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はじめに 

超短パルスレーザーは様々な分野での応用が期待

されているが、その代表である Ti:sapphire レーザー

は励起光源が固体レーザーであるため、装置が複雑

かつ大型化し高コストという課題がある。これに対

して、近年 GaN 系レーザーダイオード(LD)の長波

長化が可能となったため、励起光源を LD に置き換

えることで安価かつ安定性の高い Ti:sapphire レー

ザーが実現可能となりつつある。 

現在、青色 LD 単体励起 Ti:sapphire レーザーの光

-光変換効率は 8.9%[1]、緑色 LD 励起では 20.3%[2]

が報告されている。青色 LD は緑色 LD と比較して

コストが低く高い出力を得られる。そこで本研究で

は青色 LD 単体励起 Ti:sapphire レーザーの高効率化

のために、LD のビーム品質𝑀2の影響を考慮した理

論解析を行った。 

効率について 

従来の研究では、ビーム品質𝑀2の良い励起光源が

用いられていた。そのため、光-光変換効率の解析を

行う際、結晶内の励起光とレーザー光のビーム径の

比が一定だと仮定した解析が行われてきた[3][4]。励

起光源のビーム品質𝑀2が良い場合、レーザー光もビ

ーム品質𝑀2が良いため、結晶内のレーザー光と励起

光のビーム径の比が光軸方向に一定であると仮定で

きる。しかし、本研究では励起光源にビーム品質𝑀2

が悪い LD を用いるため、結晶内の励起光とレーザ

ー光のビーム径の比が光軸方向に分布する。よって

本研究では、結晶内でのレーザー光と励起光のビー

ム径の比の分布が光-光変換効率に与える影響を考

慮した解析を行う。また、従来の解析では円柱座標

系が用いられていたが、本研究の励起光源である LD

には非点収差がある。このため、解析ではビーム径

およびビーム品質が速軸、遅軸方向で異なる楕円モ

デルを用いた。 

まず、レーザーの光-光変換効率𝜂𝑜𝑜は、 

𝜂𝑜𝑜 = 𝜂𝑎𝜂𝑝𝜂𝑞𝜂𝑐
𝑆

𝐹
 (1) 

で与えられる。ここで、𝑆および𝐹は、先行文献[3]の

光子指数および励起指数を拡張したものであり、 
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である。式(1)~(3)に用いた𝜂𝑎は励起光吸収効率、𝜂𝑝は

励起量子効率、𝜂𝑞は原子量子効率、𝜂𝑐はレーザー出

力の取り出し効率、ℎはプランク定数、𝜈𝐿はレーザー

光周波数、𝑉𝐿はレーザー光モード体積、𝜎𝑒は誘導放出

断面積、𝜏𝑓は蛍光寿命、𝑃𝐿は共振器内部パワー、𝑓は

レーザー上準位のボルツマン分布の和、𝑟𝑝は励起光

空間分布関数、𝜑0はレーザー光空間分布関数、𝑙は結

晶長を示す。 

設計条件 

励起光のビーム品質𝑀2は、出力 3.5 W の青色 LD

の実測値より速軸方向 1.46、遅軸方向 14.0 とした。

解析ではイオンドープ濃度 0.25 wt.%、FOM ＝ 200

のブリュースターカットされた 5 mm 角 Ti:sapphire

結晶を用いた。励起光波長と吸収効率はともに実測

値の 445 nm、78.5％とした。励起光のモード体積を

最小にするために結晶の中心に集光し、スポット半

径は速軸方向 11.4 μm、遅軸方向は 71.6 μmとした。

誘導放出断面積は 30×10-20  cm2、蛍光寿命は 3.2 μs、

励起量子効率は 100％、レーザー光波長は 765 nmと

した。共振器内部損失𝐿𝑖はミラーでの透過損失、結

晶でのブリュースター反射損失、結晶の FOM 損失

からなり、3％を用いた。 

はじめに、結晶内の励起光のビーム半径とレーザ

ー光のビーム半径の比が一定であると仮定した場合

の解析を行った。図 1 に出力鏡透過率𝑇𝑜𝑐に対する光

-光変換効率をビーム径の比の関数として表す。ここ

では垂直および水平方向のビーム径の比は同じとし

ている。図 1 より、光-光変換効率が最も高くなる条

 
図 1 出力鏡透過率ごとのビーム径比一定とし
たときの光-光変換効率 
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件は𝑇𝑜𝑐 = 8%、ビーム径の比が 1.0 のときである。 

