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　　レーザー加工用のレーザーの主役として、今では誰もが産業用レーザーの中心と考え

ているファイバーレーザーの現状は、1990年代までは誰も想像し得ないものだった。当

時のファイバーレーザーは光通信用ファイバーレーザーを意味したが、現在、それらは半

導体レーザー増幅器に置き換わり、現在ではファイバーレーザーといえば、高出力加工用

レーザーを意味するようになった。変われば変わるものである。思えば、ファイバーレー

ザーはそれまでの常識に挑戦し、それまでとな異なるイメージ、技術を作り出すことで現

在の高出力レーザーに成長した。その中には、ノーベル賞を受賞したCharles Caoによる

極限まで損失を減らせば、ガラスファイバーは遠距離通信を可能にするというアイデアが

あり、また光通信用のファイバーが普及すると、細いファイバーは信号を送ることは出来

ても、パワー伝送は無理という常識を覆した。光ファイバー通信のイメージが強くなる

と,今度はファイバーの持つ自由形状特性を無視するように、一つの強みを強調すると、

他の本質に目が行かなくなる。それらを廃して、ファイバーレーザーの持つ本質的な特性、

優位性を客観的に評価することこそ、歴史から学び将来を生み出す原点となるだろう。

　1990年代後半、私たちが高出力ファイバーレーザーの研究を開始した当時、あんなに

細いファイバーから高出力が出せるとは、知識がある研究者であればあるほど、そんなこ

とは無理だと主張していた。彼らは光通信用の信号を増幅している中で、わずかな平均パ

ワーのレーザーでも、時にファイバー損傷を経験し、ファイバーレーザーは信号増幅線用

だと感じていたのであった。しかし、その反論には本当のデータが欠けていた。高出力

ファイバーレーザーが今後、どのように発展していくかを展望するには、なによりもその

原点を探ることが重要である。温故知新はいつの時代も重要である。

１９９０年代 ファイバーレーザーとは：
光通信用ファイバーレーザー を意味した。

現在 光通信用ファイバーレーザーはほとんど姿
を消した。半導体レーザー増幅器に変わった。
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用レーザーを意味する。６００M$の市場
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髪の毛よりも細い光ファイバー
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【ファイバーはガラスという意味】

