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半導体レーザー励起ファイバー先端部高温発生技術の開発
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Abstract
We investigate a technology to create a high temperature heat source on the tip surface of the glass fiber
proposed for medical surgery applications. Using a low power level (4~6W) semiconductor laser at wavelength
of 980nm, a laser-coupled fiber tip was pre-processed to contain a certain amount of TiO 2 powder with a depth of
100μm from the tip surface so that the irradiated low laser energy could be absorbed to be transferred to thermal
energy. Thus the laser treatment can be performed without suffering from any optical characteristics of the
material. A semiconductor laser was operated in quasi-CW mode pulse time duration of 180ms and the laser
energy was converted to thermal energy in the fiber tip. The temperature of the heat source was measured to be in
excess 3100 K based on two-color thermometry.
Keywords: Glass Fiber, High Temperature Generation, Semiconductor Laser

1．まえがき
1960 年のメイマンによるルビーレーザーの発明直後，
レーザー光は眼球の網膜剥離の着復手術に用いられた 1) ．
レーザー手術において生体を蒸散し切除するためには，
レーザー光源はある程度以上の出力を有することが必要
で Nd:YAG レーザー 2,3) ，Er:YAG レーザー 4)，炭酸ガス
レーザー 5) といったレーザーが，従来利用されてきた．
蒸散系医療レーザー治療時にファイバー結合できる光
源を利用すると施術が容易になる．特にレーザー補助に
よる脂肪溶解術（Laser-assisted liposuction）6-8 ） や，レー
ザー補助による経皮的椎間板ヘルニア圧解除術
（Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD)） 9-11 ） 等
ではファイバー結合のレーザー治療機が多用されている．
例えば，通常の外科的手術によるヘルニア椎間板解放術
は，入院期間を含め全治 6 週間以上の治療となり，術後
の患者のクオリティ・オブ・ライフも著しく低下させる
が，施術の翌日には社会復帰できるファイバー結合レー
ザーを使用した PLDD 術の治療意義は大きいものである．
また，Nd: YAG ファイバーデリバリレーザーを使用した
脂肪溶解術も，米国 FDA の認可を受けて以来，過度な肥
満や，たるんだ皮膚などの治療に欠かせないものとなり
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つつある．
最近，半導体レーザー光源の高出力化が進み，十分に
生体の切除に用いることのできるレベルに到達している．
これらを光源とすると直径 0.1mm 程度のファイバーを
通して極めて容易にエネルギーを送ることができ，装置
も小型化できるのでレーザー治療器として優位点が多い．
しかし，これまでのレーザー手術は，一般的にレーザー
を生体に吸収させ，生体自体に高温部を形成し蒸散させ
て切除を行なうもので，生体の吸収波長と出力を検討す
ると必ずしも半導体レーザーを適切な光源として選択す
ることができない場合が多かった．
過去には，レーザーの出力や生体の吸収が十分でない
場合にレーザーメス先端に光を集中させて課題解決を図
るという基礎研究が報告されている 12.13) ．これらの研究
では，先端を円錐状にしたサファイアチップの接触型レ
ーザーメスが開発された．本研究では，光ファイバー先
端面に Ti を溶着させてレーザー吸収により微小な高温
熱源を生成して手術に用いる技術を新たに提案する．本
技術は，まず，人体の骨質部の穿孔のために用いられた
が，医療分野で用いられている他のレーザーより小型か
つ低コストで実現でき，人体に影響の少ない Ti を用いて
いるため将来的には，更に広くレーザー手術に用いられ
るものとも考えられる．
本論文では，波長 980nm，出力数 W 級の半導体レーザ
ーをファイバー結合し加工を施したファイバー先端に微
小熱源を形成する実験的基礎研究を行い，その発光スペ
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クトルを時間分解計測して高温部の温度を解析したこと
を報告する．

2．実験装置
レーザー光源と酸化チタン（TiO2）粉末によ
るファイバー先端の加工
実験に使用したレーザー治療器（Jeisys 社 光明，韓
国 D-30）の発振条件を Table 1 に示す．レーザー切除
２．１

Table 1

Specification of the semiconductor laser system.

