズ
　最近良く用いられているThin disk Laserの場合，冷
却効率を上げて熱レンズを減少させることが基本原理な
ので，底面の冷却面積を制限することは考慮されること
がなかった．一方，コヒーレントビーム結合によるレー
ザーのパワー拡大則を追求しようとする現在では，固体
レーザーの断面内の位相シフトが均一化する，すなわち
温度シフトの均一性の追求がより重要なファクターであ
ることが理解されるようになった．今回の計算結果は，
まさにこのような方向性を具現化したものである．

5.1.1	 Thin	Disk	Laserにおける底面断熱の影響
　アクティブミラーの中で，t=0.25 mmのケースを例と
してThin disk Laserに於ける底面断熱の影響を考察し
た．前述のように，Thin disk Laserでは冷却効率を上
げることを基本原理としているために，より効率的な冷
却を求めて，レーザー媒質の厚みはますます薄くなる方
向にあり，いまでは厚さ100 μmが典型的である．底面
断熱半径を50%とちょうど励起半径と揃えた場合を計
算した．結果をFig.10に示した．t=0.25 mmの場合は，
励起半径5 mmに較べて加熱領域から冷却面までの距離
が非常に短いので，直接的な伝熱冷却の効率が高く，
100%底面冷却の場合は，温度分布，熱レンズの分布は，
ほぼ励起分布の矩形分布をそのまま反映して，径方向熱
流の効果はわずかに矩形分布の肩がなめらかになる程度
である．
　底面冷却半径を50%に制限し，励起体積の外側に広
がる直接加熱されることのない部分を熱遮蔽した．この
体積からの冷却も中心部50%底面から冷却される条件

の計算を行った結果，劇的な変化が観測された．径方向
の熱拡散によって非励起領域に熱が蓄積されると，位相
シフトそのものは増加して，結果として励起部分との位
相差は大きく減少する．冷却効率の良いThin disk Laser

の熱レンズ効果を（42 – 35）/42=1/6に減少させているこ
とがわかる．特筆すべき特質は熱遮蔽部分の位相シフト
は完全にフラットであるが，これはその体積内に加熱・
冷却に関する熱源，流出点が存在していないことに起因
しており，Heat Capacityとして動作している結果である．

5.1.2　底面50%冷却・熱遮蔽の影響：厚いディスクの場
合

　固体レーザーの原理そのものからいえば，Thin disk 

Laserは同じ利得を獲得するためにより強い励起強度が
必要で，10パス以上の多重パス励起が用いられている．
しかし，極薄の利得媒質に高エネルギー密度を行えば，
どうしても熱衝撃破壊が発生するようになる．本来な
ら，より厚い固体レーザーで熱レンズ問題を解決できる
ことが理想であるが，これまでは良い解決法がなかっ
た．この方向を目指して，温度分布，熱流の計算を行っ
た結果がFig.11である．Fig.11は同じ励起パワーで表現
されていて，ディスクが厚くなるにつれて最高温度も増

Fig. 9   B-cool + Side heating effect.

Fig. 10   Results of bottom cool/insulation for t = 0.25 mm thin disk.

Fig. 11 Temperature distribution of active mirrors for thickness of 
1 mm < t < 5 mm.
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大する．厚さが1 mmの場合はThin disk Laserと同様
に，非励起領域の温度は完全フラットになっている．一
方，厚いディスクでは，冷却面までの距離とのアスペク
ト比が小さくなり，径方向熱流が冷却に寄与する割合が
増加する．t=5 mmのディスクを見ればわかるように，
Heat Capacity領域でも2次元的な熱勾配が観測されるよ
うになり，回り込みながら冷却に寄与する熱流があるこ
とが見える．
　これらをまとめた結果をFig.12に示した．極薄ディス
クから厚いディスクまで，底面冷却半径を50%に制限
し，外側のHeat Capacitive Volumeを完全に熱遮蔽した
場合の結果である．ディスクが厚くなっていくと全体の
位相シフトは増加するが，面内の位相シフトの差は飽和
してあまり変わらなくなることがわかる．さらに，先程
の温度分布で見る限り，厚いディスクでは熱の流れは2

