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他の材料開発と同様に、波長変換材料の開発においても、①新材料の発見、②高品質結
晶化、③デバイス化、
という段階を経て、実用化されます。それぞれの段階に置いて、様々な
問題があり、
それらをどのように解決していくか、
というのが研究の醍醐味の一つでしょう。私
という紫外光発生用の波長変換材料を発見するという幸
は1993年にCsLiB6O10（CLBO）
運に恵まれたのですが、
その後、10年間かけて高品質結晶化技術の開発からCLBO結晶を
装備した全固体紫外レーザー装置の実用化に至るまで、すなわち上記①〜③のプロセスを
経験することができました。本稿では、波長変換結晶CLBOの開発を振り返りながら、大学
の技術シーズが実用化に至った一つの事例としてご紹介させて頂きます。
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全固体紫外レーザー光源
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2．
新材料探索
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そして知財戦略が重要
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4．
特許の重要性
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と当初の目標を全てクリアしていることが分
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問題解決へのアプローチ
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異分野への展開

上向上するなど、結晶の品質が格段に良く
なることを見いだしたのです。その結果、
プ
ロジェクトメンバーの三菱電機と共同で、

以上のCLBOの研究から学んだことは、
やはり大学では基礎的なシーズ発掘が重
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