. photonic frontiers
アルカリ蒸気レーザ

アルカリ蒸気レーザへの
新たなアプローチを可能にする半導体励起
ジェフ・ヘクト

レーザダイオードで励起したルビジウムなどのアルカリ蒸気レーザは、光子欠

よく知られたレーザ遷移が基底状態よ

高いエネルギーが実証された。

にある。このことは、励起エネルギー

損が少なく、非常に高い効率が得られる。最近、流動気体方式による非常に

アルカリ金属蒸気を光励起すること

ーズ社（ WFK Lasers ）
の社長であるビ

は、1950 年代後半に検討された最初の

ル・クルプケ氏（ Bill Krupke ）は、キロ

リ金属の外殻には一つの価電子しかな

質を制約している熱放散の問題を回避

レーザ概念の中の一つだった。アルカ

いため、その物理特性はシンプルで魅

力的なものである。しかしながら、アル

ワット級産業用固体レーザのビーム品
するためにアルカリ蒸気への取組みを

りもはるかに高い準位から生じること

のごく一部だけしかレーザ遷移になら
ず、レーザ効率が低いことを意味する

ため、このような気体レーザは高出力
動作には適さない。アルカリ金属を魅

力的にしているのは、その単一価電子
の一対の低いエネルギー準位である

始めている。彼は、2003 年に、市販の

（図 1 ）
。この場合のレーザ配置はシン

カリ蒸気の励起は非常に効率が高く、

D 2 線を照射して光励起すると、基底状

カリ金属蒸気には適当な励起光源がま

近赤外（ NIR ）半導体レーザによるアル

応性が強いため実験も困難であった。

熱問題の解決も容易であり、そのビー

witz ）
、スティーブ・ヤコブス（ Steve

いう可能性を報告した（ 1 ）。それ以来、

ルギー状態の 52 P 1/2 準位に落ち、より

よびセシウム蒸気レーザで実証され、

基底状態に戻る。

ったく見つからず、アルカリ金属は反
ポール・ラビノヴィッツ（ Paul Rabino-

Jacobs ）
、ゴードン・グールド（ Gordon

Gould ）の 3 氏は 1962 年に光励起によ

る7.2μｍセシウムレーザを実証したが、
アプリケーションは見つからず、レー

ザの歴史にとっては脚注程度の存在に
なってしまった。

現在、アルカリ蒸気レーザは半導体

励起によって復活した。米 WFKレーザ

ム品質は固体レーザよりも良くなると
半導体励起はカリウム、ルビジウムお
レーザ出力も上昇してきた。

アルカリ蒸気の基礎

原子ガスレーザはエネルギー効率が

悪いことで有名だが、その原因は、ヘ

リウムネオンレーザで見られるように、

励起準位

5 2 P 3/2

上位レーザ準位

5 2 P 1/2

D2線
λpump = 780nm

D1線
λlaser = 795nm

図 1 アルカリ金属は単
一価電子の接近した二つ
のエネルギー準位が利得
媒質としての魅力になっ
ている。ここではルビジ
ウムレーザの励起とレー
ザ遷移のエネルギー準位
を示している。

プルである。つまり、原子スペクトルの
態の電子は、まず高いエネルギー状態

の 52 P 3/2 準位へと移動し、次に低エネ

長波長の D 1 線の誘導放出を起こして
ナトリウムD 線は強い黄色光として知

られ、原理的にはレーザにも利用でき

る。しかし、そのためには強力な黄色
励起ダイオードがなくてはならなかっ
た。クルプケ氏は、代わりに NIR レー

ザダイオード（ LD ）
を使用して励起でき

る長波長のD 線をもつカリウム、セシウ

ムおよびルビジウムの利用に焦点を当
てている（表 1）
。ルビジウムは、ヒ化ガ
リウムアルミニウム
（ AlGaAs ）
から簡単

に得られる 780nm の D2 線で励起可能

であり、795nm の D1 線によるレーザ放
出が起こる。

二つの励起準位が接近しているため、

量子欠損、つまり励起する光子と放出
される光子のエネルギー差は著しく小
さくなる。ルビジウムの量子欠損はわ

ずか 0.019 であり、これはイッテルビウ
基底状態
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ムの 0.09 あるいはネオジムの 0.24 より

