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産業用レーザの経験を経て変わる
理科学用超短パルスレーザ
アラン・アシュミード、スティーブ・ブッチャー、マルコ・アリゴーニ
産業用レーザ分野の専門技術を活用することで、超短パルスレーザの簡素化、
信頼性向上、データの取得コスト及びデータスループットの改善を生み出した。
歴史的に、理科学用超短パルスレー

学用途に使用するには、ますます厳し

ではより優れた時間分解能で、さらな

ザを製造する企業はほぼ例外なく最先

くなる要求仕様と設計上の信頼性との

る短パルス化が求められている。暗黙

端のパフォーマンス（高ピークパワー、

間で妥協点を見つけざるを得なかっ

の経験則では、「パルス幅が短くなれ

短パルス幅など）を狙っており、時に

た。つまり、科学者や研究者たちが、

ばなるほど、レーザの操作にますます

は先進的であるが信頼性に乏しいデザ

以前から避けられない事として我慢し

手間がかかる」
。しかし今では、シー

インを利用してきた。一方、産業用レ

てきた妥協だ。

ルドされた発振器からサブ 8 フェムト

ーザの設計はコストを意識したもので

レーザ業界は、長期サービス契約、

秒（ fs ）パルスが出るレーザによってこ
の経験則は、変わりつつある。

あり、運用の簡素化や信頼性がことの

迅速対応のフィールドサービス、スペ

ほか重要であり、スループット、パー

アパーツの在庫の充実、交換レーザの

増幅器では、従来のトレードオフは

ツあたりのコスト、稼働率、ランニン

先行手配など、カスタマーフレンドリ

ピークパワーと運用の簡素化の間にあ

グコストが重要なパフォーマンス指標

ーなサービスを提供してきた。しかし、

った。短パルス化と高パルスエネルギ

となる。

修理コストへの保証や修理期間の短縮

ー化、あるいはそのどちらかを達成す

だけでは十分でない。
（直接・間接）コ

るには、常にオペレータが頻繁に調整

産業用レーザのデザイン思想に大きな

ストが増大し、研究が複雑化する中で、

しなければならなかった。対照的に、産

差を生み出した。理科学用レーザにと

研究者たちは簡単かつ迅速に修理でき

業用のデザインを取り込んだ、より新

っても生産性とランニングコスト（つ

るものよりも、全く壊れないレーザを

しい増幅器ではシールドされたストレ

まり、データの取得コスト）が非常に

求めるようになった。

ッチャ／コンプレッサユニットだけで

これらの違いが、理科学用レーザと

重要であることが認識され始めている

こうした要求に応えるために、レー

なく、シールドされた発振器も採用し

ので、産業界の核となるコンセプトの

ザメーカーは産業用レーザの知見と経

ており、例えばパルス幅 35fs あるいは

一部を応用することで今では、最先端

験の恩恵を受けた理科学用レーザの開

それ以下で、6mJ/ パルスが可能であ

のパフォーマンスと産業グレードの信

発に取り組むようになる。両方の領域

る。超短パルス増幅器におけるストレ

頼性、稼働時間、生産性を提供する理

間のノウハウの流れは最終的には双方

ッチャ／コンプレッサユニットは最も

科学用レーザが生み出されている。

向になり、理科学用レーザにおけるい

繊細な部分で、これまでは空気の揺ら

わば「産業」革命に行き着く。われわ

ぎや温度変化、ミスアライメントに対

れは今、とりわけ最先端の性能と、し

して非常に敏感で、最終的なパフォー

これまで超短パルスレーザのイノベ

っかりした産業用の信頼性を兼ね備え

マンスに影響していた。

ーションの流れは、一方向のみだった。

た次世代の理科学用レーザの開発を目

つまり理科学用製品から産業用製品と

指している。現在の実例は、超短パル

いう方向である。15〜20年前と異なり、

ス発振器と超短パルス増幅器に見るこ

自分たちの実験用途に合わせて、わざ

とができる。

簡素化と性能のトレードオフ

統計学により改善されたレーザ
レーザの信頼性とハンズフリー操作
を改善する鍵は、レーザが最適性能か

わざ特注レーザを設計し作製しようと

発振器では、これまでの大きなトレ

らドリフトする、突然性能障害が起こ

する理科学分野のユーザはほとんどい

ードオフは最短パルス幅と運用の簡素

る、あるいは寿命に対して劣化が早す

ない。とは言え、市販のレーザを理科

化にあった。最先端のフェムト秒実験

ぎると言った理由の全てを完璧に理解
