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　高出力で高輝度（放射エネルギー
>3MW/cm 2）のファイバ結合半導体レ
ーザポンプモジュールは、ファイバレ
ーザや直接励起半導体レーザ用の部品
として、医療やグラフィックアートの用
途ばかりでなく、溶接、切断、エッチン
グなどの産業用途にも使われている（1）。
複数の単一エミッタと共通のファイバ
ピッグテイル出力とを空間的に結合し
た半導体レーザポンプ光源は、輝度と
発光効率が増大し、サイズが従来の半

導体レーザバーより小さいため、魅力
的な存在になっている。ファイバレー
ザの場合、高出力／輝度の半導体レー
ザポンプは、利得ファイバ長の減少、
ファイバ混合器の数量の低減、フット
プリントの小型化、ファイバ管理の簡
素化、増幅器段の排除（設計に依存す
る）、性能の改善、全体システムコス
トの削減などの利点が得られる。
　単一エミッタの集合体を用いるポン
プ素子は、パワー変換効率（PCE）が

高く、半導体レーザの信頼性が立証さ
れているため、一体構造の半導体レー
ザアレイを超える利点が得られる。直
接発振半導体レーザには、レーザバー
に比べると、隣接エミッタ間の熱的ク
ロストークが無視できるほど小さい、
故障エミッタのカスケード接続を保護
できるといった利点がある。熱効率の
向上を目的にした「環境グリーン化」の
動向は、より高い実装温度での半導体
レーザ動作を要求しているが、熱拡散
の大きい分布型アーキテクチャを用い
ることで、その実現が容易になる。さ
らに、分布型アーキテクチャから得ら
れる高いPCEによって、より低い温度
での接合が可能になり、半導体レーザ
の信頼性が改善される。

ビーム混合法
　市販のファイバレーザの多くは単一
エミッタポンプを採用しているが、単
一エミッタビームの混合法が進歩し、
105μmコアファイバからの最新の性能
レベルは100Wの出力パワーにまで向
上している。これらの方法には波長多
重化、偏光多重化、空間ビーム多重化
（最近多用されている方法）およびこれ
らの組み合わせが含まれる。空間ビー
ム多重化の場合、半導体レーザは「階
段」状に積層され、出力放射の空間多
重化が行われる。一般に、それぞれの
半導体レーザからの放射ビームは速軸
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半導体レーザ光源を最適化する
ビーム混合法の改善

図1　高輝度9XXnmファイバ結合ポンプ光源（上）はコア直径105μｍ、NA0.15のファイバ
から100Wの光出力が得られる。そのサイズを10W単一エミッタ（下）と比較して示している。



のコリメート（FAC）レンズと遅軸のコ
リメート（SAC）レンズを使用してコリ
メーションされ、反射鏡により点状に
結像される。このようにして、すべて
のエミッタからのコリメーションビー
ムは集光され、開口数（NA）が整合さ
れ、出力ファイバの入力端に入射する。
　半導体レーザとビーム混合光学系は、
出力パワー当たりのコスト（一般には
ワット当たりのドル価格で表される）、
PCE、およびフットプリントを最適化す
るためのさまざまな配置が報告され、
そこでは高い信頼性を保証しながら、
必要な出力パワーレベルと輝度が確保
されている。
　ファイバピッグテイルからの全出力
パワーはパッケージ内部の半導体レー

ザ数（N）とエミッタごとの出力（P）、
結合効率（CE）との掛算から得られる。
パッケージ内部の「階段」の全開口高
さ（h）はh=N×tの簡単な式になる。こ
こで、tは段の高さを示している。ファ
イバのNAは用途に応じて選択される
ため、結合レンズの焦点距離は fcl=（h/2）
/NAになる。速軸の倍率（My）は≦40
に設定してレーザビームがコアからあ
ふれることを防止し、ビームへの入射
角はファイバのNA以下に設定して結
合効率を高める。エミッタの水平（遅）
軸の開口と遠視野広がりはファイバの
コア直径（105μm）とNA（0.15）との整
合が必要になるため、遅軸の倍率（Mx）
は約1になる。FACレンズとSACレン
ズの焦点距離をそれぞれ ffacと fsacとする