　高出力ファイバーレーザーに用いられるファイバーはすべて石英ファイバーである。と

きどきポリマーファイバーや結晶ファイバー

の議論がされることがあるが、それらは今回

問題にするような高出力ファイバーレーザー

にはならない。それでは、ガラスファイバー

を使うということの意味は何だろう。固体

レーザーには結晶レーザーとガラスレーザー

があり、ファイバーレーザーはガラスレー

ザーの一種である。この点を分光学的にまと

めると、右のようになる。誘導放出断面積で

は1桁から2桁、レーザーの特性を決める

στ値でみみても1桁の差があり、レー

ザーとしては結晶レーザーにかなわないということになる。さらに規則正しい原子配置を

持つ結晶に比べて、場所によって結晶場が異なるガラスでは、スペクトルの広がりは不均

一広がりとなり、レーザー光との相互作用でホールバーニングが起こるため、見かけ上の

蛍光スペクトルをすべて使い切ることが出来ない。誘導放出断面積が小さい上に、狭帯域

請うではエネルギーをすべて引き出せないという特性は、ガラスという母材に依存してい

るが故に、ファイバーレーザーの本質的な限界を示している。

【低損失で劣った分光学的性質をカバーする】

　優れたレーザーとなった高出力ファイバーレー

ザーはどのようにして劣った分光学的性質をカ

バーしたのであろうか。それが今回の講義の朱

テーマでもあり、これから説明するように、レー

ザーにおいては低損失性がすべてをカバーするこ

とを理解することになる。利得が重視されるレー

ザー開発において、結局、レーザーの特性を決定

するのは、その損失の少なさであることを理解し

よう。

【まず最初にレーザーの始まりから】

　1950年代、コヒーレントな光を発生できる可能性の追求は、もっと長波長のマイクロ

波領域から始まり、1953年には Townes & Gordonによって NH3メー

ザーの実験が行われた。その後、本当の光の領域でのレーザー発振へ

の努力が続けられたが、どれもうまくいかない状態が続いた。

　その状況を打ち破ったのは、西海岸、カリフォルニアのマリブにあ

るヒューズ研究所にいた Maimanであった。レーザー研究の主流派は、

固体レーザーの分光学的パラメータ

分光学的な性質：
結晶：均一幅を持つ。
低温になると、スペクトルの狭窄化、断面積増大が起こる。

ガラス：不均一広がり
低温になると、スペクトルは広がり、スペクトルの重畳が
なくなる。

均一広がり

Nd:YAG

自然幅、圧力幅
結晶場

不均一広がり

スペクトル
ホールバーニング

Nd:Glass
ドプラー幅
不均一結晶場

ガラスは結晶にかなわない？
結晶レーザーは固体でありながら、物質との影響を排除し
ている。

Nd:YAG Nd:glass Nd:YVO4

σ 2.80E-19 4.00E-20 2.50E-18

στ値 7.80E-23 1.20E-23 1.56E-22

ファイバーレーザーは劣った分光学的性質を
どのようにしてカバーしているのか。

ファイバーレーザーはガラスレーザーの問題点を、
低損失、長大な利得長でカバーする。

石英ガラスの低損失性 0.2ｄB/km 希土類添加で数dB/km
単一モード伝播、回折損失なし

長大な利得長のためには、ファイバーモード伝播が重要

損失が少なければ、小さな効果も大きな結果に

例：ラマンファイバーレーザー 利得は1/10000
長さは100000倍 回折損失なし FBGの利点



もっとも原子の光学遷移の能力を引き出せる気体レーザーを中心に研究しており、周囲の

結晶場の影響を受ける固体レーザーでレーザー発振を目指すことは邪道だとみなされてい

た。実際、図のようなフラッシュランプでルビー結晶（Cr3+:Al2O3)を励起したが、一向に

うまく行かず、研究所からは研究の中止を勧告されてしまった。それまではフラッシュラ

ンプの爆発を恐れて、定格範囲内の電流で励起していたが、どうせ、研究は終わるのだか

らと、ランプが壊れるまで、電力を上げていった。このような事情はよく分かる。筆者が

学生の頃、フラッシュランプはよく爆発をした。ランプそのものの損害も問題だが、爆発

の結果、高価なレーザー結晶に傷が入ったら大変で、研究はそこで止まってしまう。

Maimanがそれまで踏み切れなかったのは当然といえる。

　幸運は突然訪れた。爆発覚悟で大電流を投入したとき、漏れてきた光のスペクトルが狭

帯域化したことを発見した。それがルビーレーザーの発振、誘導放出の結果だった。ここ

までは日本国際賞受賞記念のワークショップで Maimanが自身で語ったことである。

Maimanは当時、まわりから相手にされず”A very single minded person"と揶揄された

そうだ。これは今では尊称になりました。独創的な研究をするには、我が道を行かねばな

らないということです。

【レーザー発振の歴史】

　一度、ルビーレーザーが発振したというニュースが流れるや、その直後から、レーザー

発振の報告が相次ぐようになる。ベル研究所の Javanが He-Neレーザーによる連続発振を

報告した。続いて同じベル研からルビーレーザー発振の報告がされる。レーザー発振は本

当に可能なのだということが信じられると、堰を切ったように結果が出てくる。先頭を切

ることの難しさと重要性を示す良い例といえるだろう。

　ファイバーレーザーにとってもっとも重要なのは、Maimanのルビーレーザーの翌年、

Snitzerによって Nd添加ガラスレーザーの発振が報告されたことである。それから 40年

以上経った2002年に UEC/HOYA/Hamamatsuのチームによって世界で最初の kWファイバー

レーザーが報告され、高出力ファイバーレーザー時代が本格的に始まった。

Fig.2 The first CW lasing by a SELFOC glass laser of 0.3mmcore，1.5 mm 
clad  and 136mm long under Kr arc lamp pumping. (modified from ref.5)

日本におけるファイバーレーザー研究
SELFOCレーザーによるCW発振、モードロック発振
LI T. Uchida,et al, IEEE J. Quantum Electonics, QE-6, 606 (1970).
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【最初のファイバーレーザー】