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図 1 フェムト秒レーザで使用される光学マウントの旧バージョン（ a ）と最終バージョン（ b ）との
比較。最終バージョンは、産業用レーザからのコンセプトを採用している。最終バージョンは、外
部の振動や温度変化サイクルに対する適合性が高い。

することである。このような理解を得

少ないことである。OEM 産業用レー

るには、R&Dやプロトタイプ段階での、

ザでは数 100 ユニットを使うかも知れ

環境的にストレスの多い条件下で多数

ないが、一般的な研究グループは数年

のコンポーネントや完成品のレーザを

に一度、1 つのレーザシステムを発注

試験する必要があり、故障解析に続い

するに過ぎない。現場での数が相対的

て改良設計を繰り返すことになる。こ

に少ないと、理科学用レーザでは有意

れはまた、多数のプロトタイプ製品を

の故障や性能の統計は得難い。この問

使用している顧客の現場での性能分析

題への当社のアプローチは、多くの産

を必要とする。実際の現場での経験に

業用レーザのインストールベースから

代わるものは存在しないからである。

過去のデータを解析することである。

ハイエンド理科学レーザのメーカー

これは理科学用レーザの特異的な問題

が直面する課題の 1 つは、出荷数量が

には対処できないが、レーザ動作を改
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善する基本的な問題についてのフィー

のフェムト秒レーザの応用には、多光

どうかを見極めることにある。HALT

ドバックが得られる。

子励起顕微鏡（ MPE ）や半導体ウエハ

のもう1つの主要目的は、
「故障の物理」

解析などが含まれる。

また、超短パルスレーザ応用の中に
は、市場に十分な数が出ていて、包括

（ PoF ）を特定し理解して設計改善を導
き、その改善が有効であることを確認

高加速寿命試験

的な統計解析に役立つものもある。例

することである。

高加速寿命試験（ HALT ）
では、製品

HALT の重要な部分は、過剰で、非

材料の劣化あるいは劣化の進行、これ

を破壊点に至るまで試験して設計強度

現実的な力による「人為的な」故障を

らは変化する環境下で利用することで

と使用実態負荷との差を見つけ出す。

回避することである。並行して、数ヶ

性能が損なわれることになる。これら

目的はこの差が十分に実用的であるか

月あるいは何年もかけるのではなく、

えば、光学機器のミスアライメント、

数時間で発見できるように故障モード
を加速させる。HALT の最終成果は、
HASS test perameters

効果的な製品選別、加速ストレス性能

Air

試験（ HASS ）である。これによって、
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製品製造の弱点を除去し、顧客に出荷
される製品の寿命を縮めることがなく
なる。
HALT/HASS 方式は、広く用いられ
る包括的戦略となっており、製品の信
頼性や寿命を最重視する他業界では定
評がある。コヒレント社ではそれを基
盤として、次世代の理科学用レーザを
製造し、最高級の信頼レベルとなるよ

Time〔hrs〕

うにレーザをテストしている。

図 2 グラフは、超短パルス発振器の加速ストレス性能試験（ HASS ）：温度および振動試験の一
例を示している（コヒレント社提供）。

HALT の一例として、自社の超短パ
ルス発振器の 1 つに使用されている多
数の光学マウントで、ミスアライメン
トの度合いに見られる偏差の解析を示

Normalized output power

す（図 1 ）
。当初の設計では、マウント

Vitara S lifetime

1.2

のほとんどは x 軸および y 軸で非常に
小さなズレが見られただけであった

1.0

が、マウントを大きな集合で見ると、
遙かに大きなズレが見られた。この実

0.8

験結果として、マウントの再設計が始
まった。同じ負荷に対して、新しいマ

0.6

ウントは、小さなミスアライメントを
示すだけである。

0.4

HALT をレーザアセンブリ全体に適
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用することがさらに重要であることは
ほぼ間違いない。また、設計工程にお
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図3

