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.photonic frontiers
DARPAプロジェクト

　国防総省国防高等研究事業局
（DARPA）はレーザ研究を支援する最初
の軍用事業局として、その基盤作りに参
画してきた。DARPAの前身は、ソビ
エトがスプートニクを打ち上げた余波
として1958年に設立された先端研究
事務局で、将来性は有望だがDARPA
以外の軍用研究機関にはあまりにもリ
スクの大きいプロジェクトを支援する
役割を果たしてきた。DARPAがレーザ
を研究対象にする機会は、1959年の初
めに訪れた。当時、今はなきTRG Inc. 
に在籍していたローレンス・ゴールドミ
ュンツ氏（Lawrence Goldmuntz）とゴ
ードン・グールド氏（Gordon Gould）が
提案書を空軍科学研究局と陸軍通信隊
に提出してすでに却下されていた。彼
らは30万ドルを申請し、グールド氏の特
許出願にもとづくレーザを構築しよう
とした。DARPAは特許のアイデアを
非常に喜び、予算を99万9000ドルに引
き上げた。
　この資金はTRGがレーザ競争を勝ち
抜くためには十分でなかったが、DARPA
が優れたアイデアを取り上げることの
証明になった。それからの50年以上に
わたり、DARPAは最先端のレーザとフ
ォトニクスの研究に対して投資を続け
ている。今やDARPAはフォトニック
の最先端を研究する何十ものプロジェ
クトを進めている。本稿はレーザの3つ

のホットエリアになっているレーザ自
体、レーザビームの結合と操作、実時間
3Dホログラフィックイメージングの研
究を紹介する。その他の数多くのレー
ザ、フォトニクスおよび光学プロジェ
クトはDARPAのウエブサイトに掲載
されている（www.darpa.milを参照）。

レーザ
　歴史的に見ると、DARPAのレーザプ
ロジェクトは新しいレーザの探索から
高エネルギーレーザ兵器用の試験まで
広範囲に及んでいる。今日のポートフォ
リオに含まれていないアプローチは、
1980年代に構築された5MW Alpha化
学レーザを拡張して宇宙空間レーザ兵
器としての可能性を試験するプロジェ
クトだが、現在の高エネルギー液体レ
ーザ地域防衛システム（HELLADS）は
当時のAlphaよりも実用可能性が高い。
　HELLADSの目的は高エネルギーレ
ーザの質量を1桁下げて、150kWレー
ザを戦闘機に搭載することにある。こ
れはロケット、大砲、臼砲および対空
ミサイルによる数kmまでの攻撃を防
衛できるパワーレベルになる。質量の
目標値はkW出力当たり5kg以下に設
定されている。DARPAは設計を公開
していないが、他の文書によると、こ
のレーザはダイオードポンプ固体スラ
ブレーザから構成され、屈折率整合用

の流動冷却液が使われる。このプログ
ラムには米ジェネラルアトミクス社
（General Atomics）の航空システム事
業部と米テキストロンディフェンスシス
テズ社（Text  ron Defense Systems）の
両者が参画している。
　2011年2月、DARPAはパワーシス
テムと熱管理システムを組み合わせた
基本部品2種類の設計が34kWを超え
たと報告した。6月末になると、小型
で軽量のレーザモジュールによる研究
所の試験から、高いビームパワーと品
質が得られたと報告した。DARPAの
HRLLADSプログラムのマネージャを
務めるリチャード・バグネル氏（Rich ard 
Bagnell）は、「単一レーザモジュール
試験の成功は大きな成果になる。ダイ
オード、冷却、軽量エレクトロニクス、ポ
ンプ、光学系および金属構造の進歩が
レーザの有効性を損なうことなく小型化
と軽量化を可能にした」と語っている。
　本年6月、ジェネラルアトミクス社は
HELLADS開発を継続するための4000
万ドルを受領した。基本部品は複製さ
れ、研究所の全出力150kWのレーザ
に組み込まれる。このレーザは来年完
成し、ビーム制御、電源、熱管理など
の部品および指令制御サブシステムと
の統合が行われる。2013年の初めに
なると、このシステムはホワイトサンズ
ミサイル射場に移され、ロケット、臼砲
および対空ミサイルに対する地上試験
が行われる。
　DARPAは電気的に励起する化学酸
素ヨウ素レーザ（COIL）の拡張の可能
性も調査し、150kWクラスレーザへの