表1

システムズ社（ General Atomics Aero-

アルカリ金属の D 線特性の比較

アルカリ原子

励起線
（ nm ）

レーザ線（ nm ）

カリウム

766

770

0.004

ルビジウム

780

795

0.019

セシウム

852

895

0.047

も小さい。カリウムの量子欠損はさら

に小さい 0.0044 だが、この場合は強力

nautical S y stems ）
のジェイソン・ツヴ

量子欠損

ァイベック氏（ Jason Zweibeck ）とク

ルプケ氏は、977W の半導体レーザス
タックを用いてルビジウムを励起する

と、14% のデューティサイクルで 207W
の出力が発生し、145W の最大 CW 出

からは 130mW の単一モードレーザが

力が 28% のスロープ効率で得られたと

発振し、その光変換効率は 32%、スロー

発表した（ 7 ）。

なダイオードが存在しない 766nm の光

プ効率は 41% であった 。ヘリウムと

損は 0.047 であり、その励起波長は 856

半導体レーザアレイの 13W 出力で端面

出力増加とレーザ設計

発の多くはルビジウムを使用して行わ

のスロープ効率は 10% であった（ 4 ）。

ベルと変換効率は素晴らしいが、キロ

擬似二準位系に特有の動力学はいく

ノフ氏（Boris Zhdanov）とランディー・

は多くの課題がある。このような出力

らの自然放出は非常に高いため、アル

11GHz の線幅をもつ 852nm 半導体レ

励起が必要になる。セシウムの量子欠

nm になる。したがって、これまでの開
れてきた。

つかの課題をもたらす。上位の準位か
カリレーザは利得媒質の内部にエネル

ギーを蓄積できない。自然放出が起き
る前に電子を 5 P 3/2 準位から 5 P 1/2 準
2

2

位へと落とすには、エタンのような軽

い炭化水素のバッファガスが必要にな

実験による実証

最初の新型アルカリ蒸気レーザは、

クルプケ氏らが 2003 年に Ti：サファイ

アレーザを用いて実験的に励起したル

ビジウムレーザであった。彼らはルビ

ジウム、ヘリウムおよびエタンの混合

（3）

エタンを混合したルビジウムを 780nm

励起すると約1Wのレーザが発振し、そ

半導体励起アルカリレーザの出力レ

ワットまたはそれ以上への出力増加に

米国空軍士官学校のボリス・ジダー

レベルになると、エネルギー移動など

キンツェ氏（ Randy Kinze ）
は、わずか

の問題がますます重要になる。

通常 2 〜 3nmというLDのかなり広い

ーザアレイの出力 25W でセシウムの励

起を行い、10W CW出力を62%の光変

発光バンドとアルカリ蒸気の狭い吸収

達成した

る。初期の実験では狭線幅ダイオード

スペクトルとの整合も一つの課題であ

換効率と 68% のスロープ効率で初めて
。彼らは一対の狭線幅励起

（5）

半導体レーザアレイの 37W 出力による

を用いて高い効率が達成されたが、ダ

モードレーザ発振を 46% の光変換効率

た。また、ヘリウムなどのバッファガ

イオードの効率の低下が問題であっ

ルビジウムの励起も行い、17W の単一

スを添加し、その衝突を利用して吸収

と 53% のスロープ効率で実現した 。
（6）

スペクトルを広げ、励起ダイオードの

アルカリ蒸気レーザの出力レベルは

バンド幅と整合させるアプローチも検

さらに向上している。昨年、米ジェネ

討された。

ラルアトミックス・エアロノーティカル・
（a）

流動方向

体の端部を 180mW のエネルギーで励

起 し、30mW の 795nm レーザを 16%
の光変換効率と 54% の良好なスロープ

レーザ共振器軸

効率で発生させた。次に、彼らはセシ

ウムレーザの実験を行い、Ti：サファイ

アレーザによる780mWの励起を用いて、
230mW の 895nm レーザ 発 振 を 35%
の光変換効率と 59% のスロープ効率で

実証した

図 2 アルカリ金属レーザ
に流動ガスを用いると、出
力ははるかに高くなる。半
導体励起はレーザ軸の方向
（ａ）またはレーザ軸を横切
る方向（ｂ）を選択できる。

励起アレイ
（b）

励起アレイ
流動方向

。

（2）

その後すぐに、半導体励起の実験が

行われた。852nm 狭線幅半導体レー

ザの 400mWによるセシウムの端面励起

レーザ共振器軸
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素ヨウ素レーザ（ COIL ）が、上昇中の