と、重要なパラメータである fclとMyは
次の簡単な式になる。

　fcl=（h/2）/NA、 ここで h=N×t ①
　My=fcl/ ffac≦40、 Mx=fcl/ fsac≒1 ②

　半導体レーザの近視野と遠視野の特
性および許容可能な結合効率を実現で
きる制約条件を考慮すると、混合でき
る半導体レーザの数は5つから7つが
実用上の限界になる。しかしながら、2
つのエミッタを積層する偏光ビーム混
合（PBC）を行うと、輝度は約2倍にな
る。例えば、米IPGフォトニクス社（IPG  
Pho to nics）は100W以上の出力パワー
を報告したが、このパワーはNA0.12の
ファイバとの50%のPCEと小さい形状
因子から得られている（2）。
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高い出力と輝度の低コスト化
　われわれはコア径105μm、NA0.15
のファイバから100W以上の光出力パ
ワーが得られる9XXnm（900～1000 
nmの範囲）波長の高出力ポンプ光源を
開発した。標準の10W単一エミッタ
半導体レーザとの比較（図1）から明ら
かなように、われわれの高輝度ポンプ
光源は小型化され、数個の単一エミッ
タ半導体レーザのアレイ化に匹敵する
空間効率を実現できた。ビーム混合の
光学系は市販の光部品を選択し、輝度
とPCEを最適化することで、ワット当
たりのドルコストを最小化する目標も
達成した。このポンプ光源の設計は10
個の10W単一エミッタとの置き換えを
熱性能の劣化なしに実現できる。
　25℃のベースプレート温度で動作す
るポンプ光源の電流に対する光出力と
PCEのデータの実例が示すように（図
2）、NA0.15のファイバからは10Aの
電流に対して110Wの光出力と48%の
PCEが得られている。
　ポンプモジュールはフィードバックエ
ネルギーによる損傷が起こりやすい。波
長9XXnmのポンプ光源は後方反射す
る高次モードおよび励振されて光源に
帰還するクラッド光による自己損傷が
発生する。この問題に対する最初の解
決策として、米JDSU社は2008年に
9XXnm光だけが透過するダイクロイッ
クフィルタを半導体レーザパッケージ
の内部に配置した。高輝度ポンプ光源
の内部には同様のアイソレータが組み
込まれ、1060～1100nmと1050～1150 
nmの波長領域でもそれぞれ30dBと25 
dBのアイソレーションが得られるよう
になった。
　モジュールの最大出力と輝度を実現
するには、ファイバへの結合効率の最
適化が重要になる。一般に、半導体レ
ーザビームの接合面に平行な発散は駆

動電流が大きくなると増加するため、
低NAファイバに結合する光出力は制
約を受ける。ポンプ光源の高出力レベ
ルでは、ファイバの限定されたNAが
ファイバ被覆材料や光路に近い部品に
対して過熱のリスクをもたらす。した
がって、パッケージの信頼性の改善と
PCEの向上は、多モード半導体レーザ
の近視野パターンと遠視野発散を改善
することで可能になる。
　多くのファイバレーザと直接発振半
導体レーザにおいて、ポンプモジュー
ルは部品コストの支配要因になる。単
一エミッタポンプ光源は製作が容易で
あり、使用部品も少ないため、最低の
ワット当たりコストを実現できる。し
かし、ユーザは高出力モジュールを使
用すると、多数の個別エミッタを組み
立てる難しさから解放される。例えば、
レーザビームの混合はモジュールの内
部で完了しているため、その下段には
混合器が不要になり、ポンプ光源への
割り当てが必要なフットプリントは大
幅に減少する。
　新しいビーム混合法は半導体ポンプ
モジュールの高出力化と高輝度化を実

現する有効な手段になる。共通パッケ
ージ内部に単一エミッタを組み立てる
方法は、温度、信頼性、コスト、フット
プリントなどの問題への対応が可能と
あり、ファイバ結合単一エミッタのア
レイや半導体レーザバーを用いる方式
の魅力的な代替手段になる。とくにキ
ロワット級の直接発振半導体光源やフ
ァイバレーザポンピングを目標にする
ときの重要な手段になる。
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図2　高輝度ファイバ結合半導体レーザポンプモジュールの異なる温度における光出力（W）と
PCE（%）をlop電流（A）の関数として示している。ファイバのNAは0.15、モジュールのベー
スプレート温度は25℃。