ジェフ・ヘクト

ハイリスク・ハイリターンの研究はDARPAプロジェクトの特権になってい
る。この研究事業局は地上からの打ち上げに十分な小型の高エネルギーレー
ザの構築、レーザビームの結合、実時間3Dホログラフィックディスプレイの
創成などを含めて、広範囲のフォトニクスに挑戦している。

DARPAのフォトニクスプロジェクト
─可能性の最先端



ウ素レーザは高出力を確保できるが、
前線の指揮官は運搬上の問題を引き起
こすかもしれない特殊な化学燃料では
なく、電気的に装備された戦場用のレ
ーザを必要としている。マイクロ波放電
を動力として使用する放電励起COIL
（DECOIL）プログラムの開発者は、ま
ず100Wでの10%ウォールプラグ効率
への到達を目指し、次に、技術を拡張
して、1kWの出力の実証を少なくとも
10%のウォールプラグ効率で試みる。
その後は150kWへの拡張の段階になる。
　DARPAは兵器以外のレーザも研究
している。潜水艦レーザ通信用の青色
レーザ（The Blue Laser for Sub  ma rine 
Laser Communication）プログラムは、
455nm固体レーザとセシウム原子フィ
ルタを使用して、衛星と潜水艦との高速
双方向通信の可能性の実証を目指して
いる。衛星‐潜水艦リンク用の青色レ
ーザの開発が試行されたのは何十年も
前のことだが、その時のレーザはあま
りにも大きく採用には至らなかった。
新しい青色固体レーザはサイズの問題
が解決され、日中でも使用できる水中
透過ライダに応用されるかもしれない。
　それ以外にもいくつかのプロジェク
トが公表されている。ウルトラビーム

（Ultrabeam）は実験室レベルの装置に
よるガンマ線レーザの実証を目指してい
る。昨年、DARPAは30アト秒パルスの
4.5キロ電子ボルト光子を10mJのエネ
ルギーで放射する研究室レベルのX線
レーザを報告した。次の段階は、技術
をさらに増強したX線レーザを使用し、
大きい原子数の固体によるコヒーレン
トガンマ線増幅を実証して、3D分子イ
メージングや新しいデブリフリーリソグ
ラフィへの応用可能性を明らかにする。
　
ビームの結合と操作
　レーザビームを高出力化するもう1
つの手段は、パワーの限られた多数の
ビームを単一ビームに結合して出力を
向上させることである。この方法はダ
イオードポンプ固体レーザよりも高い
効率が得られるファイバレーザや直接
ポンプ半導体レーザには魅力的だが、
光学非線形効果や発光開口サイズなど
の制約があり、出力パワーやビーム品
質が限定される。DARPAはビームを
フェーズドアレイレーダのように電気
的に操作するビーム結合の技術を探求
してきた。
　エクスカリバー（The Excalibur）プ
ログラムは、ダイオードポンプ固体レ
ーザよりも高い効率をもつ多数の固体