　それではファイバーレーザーの原点、

1961年のガラスレーザー発振の時点に戻っ

てみよう。1961年、American Glass

Companyの Snitzerは世界ではじめてのガラ

スレーザーのレーザー発振を報告した。

BK（バリウムクラウン）ガラスに Ndを添加

したものである。フラッシュランプ励起で、

一定の励起パワーを超えると突然、出力が

巨大となり、ポラロイドフィルム上にバー

ンパターンがついた。当時の計測技術では、レーザー発振はリンギングが起こっていると

表現されているが、当時の Normal oscillationは現在の緩和発振に相当する。我々の学

生時代も、レーザー発振の確認にはカーボン紙を用いたバーンパターン計測をしたことを

思い出す。論文ではガラスレーザー発振となっているが、実際は、Nd添加をした BKガラ

スのまわりをソーダガラスで囲んだクラッド構造をしており、コア部分の太さは0.3mmと

0.03mmと細い。現在的センスからいえば、ファイバーレーザーともいえる。ただし、長

さが7.5cmと短いので、ファイバーレーザーの最初とは考えられていない。

　面白いのは、なぜクラッド構造をとったか、という理由である。当時の実験では、Nd

添加ガラスの製作量が少量で、均質なガラスロッドを作るには材料が不足したので、無添

加ガラスをまわりに配置したと述べている。不十分な条件でレーザー発振させようと苦労

した結果、無意識にクラッド構造を採用していたことになる。禍転じて福となすであった。

　やがて 3年後、1964年には同じ Snitzerがはっきりと意識してファイバーレーザーによ

るレーザー発振を報告することになった。これはコア径 10ミクロン、クラッド径 1mm、長

さ1mという立派なファイバーレーザーで、

今日のロッドファイバーに近い。ただし当時

の励起方式はフラッシュランプ励起なので、

ランプのまわりに配置した螺旋状のファイ

バー形状をしている。クラッド付きファイ

バーで、光の伝播モードを制御しているから、

ファイバーを螺旋状に巻いたとしても、光は

ファイバーに沿って伝播し失われることはな

い。当時の側面励起フラッシュランプ励起方

式では励起効率が極端に低い。ファイバー結

合型LD励起で圧倒的に高い励起効率を実現

している現状は、当時としては想像もできない

ことだったのだ。そのような観点で、当時の論

文を読むと感慨深いものがある。

さて現在のファイバーレーザーの構造はどう

なっているだろう。基本構造は図のようで、比

較的低輝度な LDを励起源とし、クラッド部に投



入すると、励起光はクラッド伝播の間に希土類添加をされたコア部で吸収され、長大な利

得を持ったファイバーレーザーはコア端面から高輝度なレーザー光として出力する。これ

を見ればわかるように、レーザーとは本質的に光の質を変換する装置で、低品質の励起光

を高品質のレーザー光に変換している。集光能力でいうと、約 700倍から1000倍に光を

圧縮しているともいえる。同時に、ファイバーレーザーの特徴は高い変換効率と超高利得、

超低損失、軽量、自由形状、高信頼性などだといえる。

【連続発振ガラスレーザーと Graded Index Fiber Laser】

　日本のファイバーレーザー研究について触れてみよう。1960年代のレーザー研究では、

液体窒素冷却したルビーレーザーを回転楕円型のランプ空洞で連続発振させて程度で、固

体レーザーの連続発振は極めて困難であった。中でも不均一広がりを持つガラスレーザー

の連続発振は極めて困難とされていた。その時代に NECは Graded Index型のガラスレー

ザー、SELFOCレーザーを用いて、ガラスレーザーの連続発振に成功した。SELFOCレー

