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Overview of the HiLASE praect is reported.Development of high― power,picosecond laser sources is

desirable for industrial,scientiflc,and medical applications. The framewOrk of the Research Progranl l

(RPl)of thC HiLASE praCCt is to develop both the 500-mJ at l― kHz repetition rate and the 5-mJ at

100-kHz repetition rate laser systems with l-2ps pulse duration based on thin disk technology. The

front― end of our laser systenl contains a regenerative amplifler as the flrst stage of amplifler chain. We

are developing a high energy regenerative amplifler and a high repetition rate regenerative amplifle■  The
average power of 50-W of the high repetition rate ampliner has been achieved at the repetition rate of

100-kHz. Also,wc have obtained the output energy of 45-mJ at the repetition rate of l―kHz fron■ the

high energy amplifle■  The lneasured M2。 f amplifled beam was l.2.

Key Words:Thin disk laser,Regenerative ampliner,High energy,High average power,Ultrafast pulsc

1.HiLASEプ ロジェク トの概略

1.1 はじめに

近年における極端紫外からX線領域の光源開発は,超
短パルス光と物質の相互作用に関する彩 しい研究に負う

ところが大 きい。これらの基礎研究は,過去20年来チタ

ンサファイアレーザーによって支えらえてきたが,高繰

り返しや低ランニングコス トといった産業界からの要求

に応える形で,半導体レーザーで直接励起可能なイッテ

ルビウム(Yb)ド ープの超短パルス団体 レーザー,フ ァ

イバレーザーの製品化が進められてきたのは周知のとお

りである。微細加工用のマイクロジュール程度の比較的

低エネルギーな超短パルスレーザーに関しては,固体

レーザー,フ ァイバレーザー共に製品群が出そろい,産
業として成熟 してきた観があるが,ミ リジュール以上の

高エネルギーなレーザー光源に関しては,具体的な産業

応用も含めてまだ発展途上の段階にある。このような背

景 を踏 まえてス ター トした ものがHiLASE(亜 gh Average

Power Pulsed Lasers)プ ロジェク トロである。

1.2 HiLASEプ ロジェク トとは

HiLASEプ ロ ジ ェ ク トは,欧 州 委 員 会 (European

Commission)と チェコ共和国政府の共同プロジェクトで

ある。チェコの首都プラハから車で40分ほどの所にある

Dolni Brezanyと いう地区(Fig。 1参照)に レーザーセンタ

を建設し,レ ーザー技術のバイオ・産業応用を推進する

ことがプロジェクトの骨子である。チェコ国内の産業を

活性化することが第一の目的ではあるが,ヨ ーロッパに

限らず世界中に門戸を開いているのが特徴となってい

る。プロジェクト内は3つ の研究プログラムに分かれて

お り,RPl(Research Program l)は Ybド ープのデイスク

レーザーをベースとした高ビーム品質の高出カピコ秒

レーザー光源開発 (詳 細は後述)を 行ってお り,RP2
(Research Program 2)は 極低温冷却したYbドープのスラ

ブレーザーを用いた,パ ルスエネルギーがloo Jでパル

ス繰 り返 しがlo Hz,そ してパルス幅が3 nsの 高エネル

ギー光源の開発 を行 っている。最後 にRP3(Research

Program 3)は上記レーザーをメインに,各種産業用レー

ザーを取り揃え,レ ーザーを用いた産業応用全般を扱う

事となっている。一例として,高 ビーム品質のナノ秒光
パルスにおいて,シ ョット毎のエネルギーやパルス列幅

・「l URL:http:〃
hilaseocz/en/
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を柔軟に変える事のできるオムロン製のファイバ レー