最適な励起配置を見出すことも重要

弾道ミサイルの反撃に必要となる数百

な課題になる。今までの研究の多くは、

km の距離への到達に失敗したため、

レーザガスを静的に充填した導波路共

その後は半導体励起アルカリレーザが

振器の長さ方向に沿った端面励起を行

メガワット級兵器の有力候補になって

い、高い変換効率を実現してきた。し

いる。ミサイル防衛局は COIL の大型

かしながら、この設計は廃熱がヘリウ

化と改良を試みる代わりに、半導体励

ムバッファガスの熱伝導率に依存する

ため、共振器の一方向の幅を数 mm 以

下に限定し、大きな温度勾配を避けな

威には高効率で電気駆動可能な小型軽

能の劣化を引き起こす可能性がある。

を可能にしようとしている。そのため

量の高エネルギーレーザによる対応」

ければならない。このことはレーザ性

には新たな技術への多大な投資が必要

より高い出力レベルでの動作を可能

になるが、民生分野もその配当を受け

にするには、アルカリ蒸気を励起体積
の横方向に流し、廃熱はレーザ共振器

た。その一つはレーザ媒質の端面励起

図 3 米国空軍研究所の流動ガス半導体励起
アルカリレーザのファーストライトを示して
いる。軍の開発者たちは流動ガスによる廃熱
の除去がレーザ性能の劣化なしに可能になる
と考えている。
（資料提供：AFRL ）

は励起領域の制約をもたらすが、共振

の半導体励起固体レーザは、兵器とし

ば、ビームの劣化は起こらない。もう

に 5 分以内に到達することが実証され

の外側で除去される必要がある。その

ために、二つのアプローチが開発され
と横方向の流れを利用する。この設計

取る可能性がある。

大きな課題が残されてはいるものの、

アルカリレーザは長期にわたる中断の
後に技術的辺境の地から生還し、エキ

サイティングな新しい可能性を提案し

ている。これは、この奇妙な物語におか

ての可能性試験において、100kW 級

しな巡り合わせをもたらしている。1959

一つのアプローチは横方向励起を利用

ている。しかしながら、このようなパ

ールド氏が彼自身の提案に基づくレー

るが、励起が均一でなければ、ビーム

の出力の位相同期が必要となり、熱管

従事することを許可しなかった。しかし、

器の長さ方向の励起が均一でなけれ

する。この方法は励起領域を拡大でき
は不安定になり劣化する（図 2 ）
。

流動ガスアルカリレーザの最初の実

ワーを実現するには、多数の開口から
理の問題も課題になっている。

クルプケ氏は、高品質ビームを出射

証は米国空軍研究所で行われ、2010

する単一開口半導体励起アルカリレー

レーザの「ファーストライト」として報

拡大が可能であり、戦術兵器として応

年 7 月に流動ガス半導体励起アルカリ

告された（図 3 ）
。このシステムなどを
用いた実験により、さらなる出力の向
上につながるはずだ。

将来展望

クルプケ氏が産業用のキロワット級

半導体励起アルカリレーザを最初に計

画して以来、時代は大きく変化してい

る。新たに登場した強力なファイバレ
ーザと薄型ディスク固体レーザは、十
分に排熱され、高品質のキロワット級
ビームを発生しながら、固体レーザの

その他の利点も維持している。バルク
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年に、軍の保安担当官は、ゴードン・グ

ザを構築する100 万ドルプロジェクトに

アルカリレーザは、わざわざ仕分ける

こともないほどに実用的ではないと見

られたため、グールド氏は研究の継続

ザは 100kW を十分に超えた出力への

を許可された。アルカリレーザは皮肉に

用されると予測している。また、航空

なったが、グールド氏はどこかでこの

機搭載レーザとして使用される化学酸

もメガワットレーザ兵器の有力候補に
皮肉にほくそ笑んでいるに違いない。
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