24

ハンズオフ動作で 1 万 8000 時間の超短パルス発振器の寿命試験データ。
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ける開発ツールとしても重要な知見を
与えている。超短パルス発振器など、
新しいレーザ設計において、
HALTでは、

レーザに熱的負荷と振動負荷を徐々に

1.0

高いレベルへ変化させる。まず、それ
ぞれ個別の負荷を与え、次に両方の負
に原因を究明し、設計チームへ速やか
にフィードバックする。一般的に、発
生する問題は、設計思想への理解と選
択や、材料及び部品の選択、また製造
上の設計に関わる問題を含んでいる。

At T= 0
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荷を同時に与える。問題があれば、常

Vitara UBB spectrum
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と、HASS は信頼性の問題を減らす目
的で震動源を計測し制御するための製
スクリーニングは、職人の技量あるい
は部品供給元の違いに起因するレーザ
の弱い部分を見つけ出すように工夫さ
れている。また、故障が起こった際の
部品供給元への迅速なフィードバック

Wavelength〔nm〕

造工程の一環として組込まれる
（図2）
。
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0

に備えてクローズドループ品質管理が
考案されている。例えば、超短パルス
発振器のヘッドは数時間の強度温度サ
イクルや振動ストレス試験を行う。

Vitara UBB spectra in time
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図 4 超広帯域（ UBB ）超短パルス発振器からの出力のスペクトルプロファイルを連続 9000 時
間ハンズオフ動作で示している。レーザは一定励起パワーモードで動作。下のスペクトルは、テス
ト最初の 3000 時間で取得（コヒレント社提供）。

個々の超短パルス発振器ヘッドは完
璧に組み立てられアライメントされて

される。このモードは、超短パルスレ

超短パルスレーザの寿命テストを通じ

仕様を満たした後、温度と振動プロファ

ーザのパフォーマンスを計測する際に、

て実証された。このレーザは、中心波

イルを繰り返し実行する。さらに個々

業界で一般的に行われている光フィー

長 800nm、一定励起パワーモードで動

の光学マウントを一定の力（10Gを超え

ドバックループ方式とは大きく異なっ

作し、全帯域幅（〜160nm FWHM ）
で

る衝撃）
で叩き、再度出力パワーを計測

ている。これまでの手順では、励起パ

9000 時間におよぶスペクトルの安定性

する。このステップに続いてレーザヘッ

ワーを時間とともに強めて、発振器内

をモニタした
（図 4 ）
。

ドは再び温度サイクル（−10 〜＋60℃）

の汚れとアライメントのずれを補償し

を繰り返し、アライメント修正をする

ている。

厳しい 1 日 24 時間 / 週 7 日の産業応
用で動作する多数の主力製品からのデ

超短パルスの研究者が当てにしてい

ータとHALT/HASSプロトコルからの

るのは単なる安定出力ではない。ほと

フィードバックにより、次世代理科学

従来の寿命テストでは、レーザはク

んどの実験で、安定したビームポインテ

用超短パルスレーザは現在、最先端の

リーニングのためにレーザヘッドを開

ィングと安定したスペクトル幅も必要

性能と産業用の信頼性およびスループッ

けることなく、また再度アライメント

とされている。後者は、超広帯域
（UBB）

トを兼ね備えている。

ことなく、仕様通りの性能を発揮しな
ければならない。

を行うことなく動作させて行っていた
（図 3 ）
。このレーザでは、機械的安定
性をよりよく表すように、全テストを
通じて一定の励起パワーモードで運転
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