ザ_†2を
既に導入 し,サ ンプル加工を開始 している。

HiLASEプロジェク トがチェコで発足 した背景として
,

ELI(Extreme Light lnfrastructure)プ ロジェク ト†
3の

存在が

ある。ELIは やはり欧州委員会が推進する,高強度 レー

ザーに関する大規模プロジェク トで,チ ェコ,ハ ンガ

リー,ル ーマニアにそれぞれ高強度レーザーの拠点を建

設し,欧州の学術研究を加速するというものである。例

えばチ ェコのELI(ELI― Bcamlines†
4)で

は,lo Pwの 超短

光パルスレーザー施設を構築 し,超高強度電場による学

術研究に活用 される計画である。ELI―Bcamlinesの 施設

はHiLASEの 施設 と隣接 して建設される予定であるが
,

HiLASEの 施設よりも遥かに大 きなものとなる。予算は

建設費 とレーザー装置導入費で2.8億 ユーロ,年 間の運

用費が1500万ユーロと大規模 な ものである。ELIプ ロ

ジェクトは純粋に学術研究が目的であるが,レ ーザー技

術を産業にも活用すべ きとのチェコ政府の判断により,

HiLASEプ ロジェク トが提案 され,ELIプ ロジェク トに

先んじて開始された。ELI―Beamlinesの 10 PWレ ーザーシ

ステムは,光パ ラメ トリックチ ャープ増幅法 (Optical

Parametric Chirped Pulse Amplincation:OPCPA)を 用 い る

計画であるが,HiLASEの 高エネルギーディスクレー

ザーやloo Jの極低温スラブレーザーが,その励起源 と

しても期待されている。

当プロジェク トは2011年9月 に開始され,2015年 9月 ま

では施設の整備期間となりその後運用期間へと移行する

予定である。現在プロジェク トには事務方を含め約40名

が在籍 しているが,2015年 の運用開始時には60名 程に

なっている予定である。現時点ではFig。 2に あるように

レーザーセンタの建設中であり,こ のためレーザー装置

の開発はプラハ北部にあるチェコ科学アカデミー物理学

研究所内で行われている。2014年 の夏には建物が完成

し,レ ーザー装置の搬入・開発が継続される見通 しであ

る。したがって現在はレーザーセンタの準備期間ではあ

るが,物理学研究所内でレーザー装置の開発は順調に進

められてお り,セ ンタの完成を待たずに技術移管や一部

HiLASE

Fig。 l Locations of the lnstitute of Physics and the

HiLASE facility in the Czech Republic.

意やヽ lJ摯 食舎飛導メき

Fig。 2 Project phases of HiLASE;2011-2015:
ilnplementation phase,2015-:operation phasc。

のサ ンプル加エサービスを既に開始 している。

2.HiLASEに おけるディスクレーザー開発

2.1 高出カ ピコ秒 レーザービームラインの整備計画

当プロジェク トのRPlで は,Fig.3に 示す ようにそれ

ぞれ異なる出力特性を持った3つ のビームラインを整備

する計画である。各 ビームライン共にYbド ープのモー

ド同期ファイバレーザーを種光とし,パルスを伸長 した

後に増幅,再圧縮をする典型的なチャープパルス増幅

(Chirped Pulse Amplincation)方式を採用 している。まず

ビームラインAは ,パ ルス幅3 ps以 下,パ ルスエネル

ギー750 mJ,平均出力1.3kWの レーザービームを提供す

る計画である。一方ビームラインCはパルス幅が1-2 ps

でパルスエネルギーは5 mJで あるが,パルス繰 り返 しは

100 kHzと 高 く,平均パワーは500Wに達する予定であ

る。このビームラインは,再生増幅器から直接500Wの

出力を得ることを目標 としてお り,ポ ッケルスセルの動

作周波数を変えることで,平均パワーが500Wを 維持 し

たままでパルス繰 り返 しをl MHzま で上げることが可能

となっている。さらに装置全体のコンパク ト化のため ,

ガラス内に体積ホログラムを書 き込んだchirped vOlume

Bragg Grating(CVBG)1)を 用いてパルスの伸長,圧縮 を

行う事 としている。ビームラインBは両者の中間的な性

能を持った特徴的なビームラインとなっている。まず

デイスクレーザーを用いた再生増幅器により,パルスエ

ネルギーがloo mJで パルス繰 り返 しがl kHz,そ してバ

ルス幅が1-2 psの システムを構築 し,レ ーザープラズマ

発生などの中程度なエネルギーを必要とする応用に用い

られる予定である。さらにデイスクレーザーを用いたリ

ング型の主増幅器によって,パルスエネルギーを500 mJ

にまで高める計画である。 ビームラインAお よびCは .

