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1. はじめに 

 可視光レーザーは医療分野、科学分野、情報

分野、工業分野など幅広く利用されている。従

来の高出力可視レーザー光は、主に非線形結晶

を用い、赤外光を波長変換する事により得られ

てきた。可視光を直接発振するレーザーは少な

く、高出力を得る事が難しかった。 

Pr は古くから可視光に蛍光を持つ材料とし

て注目されていたが、Pr の吸収帯に一致した励

起光源が無かったことから高効率なレーザー

動作が行えなかった。しかし近年、GaN 半導体

レーザーの出力向上ならびに、良質な Pr や Dy

などの希土類を含むガラス、及び結晶などの出

現により、直接可視光発振可能なレーザー開発

が具現化に向け盛んになってきており、1W を

超える直接可視光レーザーの研究も活発にな

ってきている [1]。それに伴い次なる発展は、

より高いレーザー強度を得るためのフェムト

秒領域におけるパルス化であると考え、既に

Pr の蛍光色であるオレンジ色においてナノ秒

程度のパルス発振に成功している [2,3]。 

炭素素材であるカーボンナノチューブ

（CNT）やグラフェンは可飽和吸収体として近

年注目されており、CNT は既に赤外域におい

てのフェムト秒パルスレーザー発振が報告さ

れている [4]。またグラフェンもディラックコ

ーン型のバンド構造をしていることからフェ

ムト秒領域のスイッチングが可能であり [5]、

グラフェンは可視透過特性にも優れているこ

とから可視域における超短パルスレーザーの

可飽和吸収体に最適である。  

 本報告では、CVD グラフェンのミラーへの

転写技術の確立、及びグラフェンを用いた Pr

全可視蛍光波長のパルスレーザー発振を報告

する。 

 

2. グラフェン転写方法の確立 

可視域における単層グラフェンを用いたパ

ルスレーザー発振は既に報告しているが、安定

したパルス出力は得られていない [2,3]。その原

因の 1 つとして、転写したグラフェンの表面状

態における不均一性が考えられる。グラフェン

は銅箔上にエピタキシャル成長によって作ら

れた CVD グラフェンを用いる。しかし銅箔か

らのグラフェン転写技術が確立していなかっ

た。その為、均一なグラフェン層を得る新たな

転写方法の確立、及び 2 層グラフェンの利用を

検討した。 

銅箔上に蒸着されたグラフェンを、濃度 5％

の硝酸鉄水溶液を用いて銅箔を溶解すること

により、銅箔からの剥離を行う。剥離されたグ

ラフェンは水溶液上を浮遊している状態であ

り、その上にミラーを被せることでミラーへの

転写を行った（Fig. 1）。 

この方法により、洗浄時や転写時におけるグ

ラフェン損傷を最小限に抑えることに成功し

た。 また単層グラフェンでは 2.3％の吸収であ

ることが示されており [5,6]、本研究で用いるグ

ラフェンが、95.2%の透過率を示していること

から、2 層グラフェンであることを確認した。 

 

 

Fig. 1 パルス発生実験系とグラフェン転写ミラー 

 

3. Pr を用いた可視光パルスレーザー発振 

 可視光パルスレーザー発振に用いた実験系

を Fig. 1 に示す。Pr 耐候性フッ化物ファイバ

（Pr: WPFGF）はコア径 8 µm、コア Pr 添加濃

度 3000 ppm、ファイバ長 40 mm のものを用い

た。共振器長は 47 mm、光路長は 69 mm であり、

パルス繰り返し時間は 0.46 ns である。励起源

には定格出力 1.6 W、442 nm の GaN 半導体レ

ーザー（日亜化学工業）を用いた。また、

Pr:WPFGF の励起光入射側端面には、誘電体多

層膜コーティング（R=99.9%@637 nm、605 nm、



522 nm、490 nm）を施した。Pr:WPFGF から出

射したレーザーを GRIN レンズにてミラー

（ R=97.5%@637 nm 、 R=99.1%@605 nm 、

R=99.9%@522 nm、R=95.8%@490 nm)に転写し

たグラフェン上に集光することにより、2 層グ

ラフェン上でのパワー密度を向上させ、それに

より可飽和吸収を引き起こすことで安定した

パルス発生を試みた。 

 また実験系の HR コーティング及びダイクロ

イックミラーの変更、ならびに GRIN レンズの

色収差を利用し波長可変を行った。Pr 蛍光波長

（637 nm、605 nm、522 nm、490 nm）における

パルスレーザー発振実験の実験結果を Fig. 2 に

示す。各波長において数十ナノ秒からナノ秒程

度のパルスレーザー発振を確認した。 

 

 
Fig. 2 可視域 Q-switch パルス時間波形 

 

グラフェンのスイッチング速度がフェムト

秒であり、Pr の蛍光スペクトルからフェムト秒

領域のパルスレーザー発振が可能であるにも

関わらず、観測されたパルス幅はナノ秒程度で

あった。 

 これはパルス測定に用いたオシロスコープ、

およびフォトダイオードの立ち上がり時間が

それぞれ 2.1 ns、1.0 ns であった為、フェムト

秒領域の測定ができなかったからである。また

パルス繰り返し時間が 0.46 ns であることから、

Fig. 2 に示したナノ秒パルスの中にフェムト秒

パルスが複数存在すると考える。 

 今後は遅延ファイバを共振器に設けること

によりパルス繰り返し時間を長くしパルス列

の観察を行う。 

 またパルス列が観測できなかった理由とし

て高強度な光の照射によりグラフェンにダメ

ージ入ったことが考えられる。 

CNT を可飽和吸収体に用いた赤外光パルス

レーザーにおいて CNT 周辺を無酸素状態にす

ることで、可飽和吸収動作が向上したと報告さ 

 

 

 

 

れている [7]。そのためグラフェン表面を無酸素

状態にし、グラフェンにダメージが入らない設

計を行う。 

 

4. まとめ 

 銅箔上にエピタキシャル成長によって作ら

れたグラフェンの転写技術の確立を行った。こ

れにより、グラフェン表面状態が良く、理論値 

に近い光吸収を持ったグラフェンの転写に成

功した。 

グラフェン及び Pr ドープ耐候性フッ化物ガ

ラスファイバ、ならびに集光に GRIN レンズを

用い、Pr における全可視蛍光波長（635 nm, 610 

nm, 523 nm, 490 nm）にてパルスレーザー発振に

成功した。また可視域においてグラフェンの可

飽和吸収動作は未だ報告はなく、Prの可視域に

おける短波長から長波長においてパルス発振

を確認したことから初めて可視域においてグ

ラフェンの可飽和吸収動作を確認した。 
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