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序論 

核融合用レーザー開発として，ナノ秒パルスの

大エネルギー化が進められる一方で，フェムト秒～

サブピコ秒パルスの高ピーク出力化が進められてい

る．ペタワット級のピーク出力を達成するためには，

励起用レーザーとしてジュール級のレーザーが必須

となるため，レーザー技術の高度化がますます重要

になってきている．特に，将来の大エネルギー化に

対応した高ピーク出力の超短パルス発生技術は，次

世代の産業用レーザーにとって重要な技術となる． 

本共同研究では，部分重水素置換 KDP 結晶

（p-DKDP）を用いた光パラメトリックチャープパ

ルス増幅（OPCPA）技術の開発に取り組んでいる．

この技術を取り入れた 100 Hz, 5 TW, 広帯域 OPCPA

システムのブロック図を図 1 に示す．本システムの

光 パラ メト リッ ク増 幅器 （ Optical Parametric 

Amplifier）のポンプ光を高出力化する為に，低温冷

却 Yb:YAG 増幅器を開発した．利得媒質である

Yb:YAG は，Nd:YAG と比較して熱の発生が少ない

という点や、蛍光寿命が長い等の点から高出力化に

適している．以下では，低温冷却 Yb:YAG 増幅器の

開発についての成果を報告する． 

 

低温冷却 Yb:YAG 増幅器の構成 
増幅器の構造は厚さ 800 m の 3 枚の Yb:YAG

レーザー活性層と台形の透明なプリズムを一体化し

た TRAM（Total-Reflection Active Mirror）を採用して

いる．TRAM の特長として，1）大口径化が可能な

セラミクスを採用し，2）レーザー活性層の背面を全

面冷却することによって効率の良い排熱が行われる

こと，3）増幅媒質（レーザー活性層と透明プリズム）

を一体化し小型であるといった利点を持つ．

Yb:YAG の冷却方式として，液体窒素冷却よりも長

期的に温度安定性が優れており温度の再現性も良い

クローズドサイクル冷凍機による伝導冷却を採用し

た．冷凍機を導入するにあたり，1）冷凍機のコール

ドヘッドが振動する，2）増幅媒質を固定すると増幅

媒質と保持部の熱膨張率の違いによって応力歪みが

発生する，といった課題があったが，それらを解消

する為に様々なノウハウが用いられた（特許出願中）．

これまで，TRAM の増幅実験ではパルス幅 10 ns の

レーザー光の増幅を行い，増幅光エネルギー1 J が得

られていた[1]．開発中の OPCPA システムでテラワ

ット級の高ピークパワーの出力特性を得る為に，入

射レーザー光のパルス幅を更に短くし，今回新たに

パルス幅サブナノ秒のレーザー増幅試験を行った． 

図 2 に低温冷却 Yb:YAG 増幅器の構成図を示す．

入射光のビーム直径をφ8mm のアパーチャーで切

り出した後，f = 1000 mm のレンズ対で増幅媒質であ

る TRAM の中心に像転送を行う．TRAM に入射する

際の光軸高さは，4 パス構成を行う為にわずかに上

下方向に傾けて入射している．TRAM 内にある利得

媒質 Yb:YAG を 3 ヶ所全反射しながら透過すること

により入射レーザー光は増幅し，TRAM の入射面と

は対称の面から出射する．TRAM を出射したレーザ

ー光は前記と同じ構成の f = 1000 mm のレンズ対に

よって 0°反射ミラー表面に像転送される．0°反射

ミラーを折り返したレーザー光は，入射してきた光

路を光軸高さをわずかに変えて折り返し，再度

TRAM を透過して増幅する（2 パス）．TRAM を 2

回透過した後，光軸高さで入射レーザー光と空間的

に分離したレーザー光は 45°反射ミラーによって

 

図 1．100 Hz, 5 TW, 広帯域 OPCPA システムブロ

ック図． 

図 2．4 パス Yb:YAG TRAM 増幅器の構成図． 



取り出され，増幅媒質の非点収差を補正する為に 4

枚の 45°反射ミラーによってビームパターンを

90°回転させる．ビームパターンを 90°回転したレ

ーザー光は，TRAM に再入射する前に，直線偏光成

分を元に戻すためにλ/2 波長板を透過して元の P 偏

光に戻し，TRAM に再入射する（3 パス目）．前記の

0°反射ミラーによって光路を再び折り返し，TRAM

を合計 4 回透過した後，45°反射ミラーによって出

力光として取り出される．Yb:YAG の励起は波長

940nmのファイバアウト 2.5kW 半導体レーザーを用

いた．励起光の入射は HR1030 nm / AR940 nm のダ

イクロイックミラーを用いて入射レーザー光と同軸

方向に，上下の傾きは水平に入射する．増幅媒質を

収納したチャンバーの正面写真を図 3 に示す．チャ

ンバーの上部には冷凍機のコールドヘッドが取り付

けられている．  

 

出力諸特性 
繰り返し周波数 10 Hz 動作においてレーザー増

幅試験を行った結果を図 4 に示す．入射光エネルギ

ー1.5 mJ において励起 LD 光ピーク出力 4.6 kW（パ 

ルス幅 1 ms, Duty 1 %運転）時に出力パルスエネ

ルギー1 J が得られた．増幅光のパルス幅は 400 - 600 

ps であった． 

 

結論 
p-DKDP 結晶を用いた 100 Hz, 5 TW 広帯域

OPCPA システム開発のポンプ光の増幅器として冷

温冷却 Yb:YAG 増幅器を開発した．開発した増幅器

を用いたサブナノ秒パルスレーザー増幅試験におい

て，繰り返し 10 Hz，増幅光パルス幅 400 – 500 ps，

パルスエネルギー1 J を達成した．本増幅器開発に用

いられたクローズドサイクル冷凍機の振動緩和技術

や増幅媒質の保持技術，多重パス TRAM 構成による

増幅性能は，今後の大出力レーザー装置開発の発展

に大きく寄与するものと考えられる． 

 

参考文献 

[1] M. Divoky, S. Tokita, S. Hwang, T. Kawashima, H. 
Kan, A. Lucianetti, T. Mocek, J. Kawanaka, Opt. 
Lett. 40, 855 (2015). 

 

 

図 3．TRAM を収納したクローズドサイクル低温

冷却 Yb:YAG 増幅器チャンバー正面写真． 

図 4．Yb:YAG TRAM 4 パス増幅試験結果． 


