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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，C Wレーザーで用いられる結晶で
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[6]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．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．また，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はずであ
り，その原因については不明な点が多い
　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[7]．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[8]．
　CWレーザーの高出力化に伴ってLiTaO3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[ 6 ]．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．非線形光
学材料として広く用いられているLiNbO3系の結晶

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未解
明な部分が多い．
　LiNbO3結晶やLiTaO3結晶を用いた高平均出力赤

外光の波長変換の際における結晶の破壊では，ファ
イバーヒューズ現象とは異なり，初期の局所的な加
熱が自発的に起こっている．その原因の一つとし
て，緑色光誘起赤外光吸収[9]が考えられているが，
その詳細は明らかになっていない．別の候補とし
て，不純物イオンによる可視光の吸収や多光子吸収
による伝導電子やホールの生成などが考えられてい
る[10]．
　LiNbO3系の結晶には，可視域から赤外域の光を

吸収するポーラロンが存在することが知られている
[11]．そのポーラロンの寿命は，組成や不純物の有
無などにも依存するが，マイクロ秒からミリ秒程度
である．
　本研究では，集光強度が数MWcm -2程度のCWレ
ーザーにおけるLiNbO3系の結晶の破壊原因の候補

として，長寿命のポーラロンが存在する光誘起吸収
について調べたので報告する[12]．光誘起吸収は，
以下の３つの過程が支配的であると仮定する．１）
２光子吸収によって伝導電子が生成される．２）伝
導電子が捕捉されることによりポーラロンが生成さ
れる．３）ポーラロンが吸収中心となり一光子過程
で光を吸収する．上記の２光子吸収で生成される伝
導電子とポーラロンによる吸収過程を，図１に示す
簡略化したカイネティックモデルで取り扱う．その
詳細についての記述は参考文献 [12] にある．
　CWレーザー照射下では，ポーラロンの生成と消



滅が釣り合い定常状態になっていると仮定できる． 

このモデルを用いることにより，LiNbO3結晶中に

おけるポーラロン密度は，レーザー強度をI，その
周波数をωとすると，

と近似的に求めることができる．ここで，βは２光
子吸収係数，Rpは緩和係数である．緩和時間に比例
してポーラロン密度は高くなる．このポーラロン密
度とポーラロンの光吸収断面積を用いることによ
り，ポーラロンによる吸収エネルギー密度が評価で
きる．
　ポーラロンによる吸収，線形吸収，および２光子
吸収のエネルギー密度のレーザー強度依存性を図２
に示す．ここで，LiNbO3結晶の波長0.53µmの光に

対する線形吸収係数を0.025cm-1，2光子吸収係数を
2 . 5×1 0 - 1 0 c m / Wとし，ポーラロンの吸収断面積を
10-17cm2，緩和時間を100µs, 10µs, 1µsとした． 

　CWレーザーでは，ポーラロンが累積される効果
により，その吸収エネルギーへの寄与が，数
MWcm-2程度の低強度領域で他の吸収過程に比べて
大きくなる．この吸収機構が，CWレーザーで問題
となっている低しきい値強度での破壊の原因の一つ
ではないかと考える．
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図１．カイネティックモデルの概念図．
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図２．吸収パワー密度のレーザー強度依存
性．青，緑，赤の実線は緩和時間が100µs, 
10µs, 1µsの場合のポーラロンによる吸収，
点線，破線は線形吸収，２光子吸収パワー密
度を表している．

The decay of polarons can be described by stretched-exponential func-
tions, np(t) = np(0) exp [!(t/!)s], with the stretching exponent s ranging
from about 0.2 to about 0.6 and the decay time ! ranging from about 10!7

s to about 10!3 s [13, 16, 17]. These values depend on the various condi-
tions, such as dopant density, temperature, laser intensity, and so on. In
many cases, they are described by the double stretched-exponential func-
tions which has the fast and slow decay times. The decay is not described
by a simple n-body recombination, whose rate is proportional to nn

p . The
stretched exponential decay is still an open issue under investigation [18].
For simplicity, we assumed that the decay coe!cient Rp(np) is constant.
This assumption results in underestimates for long time profiles, because
the stretched-exponential function has a long tail when compared with an
exponential decay function.

We determined the steady-state solution of the number density of po-
larons for CW laser irradiation. Because the polaron formation timescale,
which is less than 1 ps [19, 20], is faster than that of other loss processes
for n0

p " np, we can eliminate Rl(ne). The number density of polarons is as
follows:
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"I2

2!# . (3)

Using this expression for the number density of polarons, we can estimate
the absorption coe!cient of polarons, $p = np%p, where %p is the absorption
cross section of polarons.

3. Absorption by polarons

The absorption power density,

Q = $LI + "I2 + $pI, (4)

is a crucial parameter in the temperature increase. The first and second terms
on right-hand side represent the intrinsic linear and two-photon absorption,
respectively, and the third term represents the absorption by the accumulated
polarons. The absorption power density of polarons,
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