次元的に広がりながら起こっているが，それらを光軸方
向に積分した結果は，Fig.12に見る通り，やはりHeat 

Capacity領域では完全に平坦となっている．内部の熱流
分布は変化しているにも拘らず熱レンズ効果で評価すれ
ば，それは完全に平坦だということが理解された．

　実際にFig.12のような熱レンズ位相シフトを生み出し
ている時の最高温度はどのようになっているかを示した
ものがFig.13である．100%底面冷却の場合は飽和して
一定の温度以上にならなかった最高温度Tmaxは50%底
面冷却の場合は t=5 mmに至るまで増加し続ける．Tmax

は t=1 mm以下では差が見られないが，t>1 mmでは
徐々に差が拡大して，t=5 mmでは約2倍にまでなって
いる．
　Fig.12の位相シフトの空間分布をフーリエ解析する
と，平面波成分と非平面波成分の割合を計算することが
できる．平面波成分以外をすべて熱レンズ効果に寄与す
るとするのは，若干，過大評価になるかも知れないが，
ここではそれを評価する．基準としては，通常の使われ

方，t=1 mmのディスクの100%底面冷却の場合を基準
として，それに対して非平面波成分がどれだけ存在する
かをNormalized Thermal Lens（NTL）として評価する．
　結果はFig.14のとおりである．100% B-coolの場合に
比べて，50% B-coolでは厚さにかかわらず1/50に減少
し，半対数グラフでは平行移動したようにみえる．

　一方，100% B-coolの側面境界条件を熱絶縁から温度
制御を加えてみると，Thin disk Laserでは側面温度制
御の効果はほとんど観測されないが，1 mm以上の厚い
ディスクではFig.14に見るように熱レンズ効果を減少さ
せる効果が出る．しかもその効果は厚みが厚いほど大き
いという結果となる．それでも側面温度制御の影響は
10倍程度の熱レンズ改善にとどまっており，50% B-cool

に較べて少ない．その上，50% B-coolでは付加的なパ
ワー供給もなく，単純に励起による加熱の熱流，熱の滞
留を利用しているだけで，アクティブミラー全体の効率
を低下させることがない．底面冷却・熱遮蔽の適切な設
計という手法のほうが優れていることが判明した．これ
は重要な結論で，アクティブミラーの設計指針となる．

Fig. 13   Bottom cooling effect for Tmax.
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Fig. 14 Normalized thermal lens vs thickness under bottom cooling 
and side T control.
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5.1.3　側面からの温度制御による調整機能
　それでは50% B-coolの状態に，側面から付加的な温
度制御を加えたら，どのような位相シフト分布に変化が
生まれるのであろうか．結果はFig.15に示したとおり
で，50% B-coolのみの加熱部分と対象的に側面加熱の
影響が加算され，熱レンズ効果を減少させる様子が見て
取れる．同時にこれらは中心部加熱領域と側面からの熱
流入の加算効果なので，径方向熱拡散の曲線の重ね合わ
せとして表現される．したがって，その接合部分にFig. 

15に見るような極小点を生み出すことは避けられない．
これはいわば曲線＋曲線の重ね合わせから生じている．

5.1.4	 底面熱遮蔽の拡大による熱障壁形成とHeat	Cap
aci	tive	Volumeの制御

　底面熱遮蔽を更に拡大し，励起体積との不整合を作り
出せばどうなるであろうか．Fig.16はその計算結果で厚
さ t =0.25 mmのThin disk Laserの底面冷却を43%と
し，励起体積50%との間に差を作った．Fig.16の上部
にある2つの階段状関数は，矩形の励起分布（赤）と底
面冷却B-coolの分布を示した．励起体積の外周部，
43%より外側50%までの領域は加熱されても，直接，

