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従来技術従来技術従来技術従来技術とそのとそのとそのとその問題点問題点問題点問題点

レーザー加工用ファイバレーザー光源において
望まれる要素は、１）コンパクト、２）メンテフリー、
３）低価格である。 その上で、高効率が達成され

る必要がある。

＜従来技術＞
• ファイバ長10m以上必要であり、非線形限界が1kW程度

• Alのみの共添加では出力劣化が避けられない

• 希土類元素ドープは低濃度であり長尺構造
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新技術新技術新技術新技術のののの特徴特徴特徴特徴・・・・従来技術従来技術従来技術従来技術とのとのとのとの比較比較比較比較

• 希土類元素希土類元素希土類元素希土類元素をシリカガラスにをシリカガラスにをシリカガラスにをシリカガラスに最大最大最大最大50,000ppm50,000ppm50,000ppm50,000ppm
ドーピングドーピングドーピングドーピング可能可能可能可能。（。（。（。（従来技術従来技術従来技術従来技術のののの50505050倍倍倍倍））））

• プレーナプレーナプレーナプレーナ型型型型コアコアコアコア光光光光ファイバファイバファイバファイバ構造構造構造構造ではではではでは必要必要必要必要
ファイバファイバファイバファイバ長長長長がががが0.2m0.2m0.2m0.2m以下以下以下以下でででで済済済済むむむむ。（。（。（。（1/501/501/501/50））））

• コアのコアのコアのコアの大面積化大面積化大面積化大面積化がががが可能可能可能可能。。。。

によりによりによりにより、、、、同一出力同一出力同一出力同一出力ではではではでは非線形光学効果非線形光学効果非線形光学効果非線形光学効果をををを抑制抑制抑制抑制、、、、
装置装置装置装置のののの小型化小型化小型化小型化、、、、低低低低コストコストコストコスト化化化化することがすることがすることがすることが期待期待期待期待でででで
きるきるきるきる。。。。



光ファイバ中に起こる非線形現象

ファイバファイバファイバファイバ中中中中でのでのでのでの非線形現象非線形現象非線形現象非線形現象ははははSBSSBSSBSSBSがががが起起起起こりやすいこりやすいこりやすいこりやすい。。。。10µm10µm10µm10µmコアコアコアコア、、、、有効相互作用長有効相互作用長有効相互作用長有効相互作用長5m5m5m5mとしたときとしたときとしたときとしたとき、、、、
そのそのそのその閾値閾値閾値閾値はおよそはおよそはおよそはおよそ30W30W30W30W程度程度程度程度となるとなるとなるとなる。（。（。（。（SRSSRSSRSSRSはははは2.51kW2.51kW2.51kW2.51kW））））

Fig.1 ポンプポンプポンプポンプ波長波長波長波長λp=1µmにおけるにおけるにおけるにおける溶融石英溶融石英溶融石英溶融石英のラマンのラマンのラマンのラマン利得利得利得利得スペクトルのスペクトルのスペクトルのスペクトルの実測図実測図実測図実測図
M.C.Brierley and P.W.France, Electron. Lett. 23, 815 (1987)

Aeff: 有効有効有効有効コアコアコアコア面積面積面積面積
leff: 有効相互作用長有効相互作用長有効相互作用長有効相互作用長

誘導誘導誘導誘導ラマンラマンラマンラマン散乱散乱散乱散乱 (SRS) (SRS) (SRS) (SRS) 閾値閾値閾値閾値 PSRSth

誘導誘導誘導誘導ブリルアンブリルアンブリルアンブリルアン散乱散乱散乱散乱 (SBS) (SBS) (SBS) (SBS) 閾値閾値閾値閾値 PSBSth

誘導誘導誘導誘導ラマンラマンラマンラマン増幅閾値増幅閾値増幅閾値増幅閾値 ＞＞＞＞ 誘導誘導誘導誘導ブリルアンブリルアンブリルアンブリルアン増幅閾値増幅閾値増幅閾値増幅閾値誘導ブリルアン利得帯域幅 ~10GHz

非線形現象の閾値を上げ

起こりにくくするには

1) 1) 1) 1) 高濃度化高濃度化高濃度化高濃度化によるファイバのによるファイバのによるファイバのによるファイバの短尺化短尺化短尺化短尺化
2) 2) 2) 2) コアコアコアコア径径径径のののの拡大拡大拡大拡大((((ラージコアラージコアラージコアラージコア化化化化))))



5

提案技術提案技術提案技術提案技術のののの概要概要概要概要

• ファイバクラッド部分を一文字に横切るような導波路構造を設
けることで、従来のタイプに比べ最高1000倍の高出力密度指

数を達成できる。例えば、テーブルサイズのレーザー装置が同
一出力では手のひらサイズになり、装置設計、装置用途の自
由度が格段に向上する。

ファ イバ断面形状

屈折率

屈折率分布

n1

n2
n3

n3>n2>n1

プレーナ型コア光ファイバの基本構造
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提案技術提案技術提案技術提案技術のののの特徴特徴特徴特徴