すべての増幅器にデイスクレーザーが用いられている

が, ビームラインBでは最終増幅器として低温冷却のYb

ドープスラブ型増幅器 を用い,パルスエネルギーlJ,

パルス繰 り返 し120 Hzの システムを構築する予定であ

る。この低温冷却スラブ型増幅器は,将来的に10Jの シ

・ド2uRL:http://wwwofa.omron.co.jp/products/family/3148/

†3uRL:http:〃 wwwoextreme― light― infrastrllctureoeu/

†4uRL:http:〃
www.eli― beams.eu/
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Fig。 3 1High power picosecond thin disk based beanllines.

ステムヘと拡張するための基礎研究も兼ねている。

当プロジェク トの主眼はレーザー開発そのものではな

く,あ くまで産業支援であるため,当初の予定通 りに

レーザービームラインを整備 しなくてはならない。そこ

で開発時のリスクを分散させるため,ビームラインAは

欧州内のレーザーメーカに開発を委託 し,ビームライン

Bと cは プロジェクト内部で開発を行っている。

3本のビームラインにそれぞれ異なる特性を持たせて

いるのは,Fig.4に 示すように高エネルギーピコ秒光パ

ルスを用いた数々の応用分野を可能な限り広 くカバーす

るためである。極端紫外光 (Extreme Ultra Violet EUV)を

用いた半導体露光装置においては,光源の高出力化が喫

緊の課題となっているが,プラズマ発光効率の改善には

ピコ秒のプレパルス レーザーが必須 となっているの。

EUVに よる半導体露光が本格化するためにはEUVで の

検査光源の整備 も必須であり,駆動 レーザーにおいては

パルスエネルギーが数 ミリジュールで繰返 しがloo kHz

程度のピコ秒光源が必要となるの。またEUV露光の次の

世代 として波長6nm帯のBEUV(Beyond_EUV)光 の利用

が検討されているが,BEUV光発生においてはパルス幅

がフェム ト秒ではなく,数 ピコ秒の光パルスが最 も高い

変換効率を示すことが報告されている°.上記の応用で

は,生産性向上のため高い繰返 しが要求されるが,比較

的高いパルスエネルギーが要求される夕1と して,EUV
光による微細加工や波長変換による中～遠赤外光発生が

ある。PMMA等 の樹脂にバイオチ ップや微細流路を形

成する目的として,熱影響の出ないEUV光 による微細

加工が注 目されている
5,0。 _方 中～遠赤外域 には有

機・無機分子の吸収線が多 くあるため,バイオ応用とし

て自由電子 レーザーが利用されてきたが†5,つ ,コ ンパク

トで高出力の中～遠赤外光源が実現できれば,そ の利用

価値は大きい。また高次高調波発生においても,中赤外

光を用いることで非常に高い次数の高調波が発生可能で

ある力0,高効率化の最適条件を探索するための研究と

しても有用である".

コンプ トン散乱による高輝度なX線は,高分解能なバ

イオイメージング用光源 として有用であるが
1°,単一

シヨットでのイメージングを実現するためには,パルス

Repe額おn rate ttH4

Fig。 4 Prospective industrial,biomedical and scientific

applications accessible using high power and high

energy ultrafast lasers of HiLASE.