軸方向熱流で冷却されることはない．この状態の励起と
温度分布の俯瞰図がその次に示されている．励起は明確
に50%が加熱領域となり，その外部は熱入力が存在し
ない．励起と冷却の不整合部分の温度分布は軸方向と径
方向の熱流が混ざった形状となっている．この温度分布
を軸方向に積分し，温度に比例した位相シフト量を計算
したところ，最下部の分布が示された．興味深いこと
に，励起領域に比べて外周方向に広がっている部分の位
相シフトは，励起入力が存在する中心部に較べて遥かに
大きいことがわかった．100% B-coolの場合の位相シフ
ト曲線を逆転したものに見える．
　注目すべきは加熱／冷却のミスマッチから生み出され
た熱障壁は非加熱領域の温度や熱誘起位相シフトを励起
領域よりも遥かに大きなものにすることができること
と，その場合でも位相シフトの分布曲線はフラットな
Plateauプラトーを形成することである．これはHeat 

Capacitive Volumeの位相シフトの特徴を完全に保持し
た特徴となっている．そして，この熱障壁が形成する位
相シフトは定常的な励起，熱入力，冷却の存在下で熱平
衡状態を作り出していることで，これを利用すれば，定
常運転可能なHeat Capacity Laserが実現できることを
意味している．

5.1.5	 熱障壁作用による最適条件の探求
　前述のように励起・冷却体積のミスマッチによる熱衝
撃で，Heat Capacitive Volumeの位相シフト量が連続的
に制御できるならば，当然，加熱領域と同じレベルの位
相シフトを与える最適冷却・熱遮蔽条件が存在する．そ
れらはディスクの厚さごとに異なるので，各々を計算し
て求めた．典型的な例をFig.17に示す．これは t=2 mm

のディスクについて，底面の冷却面積を47%から45%

まで変化させた結果である．ディスクの外周部分のフ
ラットな位相シフト領域はB-coolの面積を減少させて
いくと，ちょうど平坦部のレベルがそのまま平行移動す
るようにシフトする．一方，厚さが2 mmになると，励

Fig. 15 Modification of phase shift profile by the additional heating 
from side.

Fig. 16 Thermal barrier formation by the gap between heating and 
cooling area. When the thermal barrier is high enough, the 
temperature at the heat capacity volume is higher than the 
heating area.

 

Fig. 17 The plateau level in the heat capacity area varies continuously 
as a function of bottom cooling area.
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起部分の位相シフトレベルも若干変化する．Fig.17で明
白なことはHeat Capacitive Volumeの位相シフト量は励
起領域レベルより低いレベルから高いレベルに推移して
おり，この場合であれば46% B-coolの条件が一番，熱
レンズ効果が少ない．Fig.17の空間分布波形をフーリエ
解析し，完全フラットな平面波成分以外を熱レンズ成分
として評価すると，底面冷却の最適値を求めることがで
きる．
　これらをまとめた結果はFig.18に示すとおりで，ディ
スクの厚さが厚くなるほど，励起と冷却のギャップは大
きくなる傾向がある．この曲線における極小条件は追加
的温度制御なしで，ディスク全面における規格化された
熱レンズ効果が最小となる条件である．有限要素法の
メッシュ間隔制限の結果，Fig.17におけるB-cool半径の
最小刻みは1%となっているが，実際は更に細かい冷却
面積制御をすれば，曲線の最小値にまで最適化できるこ
とは自明である．

5.1.6	 Heat	Capacitive	Active	Mirror
　それでは各々の厚さに応じた最適冷却・熱遮蔽，側面
温度制御の条件での熱レンズ制御の様子を具体的な温度
分布を表現しながら見てみよう．Fig.19は t=0.5 mmの
場合の最適条件である．底面の冷却半径は励起体積の
49%，1%の僅かなミスマッチが生み出す熱障壁を利用

