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　過去10年で超高速、つまり超短パ
ルス（USP）レーザには爆発的な進歩が
見られた。それによって500fsパルス
幅、高繰り返しレート、高平均パワー、
さらに最大1mJパルスエネルギーのテ
ーブルトップレーザが、現在、商業的
に一般的になっている。これらUSP
ベース材料マイクロ加工レーザのこの
上ない微細精度と、非侵襲および非熱
アブレーション特性によって、既存の
自動車、マイクロエレクトロニクス、
眼科市場から新しいプラスチックエレ
クトロニクスや顕微手術までの幅広い
アプリケーションに変革的な影響を与
えてきた（1）。
　こうした印象的なデモンストレーシ
ョンや潜在力にもかかわらず、標準的
なソリッドコア光ファイバを用いて
USPレーザ光を加工対象物に供給する
と、その完全性は損なわれる。幸い、
USPレーザの進歩と並行してフォトニ
ック結晶ファイバ（PCF）の分野が、フ
ォトニクスにおける変革力として登場
してきた（2）。USPレーザのアプリケー
ションは、したがって、新しいホロー
コアPC光ファイバ設計の恩恵を受け
ることができる。このような設計は、
低い伝送損失、ハイパワーと高エネル
ギーの取り扱い、低非線形、低分散に
より、USPレーザのパルス幅、ビーム
品質、パワーレベルを維持する。

ホローコア設計の相違点
　2002年、ステップインデクス光ファ
イバとは導光特性が非常に異なる2つ
のタイプの低損失光ファイバが開発さ
れた（3、4）。両タイプのファイバとも、
2次元周期クラッドを周囲に持つホロ
ーコアで光を通し、したがってホロー
コアフォトニック結晶ファイバ（HC-
PCF）と名付けられている。両ファイ

バは共有する特性がいくつかあるが、
その導光と光特性に内在する物理学は
著しく異なっている。
　第1のファイバは念願のフォトニッ
クバンドギャップ（PBG）導光技術の実
験成果であり、周波数にクラッドモー
ドがなく、HC導波モードの屈折率も
ないHC-PCFとなった（5）。今日、PBG 
HC-PCFに対するわれわれの理解と設
計は、直観的な「フォトニックタイト
バインディングモデル」によって著し
く成熟した（6）。
　2番目の、カゴメ格子HC-PCF（カゴ
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図1　円形的なコア輪郭と比較してハイポサイクロイド（負曲率）コア輪郭では結合強化が抑制され
ていることを概略図は示している。（a）では、円形コアカゴメHC-PCF（上）と負曲率コア輪郭カゴ
メHC-PCF（下）が同じHE11コアモードをサポートしている。（b）では、ファイバコアの拡大は、
HE11コアモードおよびシリカコア周辺モードを強調して示している。両ファイバとも横振動は速い。

（c）では、さらに詳細に、リージョン（1）は、両方のコア輪郭で、シリカコア周囲モードの強度横
方向プロファイルを示している。リージョン（2）は、連結ストラットと概略的な低方位数モードおよ
び半径Rin の円に対するそれらの位置を示している。



メHC-PCFとも言う）は、そのクラッ
ド構造で広帯域スペクトラムを通し、
PBGがないことでPBG HC-PCFと対
照的である。結合抑制（IC）導波の導
入によって導波機構が明らかになった
のが2007年のことだった。ここで、
クラッドはコアモード空間にもはやバ
ンドギャップを必要としないが、構造
と寸法はモードの連続性をサポートす
るように設計される。つまり、モード
はコアモードとの位相不整合が強く、
コアモードがコアから逃れることを抑
制している。
　エアシリカHC-PCFでは、クラッド
モードがクラッドの薄いシリカウエブ
に強く閉じ込められ、非常に速い横振
動（高方位数）を示すなら、この状況は
起こり得る（7）。ファイバPBGは光を
コアから外に出す位相整合クラッドモ
ードの欠如によって定義されるという
意味で、ICガイドファイバの周囲クラ
ッドはコアモード周波数インデックス
域では疑似PBGとして振る舞う。
　たとえクラッドモードとコアモード
が同じ実効屈折率であっても、そのよ
うな強い不整合が起こり得ることに留
意すべきである。このモデルは、フォ
ン・ノイマンとウイグナーが量子力学、
凝縮系物理学の脈絡で予言した束縛状
態、あるいは準束縛状態というモデル
に近似している。したがって、カゴメ
HC-PCFは連続体における束縛状態ま
たは準束縛状態の初めてのフォトニッ
ク的表現である。
　さらに重要な点は、このモデルが強
力な予言ツールとなっており、それに
よってわれわれはハイポサイクロイド
的（つまり負曲率）コア形状のHC-PCF
を開発できるようになったと言うこと
である（図1）（8）。このコア形状は、従
来の7セルHC-PCFの形状である円形
的な輪郭と比べて、ICガイダンスを強

