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はじめに  

米国炭疽菌事件、地下鉄サリン事件などの生
物・化学テロや化学工場事故のような、どんな有害
物質が発生しているかわからない CBRNE (Chemical、
Biological、Radiological、Nuclear、Explosives)災害現
場では、安全かつ速やかに有害物質を検知・識別す
ることは、除染作業、負傷者への治療、二次被害の
拡大を防ぐ点から非常に重要である。従来の分析手
法では、サンプルを直接採取して、研究所に持ち帰
り、前処理を施したサンプルを分析していたために、
迅速な事故対応を取ることが困難であった。携帯型
の検知・分析機器も登場しているが、現場でのサン
プリングの必要があり、作業員の安全を確保しきれ
ない問題もある。そこで、私はリモートでの元素分
析 が 可 能 な LIBS (Laser Induced breakdown 
Spectroscopy) の高感度化に向けたダブルパルス
（DP）LIBS[1]の研究を行った。 

LIBS は、測定対象物質に短パルスレーザーを照
射し、発生したプラズマを分光測定することで、そ
の場でリアルタイムに物質の構成元素を分析するこ
とが可能な手法である[2]。LIBS は、気体・液体・
固体といった物質の状態に依らず分析が可能である
ため、CBRNE 災害現場で発生する種々の有害物質
の分析が期待できる[3]。しかしリモート LIBS 計測
では、遠隔からのプラズマ発光信号が微弱になるた
め、LIBS 計測の高感度化が求められている。
DP-LIBS は 2 つのレーザーパルスを時間間隔を空け
て、連続で試料に照射する手法であり、1 つ目のレ
ーザーパルスでプラズマを生成し、2 つ目のレーザ
ーパルスで生成したプラズマを再加熱することで、
プラズマ発光強度が増加し、従来のシングルパルス
（SP）LIBS に比べて、LIBS 信号を増強させること
が可能である。 

本発表ではテラワット（TW）レーザーシステ
ムを用いたリモート DP-LIBS 計測と、偏光子を用い
た新しい DP 光学系による DP-LIBS 信号増強効果に
ついて発表する。 

TW レーザーによる遠隔 DP-LIBS 計測  

Fig.1(a)にTWレーザーシステムを用いたリモー
ト DP-LIBS 計測の DP 光学系配置図を示す。TW フ
ェムト秒レーザーの出力は 8 mJ（パルス幅 100 fs、
波長 800 nm、繰り返し 10 Hz）である。レーザーは
光路中のハーフミラーで透過光と反射光に分岐され、
反射光の光路に光遅延ステージを組み込むことで、0

～50 ps のパルス間遅延を持つ DP を得る。DP レー
ザーを焦点距離 1.5 mのレンズを用いてCu板に集光
照射することで、プラズマを生成した。プラズマか
らの発光はレンズで平行光にした後、レンズで光フ
ァイバーに集光し、ICCD 付き分光器で測定した。
試料は移動ステージを用いて測定毎に新しい試料表
面にレーザーを照射できるようにした。スペクトル
は 200 回積算信号であり、それを 5 回平均で評価し
た。 

 

 

Fig. 1.  Schematic of the experimental setup (a) 
con-ventional interferometer and (b) two polarizers 

setup. 

Fig.2 にパルス遅延 0 ps における 1.5 m 先の Cu
の LIBS スペクトルを示す。521.8、515.3、510.5 nm
に見られる信号が Cu の輝線である。輝線の位置は
各元素に固有であり、輝線の強度は元素濃度に相関
があるため、スペクトルを解析することで物質中の
元素組成や元素含有量の計測が可能である。高強度
の TW レーザーを用いることで、1.5 m 先の LIBS 信
号の取得に成功した。 

 

 
 

 
Fig. 2.  LIBS spectrum of copper measured at 1.5 m 

distance. 
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Fig.3 にパルス間遅延による DP-LIBS 信号増強
率 Id/Id0 を示す。ここで Id はパルス間遅延による
DP-LIBS 信号であり、Id0 はパルス間遅延が 0 ps の
DP-LIBS 信号である。パルス間遅延が 10 ps で Id/Id0
はピークをとり、約 1.4 倍の増強効果を示した。 

 
 

 
 

Fig. 3.  The signal enhancement Id/Id0 measured for Cu 
521.82 nm line at 1.5 m distance. 

偏光子 DP 光学系による DP-LIBS 計測  

前項のハーフミラーを用いた従来の DP 光学系
はレーザーの入出力間のエネルギー効率が 31％と
低いため、LIBS 計測の高感度に向け、エネルギー損
失の少ない新しい DP 光学系を提案する。 

Fig.1(b)に偏光子を用いた新しい DP 光学系配置
図を示す。レーザーは光路中の偏光子で P 偏光の透
過光と S 偏光の反射光に分岐され、透過光の光路に
光遅延ステージを組み込むことで、0～150 ps のパル
ス間遅延を持つ DP を得る。偏光子を用いて再結合
の際のエネルギー損失を限りなく少なくすることに
より、レーザー入出力間のエネルギー効率 90％で
DP を作成することが可能である。 

偏光子 DP 光学系を用いて出力 150 uJ（パルス
幅 100 fs、波長 800 nm、繰り返し 10 Hz)のフェムト
秒レーザーをCu板に焦点距離 100 mmのレンズで集
光照射し、プラズマの発光スペクトルを計測した。
スペクトルは 50 回積算信号であり、それを 5 回平均
で評価した。 

 

 

Fig. 4.  The signal enhancement Id/Id0 measured for Cu 
521.82 nm line at 1.5 m distance. 

 

Fig.4にパルス間遅延によるDP-LIBS信号増強率 Id/IS
を示す。ここで ISは DP の合計出力と等しい出力で
計測した S 偏光 SP-LIBS 信号である。パルス間遅延
50-150 ps で Id/ISは約 5 倍となり、この結果は従来の
ハーフミラーを用いたDP-LIBS計測の信号増強率と
ほぼ一致している[1]。偏光子 DP 光学系は、従来の
DP 光学系と比べて、パルス結合ロスが少ないため、
より高感度な LIBS 計測が可能となる。 

まとめ  

災害現場でのリモート LIBS 計測を高感度に行
うために、TW レーザーシステムを用いてリモート
DP-LIBS 計測に成功し、さらに偏光子を利用した新
しい DP 光学系を用いれば、エネルギー損失は少な
く、高感度に LIBS 信号を取得できることを示した。 

LIBS 測定の高感度化に高価なハイパワーレー
ザー装置を必要としない DP-LIBS はリモート LIBS
測定の実用化に有用な手法である。 
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