
 

ピコ・フェムト秒レ－ザーを用いた cavity enhanced 分光の氷不純物への適用 

―ラマン散乱による氷同位体計測― 

 

山中 千博、橋爪 光、染川 智弘*  

大阪大学大学院 理学研究科 *レーザー技術総合研究所 

INTRODUCTION 

我々は、地球圏外の氷の分析法の開発に関心を持

っている。レーザーを利用した計画としては LIBS 

(laser induced breakdown spectroscopy), ラマン散乱、

蛍光測定、あるいは吸収分光などで様々な用途が予

定されている。ただサンプルを持ち帰ることができ

るなら、地上での様々な精密計測が可能であるが、

その場で測定を行う場合は、地球圏外における装置

の堅牢性（メンテナンスフリー）、耐久性や、ロケッ

ト搭載重量などの制限があり容易ではない。しかし、

水には太陽系の起源についてのさまざまな情報が、

含まれており、観測装置の実現が望まれている。 

たとえば月面にはどの程度の水があるのか？ 月

の水を探す研究は多くの関心を集めている 1)。実際

2008 年に火山性ガラスに水分子が捕獲されている

証拠があるが 2,3)、月における水の存在量についての

調査結果は極めて不確定である。当然ながら、月の

日照時の表面温度(～395K)、および弱い重力から、

月面に存在する水は、短時間に宇宙空間に散逸する。

ある程度の水があり得る地点は、極域の永久影にな

ったクレーターであり 4)、もしくは表面温度の日変

動を受けない深さにある地下 5)ということになる。 

月の水は、月が形成された直後から後、地球と同

じように、水を含んだ彗星や小惑星、隕石の衝突に

より持ち込まれたか、太陽風の中のプロトンが月面

の酸化物鉱物と反応して形成されたものと考えられ

ている。月の水の出自を知るには、同位体組成の情

報が重要である。ただし、サンプルリターンは水の

豊富な地球での汚染を考えると得策ではなく、よっ

て月面で測定するためには着陸機に搭載可能な装置

が必要である。 

現在我々が想定する装置は、水の吸収強度の強い

2.7μm 帯において狭帯域の中赤外レーザー（DFB、

もしくは Er:ZBLAN laser）を用いたレーザー同位体

分光器であり、月面地下から加熱回収した水蒸気を

一旦、凝結回収し、再度水蒸気化して、H, D, および 
16O, 17O, 18O 同位体の吸収線に同調したレーザーに

よる計測を行うものである。もし同位体存在比が、

地球と同様の D/H~1.5 × 10 , 18O/16O~2.0× 10 と

すると、通常の Lambert-Beer 則  

= − log = ,  ( :吸光度, :比吸光度, :
濃度, :光路長）において L を km 程度にする必要が

ある。NASA の Mars Science Laboratory: Curiosity に

搭載されたレーザー同位体測定機は高反射鏡を用い

たヘリオットセルで対応しており、市販の水・炭素・

窒素同位体測定装置でも高反射鏡を組み合わせて用

い て 長 い 光 路 長 を 形 成 し て cavity enhanced 

spectroscopy を実現している。 

現実的に日本のロケットの Payload の要請から、電

源込みで数 kg となるような軽量かつアラインメン

トフリーであるような装置が望ましい。半導体（LD）

レーザー（2mW）および LD 励起ファイバーレーザ

（1W）による cavity enhanced 型の分光装置を現在構

築中である。 

2015 年度は、フェムト秒レーザーの不調により、

短パルスレーザーでの実験計画を変更し、1) 中赤外

レーザーの水蒸気セル伝搬吸収の実験、および 2)軽

水および重水固体に対するラマン散乱の計測を実施



した。後者は、炭酸水のラマン散乱を発展させて同

位体計測応用を目的とした装置の基礎実験である。 

EXPERIMNENTAL AND RESULTS 

Fig.1 に光路長 10cm の真空にした CaF2 窓を有する

光学セル内で、水蒸気圧を変化させたときの

2.80092μmの赤外光の吸収の変化を示す。吸収は、光

学セルの前後に配置知した 2 台のパワーメーター

（Nova-II）の出力比である。 

 

 
Fig.1 Water (H2O) absorption at 2.80092μm Absorption 

of  5.5 ± 1.1% was obtained at the water pressure of 25 

hPa. Absorption coefficient of α = 57m atm  was 

obtained. Similar result was obtained for 100 % D2O 

vapor. Fluctuation was caused by the variation of laser 

intensity. 

 

地球上での同位体比を考えると、たとえば

HD16O/H2
16O = 3 × 10  であるので、Fig. 1 から得

られた吸収係数 α = 57m atm  および水蒸気

分圧 ~10  を考慮すると、光路長 =10 km で

は、 

exp(−α ⋅ HD O
H O ⋅ ⋅ ) = 0.85 

すなわち、15%の吸収となることがわかる。より強

い吸収帯は、たとえば H2O の場合、2.71-2.74 μm に

あるが、今回は光源の関係でチェックは行っていな

い。 

Fig.2 に、波長 532 nm、パルス幅 10 ns、10 Hz のレ

ーザーによる 軽水、重水の液体、および氷固体で

測定したラマン散乱の結果を示す。 

 

Fig.2 Raman spectra for liquid (at room temperature) 

and solid water isotopes (cooled by dry ice) at 100% H2O 

and 99,75% D2O) as a check of apparatus. Excitation at 

532nm Q switched YAG laser with 10 ns pulse width and 

100mW. Wide peaks correspond to the OH (3400 cm-1), 

and OD (2400 cm-1) stretching mode. Arrowed small 

peaks at 1600 cm-1 (H2O) and 1200 cm-1 (D2O) were 

observed only for liquid samples which due to the bending 

vibration of molecules. 

 

Fig.2 に示されたように、固体および液体の水同位体

の典型的なラマンスペクトルが得られている。H と

D が交換した HDO では、両方をマージしたピーク

が観測されるほか、1500 cm-1 付近に HDO の変角振

動が観測される。 

 実際の同位体測定では、氷の場合界面散乱が大きく

なり、プローブ光の減衰を招く。そのため、試料を

ガス化させてこれを cavity ring down (enhanced) 光学

系に組み込むことにより、高精度の測定が可能とな

る。現在その準備を行っている段階である。 
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