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はじめに 

フェムト秒からピコ秒域のパルス幅を持った超
短パルスレーザーは，比較的小さなエネルギーの出
力から高いピークパワーを得るといった特徴などか
ら，加工・医療・測定など，様々な分野で応用され
ている．超短パルスレーザーとして用いられる代表
例である Ti:sapphire レーザーは，広いスペクトル
幅を持っており，数 fs 程度のパルスレーザーを発
生させることが可能である．しかし，励起に Nd 系
第二高調波レーザーを用いるため，装置が大掛かり
になる，量子効率が低い，などという点からコスト
面，効率面からも実用化には適していない．一方 
Yb:YAG レーザーは，量子効率が高く，また，レーザ
ダイオードでの励起が可能であることから小型化, 
高効率化が実現可能である．しかしながら , 
Ti:sapphire に比べて利得帯域幅が狭く，パルス幅も
広い，などといった問題があった．そこで我々は，
高密度励起による高利得化と，共振器内に非線形媒
質を挿入することによる非線形効果の増強により，
蛍光スペクトル限界パルスの約半分となるパルス圧
縮を実現した[1]．また，この理論解析に関しても，
利得及び非線形効果の増強により，蛍光スペクトル
限界を超えるパルス圧縮が実現できることを明らか
にした[2]．本研究では，この手法を用いたモード同
期レーザーの効率に関して理論解析を行った． 

シミュレーション方法 

本研究では，拡張された非線形シュレディンガ
ー方程式[3]， 
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を用いた．ここで，モード同期を不飽和損失𝑠0，飽

和パワー𝑃𝑠𝑎の高速過飽和吸収体でモデル化した．

𝑔，𝑠[𝐴(𝑇, 𝑡)]，𝛿 は，それぞれ利得，高速可飽和吸

収体による吸収損失，非線形係数であり， 

𝑔 = 𝑔𝑜/(1 + 𝑃/𝑃𝑠𝑎𝑡)  (2) 
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と定義した．また，式(2)における不飽和利得𝑔𝑜は

吸収を考慮した励起パワー𝑃𝑝𝑢𝑚𝑝を用いて， 

𝑔0 = στ(𝑓1 + 𝑓2)
𝜂p𝑃pump

ℎ𝜈p
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と表せる．式(1)～(5)で用いた記号については表

1 に示す． 
 

表 1 式(1)～(5)で用いた記号 

𝑇𝑅  共振器往復時間 𝐴 電場包絡線 

𝛺𝑔 利得帯域幅 𝑙𝑐  共振器損失 

𝛽2 2 次分散 𝑃 共振器内部での

パワー 

𝑃𝑠𝑎𝑡  利得飽和パワー 𝐿 結晶長 

𝑛2 非線形屈折率 𝜆0 中心波長 

𝑆 ビーム断面積 σ 誘導放出断面積 

τ 蛍光寿命 𝜂p 励起量子効率 

𝑓1  下準位ボルツマ

ン分布 

𝑓2 上準位ボルツマ

ン分布 

ℎ プランク定数 𝜈p 励起周波数 

𝑟p 励起光分布関数 𝑁tot 全イオン数 

 

利得は利得媒質で与え，損失は出力鏡と高速可飽和

吸収体で与えた．自己位相変調は利得媒質と非線形

媒質の両方で与えた．共振器内の 2 次分散は GTI

チャープミラーでまとめて与えた．数値解析の手法

としてスプリットステップフーリエ法を用いた．解

析に用いたパラメータは，文献[1]を参考にした．利

得媒質は，Yb;YAG を想定し，利得帯域幅は半値全

幅で 7.6 nm，利得スペクトル形状はパラボリック型

とした．利得媒質の結晶長を 1 mm，非線形屈折率

を 69 μm2/GWとし，非線形媒質の結晶長を 3 mm，

非線形屈折率を 480 μm2/GWとした．利得媒質及

び非線形媒質のレーザー光のビーム断面積は結晶

内で一定とし，それぞれ 1000 μm2，3000 μm2とし

た．高速可飽和吸収体のパラメータは，不飽和損失

を 1(4.3 dB)とし，飽和パワーを 5 kW とした．繰り

返し周波数は 61.7 MHz とした．出力鏡の透過率は

2%とした．変化させるパラメータとしては，吸収

に対する励起パワーを 0.4W～6.4W，共振器内での



分散補償は，2 次分散(SOD)のみを考慮し，0～-

15000 𝑓𝑠2の範囲で計算を行った．パルスの共振器

往復回数は 1000 回とし，1000 回目と 500 回目のパ

ルス波形の 2 乗誤差が 1%以下であることを収束の

条件とした．出力パワーは式(1)から得られた結果

を用い，励起パワーは式(5)から導出し，その比をと

ることで光-光変換効率の導出を行った． 

シミュレーション結果 

SOD=-5000，-10000，-15000 𝑓𝑠2 における入出力
特性を図 1 に，励起パワーに対するパルス幅，スペ
クトル幅の変化をそれぞれ図 2，3 に示す． 

図 1. 入出力特性 
 

図 2. 出力パルス幅の励起パワー依存性 

 

図 3. 出力スペクトル幅の励起パワー依存性 

 

図 1 において，励起光パワーが高い点は，励起
光パワーが低い点と比較して，スロープ効率が低下
していることが確認できた． 

図 2 において，励起パワーが高くなるほど，パ
ルス幅は狭くなることことが分かる．これは，図 3
から分かるように，非線形媒質への集光強度が高く
なることで，非線形効果が強くなり，自己位相変調
によるスペクトル広がりが大きくなったためである
と言える． 

また、最短パルスが得られたのは SOD=-
10000 𝑓𝑠2  において、励起光パワーが 6.1W のとき
であった．このときの光-光変換効率は 3.8%であっ

た．これに対し，SOD=-10000 𝑓𝑠2において，励起光
パワーが 0.4W のとき光-光変換効率は 8.5%であっ
た．これらの効率の違いについて解析を行うため，
周波数領域に関して利得スペクトルとそれぞれの発
振スペクトルについて比較を行った．これを図 4 に
示す． 

図 4. SOD=-10000 𝑓𝑠2での周波数領域におけるスペ
クトル形状 

 
図 4 から，励起光パワーが 6.1W のときの発振

スペクトルは、0.4W のときの発振スペクトルと比較
してスペクトル形状の裾部分で利得スペクトルとの
差が大きいことが確認できた．この差が広くなるこ
とで損失が生じ，スロープ効率，光-光変換効率の低
下を引き起こしていることが考えられる． 

まとめ 

本研究では，共振器内部に非線形媒質を挿入し
たモード同期レーザーの効率に関して理論解析を行
った．理論解析の結果，励起パワーを高くするほど
パルス幅は狭くなるが，光-光変換効率やスロープ効
率が低下することが分かった．この要因としては，
非線形効果を強くすることで，自己位相変調による
スペクトル広がりを大きくすることできるが，利得
スペクトルをパラボリック型としているため，スペ
クトルが広がるほど利得スペクトルの裾部分での差
が損失となることが分かり，これは現実のモデルと
は異なる．今後は，同様の解析を，利得スペクトル
をローレンツ型とすることで，現実のモデルとより
近い解析を行う必要があると考えられる． 
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