術では一般的に 10W 以上のレーザーが用いられること
が多いが，本実験では後述するように通常 6 W のレーザ
ー出力を利用する．
以下にファイバー先端の加工に関してファイバー先端
の SEM 写真を Fig.1 に示し述べる．マルチモード光ファ
イバーをファイバー用のカッターで切断した．
（Fig. 1 a）
cutting fiber surface 参照） 次に TiO2 粉末（径 10－50μm
分子量 79.88 ルチル型結晶体（和光純薬株式会社，大阪，
日本））をシート状にしたものにファイバー先端断面を押
し付けながら，レーザー光を 4~6 W で，200ms 程度照射
してファイバー先端部を加工する．（Tip-Processed fiber，
以下 TP ファイバーと記す．）ファイバー先端は，TiO 2 粉
末によってレーザーが散乱吸収され高温化する．ファイ
バー先端部では被覆材料が消失して，コア部が加熱融解
した後，再凝固する際に Ti がファイバー先端に溶着する．
Fig.1 b）に加工直後の TP ファイバー先端の様子を示す．
石英ファイバーは，1996K 以上で溶融することが知られ
ているが，ファイバーの一部に溶融損傷もあることから
加工時には材料溶融温度を超えたことがわかる．

の場合，5W（約 2kW/cm2 の強度）以上で，50ms より長
いレーザー照射持続時間により得られることが判明した．
Fig. 1 c) は，TiO2 のシートからファイバーを取り出して
出力 6W, 照射時間 180ms で大気中で１回レーザー照射
した後の写真を示しているが，一旦 Ti の溶着が行われた
後は溶着面が均一となり再現性良く発光が得られた．
上述と同じ条件で加工した TP ファイバー先端表面部
分の SEM 写真を Fig. 2 に示す．表記のスケールは倍率で
あるが，倍率を拡大するとファイバー先端部分に Ti がフ
ァイバー材料と化合しているというよりは Ti そのもの
が分布している状態であることが推定できる．

Fig. 2 SEM images of Ti on the TP fiber surface.
さらに Ti 分布のファイバー先端からのおおよその深
さを知るために，EPMA を用いて元素の分布を観測した
様子を Fig. 3 に示す．これらは TP ファイバー先端のフ

a)
b)
c)
Fig. 3 Longitudinal section of the TP fiber with EPMA.
a) side view as a reference, b) Si distribution, and c) Ti
distribution.

a)
b)
c)
Fig.1 SEM images of a) cutting fiber surface, b) TP fiber
surface and c) after one fire in the ambient air.
レーザーパラメータを変化し実験を行った結果，Ti の
溶着は，400μm のコアを持つマルチモード光ファイバー

ァイバー長手方向の中心断面が観測できるよう加工後を
測定している．Fig. 3 a) は他の図と同倍率の側面測定で
あり，Fig. 3 b) には，Si の分布 Fig. 3 c) には Ti の分布
を示す．この分析によりファイバー先端で高温化により
被覆がはがれ，先端部にファイバー構成成分である Si
が観測された．Fig. 3 c) から先端部より 100μm の深さの
範囲で Ti が溶け込んだことがわかる．酸素も分析したが，
酸素は TP ファイバー先端表層には観測されなかった．
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ファイバー先端に溶着した光学的に不透明な材料によ
る散乱・吸収で微小領域の高温化がおきると推定できる．
これら予備的な実験からファイバー先端の Ti による加
工により低出力レーザーでも少なくとも 2000K 近くの高
温部が形成できることが検証できた．Ti 含有剤や TiO 2
粉末は臨床医が洗口液として使用する乳液や，一般利用
される日焼け止め，さらに食品添加物などにもふくまれ
ており，さらに人工骨頭に使用することができるように，
アレルギー反応が少ないため，生体内に利用することは
意義があると考える．

た時間波形を出力する．波形はデジタルストレージオシ
ロスコープ（Agilent 54642A）により測定した．
レーザー光源，時間分解分光器，オシロスコープの同
期をとるために，遅延パルス発生器（SRS DG535）を用
いて機器のトリガー信号制御を行った．
発光全般の様子を CCD カメラにより撮影した．カメ
ラは InAs 光検出器と同方向で，TP ファイバー先端から
40cm 離れた場所にて撮影した．

ファイバー先端の発光とそのスペクトル時間
推移検証装置
TP ファイバー先端の発光輝度および発熱温度を検証
するための測定系を Fig. 4 に模式的に示す．ファイバー
先端の高温領域の発光の様子を，可視光領域と赤外領域
で測定を行った．可視光領域は，ゲートが制御できるイ
メージインテンシファイアー付 CCD の時間分解分光器
(Optical Multi-channel Analyzer, OMA, ORIEL INSTRUMENTS Model 77702)により測定した．分光器への導光は，
バンドル光ファイバーにより行った．

励起レーザー照射強度とパルス持続時間が 6W 180ms
照射時の TP ファイバー先端の発光の様子を撮影した画
像を Fig. 5 に示す．TP ファイバーは画像左側より固定さ
れている．