（とくに半導体やファイバ）レーザの大
規模高出力フェーズドアレイの開発を
目指している。その応用可能性には、
100kWクラスのレーザ兵器に加えて、
多機能アレイ、目標捕捉、レーザ通信、
レーザレーダ、防衛兵器などがある。
　エクスカリバーはDARPAが初期に
実施した3つのプロジェクトの重要な
レーザ技術の成果を利用している。コ
ヒーレント結合高出力単一モードエミ
ッタ（COCHISE）プロジェクトでは高
輝度半導体レーザが実現された。この
半導体レーザはファイバレーザ革命
（RIFL）プロジェクトで開発されたフ
ァイバ増幅器をポンプして、ビームの
コヒーレント結合とスペクトル結合を
可能にする。高パワー効率・高信頼性
レーザバー（HiPER）プロジェクトでは
エクスカリバーの適応光学系に必要と
なる高い空間および時間変調帯域幅を
もつキロワットクラスの半導体レーザ
アレイが開発された。
　ファイバ増幅器からのビームを結合
する技術は、適応フォトニック位相同
期素子（APPLE）プログラムから生まれ
ている。ファイバ増幅器は航空機に搭
載された発光素子アレイに動力を供給
する。発光素子アレイはレーザビーム
を結合し、結合したビームを操作して標
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1インチ 1インチ 図1　航空機の外面に搭
載されるレーザエミッタ
のフェーズドアレイは結
合ビームの発生と操作を
行う。この2つの写真は
正面と断面を示している。
（資料提供：DARPA）
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的に向ける。そこではレーザパワーの
分散をもたらす空気乱流の補償も行わ
れる（図1）。
　現在の会計年度の目標には、30%以
上の電気効率と回折限界の1.4倍以下の
ビーム広がりをもつ結合パワー3kWの
ファイバ増幅器と100Wコヒーレント単
一モード半導体レーザアレイの開発が
含まれている。来年の目標は単一モー
ドコヒーレント半導体レーザアレイの
500Wへの出力向上と、コヒーレントお
よびスペクトル結合を用いた7kWビー
ムの得られる7つのファイバ増幅器か
らなるアレイの実証が設定されている。
　長期的に見ると、DARPAは「従来は
レーザシステムのサイズと重量のため
に不可能であった空対空と空対地の交
戦を可能にする高出力レーザ」の製作
を望んでいる。そのためには、次世代
携行型ミサイルに対する無人飛行機の
防衛に十分な小型レーザが必要になる
だろう。
　SWEEPER（短距離・広視野・超高
速・電気操作フォトニックエミッタ）と
名付けられたプログラムは、低出力レ
ーザの機械的ビーム操作を置き換える
一体構造の近赤外フェーズドアレイの
開発を目指している。この「チップス
ケール」64素子フォトニックICは10W
のパワーを操作することで、0.1°以下の
狭い視野内への集光と45°以上の角度
走査を100Hzのフレーム速度で行うこ
とができる。
　このような長期目標は非常に意欲的
だ。そこでは走査速度の1000倍の高
速化、サイズの100分の1の縮小、1ま
たは2波長のファセットピッチの実現、
アレイ全体の精密な位相制御などが必
要になる。来年のDARPAは8×8ビー
ム形成チップと10°×10°のビーム操作機
能の実証を目指す。DARPAによると、
この実証が成功したときの技術は、サ

ーベイランス、3Dイメージング、ナビゲ
ーション、センシング、診断と手術など
の応用に対して劇的な効果をもたらす。

その他のDARPAプログラム
　DARPAはその他にも、多数のフォ
トニック技術を調査し、最先端の技術
を探索する事業方針に対応して、調査
リストを定期的に変更している。重要
な目標を達成できないプログラムは取
り除かれる。期待に応えることのでき
ないプロジェクトは数年間しか継続さ
れず、HELLADSのような長期にわたる
大型プロジェクトは少数に限られる。
　最近の成功の事例には戦場の戦術立
案者を支援する実時間カラー 360°3D
ホログラフィックディスプレイを創成
した米アーバンフォトニック・サンドテ
ーブルディスプレイ社（UPSD）がある
（図2）。このシステムは完全パララッ
クス12インチの視野深度が確保され、
20名までの利用者が特殊な眼鏡を使わ
ずに同時に使用できる。米ゼブライメ
ージング社（Zebra Imaging）が5年を
かけて開発した現在のディスプレイは、

対角サイズが6インチから6フィート
に拡大された。DARPAはさらなる進
展のため、この技術を陸軍と空軍に技
術移転した。
　プロジェクトの範囲は軍のニーズと
技術的商機の両方を反映している。
DARPAのマイクロシステム技術局は
情報技術と計算技術に関係する多数の
プロジェクトを支援し、本年の伝送速
度20Gbit/sの24双方向チャネルを用
いたテラビット伝送の実証に続いて、
チップ‐チップ間の光相互接続システ
ムでの実証を計画している。また、生
物兵器のセンシングから水のUV殺菌
までの多彩な応用を期待できる中紫外
LEDやレーザの研究も支援している。
すべてのアイデアが成功するとは期待
できないし、成功が約束されているわ
けでもない。DARPAは打率の高さを
狙っているわけではなく、長打を狙っ
ているのだ。
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図2　ゼブライメージングがDARPAのために開発したアーバンフォトニック・サンドテーブルデ
ィスプレイの3Dホログラフィック画像を示している。この画像は戦場での戦術の立案に使われる。
（資料提供：DARPA）


