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はじめに 

次世代高平均出力レーザー媒質として、我々は

Yb:YAGに undoped YAGをキャップした全反射アク

ティブミラー（Total Reflection Active Mirror: TRAM）

増幅方式[1]を提案した。冷却方式は、Yb:YAG を液

体窒素（LN2）で直接冷却するものであり、高い排

熱特性が期待できる。近年では半導体レーザー（LD）

開発が著しく、kW を超える高い励起出力でのレー

ザー発振を行える環境が整ってきた。  

低い励起出力では Yb:YAG が LN2 で十分に冷却

されており、レーザー品質良く発振可能なことは明

らかであるが、Yb:YAG 温度が LN2温度よりも高く

なると温度上昇に伴い、波面歪、熱複屈折、発振波

長における再吸収や吸収断面積の低下により、出力

の低下が懸念されている。すなわち、レーザー品質

を保ちながら高平均出力を目指す際に重要となる

要素は、強励起されたレーザー媒質の温度を低温に

保つための冷却性能の向上である。そのため、冷媒

としての LN2の特性を理解する必要がある。 

LN2の排熱特性 

過去の実験結果がまとめられた LN2 の沸騰曲線
[2]を図 1 に示す。核沸騰状態における排熱可能な最
大熱流束（臨界熱流束）は、ΔT が 10 ~ 20 K時で 20 

W/cm2 程であることが図から解る。それ以上の温度
差が生じた場合には膜沸騰へと移行する。膜沸騰、
すなわち熱源と LN2の界面に気体の膜が生成される
と、熱流束が著しく低下するため、核沸騰状態を保
つための冷却方式が理想である。 

冷媒の臨界熱流束を算出する理論式は、
Kutateladze の式として以下のように表される。 

𝑞𝑐 = 0.16ℎ𝑙𝑣𝜌𝑣
1/2[𝜎𝑔(𝜌𝑙 − 𝜌𝑣)]

1/4            (1) 

qc, hlv, ρv, ρl, σ, g はそれぞれ臨界熱流束、液体から気
体へ相転移する際の潜熱、気体の密度、液体の密度、
液体と気体の界面張力、重力加速度である。係数 0.16

は文献[3]による。臨界熱流束 qcを計算した結果、核
沸騰の臨界点における最大熱流束は 18.2 W/cm2であ
る。また界面張力の温度依存性[4]を考慮すると温度
の上昇に伴い臨界熱流束が低下し、計算上はΔT が
40Kになると臨界熱流束が 10W/cm2以下になる（図
2）。核沸騰状態ではこれ以上の排熱ができず、さら
に温度が上昇すると膜沸騰へと移行する。  

 

 

核沸騰から膜沸騰への移行 

 LN2で直接冷却された Yb:YAG 温度の時間変化の

一例を図 3 に示す。ΔT が 20Kを超えた直後に急激

に温度が 35K程度まで上昇している。これは LN2の

沸騰状態が、核沸騰から膜沸騰へと移行した結果で

あることが計測から明らかになっている[5]。すなわ

ち、ΔT が 17～19K 程度に留まっている時刻 30 秒

程度までは、臨界熱流束 16.0~15.7 W/cm2が Yb:YAG

から直接 LN2へ流れていることが図 2から導き出さ

れる。Yb:YAG の発熱量が Yb:YAG の吸収強度

（304W/cm2）の 20％（60.8W/cm2）と仮定すれば、

LN2から Yb:YAG へ流れる臨界熱流束は、全熱量の

26％程度である。残り 74％程は、TRAM の undoped 

YAG を通して排熱されていると考えられる。言い換

えると、LN2 で直接冷却される熱量よりも、伝導し

て冷却される熱量の割合の方が高い。したがって、

 

図１．LN2の沸騰曲線[2] 

 

図 2．界面張力の温度依存性 σ(T)を考慮した

LN2の臨界熱流束の変化．実線はΔT=20Kまで

を示し、点線は ΔT=40Kまでを示す． 

wo 



冷却面を広くとることが可能な冷却方式、すなわち

伝導冷却を採用した方が、よりレーザー媒質を冷却

できると考えられる。 

 

伝導冷却における熱計算 

 大阪大学レーザーエネルギー学研究センター・河

仲准教授のグループでは、LN2 伝導冷却多角形型

Yb:YAG TRAM を利用している。実際の設計に基づ

いて CAD 画像を作製し、有限要素法（FEM）で計算

を実施した。最大 LD 励起パワーは、2.5 kW× 2 台

であるため、合計 5.0 kWである。発熱量 は励起パ

ワーに対して 20％と仮定して合計 1000 Wである。

本節では dutyは考慮されていない。すなわち CW励

起で定常状態を表現している。各 Yb:YAG 面での励

起パワーは３面とも 333Wである。TRAM の冷却可

能な面の冷却・非冷却を評価した結果、Yb:YAG 裏

面だけでなく undoped YAG 上下面を冷却した方が

TRAM 全体の温度は低くなる。一例を示す（図４）。 

 

パルス励起時における温度変化 

 パルス幅 1msec.、繰り返し 100Hz、最大出力 2.5kW

×2 台のパルス発振 LD で TRAM の Yb:YAG を励起

した場合における Yb:YAG温度の時間変化を計算し

た。励起開始から 0.1 秒後までの Yb:YAG 平均温度

の時間変化を図５に示す。 

1 パルス毎の最大温度だけを取り出してフィッテ

ィングされた曲線から、Yb:YAG の最終到達温度は

78.3±0.2K であることが導き出された。CW 励起時

では、127K 程度まで上昇していたが、パルスでは

CW よりも Yb:YAG の平均温度が 49K 低い。また、

最終到達温度が 78.3K であるため、LN2 の沸騰状態

としては核沸騰状態であり、十分に冷却されている

と推察される。 

 

まとめ 

 LN2 と窒素の物性値を考慮した計算から、核沸騰

における臨界熱流束は 18.2 W/cm2と算出された。液

体と気体の界面張力の温度依存性を考慮するとΔT

が 20Kまで徐々に熱流束が低下する。過去に得られ

た Yb:YAG温度の時間変化からΔTが 20Kを超える

と LN2は核沸騰から膜沸騰へ移行した。直接冷却で

は全体の発熱量の 26％が冷却され、残りの 74％の熱

量は undoped YAGを伝導して排熱されていると推察

される。すなわち、LN2 直接冷却よりも伝導して冷

却される熱量の方が割合として高い。 

伝導冷却の場合、CWとパルス励起で比較すると、

パルス励起の方が上昇温度を抑制できる。パルス幅

1msec.、繰り返し 100Hz、最大出力 2.5kW×2 台でパ

ルス励起した場合、最終到達温度は 78.3±0.2K程度

であった。この温度であれば LN2は核沸騰状態であ

り、十分に冷却されていると考えられる。 
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図 3．吸収強度 304W/cm2における Yb:YAG 温

度の時間変化． 

 

図４．Yb:YAG 裏面と undoped YAG 上下面を冷

却した場合の水平断面の温度分布． 

コンター（色）：127.42K（赤）～77K（青） 

 

図 9．パルス励起された Yb:YAG の平均温度の

時間変化． 