化するものである。

ハイポサイクロイドカゴメ
　ハイポサイクロイド輪郭は、内半径
Rinと外半径Routの、交替する負曲率カッ
プを示している。この輪郭では、HC
の基本モードはHE11であり、モードフ
ィールドダイアメタ（MFD）はキャピ
ラリもしくは半径が等しい円形コア
HC-PCFのMFDである。この事実に
基づいて、コアモードと強振動（高方
位的な数字m）シリカコア周囲モード

（クラッドモード）との重なり積分は、次
の3つの手段により大幅に減らせる。
　まず、単純に空間的な重なりを減ら
すことで半径Rin の円では、ハイポサ
イクロイド輪郭で、コアHE11モードの
横方向プロファイルは6つの最内カッ
プのタンジェント面だけと交わるが、
円形輪郭の場合は、そのプロファイル
は円全体の周囲と交わる。
　次に、ICは対称性によって強化さ
れる。ハイポサイクロイドの周囲の長
さがより大きくなることで、シリカコ
ア周辺モードはより高いmを示し、よ
り強い横方向の位相不整合、Δβ⊥∝m

のために、コアモードとクラッドモー

ドの重なり積分は一段と低減される。
　最後に、結合ノードに存在するコア
モードと低方位数モードの重なりを減
らすことでICは強化される。実際、
HC-PCF構造と製造工程に特有の結合
ノードは、ハイポサイクロイド輪郭で
コアモードから「除去」される。この
シンプルで直観的な事実により、ICの
一段の強化、したがって閉じ込め損失
をさらに低減することが期待できる。
　パラメータ bで定量化されているイ
ンナーカップの負曲率の増加により、
閉じ込め損失は、円形コアでは1dB/
mから、1より大きな bのハイポサイク
ロイド輪郭では＜1dB/kmから減少す
る（図2）（9）。さらに、高次モード（HOM）
伝搬損失は bの増加とともに増加する。
これは大きな負曲率ではシングルモー
ド動作に有利になることを示してい
る。
　数値計算により、コアモードとクラッ
ドとの光学的な重なりが著しく下がるこ
とも示されており、円形コア輪郭で10-4

レベルから、b＞0.5のハイポサイクロイ
ド輪郭で10-6レベルに下がる。これらの
数字を考慮すると、PBG HC-PCFのク
ラッドの光学的重なりは1％程度、つま
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図2　HC-PCFコア輪
郭における強い負曲率。
曲率パラメータb の増
加にともない、計算上
の損失スペクトルは前
進的に変化する。右欄
は、この計算で考慮し
たファイバ構造。ここ
ではRin は終始一定。



りPBG HC-PCFはハイパワー USP導波
に適さない理由が示されている。

USPガイドの優位点
　ファイバコア輪郭の負曲率により、
ICガイドHC-PCFにおける伝送損失の
飛躍的低減、シングルモード導波の改
善、周りのシリカコアとの光学的重な
りが飛躍的に低下する。この意味で、
ハイポサイクロイドコア輪郭HC-PCF
はPBG HC-PCFを凌駕しており、シ
リカで吸収が強いスペクトル範囲を含
め、数オクターブをカバーするスペク
トル帯域を示している。
　今日のハイポサイクロイドカゴメ
HC-PCFは近赤外から可視光域で最小

損失を示しており、約1μmで17dB/
km、780nm付近および500〜600nm
の波長範囲で70dB/kmを記録している。
　1500nmウインドウでは、カゴメフ
ァイバの30dB/kmという損失は、7セ
ルPBG PCF（図3）の損失に匹敵する。
そのような損失は、クラッド構造にシ
ングルリングを用いるだけでも得られ
る。われわれのグループは、これをア
セチレン赤外レーザで実証した。また、
他のグループは、このファイバを負曲
率ホローコアファイバとして作製した。
当然、われわれの柔軟な製造工程では、
多様なカゴメファイバを製造すること
が可能である。
　超ハイパワー USPガイドおよび移送

