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　光学材料の損傷とそれに伴うプラズマ生成の問題
は，レーザー光の短パルス化や高出力化に伴い，古
くからの研究課題である [ 1 ]．パルスレーザーで
は，そのしきい値強度はおおよそ100GWcm-2で，そ
の原因は，電子なだれ過程による電離と考えられて
いる[2]．一方，CWレーザー用結晶では，フォトリ
フラクティブ効果 [ 3 ]や熱衝撃破壊が問題であっ
た．
　近年，ファイバーヒューズ現象[4,5]や非線形結晶
の損傷など，平均出力が数W～数十W程度のCWレ
ーザーによる閃光を伴う光学材料中でのプラズマの
伝播が問題となっている．この現象は集光強度が数
MWcm-2程度で発生しており，電子なだれ過程は直
接的な原因ではないと考えられているが，その原因
については不明な点が多い．通常，光学素子として
使われる材料の吸収係数は0.01cm-1以下程度，熱伝
導率はおおよそ(0.01-0.1)Wcm-1K-1である．このた
め，レーザーの集光強度が数MWcm-2程度の場合，
その吸収エネルギーは熱伝導で輸送されることによ
り，温度上昇はほとんど起こらない．
　ファイバーヒューズ現象は，人為的に作られた局
所的な高温状態が種となり，閃光がファイバー中を
伝播する．そのとき高温になった石英ガラスの吸収
係数が 102 cm-1 程度であると仮定すると，その閃光
の伝播速度等の実験結果がシミュレーションにより
説明できると報告されていたが，その原因は特定さ
れていなかった[6]．その後，首藤によって，その吸
収係数の増大は石英ガラスの熱分解で生じた生成物
によることが示された[7]．
　CWレーザーの高出力化に伴って非線形光学結晶
においても，強い発光とプラズマの噴き出しを伴っ
た破壊が問題となっている．発生する強度領域はフ
ァイバーヒューズ現象と同程度であるが，その物理

機構についてはまだ良く分かっていない．一般に，
非線形光学材料として用いられる，L i N b O 3など

は，石英ガラスに比べて構造が複雑であり，その熱
分解機構やそれに伴う吸収係数の増大機構などの未
解明な部分が多い．
　本研究では，ファイバーヒューズ現象解析で使わ
れている手法を踏襲し，レーザー光の伝播と物質固
有のマクロなパラメーターである吸収係数や熱伝導
係数をモデル化したエネルギー保存の式（熱伝導方
程式）を用いたシミュレーションコードを開発し
た．吸収係数をα，熱伝導係数を κ，熱容量を Cp，
密度をρ，温度をT，レーザー光の集光強度をIとす
ると，熱伝導方程式は，
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光学材料の損傷とそれに伴うプラズマ生成の問題は，レーザー光の短パ
ルス化や高出力化に伴い古くからの研究課題である．そのため，パルス巾
に対応した損傷閾値強度等が多数報告されている [1]．一方，ファイバーヒュー
ズ現象や非線形結晶の損傷など，平均出力数～数十W程度の CW(continuous-

wave)レーザーによる光学材料の破壊も問題となっている [2,3]．通常，光学材
料の吸収係数はおおよそ0.001!0.1 cm!1と小さく，熱伝導率はおおよそ0.01!0.1

W·cm!1·K!1である．このため，レーザーの集光強度が数MWcm!2程度の場合，
その吸収エネルギーは光学材料の熱伝導により，周辺へ輸送されると考え
られる．簡単な見積もりによると，吸収係数が 102 cm!1程度に増大した場合，
エネルギー注入速度が熱損失よりも大きい場合に損傷が進展する．ファイ
バーヒューズ現象においては，初期条件として，吸収係数が 102 cm!1以上の局
所的な高温状態を仮定すると実験結果を良く説明するモデルが提唱されて
いる [4]．しかし，その物理機構については様々なモデルが提案され，まだ多
くの謎が残っている．
今回の発表では，損傷過程をマクロな現象と捉え，光学材料内における

温度分布に関する熱解析を行う．具体的には，吸収係数 !，熱伝導係数 "，熱
容量 Cpを，温度 T，密度 #，レーザー集光強度 I に依存するマクロな関数とし
た熱伝導方程式

#(x, t)Cp(x, t)
dT (x, t)

dt
= ""(x, t)"T (x, t) + !(s)I(s)

レーザー光の伝播方程式

I(s) = I0 exp
!
!

" s

0
!(s)ds

#

を基礎方程式とし，温度の時間発展を数値的に求め，マクロなパラメータ
である吸収係数などに対する依存性を調べた．
本講演では，吸収率等の物性値に関するモデルおよびプラズマ化が起こ

る条件等の詳細について報告する予定である．
本研究の一部は，科研費（22540512）の助成を受けたものである．
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で与えられる．
　広範囲の温度領域で，吸収係数α，熱伝導係数κ 

がわかれば，この方程式系は比較的簡単に解くこと
ができる．温度が融点を超えると吸収機構は大きく
変わるので，その吸収係数に石英ガラスと同様の温
度依存性を仮定し，レーザー伝播方向(z)に対して軸
対称を仮定した２次元円柱座標系(r,z)で，上記の方
程式を解いた．初期状態に局所的な高温域（伝播方
向=20µm，半径方向=10µm）を配置し，その挙動を
調べた結果を図に示す．
　与えた吸収係数の仮定の下では，レーザー強度が
4 M W c m - 2の場合，高温領域は上流側に伝播する
が，2MWcm-2の場合，初期に与えた高温領域は消
滅し，高温領域の伝播には閾値があることがわか



る．閾値近傍の詳細な挙動は，与えた吸収係数，熱
伝導係数に強く依存する．
非線形光学結晶の破壊では，ファイバーヒュー

ズ現象とは異なり，初期の局所的な加熱が自発的に
起こる必要がある．その原因の候補として，緑色光
誘起赤外光吸収[ 8 ]が考えられるが，詳細は明らか
になっておらず，その原因の特定が最重要課題であ
る．今後は，自発的な吸収が増大を記述できる吸収
モデルを構築し，プラズマの流体運動を記述するマ
クロな基本方程式を用いた流体モデルと結合する予
定である． 
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 図：ｚ軸上における温度の時間変化．(a)レーザー強度が4MWcm-2の場合， (b)レーザー強度が
 2MWcm-2の場合．レーザー光は左から入射していて， レーザー強度が4MWcm-2の場合は高温領
	
 域の入射方向への伝搬が現れている．