ザーは図に見る通り、Kイオン置換によって径方向屈折率分布を作り出し、コア径

300μm、クラッド径 1.5mmの構造を持った長さ136mmのガラスレーザーである。これを Kr

アークランプで励起して連続発振に成功した。この構造は、今でいう Graded index 

fiber laserそのもので、導波路特性によるモード制御性が高いことで、連続発振を可能

にしたといえる。同様に、2中クラッド構造ファイバーレーザーも東北大の川上等によっ

て最初に報告されたが、その目的はファイバーの分散特性の制御のためで、励起用クラッ

ド構造にはつながらなかった。やはり、現在の高出力ファイバーレーザーのイメージが生

み出されるには、LDが現実のものになるのを待つしかなかったといえる。存在しないも

のを創造してあるべき姿を描くことはできない。同時に、当時の研究開発は光通信を目的

としたために、ファイバーレーザーの高出力特性は想像外であった。選択と集中は時とし

て重要な本質を捉え損なうことがある。

【高出力ファイバーレーザーへの歩み】

　1980年代から90年代にかけて、ファイ

バーレーザーはもっぱら光通信用の増幅器

と考えられ、今のように高出力レーザーの

代表選手になるとは誰も想像していなかっ

た。そんなときに1993年に画期的な論文

が出たが、今度はCao先生が登場し、Poさ

んと一緒に、LD励起用に矩形クラッドを

もった2重クラッドファイバーレーザーで

5Wの出力を出した。Poは 300x100μmとい

う矩形クラッドを作った理由を、励起用

LDバーとの整合を取るためだとした。当時、単一ストライプ LDはせいぜい1W、10W以上

の励起パワーを可能にする LDバーは横に長い直線状光源だったからだ。世の中はこの論

文にさほど注目しなかったようだが、私にとっては画期的な論文に見えた。5W、横モード



シングルの出力は固体レーザーでは困難であったから。その一方、矩形クラッドの利点に

ついては、こんなつまらない理由でいいのだろうかという疑問が残った。それでも当時は

重力波天文学の重点領域が立ち上がったときで、私自身ファイバーレーザー研究をする余

裕はなかった。

　さらに1995年になって、重力波天文

学で競争相手になっていたドイツ・

LZH（レーザーセンターハノーバー）の

Tunnermanがファイバーレーザーで9.2W

の出力の論文を出した。彼らが共同研究

をしていた Friedrich Schiller

University of Jenaにあった

IPHT（Institute of Physics High

Technology）のファイバー線引機で自作

したファイバーレーザーで達成したもの

である。Tunnermanはその後、ファイ

バーレーザー研究に軸足を移した。毎年 LZHを訪問して、周波数安定化レーザーや超高品

質ミラーについて情報交換をしていたが、こんな研究もしているのだとばかりに得意に

なって教えてくれた。そこで早速、次回の訪問では、Jenaを訪問し、そちらのファイ

バーレーザーグループと意見交換をした。彼らは小型のファイバー線引機を保有していて、

国立研究所らしく、非線形ファイバーなどを作成し、線引途中で紫外線レーザーによる

FBGを作ったりしていた。

【クラッド励起の簡単なモデル化】

　ちょうどその頃、文科省から連絡があり、中国人留学生の受け入れを打診された。大使

館推薦の国費留学生で、博士課程の学生がほしい私には願ったり叶ったりで、早速受け入

れた。それが Amping Liu君でちょうどできたばかりの電通大の博士課程に入学した。

ファイバーレーザーの研究が面白そうだといっ