用にハイポサイクロイドカゴメHC-
PCFを製造するだけでなく、カゴメフ
ァイバは、伝送帯域の大きな領域で低
導波路分散と異常群速度分散（GVD）
を持ち、非常に優れたパルス圧縮特性
となっている。
　分散や非線形制御の大きなダイナミ
ックレンジにより、カゴメファイバは
高強度オプティクスの比類のないプラ
ットフォームになる。これらのダイナ
ミックレンジは、ファイバのコア径、
クラッド、あるいは所定の圧力の活性
ガスを導入することで達成可能であ
る。例えば、ハイポサイクロイドカゴ
メHC-PCFにおけるUSP導波や圧縮
は、すでに実証されている。イッテル
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図3　HC-PCFコア輪 郭に
おける強い負曲率。曲率パ
IC HC-PCF 対 BPG HC- 
PCF。（a）10m長ハイポサ
イクロイドカゴメHPC（青の
カーブ）と7セルPBG HC- 
PCF（黄色のカーブ）の透過
スペクトル。（b）2つのハイ
ポサイクロイドカゴメHC- 
PCF（青とダークブルーカー
ブ）の場合の損失スペクトル
および4つの異なるカゴメ
HC-PCF。（c）様々なカゴメ
HC-PCFの光学顕微鏡写真。
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（b）
図4　伝送パルスエネルギーおよび伝送係
数 vs.入力パルスエネルギーをファイバ長と
充填気体の多様な構成において示した。（a）
19セルハイポサイクロイドカゴメHC-PCF

（緑のカーブは3m長、3バールヘリウム充
填ファイバに対応、アーミーグリーンのカー
ブは10m長、空気充填ファイバに対応）。（b）
7セルハイポサイクロイドカゴメHC-PCF

（オレンジのカーブは3m長、3バールHe
充填ファイバに対応、アーミーグリーンカー
ブは、10m長、空気充填ファイバに対応）。



ビウムレーザからの600fsパルスを2種
類のカゴメハイポサイクロイドファイ
バ（長さ3mと10m）に1に近いa bパラ
メータとして（図4）結合したときUSP
のエネルギーレベル（10）は1mJに達し
た。1番目のHC-PCFは19セルハイポ
サイクロイドコアカゴメHC-PCFでコ
ア内径は80μm。2番目は、7セルハイ
ポサイクロイドコアカゴメHC-PCFで
内径は55μmだった。
　最後に、これらのファイバの柔軟性
を実証するために、レーザ波長（1030 
nm）でのGVDを1番目のファイバで異
常になるように、2番目のファイバで
正常になるように設定した。ファイバ
が外気（空気充填）にさらされ、コアに
ヘリウムを充填して非線形性を抑制
し、イオン化強度のしきい値を高めた
とき、伝送計測を行った。ヘリウム充
填HC-PCFでは80％以上の伝送係数
が達成され、入力エネルギー 1mJの時、
最大700μJが伝送されることを結果が
示している。出力ビームプロファイル
はシングルHE11モードのプロファイル
のままであり、フルエンスは石英の光
学損傷閾値よりも数桁大きいにもかか

わらず、ファイバの構造的完全性は損
傷を受けていない。
　全ての伝送カーブが伝送係数スロープ
でわずかに落ち込んでいるが、これは直
線ファイバガイドで気体の光イオン化効
果が始まっているためである。そのよう
な効果は、ヘリウム圧力を下げるか、あ
るいはファイバから気体を抜くことで一
段と下げられる。結合レンズの整合性を
よくすれば90％以上の改善が得られる

ことには留意すべきである。
　全く歪のないUSP移送が求められる
とき、空気充填19セルHC-PCF内の
パルスは自己圧縮でソリトン的なスペ
クトル力学により、約0.45mJの入力
エネルギーで49fs以下になる。最後に、
ヘリウム充填7セルHC-PCFでは、ス
ペクトル力学は自己位相変調による広
がりにほとんど支配される。しかし、
この効果は、低いレベルまで維持され
るので、パルス圧縮は適度に残る。こ
れら600fsパルスがGWピークパワー
およびほぼPW/cm2の強度を持つこと
は触れておく価値がある。このような
結果が得られる高電場域を想起させる
ものである。
　もう1つの際立った結果は、10m超
のHe充填7セルHC-PCFで供給する
USPで材料の微細エッチングデモンス
トレーションである。ペンライティン
グと同じように、出力ファイバ端から
直接供給されるUSP光でわれわれのロ
ゴをエッチングした（図5）。様々な材
料でエッチングを実演し、この材料微
細加工機能を保証するコールドアブレ
ーションを確認した。
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図5　HC-PCFで供給
するUSPレーザ光で
構成するファイバレー
ザ「ペン」（上）が、シリ
カウエハ、アルミ、ガ
ラス板、マッチ棒にエ
ッチングする。


