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1. はじめに 

 紫外(UV)レーザー(200～380 nm）は、微細加

工、殺菌、UV 硬化、医学に幅広く適用される

[1]。例えば、UV レーザーは、産業用の金属加

工にも用いられ、IRレーザー(800～2500 nm)よ

り金属への吸収係数が高いので加工効率が良

い。 

従来の UV レーザーは、エキシマレーザーの

直接発振、Nd: YAGレーザー(1064 nm)の第 3高

調波(355 nm)によって得られてきた。しかし、

エキシマレーザーは、高出力の UV レーザーを

発生する事が可能だが、集光性が悪い。Nd: YAG

レーザーの第 3高調波は、紫外光への変換にお

いて 3の波長変換が必要なため変換効率が悪

く、高いピークパワーを得るためにパルス動作

が必要である。これに対し、可視光 Pr ドープ結

晶レーザー(640 nm)の第 2高調波変換により、

320 nm で 364 mW(CW)の出力が得られている

[2]。この様に可視光 Prレーザーを利用すれば、

第 2 高調波変換を利用できるため、高効率の

UV レーザーが期待できる。 

 

2. 赤色レーザー高出力動作 

Pr ドープ耐候性フッ化物ファイバ(以下、

Pr:WPFGF) (コア径 14 μm、共振器長 40 mm)と、

日亜化学工業(株)製定格出力 1.6 W の励起用

442 nm半導体レーザー(LD)を 2台用い QCW励

起にて赤色レーザー発振実験を行った。発振実

験系を Fig. 1 に示す。2 台の LD の励起光は、

PBSを用いて偏波合成され、集光レンズを用い

て Pr: WPFGFのコアに結合した。Pr: WPFGFの

両端面には、誘電体多層膜のコーティングを施

し、638 nmにおいて入射端面は 99.8%、出射端

面は 83.3％の反射率とした。 

励起光入射強度 5.06 W までの赤色レーザー

出力を測定した。発振閾値0.12 W、励起強度5.06 

W において最大出力 1.28 W が得られ(Fig. 2)、 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1 Experiment setup of Pr: WPFG fiber laser oscillation 
 

スロープ効率は 29.8%であった。また、光-光変

換効率は最大 26.0%であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 Input-output characteristics and 

conversion efficiency of red laser(QCW) 
 

3. UVレーザーへの波長変換 

高効率コンパクト UV レーザー開発のために、

将来的にイントラキャビティ方式(Fig. 3)によ

る波長変換素子(以下、BBO)を用いた波長変換

を念頭に置いている。 

 

 

 

 

 
Fig. 3 All Waveguide type of UV generator 

 

BBOへの導波路構造の作製では、Kar教授と

共同研究を行った。BBO のカット角は、



37.65°@638 nm、BBOの長さは 2 mmとした。 

導波路形成にはフェムト秒パルスレーザー

(IMRA FCPA -Jewel D400)を用いて行った[3]。 

作製した導波路の断面図を Fig. 4に示す。導波

路径は 40 m とした。導波路を形成した BBO

とCW発振の赤色レーザー(Fig. 2)を励起光源と

して用い波長変換実験を行った。赤色レーザー

が導波路 40 m に入射するように集光レンズ

(f=101.6 mm)を選択し光学系を組んだ(Fig. 5)。  

 

 

 

 

 
Fig. 4 A cross section of waveguide 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 Experiment setup of wavelength conversion 

 

実験結果として、紫外光への波長変換は確認

できていない。この原因は、基本波が CWであ

りピークパワー密度が小さい事が考えられる。 

 

4. 可視光レーザーのパルス化実験 

可視光レーザーの高いピークパワーを得る

ために、可飽和吸収体としてグラフェンを用い

橙色レーザーのパルス化を行った(Fig. 6)。 

Pr: WPFGFから出射したレーザーをレンズにて

コリメート、集光し、グラフェンに照射するこ

とによりグラフェン上でのパワー密度を向上 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 Experiment setup of pulse generation using graphene 

by orange laser of Pr: WPFGF 

させ、それによる可飽和吸収を用いることでパ

ルス化を試みた。また、グラフェンに到達した

際の、橙色レーザー集光径を最小化する様なレ

ンズ①、②の最適な組み合わせを選択した。 

実験では、橙色レーザーをグラフェンへ照射

し、パルス動作の有無を確認した。得られたパ

ルス波形を Fig. 7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7 Pulse wave pattern 

 

実験結果として、パルス幅 17.6 ns の橙色レー

ザーが得られた。 

 

5. 結論 

赤色レーザー発振実験では、励起光入射強度

5.06 W において、最大出力 1.28 W が得られ(図

2)、スロープ効率は 29.8%であった。また、光-

光変換効率は最大 26.0%であった。  

導波路作製実験では、BBOに径 40 mの導波

路を作製した。BBOと赤色レーザーを基本波と

し、波長変換実験を行ったが、紫外光への波長

変換は確認できていない。この原因は、基本波

がCWでありピークパワー密度が小さい事が考

えられる。 

可視光レーザーのピークパワー向上のため、

可飽和吸収体としてグラフェンを用い橙色レ

ーザーのパルス化を行った。実験結果として、

パルス幅 17.6 ns の橙色レーザーが得られた。 
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