２．２

3．結果と考察

Fig. 5

Fig. 4 Experimental schematic of spectroscopic diagnostics
of tip-processed fiber (PD: Photo detector ICCD:Image
intensified CCD).
ファ イバ ー結 合した分光器の測定可能領域は 400nm
から 850nm，波長分解能 1nm で行ったが，特に 450nm
から 520nm の領域では，分光器測定系の感度が一定に得
られるため，測定時にはその領域の波長に着目し高温部
の温度解析を行うこととした．
赤 外 光 領 域 の 測 定 で は ， Si の 光 検 出 器 （ New Focus
Model 1621）に光学フィルターを用いて，980nm の励起
半導体レーザー光の時間推移を TP ファイバー正面から
測定した．一方，TP ファイバーの側面に Ge 光学フィル
ターを前面に挿入した InAs（Judson J12TE3）赤外光検出
器を配置して，ファイバー先端の高温部赤外光の時間推
移を測定した．この検出器は，Ge 光学フィルターが赤外
透過する 2μm 付近から検出器のカットオフ波長の 3.2μm
付近までの赤外波長領域の放射強度の波長成分を積分し

Images of firing.

レーザー照射を開始し 50ms は，微弱な LED ガイド光
のみが観察され，ほとんど変化が見られないが，110ms
後からファイバー加工部を中心とした光強度が急速に増
し，一般 CCD ではハレーションを起こしてしまうよう
になった．励起レーザー照射を可視から近赤外域の発光
が観測できないような微小なパワーレベル（１W 以下）
で行 う とそ の 透過 パ ワー は 励起 レ ーザ ー 入力 パ ワ ー の
3%であることが分かった．100μm の深さにわたり Ti が
TP ファイバー先端に溶着したことにより，この深さのみ
で吸収が起こっているとすると等価的な吸収係数は 3.54
×104 m-1 程度と見積もられた．この値は後述するファイ
バーの高温化時（～2000K）に増大するファイバー材料
自身の吸収係数と同程度である．一般的な石英光ファイ
バーが，10-4 m-1 程度の吸収係数を持つことと比較すると，
TiO2 シートによるファイバー先端加工で吸収係数が顕著
に増大することが得られた．
Fig. 6 に励起レーザー透過の様子と TP ファイバー先
端の発光の時間推移の様子を示す．Fig.6 a) に示す発光
の様子は，側面の InAs 光検出器により測定された光強度
の時間波形である．一方，Fig. 6 b) はファイバー先端前
面で 980nm 付近のレーザー光成分が検出できるよう光
学フィルターを挿入し Si 光検出器により測定した光信
号を示している．
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励起レーザー透過強度は，励起レーザーの出力-時間特
性波形を反映して励起前半 90ms までは緩やかに光強度
が上昇する．TiO2 シートで先端を加工していない場合，
励起レーザーは，この時間以降は一定の強度を維持する
（点線参照）．しかし，TP ファイバーからは，後半の 90ms
の間では照射されたレーザー光の透過は減少する．すな
わち，急激な励起レーザーの散乱・吸収が起こると考え
られる．980nm の光学フィルターを利用してパワーメー
ターで測定した時，側面で励起レーザーの散乱を計測し
てもほとんどその強度は変化がないことから，励起レー
ザーは TP ファイバー先端で吸収されていることがわか
る．
励起レーザーの透過減少の一方で TP ファイバー先端
の赤外光の強度は，90ms 付近から励起レーザー照射を終
了するまで増大する．これらの光強度時間推移から，励
起レーザーが TP ファイバー先端部で吸収され高温部を
生成する過程が前半 90ms 程度と後半の 90ms で異なった
光吸収率に起因して行われることが推定できる．

される光は，励起レーザー照射開始直後から十分な信号
強度が得られるが，可視光の光強度は，照射開始後 50ms
でようやく観測できるようになる．その後 110ms までは
顕著に光強度は増大しない．
発光が黒体輻射であるとすれば，110ms 付近で急激に
可視光成分が増大していることから TP ファイバーの温
度が上昇していると推定される．

Fig.7 Time-resolved emission spectra of the TP fiber.
被計測物体の放射率が未知な場合や被計測物体と計測
装置との間に介在するガラス等の透過率を避けたい場合
は，2 色温度法による計測が有効である．実際に高温と
なった TP ファイバーの先端温度を，分光測定結果をも
とに 2 色温度法により推定した．プランクの熱放射の公
式により

単位体積の電磁波波長あたりの放射エネルギ

ー密度は，

dW 
a) InAs photo detector

8hc



5

1
d
exp[hc / kT ]  1

(1)

で表される．ここで，h:プランク定数，c:光速度，λ:電磁
波の波長，k:ボルツマン定数，T:温度である．
OMA による時間分解測定を行った結果から対象とす
る可視光波長 λ の発光放射量 Mλ をウィーンの近似式で
展開して以下のようになる．