エネルギーが500 mJ前後のピコ秒 レーザーパルスが必要

となる
H)。 これらの応用分野では,使用するレーザーに

高い集光性が要求される。例えばEUV半導体露光装置

のプレパルス光源としては,直径 10 μmの錫ターゲット

に集光する必要があ り,ま たEUV検査光源 として十分

な空間分解能 を実現す るためには,少 な くとも直径

30ぃm以下のスポットに集光できなくてはならない。ま

たコンプ トン散乱によるX線発生においても,レ ーザー

は10 μm以下に集光する必要がある。 したがって平均パ

ワーが500Wと 高出力であるにもかかわらず,ビーム品

質 としてはM2<2を 実現 しな くてはならず,デ ィスク

レーザー方式もしくは低温冷却スラブ方式 しか選択肢は

ないと考えている。

2.2 HiLASEに おける高出カディスクレーザー開発の

現状報告

冒頭で述べたように,現在はレーザーセンタの建設中

であるため,レ ーザー装置の開発は物理学研究所内のク

リーンルームにて行われている。ビームラインBお よび

ビームラインcの初段増幅器として,高エネルギー用と

高繰 り返 し用のYb:YAGデ イスク再生増幅器を,それぞ

れ一台ずつ並行 して開発 している。

ビームラインB用 の高エネルギー再生増幅器 (High

Energy Rcgenerat市 e Ampliner HERA)に つ い て,実 験

セットアップをFig.5に 示す.Ybドープモー ド同期ファ

イバレーザーから発生した種光は,一般的な反射型回折

Fig. 5 Experimental setup of the high energy regenerative
amplifier (HERA) for Beamline-B.

15 uRL:http://www.rs.noda.tus.acojp/fel―
tus/Japanesc/J― Top.html
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格子を用いたパルス伸長器で500 psま で伸長 され,Yb:
YAGデ イスク再生増幅器に入射される。再生増幅器内

のポッケルスセル結晶としてはBBoが用いられている

が,熱複屈折を低減するために電気的には絶縁された状

態で水冷 されている。 レーザーによる損傷 を避けるた

め,大口径のBBO結晶が用いられているが,10 kHzの パ

ルス動作 まで可能となっている。ビームラインc用 の高

繰 り返 しYb:YAGデ イスク再生増幅器 もほぼ同じ構成で

あるが,高繰 り返 しである反面パルスエネルギーが低 く

なるため,種光は約10 mm角 のCVBGを 用いて9o ps程 度

にまで伸長され,増幅後は再びCVBGに よリパルス圧縮

されている。CvBGの 耐光性は高 く,再生増幅器からの

50W,100 kHzの 出力を照射 しても問題なくパルス圧縮

されている事が確認できている。また水冷ポッケルスセ

ルもビームラインBの ものと比べて小型であるが,繰返

しl MHzま で動作可能となうている。

当プロジェク トは2011年 9月 に開始 されたが,昨年

(2012年 )9月 までは部材の購入,光学定盤の搬入など実

験環境の整備が中心 となり,9月 以降から本格的にレー

ザー開発が開始された。最初の試験機としてlo kHz動 作

のYb:YAGデ イスク再生増幅器を構築 し,Fig.6に 示すよ

うに11月 には出力50Wを 達成 し,回折限界に近いビー

ム品質が得 られた
1°
。その後ビームラインB用 l kHz再 生

増幅器 とビームラインc用 100 kHz再生増幅器の開発 を

並行 して開始 し,l kHz再生増幅器は昨年12月 に出力

30 mJ,そ して本年5月 には出力45 mJに 達 している。一

方loo kHz再生増幅器は,本年4月 に出力25W,そ して

本年5月 には出力50Wを 達成 し,いずれの出力において

も回折限界に近いビーム品質が得 られている。加えて

l kHz再 生増幅器においては,出力40 mJの 状態で焦点距

離200 mmの レンズを用いて出カ ビームの集光特性を評

価 した。測定の結果,水平方向と垂直方向のM2値はそ

れぞれ1.17お よび1.20で あった。 また集光点でのプロ

ファイルをFig。 7に示すが,強度分布はほぼ完全なガウ

ス型であり,非点収差 もなく真円に近い集光スポットが

得られていた。さらに15分間のポインティング安定度を

評価 したが,水平方向 と垂直方向でそれぞれ3.8 μrad

(mns),3.3 μrad(rms)以 内であった。パルス圧縮後のパ

ルス幅の測定は,近 日中に行う予定である。

Fig. 6 Recent progress of the in-house thin disk laser
development within the HiLASE project; (inner
part of balloons) output, repetition rate and
nearfield pattern.
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Fig。 7(A)Farfield pattern of HERA:Focused by
f=200 mm lens.(B)Gaussian ntted vertical and

horizOntal cross― sections of farfleld pattern.

