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　レーザーブレークダウンは，レーザーが強く集光
された媒質中での絶縁破壊で，透明な媒質が光を吸
収し，光学的や電気的特性が急激に変化する現象で
ある．LBDは，レーザー核融合や粒子加速等に代表
される大型レーザー用いたものから，光通信などで
利用される出力数ワットにも満たないものまで幅広
い分野で起こっている現象である．
　ガス中でのレーザーブレークダウンは，レーザー
が開発されてすぐに知られた現象で，大気中にパル
スレーザーの集光強度が約1011W/cm2に達すると，
強い発光や音ともなって絶縁破壊が起こる．多光子
吸収などによる初期電子の供給とそれに続く電子な
だれによる衝突イオン化で説明されると考えられて
いる[1]．
　 一方，ファイバーヒューズ現象[2,3]や非線形結晶
の損傷[4]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
の伝播が近年問題となっている．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．この
ため，レーザーブレークダウンプラズマに関するシ
ミュレーションコードを開発するためには，個別の
対象に対して，レーザー光の吸収過程を明らかにす
る必要がある．
　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[5]．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[6]．
　 LiTaO3結晶においても，ファイバーヒューズ現象
と同程度の強度領域で，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 [ 4 ]．この
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，自発的に初期の局所
的な加熱が起こっている．
　 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．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]．また，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．
　 LiNbO3系結晶の破壊原因の候補として，この長
寿命のポーラロン関与する光誘起吸収を我々は提案
している[12]．この光誘起吸収では，以下の３つの
過程，１）２光子吸収によって伝導電子やホールの
生成，２）伝導電子やホールが捕捉されることによ
りポーラロンの生成，３）ポーラロンによる一光子
吸収を仮定している．LiNbO3系結晶のポーラロン

の時間緩和は，stretched-exponential 関数で記述され
る特徴を持っているが，その原因については完全に
は明らかにされていない[13]．
 この緩和過程を一つのポーラロンに注目し指数型
で近似することにより，LiNbO3結晶におけるCWレ
ーザー照射下でのポーラロンによる吸収エネルギー
密度は，レーザー強度を I，その周波数をωとする
と，２光子吸収係数 β，緩和係数 Rp，吸収断面積σp



を用いて，

と求まる[12]．この吸収エネルギー密度はレーザー
強度の３乗に比例し，数十MWcm-2程度のレーザー
強度で融点まで達し，結晶の破壊の原因となる可能
性を示した．緩和過程の指数型による近似は，吸収
エネルギー密度を簡易に評価できる利点はあるが，
stretched-exponential 関数で記述される緩和の特徴を
記述できない不十分なモデルである．
　 LiNbO3結晶におけるポーラロンに対しては，既
に詳しいカイネティックモデルが提案されている
[ 1 4 ]．このモデルに基づき，レート方程式（図参
照）を構築した．緩和速度が異なる３種類のポーラ
ロンが存在することにより，stretched-exponential 関
数で記述される緩和をある条件のもとで再現するこ
とができる．その詳細は参考文献[15]を参照願いた
い. 
　今後は，このカイネティックモデルと輸送モデル
を結合することにより，LiNbO3系の結晶の破壊に
関するシミュレーションコード開発を開発する予定
である．
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In Section 2, we describe the rate-equation model. In Section 3,
the nonlinear absorption power density for LiNbO3 is obtained as a
function of laser intensity. In Section 4, we evaluate temperature
increases for typical device parameters, and we show the critical
power required to reach the melting temperature. Some conclud-
ing remarks are given in Section 5.