• 1)スキューレイが生じない

• 2)ラインビーム成形光学系が簡略化される

• 3)コアの断面積は最大許容パワーに関係するので、従来のタ
イプ（Fig.1(b)）に比べ約10倍のパワー増大が見込める
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想定想定想定想定されるされるされるされる用途用途用途用途

• 眼科・皮膚科の治療用レーザー機器

• 太陽電池のリード線接合

• 半導体産業におけるレーザーアニーリン
グ、

• 電子産業におけるはんだ代替レーザー接
合技術

以上、幅広く応用が期待できる。



プレーナ型光ファイバの断面と屈折率分布

１１１１．．．．プレーナプレーナプレーナプレーナ型光型光型光型光ファイバのファイバのファイバのファイバの断面断面断面断面サイズサイズサイズサイズ
1) 1) 1) 1) クラッドクラッドクラッドクラッド外径外径外径外径180µm180µm180µm180µm
2) 2) 2) 2) 内径内径内径内径100µm100µm100µm100µm
3) 3) 3) 3) プレーナプレーナプレーナプレーナ厚厚厚厚みみみみ10µm10µm10µm10µm

２２２２．．．．屈折率分布屈折率分布屈折率分布屈折率分布
1) 1) 1) 1) プレーナコアプレーナコアプレーナコアプレーナコア部屈折率部屈折率部屈折率部屈折率(NdSG)(NdSG)(NdSG)(NdSG)：：：：1.45421.45421.45421.4542
2) 2) 2) 2) 中間中間中間中間クラッドクラッドクラッドクラッド部屈折率部屈折率部屈折率部屈折率(LaSG)(LaSG)(LaSG)(LaSG)：：：：1.44721.44721.44721.4472
3) 3) 3) 3) 外側外側外側外側クラッドクラッドクラッドクラッド部屈折率部屈折率部屈折率部屈折率((((石英石英石英石英))))：：：：1.44301.44301.44301.4430
※1 ※1 ※1 ※1 単一方向単一方向単一方向単一方向シングルモードとなるプレーナシングルモードとなるプレーナシングルモードとなるプレーナシングルモードとなるプレーナ厚厚厚厚みみみみ
3.7µm3.7µm3.7µm3.7µm
※2 LaSG※2 LaSG※2 LaSG※2 LaSG部分屈折率部分屈折率部分屈折率部分屈折率をををを1.45321.45321.45321.4532とするとするとするとする事事事事でででで、、、、10µm10µm10µm10µm厚厚厚厚
においてにおいてにおいてにおいて単一方向単一方向単一方向単一方向シングルモードとなるシングルモードとなるシングルモードとなるシングルモードとなる。。。。

3333．．．．NANANANA値値値値
1) NdSG and LaSG : 0.1431) NdSG and LaSG : 0.1431) NdSG and LaSG : 0.1431) NdSG and LaSG : 0.143
2) NdSG and silica glass : 0.1802) NdSG and silica glass : 0.1802) NdSG and silica glass : 0.1802) NdSG and silica glass : 0.180
3) LaSG and silica glass : 0.1103) LaSG and silica glass : 0.1103) LaSG and silica glass : 0.1103) LaSG and silica glass : 0.110

プレーナコア形状断面を持つファイバの線引きに成功した。

NdSG

LaSG

LaSG

Silica glass



レーザー発振実験系

810 nm
Fiber pigtail LD

HR@1062nm

AR@810nm
PR(80%)@1062nm

fiber length : 225 mm

Output

Planar-core optical fiber (inside)

HR

PR(80%)

810 nm pump
Output



レーザー発振実験結果

世界で初めてプレーナ型コア光ファイバによるレーザー発振に成功した。

Fig.1 Spectrum of laser oscillation

Fig.2 Input-output characteristic of laser

oscillation

Peak wavelength:1062nm Max power: 75.1mW@1.66W_ex

Threshold: 0.48W

Slope efficiency: 6.1%
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実用化実用化実用化実用化にににに向向向向けたけたけたけた課題課題課題課題

• 現在、プレーナ型コア光ファイバの原理実証
済み

• 今後、以下の共振器構成上の技術的問題を
最適化を行う。

–ファイバ両端の共振器ミラーの蒸着方法

–ファイバ固定に伴う接着剤等の利用方法

–高濃度ガラスのプレーナ接合方法
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企業企業企業企業へのへのへのへの期待期待期待期待

• 未解決のミラー蒸着については、従来の技術のトラ
イアンドエラーで克服できると考えている。また、固
定接着剤等はそれを使わないという選択肢もある。

• 光学接合の技術を持つ企業との共同研究を希望。

• また、低コストのレーザー光源を開発中の企業、従
来と異なる波長（2µmまでの中赤外など）分野への

展開を考えている企業には、高出力に限らない応
用では、本技術の導入が有効と思われる。
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本技術本技術本技術本技術にににに関関関関するするするする知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権

• 発明の名称 ：光ファイバおよび光ファイバの
作製方法

• 出願番号 ：特願2011-77679

• 出願日 ：2011年3月31日

• 出願人 ：国立大学法人大阪大学

• 発明者 ：藤本 靖



14

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先

大阪大学

産学連携本部 総合企画推進部

TEL：06-6879-4206

FAX：06-6879-4208

e-mail:contact@uic.osaka-u.ac.jp


