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　波長域1030〜1070nmで発光する
最新のハイパワー連続波（CW）ディス
クレーザおよびファイバレーザは、多
くの高度な加工向けにマルチキロワッ
トのエネルギーを提供できるようにな
っている。これらのレーザの小さなス
ポットサイズ、高強度によって高速材
料加工が可能になる。このような高効
率加工は、エネルギーに左右された焦
点ズレなど、システムのオプティクスの
性能変化に非常に影響を受けやすい。

熱レンズ効果の影響
　高いビーム品質（M2＜1.5）のハイパ
ワーレーザの焦点合わせは、光学シス

テムに密接な関連をもっている。たと
えシステム中の1個の光学素子による
ビームの吸収でも、ビームフォーカス
位置の熱によるズレに影響する。
　焦点ズレそのものの悪影響に加え
て、ビーム品質自体も劣化する（1）。最
新モデルは、そのようなレンズシステ
ムの熱挙動をシミュレートすることが
できる。モデル計算（図1）は、焦点レ
ンズによる光吸収によってレーザビー
ムのM2 が1.2から3.4に増加すること
を示している。この増加は、レンズの
位相プロファイルが吸収に誘発されて
変化することで生ずる高次の波面歪の
結果であり、これは温度の関数として

屈折率の変化（dn/dT）が原因である。
このような温度を誘因とする焦点ズレ
を回避する方法は、以前からある焦点
調整機構に付加することができ、スキ
ャニングおよび高速アプリケーション
ではよく用いられている。

製造改善による吸収の低下
　焦点ズレを最小に抑えるために考察
されたアプローチは、レンズの光吸収を
さらに減らすこと、レンズ内とその表面
の両方で吸収を減らすことである。こ
の線に沿って、適切な光学材料の評価
と特定を行う広範なテストプログラム
がイエナオプティック社（Jenoptik）で
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熱特性、光学特性および加工能力増強シミュレーションによって、熱による
焦点ズレ、ビーム品質劣化の最小化を特徴とする、ハイパワーレーザ対物レ
ンズ製造の最適アプローチが明らかになった。

レーザ加工用対物レンズが
ハイパワーレーザで高い熱安定性を示す
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図1　熱レンズ効果の
焦点ズレへの影響とモ
デル化されたビームプ
ロファイルを示してい
る。熱による焦点ズレ
がある場合のビーム品
質M2、ない場合のM2

は、それぞれ3.4と1.2。



行われた。テストした光学材料（石英
ガラスおよび様々な種類の光学ガラス
を含む）は、1030nmと1070nmの波長
範囲で最も低い吸収係数を示すように
選択された。
　テストセットコンポーネントを評価
するために、多様な吸収計測法を用い、
比較した。基準法は、イエナのフォト
ニック技術研究所（IPHT）が開発した
レーザ誘起偏位（LID）法で、この方法
ではハイパワーポンプビームにより熱
的摂動とローパワープローブビームを生
成してコンポーネントを計測する（2）。
　多様な方法で計測された吸収値（図
2）は、波長1070nm、400Wシングルモ
ードポンプファイバレーザを利用する
LID波面計測とともに解析された。結

果から、パフォーマンス改善は光学研
磨工程の改善および光学コーティング
吸収の低下により得られることがはっ
きりと分かる。最良の研磨面の吸収値

は、面あたり0.1ppm以下、これは最
先端の面あたり1.6ppmよりも優れて
いる。反射防止コーティングの吸収値
は、面あたり2ppm以下で、最先端の
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図2　これらの吸収値は、レーザ誘起偏位（LID）で計測。この技術では、ハイパワーポンプビー
ムによる波面歪を、光位相を計測することで評価するもの。この結果は、光学面の研磨の改善お
よび光学コーティングの低下に使用された。
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面あたり37ppmの値を上回る。

製造レンズのアプリケーション
　これらのテストで得た知見は、イエ
ナオプティックのSilverline F-Theta
レンズシリーズ（図3）の設計と最適化
に適用され、これによりレンズの焦点ズ
レか最小化された。これらのレンズは、
波長1030〜1080nm、515〜540nmで
使えるように設計されており、ハイパ
ワー（最高5kW）ファイバレーザとディ
スクレーザ、およびパルス幅がピコ秒、
フェムト秒の短パルスレーザに適して
いる。高いパルスエネルギーの波長
532nmと1064nmの短パルスレーザの
アプリケーションには、化学的に強化
されたガラスやサファイア材料の加工
が含まれる。
　このレンズは、回折限界レンズで、
計測された焦点ズレ（図4）がレイリー
範囲0.05以下（ビームウエスト長に沿
ったビームウエスト位置の計測）を示
した。計測された焦点ズレの最大値は
100μm以下であり、これによってレン
ズの走査範囲全域で極めて安定した焦
点合わせが可能になる。実験および実
用では、これらの結果は、高輝度レー
ザ、例えば4kWマルチモードファイバ
レーザ照射後、再度焦点を合わせたり
能動冷却をすることなしに極めて安定
した熱挙動を示す裏付けとなる。対物
レンズ（Silverlineレンズ）の光学特性
は、高いイメージング品質を持つ様々
な高輝度レーザアプリケーション向け
に使用したり、カスタマイズすること
ができる。一例を挙げれば、微細加工
用途（ガラスやサファイアの切断）があ
る。波長範囲1030〜1070nmで示した
結果の他に、ここで実証した吸収を低
下させるアプローチは515〜540nmに
も適用可能であり、いくつかの微細加
工用途も同様である。
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図4　焦点距離160mmのF-Thetaレンズのレイリ範囲の焦点ズレ量、焦点位置の相対的なズ
レを計測。トルンプレーザ（ドイツ、シュランベルク）のTruDiskからのビームを200μmファイ
バに結合、パワーは600W〜4kWで変化。計測は、Primes社（ドイツ、プングスタッド）の
Primes Focus Monitorを使用して行った。同時に各パワーレベルそれぞれで、ビームウエスト
と位置も計測した。
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図3　Silverline F-Thetaレンズ（a）は焦
点距離160mm、設計波長範囲1030 
nm〜1080nmとなっており、微細加工
アプリケーションに適している。このレン
ズは、金属板の微細加工でも使える（b）。


