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はじめに 

高出力・高強度レーザーシステムに用いられる
光学素子はレーザーパルスに曝されると、しばしば
破壊を引き起こす。この破壊現象はレーザー損傷と
呼ばれ、レーザー損傷が生じる最低のレーザーエネ
ルギー密度はレーザー損傷閾値と定義される。レー
ザーシステムに用いられる光学素子が、レーザー損
傷を生じると安定しシステム動作が望めないため、
レーザー損傷閾値がシステムの出力エネルギーを制
限する要因の 1 つになっている。そのため、レーザ
ー損傷が生じる機構 (レーザー損傷機構) を理解し、
高いレーザー損傷閾値を持つ光学素子を開発するこ
とが重要な課題となっている。レーザー損傷に対す
る研究は、世界各国で 40 年以上行われている [1]。 

大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの
GENBU レーザーや東欧大型レーザープロジェクト
ELI において、低温冷却した Yb:YAG レーザー媒質
がレーザー発振部・増幅部に用いられている[2]。し
かしながら、光学素子温度がレーザー損傷機構に及
ぼす影響について、十分な理解が得られていない。
近年、石英ガラス内部や光学薄膜のレーザー損傷閾
値温度依存性が報告され、詳細な研究が進められて
いる [3-5]。先行の研究では、ナノ秒オーダーのレー
ザーパルス幅によりレーザー損傷閾値が評価されて
いる。しかしながら、昨今の高強度レーザーシステ
ムで主流となっているチャープパルス増幅法では、
フェムト秒からナノ秒までの幅広いパルス幅のレー
ザー光がシステム内を伝搬する。従って、ナノ秒だ
けではなくピコ秒、フェムト秒のパルス幅に対する
レーザー損傷閾値の温度依存性を明らかにすること
が求められる。 

本研究では、異なったパルス幅に対するレーザ
ー損傷閾値温度依存性を評価した。 

実験方法 

実験配置図を図 1 に示す。レーザー損傷閾値評
価には、波長 1064 nm・パルス幅 4 ns のシングルモ
ード Nd:YAG レーザーおよび波長 800 nm・パルス幅
100 fs/ 2 ps/ 200 ps の Ti:Sapphire レーザーを用いた。
λ/2 波長板および偏光子を用いて入射エネルギーを
調整し、焦点距離 200 mm のレンズで評価試料上に
集光照射を行った。照射エネルギー密度は、パワー
メーターによりエネルギー、CCD カメラによりスポ
ットサイズを測定し求めた。本実験において、照射
スポットサイズはガウス分布 1/e

2で定義し 70 μm 

 

 
図 1 実験配置図 

 

であった。レーザー損傷の検出には、プラズマ発光
を目視で確認すると共に、He-Ne レーザーを同軸光
路上に通し、評価試料表面イメージを CCD カメラ
に像転送することにより観察を行った。 

冷却時の結露を防ぐため、評価試料は銅製の試
料ホルダーに取り付け、真空チャンバー (真空到達
度 ～5 Pa) 内に設置した。冷却には液体窒素、加
熱・温度調節にはヒーターを用いた。 

評価方法は、N-on-1方式を用いた。この方式は、
固定された照射箇所に対して、連続的に入射エネル
ギー密度を増加させながら照射し、照射毎にレーザ
ー損傷を確認、損傷が生じたエネルギー密度をレー
ザー損傷閾値と定義するものである。各評価試料、
各試料温度で 3 回ずつ測定を行い、その平均値を結
果として用いた。 

評価試料 

電子ビーム蒸着法により石英ガラス基板上に、
SiO2, MgF2, Al2O3, HfO2, ZrO2, および Ta2O5の単層薄
膜を用意した。各単層薄膜薄膜の膜厚は、波長 800 

nm に対して光学膜厚 (屈折率と物理膜厚の積) が
λ/4となるようにした。 

評価結果 

異なるパルス幅によるレーザー損傷閾値の評価
結果例として、図 2に SiO2単層膜、図 3に Ta2O5単
層膜の評価結果を示す。縦軸で示すレーザー損傷閾
値は室温 (298 K) における測定値を用いて規格化
した値を示す。パルス幅が短くなるに従って、評価
結果で示される近似直線の傾きが緩やかになり、100 

fs パルスでは全ての評価試料で直線の傾きが逆転す
ることが分かった。この直線の傾きをΔD.T. と定義 



 
図 2 SiO2単層膜の異なるパルス幅による 

レーザー損傷閾値温度依存性 

(室温のレーザー損傷閾値で規格化) 

 

 
図 3 Ta2O5単層膜の異なるパルス幅による 

レーザー損傷閾値温度依存性 

(室温のレーザー損傷閾値で規格化) 

 

し、図 4にΔD.T. のパルス幅依存性を示す。パルス
幅が短くなるに従って、ΔD.T. の値が負の値から正
の値に逆転することが分かる。この値の正負が逆転
するパルス幅の範囲は数 ps～数十 psであることが
分かった。 

 レーザー損傷閾値温度依存性が逆転するパルス幅
の範囲は、レーザー損傷閾値パルス幅依存性におけ
るτ1/2 則に従わなくなるパルス幅領域に一致する 

[6]。τ1/2則とは、レーザー損傷閾値はパルス幅が短
くなるとパルス幅τの 1/2 乗に従って値が減少する
スケーリング則である。この結果は、τ1/2則が生じ
る機構によってレーザー損傷閾値温度依存性につい
ても説明できることを示唆している。τ1/2則はレー 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4 レーザー損傷閾値温度依存性 (ΔD.T.) の 

パルス幅依存性 

 

ザー損傷機構において電子雪崩が支配的である場合
に従うとされている。従って、レーザー損傷閾値温
度依存性についても電子雪崩が支配的か否かによっ
て傾向が決定されると考えられる。 

まとめ 

本研究では、単層膜のレーザー損傷閾値温度依
存性を 4 種類のパルス幅で評価した。その結果、レ
ーザー損傷閾値温度依存性はパルス幅が短くなるに
従って低温条件でレーザー損傷閾値が増加しにくく
なり、フェムト秒パルスにおいては低温条件でレー
ザー損傷閾値が減少し、温度依存性の傾向が逆転す
ることが分かった。 

本研究の成果は、レーザー損傷閾値パルス幅依
存性で議論されるτ1/2則と同様の考察をすることに
よって、レーザー損傷機構を解明、低温冷却レーザ
ー媒質を用いる高出力レーザーシステムの高出力化
を可能にするものである。 

本研究で得られた知見は、大阪大学レーザーエ
ネルギー学研究センターの三上氏によって国際会議
報告 [7] され、国際会議紀要 [8] が出版された。 
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