M 

c1

 expc2 / T 
5

 c15 exp- c2 / T 

(2)

ここで，λ 1 ：波長 1[m]，λ 2 ：波長 2[m]，c1 ：第一放
射 定 数 ＝ 3.741844X10-16 [Wm2 ] ， c2 ： 第 二 放 射 定 数 ＝
1.438769X10-2[m・K]，T：絶対温度[K]，τ：透過率，ε：
放射率，
（以下(3)(4)式でε 1 ，ε 2 波長 λ 1 および λ 2 におけ
る放射率，τ 1 ，τ 2 は，波長 λ1 および λ 2 における透過率
を示す．）2 つの波長 λ １ ，λ ２ における放射量 M λ 1 ，M λ 2
とすると，Mλ 1，Mλ 2 の強度の比 R は以下(3)式のように
書ける．

b) Si photo detector
Fig. 6 Temporal evolution of side and end light emission
from the TP fiber with different photo detectors.
Fig.7 に励起レーザーの照射開始後 50, 80, 110, 140,
170ms 後の発光分光測定の結果を示す．赤外領域で放射
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両辺の対数を取ると

ln R  ln  1 /  2   ln  1 /  2  
5 ln 2 / 1  

c2
1 / 2  1 / 1 
T

(4)

が得られる．ここで，放射率ε 1 ，ε 2 がほぼ等しくε １ /
ε 2 ＝１となり，透過率τ 1 ，τ 2 がτ 1/τ 2 ＝１となる場合
には(5)式として整理される．

ln R  5 ln2 / 1  

c2
1 / 2  1 / 1 
T

(5)

従って，温度 T は

T

c2 1 / 2  1 / 1 
ln M  1 / M  2   5 ln 2 / 1 

(6)

で与えられる．
Fig. 7 の可視光輝度の時間変化をもとに分光器の波長
感度が既知で一定である 450nm と 500nm の放射の輝度
の比から発光部の温度を求めた．可視光の輝度が十分に
ある 80ms から 170ms までの間を，2 色の放射温度計測
法で推定すると，80ms で約 2500K，110ms では，約 2700K，
140ms で約 2900K 程度，最終的には，170ms でファイバ
ー先端の温度は約 3100K に達していると推定できる．
TP ファイバー先端部の高温発生は，先端部のレーザー
光吸収による温度上昇とそれに伴うファイバー材料の光
吸収の増大に因るものと考えられ，光吸収でコアがプラ
ズ マ 化 する フ ァイ バ ー ヒ ュ ー ズ の 現 象 と 類 似 点 があ る
14 ）
．光ファイバーの材料は，常温で極めてレーザー光透
過性が高いが，単位長あたりの光吸収率の温度依存性を
測定すると，1300K 付近でから増大し始めることが知ら
れていて 15 ），光ファイバー材料の温度上昇と光吸収係数
の増加の関係についての研究報告がある 16-20) ．これらの
報告から 2000K 程度のファイバー材料の温度では，吸収
係数は 4×104 m-1 程度に達していると見積もられている．
TP ファイバーでは，その先端に 100μm 程度の厚みで分
布する Ti が同程度の吸収係数でレーザー光を吸収して
ファイバー材料の温度上昇を引き起こす．その結果，フ
ァイバー材料光吸収が増大し，先端部で光エネルギーが
熱エネルギーに変換され TP ファイバーの先端温度上昇
が顕著となると考えられる．
本報告に述べたファイバーの微小高温熱源は，レーザ
ー切除医療への適用が進むと考えられるが，従来他の方
式でも研究がなされてきている．例えば，先端を円錐状
にしたサファイアチップへファイバーからの光を入射し，
先端に集中した光を利用した接触型レーザーメスの研究
も行われており，先端に炭化膜が付着することで焼き鏝
効果も見られている．
４．まとめと今後の展開
本実験により，石英光ファイバー先端で径 400μm×長
さ 100μm，の領域に 3100K 程度の医療利用が可能な高温
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発生部位を生成することができたと言える．Ti 剤の溶着
によりレーザー光をファイバー先端の微小領域で吸収さ
せ容易に光エネルギーから熱エネルギーに変換できるこ
とを確認した．このことから，選択したレーザー光源の
波長で生体の光吸収が小さい場合でも高温熱源ができて，
高出力のレーザー光源を用いなくとも生体の蒸散・切除
に適用できると考えられる．
現在，著者らは本レーザー機器を臨床基礎試験に使用
し，施術後に治療が有効であるかを示す皮下の活性酸素
を測定した皮膚科的検討を行っていて 21 ） 本研究で研究
開発した機器が臨床応用に可能なことを確認している．
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