したケースで，規格化熱レンズ効果は5.4×10–5，すな
わち約1/1000以下まで系統的に制御，減少させること
ができる．Fig19に示されたその時の温度分布を見ると，
励起部分は高温から低温まで軸方向に熱流が流れている
が，外周部分のHeat Capacity領域はほぼ一定温度で，
蓄熱，位相差制御に用いられている．
　これらの結果をまとめてグラフにしたものがFig.20

で，これが本研究のまとめとなる成果である．もっとも
効果が大きいのは底面の冷却，熱遮蔽比率の制御，側面
の温度制御が付加的に有用で，最適条件では優に1/10000

の熱レンズ削減を，広い範囲の厚さを持つアクシブミ
ラーで実現可能であることがわかる．

5.1.7	 Heat	Capacitive	Active	Mirrorのイメージ
　Heat capacitive active mirror（HCaM）は新しい概念
なので，従来のイメージで捉えることがむずかしい．そ
こでわかりやすいイメージとして説明することを試み
る．Fig.19 ではHCaM内の温度分布を3d，2dイメー
ジとして表した．Thin disk Laserの条件下では温度分
布としては励起領域では高温から低温まで，大きな熱流
を発生させる温度勾配が存在しており，Heat Capacitive 

Volumeの中はほぼ一定温度となっている．これらを円
形ディスクとして表現すると，Fig.21の上図のようにな
る．いわば土星のように中心部に高温から低温に至る温
度勾配を持つ領域が広がり，その周辺に熱の流れを持た
ない周辺のハロー部を持っている．上から見た温度分布
（Top view）と下から見た温度分布（Bottom view）を
示した．ディスクに垂直方向に積分して平均値を取る
と，Fig.21のとおりディスク全面にわたって均一とな
る．Top + Bottom=Totalとして表現した．実際のディ
スク内の温度分布と熱レンズ由来の位相シフトの関係を
イメージ的に理解するのに役立つであろう．

Fig. 18 Optimum condition for minimum thermal lens vs thickness 
parameter.

N
TL

Fig. 19 Phase shift profile for a heat capacitive active mirror under 
49% bottom cooling of t=0.5 mm thick disk.

Fig. 20 Summary of thermal lens control for active mirrors. Bottom 
cool control is so effective, 1/50 down by 50% bottom cool 
and 1/1000 reduction for optimal bottom cooling control.
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起部分の位相シフトレベルも若干変化する．Fig.17で明
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きる．
　これらをまとめた結果はFig.18に示すとおりで，ディ
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矩形であるのに対して，CW励起または高繰り返し励起
によって形成される定常的熱レンズ分布も，Heat 

Capacity Volumeでは完全フラットで，さらに冷却面ま
での距離が短いThin disk Laser条件では，励起部分で
も径方向熱流が無視できるので，ほぼフラットな位相シ
フト分布を持っているからである．
　実際に t=0.25 mmの場合について計算した結果をFig. 

23に示した．前述したように，底面冷却面積の制御に
よって励起領域の位相シフト量を周辺のHeat Capacity

領域より少ない状態に調整することが可能である．励起
パルスによって加えられる励起パルス中の加熱，それに
よる位相シフトは励起エネルギーさえ一定であれば一定
で，かつ，励起面積に対して一定である．当初のオフ
セット位相シフトを励起で加えられる位相シフトと同じ
にセットしておけば，Fig.23に見る通り，熱レンズ効果
は熱平衡状態と同様に最適化され，励起領域とHeat 

Capacity領域の接続部分の僅かな変調だけが残留する．
この計算の場合は，オフセット状態でNTF=2.3×10–5

であったactive Mirrorはレーザー発振，またはレーザー
増幅タイミングではNTL=5.8×10–7と1/4に減少する．
高繰り返しパルス動作の条件で実際に実現可能な条件で
ある．この結果，熱平衡状態におけるHeat Capac itive 

