
表 1．産業用レーザーの仕様値． 

  

高出力 
ファイバー 
レーザー 

炉用 
レーザー 

フェムト秒 
ファイバー 
レーザー 

波長 λ 1020～1070nm 1020～1070 nm 950～1100nm

平均出力 Pave ～100W ～1kW ～200mW 

パルス繰返し率 frep ～100kHz ～10Hz ～100MHz 

パルスエネルギー E ～ 2mJ ～100J ～ 2nJ 

パルス幅 τ 100ps～2ns 50ps～10ns 20fs～1000fs

ピーク出力 Ppeak 1MW～40MW 10GW～2TW 2kW～100kW 

装置サイズ 
 

40cm × 80cm 2m × 4m 30cm × 30cm
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序論 

高強度フェムト秒パルスレーザーは、その極め

て短い電界サイクルを利用して、レーザー粒子加速

研究や光電離によるアト秒領域の軟X線発生研究と

いった理科学応用に加え、非加熱加工、極短時間分

解計測といった産業応用でも極めて大きなポテンシ

ャルを有している。本共同研究では、炉用ドライバ

ー技術と超高速レーザー技術を統合することにより、

世界トップクラスの超高強度極短パルスレーザーシ

ステムを構築した。本システムの高性能化を進める

中で、高出力ファイバー増幅技術、炉用ドライバー

（大出力レーザー）技術、極短パルス光の発生技術

において基盤技術を確立した。また産業応用への展

開についても検討を進めた。 

高出力ファイバー増幅技術 
ファイバーレーザーはその幾何学的な特徴によ

り、バルク型の固体レーザーと比較して熱光学特性、

光出力安定性において優れた特性を有している。し

かしながら、レーザーパルスが伝搬するコアと呼ば

れる領域は数 µm 程度のため、パルスエネルギーはコ

ア領域の光損傷閾値により制限されてしまう。そのため

mJ 級のパルスエネルギーを得るためには、コア径を大

きくする必要があるが、その一方で横モード特性が低下

してしまうトレードオフが生じてしまう。そこで、近年では

ファイバー内部に微細構造を構成したフォトニック結晶

ファイバー（PCF）を用いることで、モードフィールド径を

大きく保ったまま単一横モード維持する事が可能となっ

た。本システムでは、LD励起Nd:ガラスレーザーの種光

開発をイッテルビウム（Yb）添加 PCF を用いて構築

し、波長 1053nm、パルス幅～5ns においてパルスエ

ネルギー1.4mJ までの増幅に成功した。このファイ

バー増幅技術を産業応用へ展開した場合のレーザー

仕様値を表 1 に示す。パルスエネルギーは mJ クラ

ス、平均出力 100W 程度で、主にレーザー加工や半

導体のアニール処理[1]等に適用可能である。本シス

テム開発を通じて構築した高出力ファイバーレーザ

ーを図 1 に示す。また PCF 増幅器とバルク増幅器を

組み合わせて平均出力 400W、パルス幅 10ns、繰り

返し率 167kHz の高出力レーザーの開発も進めた[2]。 

炉用ドライバー（大出力レーザー）技術 
本システムの様に高強度超短パルスレーザーを

発生させるには、広いスペクトル領域にわたって増

幅する必要がある。そこで、光パラメトリックチャ

ープパルス増幅法が用いられるのが一般的であるが、

短パルスレーザーの大出力化を図るためにはジュー

ル級の励起レーザーが必要になる。この励起レーザ

ーの仕様は炉用ドライバー技術としても適用可能で

ある。本共同研究では、繰返し動作可能なジュール

級レーザーとして、半導体レーザー（LD）励起高出

力 Nd:ガラスチャープパルス増幅システムを構築し

た。 
レーザー増幅器は、全反射を用いたジグザグ光

路の 4 パス前置増幅と同じくジグザグ光路の４パス

主増幅器から成る合計 8 パス増幅で構成した。フロ

ントエンド部からの出力光はビーム径 ϕ3 mm に切

り出され、像転送テレスコープを介してスラブレー

ザー増幅器へ導光される。4 パス前置増幅の結果、

パルスエネルギー80 mJ が得られた。次に、前置増

幅で得られた光パルスを矩形形状（幅 10mm、高さ

20mm）にビーム整形した後に、4 パス主増幅を繰り

返し率 1 Hz で行った。LD 励起エネルギー50 J のと

き、出力エネルギー2.38 J、パルス幅 2.5 ns が得られ

た[3]。このときのスペクトル幅は 3.7 nm であった。

ガラス媒質の利得峡帯域化によりスペクトル幅は

4.5 nm から 3.7 nm まで狭められた。パルス幅も同

様に 4.3 ns から 2.5 ns まで狭められた。得られたス

図 1. 高出力ファイバーレーザーの外観図. 