たら、彼は数値計算が得意だというので、励起

光のクラッド伝播を計算してみることにした。

ところがそれは大変な計算で、ファイバーその

ものは細くて1次元的に見えるが、クラッド伝

播は多モード伝播であり、クラッド境界面で反

射するたびにモードが変わってしまう。紐のよ

うに見えるファイバーの中身の計算は完全な 3

次元計算となり、膨大なメッシュが必要になり、

とても計算できない。しかし、よく考えると、

ファイバーは長大な長さを持っていて、そのど

の部分でコアが吸収しても利得に与える影響は等価である。ならば、何も長さ方向を真面

目に計算する必要はなく、無限長を持つファイバー断面におけるコア吸収の究極値を求め

れば良いことに気がついた。そうなったら問題は単純な幾何学となる。円形クラッドの場



合は、クラッド内の各点からコアを見込む見込み角を計算すれば良い。わずかでもコアに

光線がぶつかればファイバー長が長いので、いつかは必ず吸収されるからだ。一方、見込

み角から外れている光線はいくらファイバーが長くてもいつまで経っても、矩形断面内を

行ったり来たりする光線は、コーナーに反射するたびに平行移動を繰り返す。その結果、

断面内を平等に掃引することになるので、すべての光線は必ずコアで吸収されるというこ

とが証明された。こんな簡単な考察で論文が出版されると Liu君は喜んで、研究に拍車を

かけた。その後、我々の考え方は広く認められるようになり、D型、矩形、六角形、☆型

などいろいろなクラッド形状が提案され、ついには空間モードを不安定化させるという提

案まで登場したが、結果的にはすべてが最終的には100%吸収を可能とするので、大きな

差はない。結局、複雑な形状は線引が難しくなるだけで、特にメリットは大きくない。

【矩形クラッドファイバーレーザーの実験】

　こんなに調子の良い理屈ができれば、当然実験で確かめるべきである。幸い、阪大山中

研時代に同じ研究室にいた田中紘幸さんが三菱電線の研究所長をしていた。三菱電線は

NTT（電電公社？）と協力してソリトン伝送用のファイバーなどを開発しており、研究所

には研究用のファイバー線引機があった。矩形クラッドのファイバーレーザーを作りたい

と頼み込んで作ってもらった。持つべきものは同級生である。

　作ってもらった矩形クラッドファイバーレー

ザーで早速実験をしてみた。結果は左の図のと

おりである。通常通り、片方に100%反射のミ

ラーを置いて、ファイバーレーザーを発振させ

た。反対方向は石英ファイバーの端面反射

（R=3.5%）である。ファイバーの長さは 50m以

上と十分に長い。すると、3.48W励起で1.86W

出力、スロープ効率 58.6%という結果が得られ

た。なんの調整も最適化もなしで、直ちにこの

ような高効率発振をしたのは素晴らしいともい

えるが、その一方、この程度の特性なら YAGレーザーと差はないといえる。利得長が長大

なので、全反射鏡を外して、端面反射だけでも発振できるかどうか試してみた。そして、



結果に驚いた。図に示したように、36.6%の効率で発振したのであった。端面反射だけの

発振は双方向に対称であるから、反対側の出力を合わせると、ファイバーからレーザー光

として出力された効率は73%を超えていることになる。Ndの吸収から発光の間には量子欠

損があるので、量子効率は76%を超えることはできない。理論効率が76%なのに、73%の効

率でレーザー発振をする。しかも何も加えず、ファイバーの両端面のフレネル反射だけで。

これは一大事だと考えた。なぜ、こんなにファイバーレーザーは高効率なのか、その秘密

を解明することこそ、ファイバーレーザーの将来を決定する鍵となるからである。

　

