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 レーザー核融合の研究は世界中で研究が進められ

ており,その進展は急速である.現在,世界中で大規模

な超短パルス・超高強度レーザー装置の建設が計

画・実行されている.欧州 EU では超高強度レーザー

開発プロジェクトである HiPER (High Power laser 
Energy Research) や ELI (Extreme Light 
Infrastructure)などが進められており,その出力は PW
級から EW 級へと及んでいる. 

a)  NIFの主増幅部  我が国でも大阪大学で EW 級の出力が見込める超

高 強 度 レ ー ザ ー Gekko-EXA が 計 画 さ れ て い

る.Gekko-EXA はパルス幅 10fs で 0.2EW のパワーを

得る設計である.主増幅器は 20cm 部分重水素化

KDP 非線形光学結晶を用いた光パラメトリックチャー

プ パ ル ス 増 幅 (Optical Parametric Chirp Pulse 
Amplifier: OPCPA) の レ ー ザ ー シ ス テ ム で あ

る.OPCPA は超短パルスを伸長し,ピーク強度を下げ

たパルスビームを非線形光学結晶に励起光と同時に

入射することで増幅を行い,再び超短パルスに圧縮す

ることで非常に高い強度を得る増幅システムであ

る.Gekko-EXA はこの励起光源に PW 級レーザー

LFEX を使う予定である.LFEX は同大学にある PW 級

レーザーシステムで 1ps-10PW 出力の構成である.本

研究では EW 達成のためにまず励起光源用 LFEX の

出力を上げることを目的とし,米国のローレンスリバモ

ア研究所の大出力レーザー装置 NIF でレーザーガラ

ス枚数による入出力特性シミュレーションの信頼性を

確かめた.そして LFEX においてレーザーガラス枚数

とレーザー増幅の評価を行うことにより出力増大を検

証した. 

 

図１.  NIF と LFEX の主増幅部の光学構成 
b)  LFEX の主増幅部 

 

表1.  LFEXとNIFのレーザー光学特性 

NIF LFEX
energy 1.8MJ 10kJ
power 500TW 10PW

pulse width 3.6ns 1ps
192beam, 4+2 pass 4beam, 4pass

38×38cm2 38×38cm2

4kJ(narrow)
3kJ(broad)

glass type LHG8/LG770 LHG8
number of slab 11+5 8

beam

energy/beam 20kJ

 

 
 より増強が望めると考えられる. 
2. LFEXとNIFの比較  
 図 1 に NIF と LFEX の主増幅部の光学構成を示す.

また表1にLFEXとNIFのレーザー光学特性を示す.2
つの構成の大きな違いは 4pass の main disk amp の

レーザーガラス枚数と2pass する power disk amp があ

るかないかである.NIF は 4+2 pass 構成で 1beam にレ

ーザーガラス 11 枚を 4+2pass で,合計 54 回通過する.

一方 LFEX はレーザーガラス 8 枚を 4pass で,合計 32
回通過する.表 1 より,1beam における出力エネルギー

は NIF は約 20kJ , LFEX は narrow band において約

4kJ,と大きく違う.これは main disk amp のレーザーガラ

ス枚数、power disk amp の有無によるものだと考えら

れ、LFEX でもこれらを最適化することに 

3. シミュレーションコードの概要 
 ガラスレーザーの増幅計算では Frantz-nodvik 方程

式が一般に用いられ(1)式で表せられる[1]. 
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ここで,G0 は小信号利得を示し,Pin(t)は入力パルス,Ein は

入力フルエンス,Es は飽和フルエンスである.NG(t)は利得

の波長依存性を含んでいる.また時間的な蓄積エネルギー

の減少により、利得もまた減少する.それを(2)式で表す. 
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spatial beam profile rectangle spatial filter 0.990

small signal gain/disk 1.3 pockels cell 0.934
beam 1, 4+2pass polarizer 0.980

number of slab 11+5 Power Amp 0.990

parameter
g(t)は小信号利得係数である.  

 また媒質の不均一性広がりを考慮した飽和フルエンス

の回帰計算も含んでいる.均一広がりの場合は飽和フルエ

ンスはEs=hν/σで表され,NIF,LFEXで使われているLHG8
は Es=4.497 となる.しかし不均一広がりの場合は Es =A+B 
Eoutという式で表され,A・Bは媒質ごとに異なる. 

 LHG8 は Es =3.75+0.12Eoutとなる[3].このコードでレーザー

ガラス枚数による入出力特性の評価を行えることをNIFの計

算を行うことにより示す. 

calculate@Es=4.497
calculate@Es=3.75+0.12Eout
calculate@Es=3.75
reference(LLNL[2])

 

4. NIFの入出力特性 
 レーザーガラス枚数の変更,power disk amp の追加による

シミュレーションコードの妥当性を示すために NIF の模擬コ

ーディングを行なった NIF の主増幅部は 2 節で説明したと

おり 11+5 disk の 4+2pass 構成である。シミュレーションに用

いたパラメータ,結果を図2 に示す. 図2.  NIFのレーザーエネルギー入出力特性I 
 図2 から Es =3.75+0.12Eoutのとき文献値[2]と一致し,コードの

妥当性は高いと言える. 
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5. レーザーガラス枚数による出力増大の検証 
レーザーガラス枚数による LFEX の入出力特性のシミュレ

ーションを行なった.計算結果,計算に用いたパラメーターを

図3 に示す. LFEX は本来,1ps-10ps のパルス幅を持つのだ

が今回は narrow band の 2ns で考えている. 
 11-5 disk のとき20[kJ]達成した.図4はそのときの強度分布

である.中心部の強度が低く,リップル成分が大きくなってしま

っている.OPCPA の出力光はパンプ光のビーム品質に大き

く影響されるため,このリップル成分は無視できず,大きな問

題となる. 
 

6. まとめと今後の展望 
   NIF と LFEX の比較をし, 両レーザーシステムの光学構

成の違いを示した.これにより,LFEX のレーザーガラス枚数

による出力増強が望めることを検討した.次に計算にしようす

るコードの概要を示し,それらの妥当性を確かめるために

NIF の模擬コーディングを行なった.飽和フルエンスを Es 
=3.75+0.12Eout としたとき,計算値が文献値に近くなり,コード

の妥当性が高いことを示せた.又,LFEXのレーザーガラス枚

数による出力増大を検証し,narrow bandで11-5 disk構成のと

き入力20[J]で出力20[kJ/beam]が達成できることを示せた.ま
たその時の強度分布も示し,出力が上がったがリップル成分

も大きくなり,OPCPA の励起光として用いるとき問題となるこ

とを示した. 

図3.  LFEXのレーザーガラス枚数による入出力特性 
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  今後の展望として,リップル成分の除去によるビーム均一

化,広帯域増幅におけるレーザーガラス枚数による出力増

大の評価,などを行い,最終的に LFEX を励起光源とした

OPCPA の計算コードを開発し,最適設計を行なっていく. 
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