ペクトル幅が 3.7 nm であった。ることから、これは

フーリエ変換限界パルスの 450 fs に相当する。炉用

レーザーへと展開するためにはレーバー媒質のサイ

ズを拡大することで大出力化を図り、100J クラスの

レーザーエネルギーを見込んでいる（表 1）。またチ

ャープパルスの特性を生かして、パルス幅可変の爆

縮レーザーや、高強度 Ti:sapphire レーザーシステム

[4]の励起源としての応用も考えられる。 
以上により、本共同研究において、炉用ドライ

バーを目指した大出力チャープパルス増幅技術が確

立された。 

極短パルス光の発生技術 
高速点火方式によるレーザー核融合の実現には、

～ナノ秒程度の爆縮レーザーに加えて、サブピコ秒

の点火用レーザーの開発が必要になる。本共同研究

では、光ファイバー共振器を用いて極短パルス光を

発生させる技術開発に取り組んだ。 
レーザー発振器は、ファイバー部分と空間伝搬

部分で構成されており、ファイバー部分は、シングルモ

ードファイバー(SMF)と Yb ファイバー(YDF)とで構成さ

れている。励起レーザーは915nmで発振する２台の偏

波ファイバー結合半導体レーザーから構成されている。

偏波合成後の励起出力は最大 500mW である。

915nm の励起光は、波長多重伝送素子により、共振

器内のファイバーへ供給した。共振器内はファラデー

アイソレータ―によって一方向のみの伝搬としている。

反射型グレーティング対(600lines/mm）を用いて共振

器内の分散を制御した。レーザー出力は偏光ビーム

スプリッターキューブ（BK7、12.7mm）によって共振器

か ら 取 り 出 さ れ 、 透 過 型 グ レ ー テ ィ ン グ 対

(600lines/mm)によってパルス圧縮され、SF14 プリズム

対によって高次分散の補償を行った。 
図 2 に時間波形とスペクトル位相およびビームパ

ターンを示す。発振光の周回方向の最適化、構成素

子の実測分散値を用いた高次分散の低減等によって

より短波長領域にスペクトルを拡大し、21.6fs(FWHM)
のパルス幅を得た [5]。フーリエ限界パルスをは

22.4fs(6.7 サイクル )である。実測のパルス幅は、

6.6cycle(@1000nm)に相当する。レーザー出力は

16.3mW、パルス繰返し率は 99.3MHz であった。 
今回得られたスペクトル幅は 140nm以上にわたる

ため、産業応用を考えた場合、分光用光源としての利

用も有望である。表 1に産業用レーザーへの展開を考

えた場合のレーザー仕様を示す。パルスエネルギー

を数 nJ 程度まで増幅することで、広帯域レーザーシス

テムの種光源としての応用が期待できる。また光ファイ

バーを用いた極短パルス光の発生法は、装置サイズ

をコンパクトにできるため産業応用に展開する上で大

きな強みとなる。 

次世代大出力超短レーザーシステム 
以上述べた要素技術を統合することによって次

世代大出力超短パルスレーザーシステムを構築する

ことが可能になった。図 3 にシステムブロック図を示す。

Yb ファイバー発振器から、あらかじめスペクトル整形さ

れた出力光は、音響光学変調器（AOM）によって繰り

返し率 1~10Hz のパルス列にピックアップされる。この

パルスはパルスストレッチャーを経た後 PCF 増幅器の

入力光になる。mJ級に増幅されたレーザーパルスは、

Nd:ガラス前置増幅器によって 5J までチャープパルス

増幅される。主増幅器とブースター増幅器を経てパル

スエネルギーは 600J まで増幅される。パルスコンプレ

ッサーによりパルス幅は 500fs になり、ピーク出力は

1PW が見込まれる。このような繰り返しレーザーは炉

用ドライバーレーザーの基本モジュールとなるだけで

なく、高強度物理実験の光源としても展開が期待でき

る。 

結論 
昨年度までに行った高強度レーザーシステムの

要素技術の高性能化を進め、炉用レーザーおよび次

世代大出力超短パルスレーザーを実現するために、

各要素技術の基盤技術を確立した。また産業応用へ

の展開についても検討を進めた。 
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図 2. パルス波形と位相特性 （挿入写真はビーム

パターン）. 

λc=1053nm
Δτ=500fs
E=1nJ
f=100MHz

Yb fiber Osc.AOM
f=1~10HzPCF Amp.E=5J

f=1~10Hz

Nd:glass
CPA Pre-Amp.

Pulse
Stretcher

Nd:glass
CPA Main-Amp. E=100J

f=1~10Hz
Δτ=5ns

Nd:glass
CPA Boost-Amp. E=600J

f=1~10Hz
Δτ=5ns

Pulse
Compressor

E=500J
f=1~100Hz
Δτ=500fs
P=1.0PW

E=2mJ

図 3. 次世代大出力超短パルスレーザーシステム. 