【ファイバーレーザーが高効率である秘密】　

　　高効率の秘密はレーザー増幅の基本式から明らかになった。レーザー媒質中の光の増

幅を示す式で、極大値、すなわち光の増加率が一番高い条件を計算すると、増幅媒質に対

する最適入力値 I opt=I s(√γ−1) の関係が得られる。 γ＝ g0/α は利得・損失費である。

さらに反転分布料の変化率最大の条件からレーザー媒質内に蓄積されたエネルギーから

レーザー光に変換されるエネルギーの最大効率条件が求まり、その結果、レーザー増幅器

の最適引き出し効率を導くことができる。結論は ηopt=
(γ−1)2

√γ  と簡単な式で表される。

　この式の意味するところは具体的な数値を当てはめるとよく分かる。

　 γ=1 すなわち利得と損失が同じ場合、、

せっかく増幅した光はすべて増幅媒質内で損失

するので、増幅器としての効率はゼロとなる。

増幅器の効率は利得が損失の何倍あるかで決ま

るということだ。普通の固体レーザーでは、こ

の利得損失比は100前後というものが多い。正

直に言うと、この関係を導いたのは、昔エキシ

マレーザーの研究を行っていたときだった。エ

キシマレーザーは利得が大きなレーザーだが、



同時に過渡的に発生する様々の分子種がレーザー光を吸収するので、利得・損失比は10

程度にしかならない。結局、最大引き出し効率は 50%程度となり、せっかく Bound-Free光

学遷移をもつエキシマにもかかわらず、核融合用エキシマレーザーの内在的効率は10%程

度であると結論された。この場合、レーザー核融合利得は G=100が必要となる。

　一方、ファイバーレーザーの場合、希土類添加ファイバーでも損失係数は 3dB/kmと1km

でやっと光強度が半減する。 γ=1000,000 は容易に達成できる値で、ファイバーレー

ザーでは物質内に蓄積したエネルギーを100%光に変換することが可能となる。このメ

リットを端的に示すのは、10ミクロン程度のマルチモードファイバーを単一モード発振

させるために、ファイバーを曲げる技術である。いろいろな曲率でファイバーを曲げた場

合、高次モードには曲げによって生じる損失が発生し、その影響が少ない基本モードにエ

ネルギーが集中してくる。結果的に基本モードのパワーが増加することが起こる。通常の

固体レーザーなどで、空間モードフィルターを挿入した場合、ビーム品質は良くなるが、

基本モードそのものにも損失が増加するため、レーザーの出力は減少するのが普通である。

その理由は図に示された最適引き出し曲線を見ればよく分かる。ファイバーレーザーの場

合は、僅かな損失の増加があったとしても、もともと引き出し効率はほぼ 100%のレベル

で飽和しているので、レーザー出力が減少することはなく、一方、高次モードに配分され

ていたエネルギーは全て基本モードに集中するので、基本モードのパワーが増大する。こ

のあたりは、レーザーとはモードに対するエネルギー分配器であると考えるとよく分かる。

【基本に忠実なファイバーレーザー】

　一般的なレーザーでは、2枚のミラーで構成した光共振器の中にレーザー媒質が置かれ

ている。一方、ファイバーレーザーの場合、両端面の表面反射だけで発振するのだから、

レーザー媒質だけでレーザーとして成立する。果たしてどちらが本当のレーザーらしいと

いえるだろう。当たり前のように考えているミラーと増幅媒質の間の空間は、レーザーの

基本方程式には登場しない無駄な空間といえる。馴染みがあるとかない、というような感

覚は物理や科学とは無縁のものであり、こうしてみるとファイバーレーザーのほうが原理

に忠実な形をしたレーザーだということができる。

　一方、ファイバーレーザーの特徴である光伝播に対するモード制御はどんなものだろう。

マイクロ波共振器には必ず 3次元境界面が必要で、導波管構造がなければ、マイクロ波は



共振することができない。なぜなら 3次元空間の電磁波であるマイクロ波は、3次元の境

界条件がなければ電磁波としての定在波を形成できないからである。

　一方、レーザーの構成を見れば、軸方向には確かに2枚のミラーがあり、光共振器を形

成している。一方、横方向は開放型であり、どこにも境界条件がない。これでどうして光

は 3次元空間内に定在波を形成して、レーザー発振を可能にしているのだろう。今では

レーザーは発振するものだと思ってレーザー装置を見ているので不思議に感じないかもし

れない。本来、立つはずのない 3次元定在波が立つことを証明したのは、レーザーの開発

でノーベル賞を受賞した Prokhorovである。筆者はソ連が崩壊して苦境に陥ったとき、

Prokhorovを日本に招待し、有料講演会を開催して、ロシアの科学者を助けたことがある。

その時、Prokhorovに自分で一番気に入っている業績はなんですか？と率直な質問をした

ことがある。彼の答えは、Open Cavity Theoryが私の最大の貢献だというものだった。

横方向には明確な境界はなく、光の回折損失による緩やかなモード依存損失があるだけで

ある。そのような連続的に変化する境界条件であっても、レーザー共振器は 3次元波動と

しての光共振を可能とし、無限の数のモードの中から、光共振器に最適なモードが選択さ

れてレーザー発振に至る。もちろん、厳密な境界条件はないので、利得が高くなると、基

本モードだけではなく、徐々に高次モードが発振することは避けられない。彼と Basovは