Volumeの位相シフトを予めプリセットしておくことで，
励起期間中に生じる過渡的位相シフトを補償し，レー
ザー動作の瞬間はディスク全面の位相シフトは t=1 

mm，底面全面冷却の場合の100万分の1に減少するこ
とができる．

　パルスエネルギーが変わると，当然，プリセットの値
も変化させる必要がある．より深いプリセットの場合，
パルス励起による瞬時的熱レンズ効果は完全な矩形であ
るのに対して，励起領域とHeat Capacity領域の熱レン
ズプリセットが大きくなると，そのつなぎ目部分の影響
は大きくなって，完全な補正効果が得られなくなる．そ
の場合の熱レンズ効果の変化を表現したものがFig.24で
ある．平均パワー入力に対して単一パルス入力が少ない

６．パルス励起時の熱レンズ補正
　アクティブミラー系の温度分布は同軸対称系であるこ
とを利用すると，以下のような熱伝導方程式を数値計算
して，その時間発展も正確に計算することが可能である．

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

ここでρは密度，Cpは比熱，αは熱伝導係数である．
　昨年までの研究で，以下の結果を出している．Fig.22

はYb:YaGの上準位寿命と等しい時間（1 ms）のパル
スで励起した場合の温度分布である．この場合は時間が
短いので，冷却時定数に比べて短い時間の励起のため，
ディスクは断熱的に励起されている．実際，計算された
温度分布はFig.22の通り，ディスク厚さにかかわらずほ
ぼ矩形状の温度分布となり，当然ながらそれに伴う位相
シフトも同様の矩形状となる．昨年までの研究結果で
は，このような断熱状態で発生するパルス励起パルス内
で発生する熱レンズ効果は，励起の不均一性を直接反映
し，制御不可能であると結論づけていた．

　しかし，今回の創案したHeat Capacitive active Mirror

の方式では，上記のパルス励起時に誘起される過渡的熱
レンズ効果も補正できることがわかった．過渡的熱レン
ズ補正という意味では，世界で初めての提案といえる．
その根拠はパルス励起熱レンズによる位相シフトがほぼ

Fig. 22 adiabatic heating during pump pulse of 1 ms for Yb:YaG disk 
lasers.

Fig. 21 Image of Heat Capacitive active Mirror: Temperature profile 
Top + Bottom = Total phase shift.

Fig. 23 Thermal lens control for pulsed pumping scheme by the pre-
offset of phase shift of heat capacitive volume.
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場合は熱レンズ補正は極めて有効であるが，単一パルス
入力が大きな場合は，その大きさに応じて完璧な補正が
難しくなる．しかし，一挙に50%以上の熱レンズ変化
を与えるパルス入力に対しても，大きな補正効果がある
ことは有用性の大きさを示す結果といえる．

７．ま　　と　　め
　コヒーレントビーム結合に適用可能な熱レンズフリー
固体レーザーの可能性について検討した．透明フッ化物
セラミックスの研究に光学パラメータを調整可能なレー
ザー結晶の可能性を見出し，透明セラミックス材料の開
発方向を示した．また，忘れられていたアクティブミラー
レーザーに底面熱遮蔽の導入という新しい概念を持ち込
んだ結果，励起体積の外部にHeat Capacitive Volumeを
持ったアクティブミラーで，新たな制御パワーの導入な
しにディスク前面にわたる熱レンズ効果を1/1000以下
に減少させるデザインを提案し，ファイバーレーザーに
対抗可能な完全平面波発生熱レンズフリー固体レーザー
に道を開いた．なお，最後に加えるコメントは，ここで

計算した結果は熱平衡状態における温度分布を基礎とし
ており，全てが線形過程であるので，ディスクのアスペ
クト比（厚み／半径）が一定であればサイズに無関係に
成立する．ただし，熱平衡状態に達する時定数はサイズ
に依存するのは当然である．熱レンズフリー固体レー
ザーについてもっとも単純で，直接的な解決策を一般的
な形で提示できたと考える．
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