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はじめに 

波長 300 nm より短い深紫外レーザーは，微細加工
や高空間分解能計測，バイオ・医療など，幅広い分野
での応用が期待されている．特に，レーザー光の高次
高調波発生による深紫外レーザーは小型高効率化が
可能であることから精力的に研究されている．代表的な
波長変換材料として-BaB2O4 (BBO) が挙げられるが，
BBO では複屈折による角度位相整合を用いるため，常
光線である入射光と異常光線である波長変換光が結晶
内で分離するウォークオフが生じるため，変換効率が低
下し深紫外レーザー光のビーム形状も悪化するという
問題があった． 

我々は，ウォークオフ効果を補償する従来の方法に
改良を加えた新しい構造を考案すると同時に，常温接
合法を適用することによって，高効率高次高調波発生
素子の開発を目指している[1]． 

新規ウォークオフ補償構造 

ウォークオフを補償し変換効率及びビーム形状を改
善するために，従来は Fig. 1(a)のような構造が提案され
た．奇数個目のセグメントで分離した第 2 高調波を，結
晶 c 軸を面対称に配置した偶数個目のセグメントで折り
返しもとに戻すというものである．これまで KTiOPO4 
(KTP) で 10 個のセグメントからなる緑色光発生デバイ
スが[2]，BBO では 2 個からなる紫外光発生デバイスが
報告された[3]．これに対し我々は新たに Fig. 1(b)の構
造を考案した．全て同じ厚さのセグメントから構成されて
いる従来構造の両端に，厚さが半分のセグメントを付加
する．すると，第 2 高調波光線は従来構造の半分だけ
基本波から離れたところで折り返されるため，分離の大
きさが半分に低減される． 

BBO を用いた波長 532 nm から 266 nm への SHG の
場合，ウォークオフ角  は 4.84°と大きく，長さ 5 mm の
バルク結晶では変換効率がウォークオフのない理想的
な条件の 5 %にまで低下してしまう．一方，厚さ 1 mm の 

 
Fig. 1. (a) Conventional and (b) new-structured walk-off- 
compensating structures. 

プレート 5 個から構成される全長 5 mm の従来型補償構
造ではバルク結晶に比べ効率が約 2.2 倍に，さらに，厚
さ 1 mm のプレート 4 個の両端に厚さ 0.5 mm のプレート
を付加した全長 5 mm の新規構造では，バルクの 3.1 倍，
従来構造と比べても 1.4 倍の高効率化が見込まれること
がわかった．そこで，実際にウォークオフ補償構造の作
製を試み，波長変換特性の評価を行った． 

常温接合を用いたウォークオフ補償構造の作製 

過去に作製された従来型補償構造のほとんどは，プ

レート同士をオプティカルコンタクトによって一体化して

いたため，安定性・実用性に欠けるものだった．これに

対 し ， 我 々 は 常 温 接 合 (RTB; Room-Temperature 
Bonding)[4]を用いてプレートの貼り合わせを行い，実

用的なデバイスの実現に成功した．以下，常温接合で

作製したウォークオフ補償構造 BBO を RTB-BBO と記

す． 
RTB-BBO の作製プロセスは次のとおりである．真空

中で，貼り合わせる 2 枚のプレートを c軸が面対称となる

よう対向配置し，Ar 原子ビームを表面に照射する．する

と，表面がエッチングされ化学反応性の高い状態となり，

両者の表面を接触させると常温下で原子レベルの接合

が達成される．接合が完了したプレートを引き上げ，次

に接合するプレートを挿入し，再度接合を行うというプロ

セスを繰り返すことにより，デバイスが完成する． 
Fig. 2 に作製した RTB-BBO を示す．全長 5 mm で，

1 mm 厚プレート 4 枚の両端に 0.5 mm 厚プレートを付

加した構造を持つ． 

RTB-BBO を用いた高次高調波発生 

作製した RTB-BBO デバイスを用いて，深紫外 SHG
実験を行った．光源には波長 532 nm の cw 緑色レーザ 

 
Fig. 2. Fabricated new-structured walk-off-compensating 
RTB-BBO. 



 
Fig. 3. Deep-UV SH power versus green fundamental 
power for bulk BBO, conventional and new-structured 
RTB-BBO. 
 
ー(Coherent, Verdi-V10) を用い，レンズでビーム径  
60 m に集光してデバイスに入射した．最初に作製した

デバイスは，波長変換効率がバルク結晶より悪くなった．

これは，個別に購入した 1 mm 厚と 0.5 mm 厚のプレート

を貼り合わせて作製したものであり，各プレートの位相

整合角に±0.4°のばらつきが存在したためであった．

そこで，長さ 5 mm 程度のバルク結晶を複数個購入し，

それらの位相製合角を正確に測定することで，±0.1°

の精度でプレートを切り出して貼り合わせを行った． 
また，比較のために，全長 5 mm の従来構造も作製し，

バルク結晶とも合わせて測定を行った． 
発生した深紫外光のパワーを Fig. 3 に示す．入射緑

色光パワー 5.7 W のとき，バルク結晶からの出力は 
1.2 mW だったのに対し，従来構造 RTB-BBO からは

1.4 mW，新規構造 RTB-BBO からは 2.2 mW の深紫外

光出力が得られた．位相整合角からのずれがわずかに

存在するため，変換効率は理論値より小さいものの，特

に，新規構造デバイスではバルクの 1.8 倍の効率を達

成した． 
さらに，出射された深紫外光のビーム形状も，バルク

結晶では Fig. 4(a)のようにウォークオフ効果の影響が顕

著に現れ扁平になったのに対し，新規構造 RTB-BBO
からは Fig. 4(b)のように補償効果が機能して円形に近

づいているのを確認できた． 

まとめと今後の展開 

BBO を用いた高次高調波発生素子において，ウォー

クオフ効果を補償する新たな構造を考案し，常温接合

を用いて作製することに成功した．そして，深紫外光へ

の波長変換効率として，バルク結晶の 1.8 倍を達成する

とともに，ビーム形状の改善も確認した． 
ウォークオフ補償効果は，各セグメントの厚さが薄い

ほど大きくなる．たとえば，厚さ 0.4 mm のプレート 24 個

と両端に厚さ 0.2 mm のプレートを付加した全長 10 mm
の新規構造 RTB-BBO では，長さ 10 mm のバルク BBO
結晶に比べて深紫外光への変換効率が一桁近く向上

することが可能となる．今後はこのようなデバイスの開発

を目指し，真に実用的な高効率高出力深紫外光源を実

現したいと考えている． 

 
Fig. 4. Far-field beam patterns of deep-UV light 
generated from (a) bulk BBO and (b) new-structured 
RTB-BBO. 
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