米国の研究者とは独立に、多種多様なレーザーについてのアイデアを生み出し、実現して

きたレーザーの父とも言うべき研究者だ。その彼がいちばん大事な仕事は Open Cavity 

Theoryだという。それほど、それまでの考え方から飛躍した考えだったといえるだろう。

既視化している考えの中に、非常に難しい物理が存在していることを思い知らされる例で

ある。

【モード競合のない単一モードファイバーレーザー】

　レーザーにおいてモード制御の重要性を示す

例を一つ示そう。これは中国からの留学生

Huang君が行った研究である。Huang君は中国

西安の大学で当時、中国の最も高出力な

Ti:sapphireレーザーを開発し、修士号を取得

した後、ただちに大学の助手として採用された

が、さらなる飛躍を目指して私の研究室の博士

課程に私費留学で来た学生である。博士課程の

受験のためだけに自腹で日本を一時訪問し、入

学後は生協でアルバイトしながら勉強した。入

学試験のためにパスポートを取得するなど、当時の中国では大変なことだった。もちろん、

2年目からは国費留学生として研究に参加した。

　ここで示した研究は通常の Yb添加ファイバーレーザーに1.2mから 5mの Yb添加ファイ

バーを長いループミラーとして接続したものである。もちろん、ループミラーの部分は励

起していないが、準 3順位型エネルギー構造を持つ Ybの場合、Ybファイバーレーザーの

発振波長1030nmでもわずかに基底状態吸収を持つ。3dB結合器で２つに分けられたレー



ザー光はループミラーを互いに反対方向に回って干渉し、ループミラー内に定在波を作る。

僅かな吸収によってループミラー内に形成された周期構造は長大な回折格子として働き、

発振スペクトル幅は2kHzまで狭帯域化した。さらに何も制御をしていないにもかかわら

ず、ファイバーレーザーの出力安定度は0.8%以下で 3時間以上、安定であった。縦横モー

ドを極小にすると、レーザーは自然にこれほど安定になる。レーザーで発生している様々

の雑音や不安定性はモード競合に由来するのである。思えば、レーザーの勉強を始めた最

初、Yarivの解説論文を読んだが、その最初はモードの説明であり、1cm立方の空間に存

在する光のモードは NxNyNz=1012にもなることが書かれていた。波の理解は紐のような1

次元では容易だが、3次元の波はモード数が極端に多くなるので、困難となる。膨大な空

間モードの中の一つにエネルギーを集中するのがレーザーだということの意味が改めて分

かる実験結果といえる。

【新たな可能性、利得ピークから離れた波長で高出力が出せる。】

　あらゆるレーザーの中で光を出しているのは

原子やイオンである。原子の光学遷移の確率は

孤立原子でもっとも大きく、まわりの原子と相

互作用をすると、スペクトルは広がっていく。

無駄なく光を放出する能力でいえば、気体レー

ザーに固体レーザーはかなわない。固体を構成

している原子は決してレーザー作用に有利なこ

とはないのである。この点を固体レーザーの代

表選手である希土類添加固体レーザーはどのよ

うに解決しているのであろうか。

　希土類原子が光を吸収、放出するのは 4f-4f遷移である。希土類の場合、4f電子より外

殻にある 5pや 6s軌道の電子が存在し、それらの電子が外部の結晶場から 4f電子を遮蔽

してくれるため、固体中にありながら外場の影響を受けにくい、いわば固体中の孤立原子

のような環境で光と相互作用している。すなわち固体中にあってもスペクトルは狭い、と

いう特徴を持っている。ランタノイドの系列の真ん中に位置する Ndが固体レーザーとし

て優れた特性を示すのは、まさに典型的な希土類元素だからである。もちろんこのような

性質は端に行けば薄れてきて、Yb原子ではスペクトルはある程度広くなる。それでも希

土類固体レーザーの発振波長は固定されていて、一般には波長可変ではない。

　ついでのことに TiやCrのような遷移金属を添加した固体レーザーに波長可変レーザー

が可能になる理屈を説明しておこう。これらの遷移金属の場合、基底状態の 3d電子の p

軌道はまわりの結晶原子の間に挟まるような配置をとっている。しかし、光を吸収して励

起状態に移ると、電子軌道はちょうど結晶原子の方向に回転する。Tiは Ti3+とプラスの

電荷を帯びた状態で結晶内に存在しているので、周囲の結晶場は逆にマイナスの電荷を帯

びた状態である。そこに電子軌道が変異して結晶格子の電子を押しやる形となる。このよ

うに励起による電子遷移と結晶格子が押される振動励起が本質的に絡まった遷移となるの

で、これを Vibronic transitionという。両者は分離できないのである。結果、光学遷移



は結晶振動の影響を強く受けて、非常に広いスペクトルを示すことになる。これは確かに

波長可変性に優れており、さらには超短パルスレーザーに不可欠の性質を生み出している。

一方、それだけ結晶格子との相互作用が強いために、遷移断面積はスペクトルが広がった

分だけ小さくならざるを得ない。遷移金属型の固体レーザーはレーザー励起が必要なレー

ザーといえる。同様に、希土類グループの端に位置する Yb原子は結晶格子からの影響を

完全に排除することができず、スペクトルが広がっている。同時に、そのトレードオフと

して、誘導放出断面積は Ndに比べて1桁低い値となる。

　