これまで比較的順調に高出力 と高 ビーム品質を両立で

きて きたが,こ のためにはYb:YAGデ イスクの熱変形 を

詳細 に調べ ることが重要であった。一般的にデ イスク

レーザーは媒質が非常に薄いため,熱複屈折によるレン

ズ効果は無視できると考えられているが,そ の一方で熱

膨張による変形は顕著となる。このようなディスクの熱

変形は,レ ーザーがマルチモード動作をしている場合に

はさほど問題にはならないが,再生増幅器のようにシン

グルモード動作が要求される場合には,大 きな問題とな

る。加えてYbド ープのレーザー媒質は準3準位動作であ

るため,定常的に励起されていたとしてもレーザー発振

時と停止時で媒質内の熱負荷が異なり,熱変形も異なっ

てくる。このためFig。 8に 示すように,シ ングルモー ド

ファイバ出力の半導体レーザーの光を参照光とし,参照

光の波面に転写されたディスクの熱変形をHaimann…

Shackカ メラを用いて計測するという手法を構築した。

この計測系は光学定盤に対して垂直方向に構築されてい

るため,再生増幅器の共振器に干渉することなく,レ ー

ザー発振時のディスクの熱変形を観測可能である1の
。こ

の計測によって得られたディスクの熱変形の情報を共振

器設計に組み入れることで,高出力動作においても回折

Fig. 8 Experimental setup
measurement using
camera.

of the thin disk deformatiOn

Hartinann― shack wavefront
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限界に近いビームを得ることができたのである.

3.今後の展望

HiLASEプロジェク トについて,概略を紹介させてい

ただいた。2015年 中に2種類の平均出力500Wの ピコ秒

レーザー光源を完成させる計画であ り,現時点で2台 の

Yb:YAGデ イスク再生増幅器からそれぞれ45 mJ,l kHz

および50W,100 kHzの 出力が得られている。

幸運にも人材に恵まれ,レ ーザー開発を開始 して1年

以内である程度のレベルに達することができたが,ま だ

最終 日標の10分 の1程度である。今後はさらに開発ス

ピー ドを速め,2年後に無事 目標 を達成できるよう,研
鑽を積むつもりである。
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レープーワー ド
BEUV(Beyond Extreme Ultra Violet)

波長が6nm付近の光のことを指す。本来はX線吸収分

光や光電子分光用の光源 として研究が行われて きたが ,

同 じ軟X線領域 で あ る波 長 13.5nmが 半導体 露 光 用 の

EUV(Extreme Ultra Violet)光 として認知 されているため
,

これ と区別す るためにBEUV(Beyond_EUV)光 と呼称 さ

れるようになった。EUV露光装置に関しては,米イン

テルの要求する量産時光源出力lkWを 達成するために

蘭ASML等が開発を行っているが,EUV量産化以降の光

源として,BEUV光 に関心が集まり各国で研究が進めら

れつつある。国内では宇都宮大,兵庫県立大等で高効率

BEUV光発生のための基礎研究が行われている。この波

長におけるミラーに関しても,リ ガク米国法人等で研究

が進められてお り,その反射率は50%を超えつつある。

高出力なBEUV光の発生方法としては,EUV光 と同様の

レーザー誘起プラズマ方式に加え,自 由電子レーザーに

よる発生が,独ツァイス等で検討されている。

(三浦 泰祐 )

第 41巻第 9号 高エネルギー・高平均出力超短パルスディスクレーザーの開発 707