次に、ABCD 行列を用いて結晶内部のビーム径の

比の分布の解析を行った。解析での光共振器は X 型

共振器を用い、構成を図 2 に示す。M1、M2 の曲率

ミラー半径はともに r＝100mmである。結晶-曲率ミ

ラー間距離がL2 = 49.2mm、L3 = 50.0 mm、曲率ミ

ラーの折り返し角度𝜃1 = 8°、𝜃2 = 13°のとき、結晶

内での垂直方向および水平方向のビーム径の比はそ

れぞれ 0.97～1.11 および 0.99～0.56 で分布した。図

1 と比較して𝑇𝑜𝑐 = 8%のとき、ビーム径の比が 1.11

～0.56 の範囲において、効率の最小値が 15％、最大

値が 20.5％となった。よって光-光変換効率は 15％

以上の値が得られることがわかった。 

次に、結晶内の励起光のビーム半径とレーザー光

のビーム半径の比を光軸方向で分布させた場合の解

析を行った。図 3 に出力鏡透過率𝑇𝑜𝑐ごとの光-光変

換効率をレーザー光の最小スポット半径の関数とし

て示す。ただし、図 1(a)は、レーザー光の水平方向

のスポット半径を 71.6 μm に固定し、垂直方向のス

ポット半径のみを変化させ、光-光変換効率の変化を

調べた。その結果、垂直方向のみを変化させたとき、

最も光-光変換効率が高くなるのは𝑇𝑜𝑐 = 8%、垂直方

向最小スポット半径 11.4 μmであることが分かった。

故に、図 3(b)は垂直方向の最小スポット半径を 11.4 

μm に固定して水平方向の最小スポット半径のみを

変化させた。図 3(a)(b)より、最も光-光変換効率が高

くなる条件は𝑇𝑜𝑐 = 8%、垂直方向最小スポット半径

11.4 μm 水平方向最小スポット半径 71.6 μmであり、

このときの光-光変換効率は 20.3％が得られた。これ

はビーム径比一定の場合に得られた効率の範囲内に

あることがわかる。 

考察 

結晶内で励起光とレーザー光のビーム径比が一定

とした場合の従来の解析方法と分布させた場合の解

析方法では見込める光-光変換効率に大きな違いが

あった。LD のビーム品質𝑀2が悪いことで結晶内の

レーザー光と励起光のビーム径の比が大きく分布す

る。そのためビーム径が一定の仮定の場合では光-光

変換効率を一点で求めることができず、効率は最小

値から最大値までの間の範囲内であるという結果し

か得られない。一方でビーム径比を分布させた場合、

励起光のビーム品質が悪くても結晶内でのレーザー

光の最小スポット径が決まれば光-光変換効率が一

点に決まる。つまり本研究の解析方法により、さら

に正確な解析が可能となった。また、2017 年に

Ti:sapphireレーザーを青色で励起すると、Ti3+と Ti4+

の相互作用により共振器内部損失が増加する報告が

なされており[5]、本研究の最終目的である超短パル

ス化を実現する仮定においても、同様に共振器内部

損失𝐿𝑖の増加が考えられる。共振器内部損失𝐿𝑖が大

きい場合、共振器内部のレーザーパワー密度が低下

するため、レーザー光の集光強度が低下する。よっ

て、レーザー光の誘導放出を起こしにくくなるため、

励起光とレーザー光のビーム径比が光-光変換効率

に大きな影響を与える。従って本研究の解析方法は

従来の解析方法より損失が増加した場合においても

優れた解析方法であると考えられる。 

まとめ 

シングルエミッタ青色 LD 励起連続波 Ti:sapphire

レーザーの励起光のビーム品質の影響を考慮し、結
晶内でレーザー光と励起光のビーム径の比を分布さ
せて理論解析を行った。解析により、3.5 W の青色
レーザーダイオードを用いて𝑇𝑜𝑐 = 8%のとき、光-光
変換効率𝜂𝑜𝑜は 20.5％が望めることがわかった。 
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図 3 出力鏡透過率ごとのレーザー光最小
スポット半径に対する光-光変換効率 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 5 10 15 20

光
-光

変
換
効
率

最小スポット半径 [μm]

𝑇𝑜𝑐=10% 

𝑇𝑜𝑐=2% 

𝑇𝑜𝑐=4% 

𝑇𝑜𝑐=8% 

𝑇𝑜𝑐=1% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 30 60 90 120
最小スポット半径 [μm]

𝑇𝑜𝑐=10% 

𝑇𝑜𝑐=2% 

𝑇𝑜𝑐=4% 

𝑇𝑜𝑐=8% 

𝑇𝑜𝑐=1% 

Ti : sapphire 
(ブリュースター入射) 

HRミラー 
(High Reflection) 出力鏡𝑇𝑜𝑐 

(Output Coupler ) 

L1 
L4 

励起光 

L2 L3 

出力光 

曲率ミラーM2 
(Dichroic Coating) 

曲率ミラーM1 
(Dichroic Coating) 

2𝜃1 2𝜃2 

図 2 共振器の構成 