【レーザーガイド星励起用 Yb添加ファイバーレーザー】

　宇宙の最深部まで探索できる望遠鏡にはハッブル望遠鏡など宇宙望遠鏡以外に、スバル

のように地上に設置された大型望遠鏡がある。一方、最近になって口径 15mから 30mとい

う超巨大地上望遠鏡が計画、建設されるようになってきた。これは大型化を妨げてきた大

気擾乱がレーザーガイド星＋アダプティブ光学技術の発展で補正可能となったことによる。

地上 100km付近には Naや Kなどアルカリ金属が地球重力でトラップされた層が存在し、

それを地上からレーザー励起をして、Na D2線を共鳴励起すれば、目標とする天体の視野

の中に人工的な点光源を作り出すことができて、アダプティブ光学によって大気擾乱を補

正できる。ただし1ms程度の時間で変動する大気擾乱を補正するには、明るい人工星が必

要で、589nmで20W程度の狭帯域光が必要となる。Ybファイバーレーザーで 589mの2倍、

1178nmの強いレーザー光を発生させることを考えた。図に示すとおり、1178nmは Ybの利

得ピークから150nmも離れている。通常はレーザー発振など不可能に見える波長であるが、

ファイバーレーザーでは10dB程度の利得があれば、高出力レーザー発振が可能だと見積

もったわけである。問題はほしい波長における利得が10dBであるのに対して、利得ピー

クである1030nmでの利得は 400dBもある。利得ピークで発振すれば、当然、すべてのエ

ネルギーはそちらに吸い取られ、1178nmでの発振はできない。どうすれば本来の Ybファ

イバーレーザーの発振や ASE増幅を抑制または禁止するかということになる。このように

巨大な利得差を単純なフィルターで克服することは不可能なので、ファイバーレーザー特

有の技術であるフォトニック・バンドギャップ・ファイバー（PBGF）を利用した。これは

半導体のバンドギャップと同様に、ファイバーを伝播できるモードをバンドギャップとし

て許容、禁止するものである。



実際、作成したものは図の通りで、デンマークの NKT社と一緒に共同研究で作成した。中

心部分に Yb添加コア、その両脇に偏波面保持のための B添加部、さらに Ge添加固体コア

を規則的に配置し、そのまわりをエアークラッドで囲んだ構造をしている。このような複

雑な構造をしたバンドギャップファイバーの作成は容易ではなく、設計通りのバンド

ギャップ特性が出るまで、何回も試作を繰り返した。図にある通り1178nmは透過帯に、

そして1030nmでは光伝播が禁止されていることがわかる。PBGFの場合、この特性がファ

イバー長の全域で作用して、その領域で乗れ作用や ASEを禁止することが重要である。

　結果は劇的で、図に示したとおり、完全に ASEフリーの状態で167Wという高出力を得

た。ファイバーレーザーであるので、ビーム品質は回折限界で有ることはもちろんである。

もちろん、PPLNによる第２高調波発生をすれば、１パスだけでも 50%以上の効率で 589nm

光に変換することができた。

　PBGFの長波長カット特性を利用すれば、ラマンファイバーレーザーの高出力限界を打

ち破ることができる。無添加石英ファイバーで誘導ラマン散乱増幅を行うラマンファイ

バーレーザーは、希土類添加ファイバーよりもさらに低損失なので、高出力レーザーに適

している。しかも発振波長は合成石英の透過域内でどこでも可能である。ラマンレーザー

の問題は、増幅された一次ストークス光が励起光となり、さらに波長の長い２次ストーク

ス光にエネルギー変換を繰り返すカスケード過程が発生することで、一つのレーザー光に

エネルギー集中させることに限界があることである。２次ストークス光の伝播を禁止する

PBGFはこれを解決できる。