2. Rate-equation model

The absorption mechanism for light-induced heating consists of
the following three steps: (1) generation of conduction-band elec-
trons by two-photon absorption, (2) formation of polarons via the
conduction-band electrons, and (3) light absorption by polarons.
We could also assume that holes [19,20], instead of conduction-
band electrons, are involved in the mechanism. We ignore absorp-
tion of one-photon by impurities [8] because their number is very
small. LiNbO3-type crystals have long-lived excited states called
polarons [13,17,18,21], which have large absorption cross sections
for visible and infrared light with values in the order of 10!17 cm2

[16].
To evaluate the nonlinear absorption power density, we use a

rate-equation model for the conduction-band electrons and pola-
rons under laser irradiation. For simplicity, we treat polarons as
one polaron without distinguishing between different types of
polarons. A schematic of the model is shown in Fig. 1. The rate
equations for the number densities of conduction-band electrons,
ne, and polarons, np, can be written as

dne

dt
¼ bI2

2!hx! Rne n0
p ! np

! "
þ rpI

!hx np ! RlðneÞ; ð1Þ

dnp

dt
¼ Rne n0

p ! np

! "
! rpI

!hx np ! RpðnpÞnp; ð2Þ

where I and x are the laser intensity and frequency, b is the two-
photon absorption coefficient, rp is the absorption cross section of
polarons, R is the rate coefficient of polaron formation, and n0

p is
the number density of sites that can become polarons. The first term
on the right-hand side (rhs) of Eq. (1) represents the generation of
conduction-band electrons from the valence band via two-photon
absorption. The second and third terms represent the loss of con-
duction-band electrons through polaron formation and generation
of conduction-band electrons from the polaron through one-photon
absorption, respectively. The last term RlðneÞ is the rate of other con-
duction-band electron losses. The last term RpðnpÞnp on the rhs of
Eq. (2) represents the decay rate of polarons.

The decay of polarons can be described by stretched-exponential
functions, npðtÞ ¼ npð0Þ exp !ðt=sÞs

# $
, with the stretching exponent

s ranging from 0.2 to 0.6 and the decay time s ranging from 10!7 to
10!3 s [11,15,17]. These values depend on various conditions, such
as dopant density, temperature, laser intensity, and so on. In many
cases, they are described by double stretched-exponential
functions that have fast and slow decay times. The decay is not

described by a simple n-body recombination whose rate is propor-
tional to nn

p. The stretched-exponential decay is still an open issue
under investigation [22]. For simplicity, we assume that the decay
coefficient RpðnpÞ is constant. This assumption results in underesti-
mates 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 for the number
density of polarons for CW laser irradiation. Because the polaron
formation timescale, which is less than 1 ps [12,23], is faster than
that of other loss processes for n0

p & np, we can eliminate RlðneÞ.
Then, the number density of polarons is as follows:

np ’
1
Rp

bI2

2!hx : ð3Þ

Using this expression, we can estimate the absorption coefficient of
polarons, ap ¼ nprp, where rp is the absorption cross section of
polarons.

3. Absorption by polarons

The absorption power density,

Q ¼ aLI þ bI2 þ apI; ð4Þ

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

Qp ¼
1
Rp

brp

2!hx I3 ð5Þ

is proportional to the cube of the laser intensity.
Fig. 2 shows the absorption power density as a function of

the laser intensity. We used the following parameters for
LiNbO3 : a ¼ 0:025 cm!1 [24] and b ¼ 2:5' 10!10 cm/W [25] for
k ¼0.53 lm (!hx ¼ 2:33eV) and rp ¼ 1' 10!17 cm2 [16]. Rp ¼ 104;
105, and 106 s!1 correspond to the decay times of 100 ls, 10 ls,
and 1 ls, respectively. The decay time has a wide range and
depends on temperature and the defect or impurity content of the
material [11,26].

Although absorption by polarons is proportional to the cube of
the intensity, it affects the temperature increase over a low-intensity
range compared with that of two-photon absorption.
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Fig. 1. Schematic of the rate-equation model.
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Fig. 2. Absorption power density as a function of laser intensity. Solid lines in blue,
green, and red indicate Rp ¼ 104;105, and 106 s!1, respectively. Dotted and Dashed
black lines show linear and two-photon absorption, respectively. (For interpretation
of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web
version of this article.)
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図．レート方程式（変数等の詳細は文献[15]を参照）．

2016年 2月 28日
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β
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