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はじめに  

波長が 105 nm から 200 nm の光は真空紫外 
(Vacuum Ultraviolet: VUV) 光と呼ばれ、その光子エ
ネルギーは 6～12 eVであり、ほとんどの物質の禁制
帯幅を超える。したがって、VUV 光は物質表面で
強く吸収され、表面を強励起することができ、光科
学分野においては、表面誘起物理現象などが興味あ
る分野である。VUV 光による光プロセスは、反応
性のガスや溶媒等を用いることなく、光子エネルギ
ーのみでの分解や合成、あるいは材料表面の改質や
脱離・洗浄などを低温条件下で行うことを可能とす
る。つまりは、熱エネルギーや溶媒・触媒の消費量
削減を可能とし、産業分野においても、低環境負荷・
低炭素プロセスによる次世代の高付加価値型ものづ
くりに有用な技術としても期待される。 

我々は、希ガスエキシマを媒質とした VUV 光
源の開発ならびに、VUV光を応用した光プロセス技
術の開発を行ってきた。これまでに電子ビーム励起
Ar2

* エキシマレーザーを高輝度化発振させ、放電励
起による Kr2

* エキシマレーザーでは世界で初めて
発振させることに成功した。また、新しいエキシマ
光源の開発として、インコヒーレント光源である希
ガスエキシマランプの開発を行い、それとともに新
しい VUV光プロセスも提案・開発することで、VUV
光を用いた洗浄技術などの礎を築いた。現在はフラ
ットパネルディスプレイ用ガラス基板などの洗浄技
術として実用化へと繋がっている。また、これらの
成果を基に、大学発ベンチャー企業（株）NTPを設
立し、希ガスエキシマランプを用いた光洗浄・表面
処理装置を開発・販売している。 

現在は、VUV光の発生と応用における成果を基
に、宮崎大学光科学プロジェクトとして研究を展開
し、文部科学省特別研究経費（大学間連携）を基に、

超短パルス・真空紫外コヒーレント光源の開発を行
っており、レーザーエネルギー学研究に資する共同
研究として継続して実施している。 

真空紫外 MOPAシステムの開発  

本研究においては、高輝度 VUV コヒーレント
光発生システムを開発している。高調波発生により
真空紫外・超短パルスシード光を発生させ、超短パ
ルス光励起 Ar2

*増幅システムならびに放電励起 Ar2
*

増幅システムによる増幅することで、サブピコ秒の
パルス幅でサブ mJ の VUV コヒーレント光を繰り
返し 1 Hz 以上で得ることを最終目標としている。
現在は、高調波発生技術により 126 nm の超短パル
スシード光を得た後、レーザー生成プラズマからの
緩和過程で生成された Ar2

* 媒質により増幅する
VUV コヒーレント光発生用 MOPA (VUV-MOPA) 
システムを開発している。システムの概要を Fig. 1 
に示す。波長 882 nm のチタンサファイア(TiS)レー
ザー (Tsunami and Spitfire Pro, Spectra Physics) から
の繰り返し 1 kHz、エネルギー1 mJ、パルス幅 170 fs
の出力を基本波として、Xeガス中で波長 126 nm の
第 7次高調波を得た。次に、波長 800 nm ，パルス
エネルギー 5 mJ, パルス幅 120 fs (FWHM) で繰り
返し 1 kHz の高出力 TiS レーザー (Tsunami and 
Spitfire Ace, Spectra Physics) を Arガス中に集光照射
し、光電場イオン化 (OFI) によりプラズマを生成し
た。このプラズマからの緩和過程で生じた Ar2

* を 
126 nm 光の増幅媒質として用いた。上記の 2 台の
TiSレーザーを 2 ps以下のジッターで同期発振させ、
レーザー出力の時間遅延を PC で制御可能なシステ
ムとした。 

Fig. 1 の VUV-MOPAシステムにおいて、増幅
段に OFI励起レーザー光を入射させ、その後に VUV
シード光を任意の時間だけ遅らせて入射させた。
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Fig. 1.	  New VUV-MOPA system using two-synchronized TiS lasers. 



	

	

VUVシード光を OFI- Ar2
* 増幅段に注入する時間を

変えた時の出力の変化を測定した結果、最大の増幅
率はOFI励起レーザー入射後 20 ns において得られ
た。これは Ar2

* からの自然放出光強度が最大になる
時間と一致しており、OFI によりプラズマが生成さ
れ、緩和過程を経て Ar2

* が生成されるまでの時間が
約 20 ns必要であることを示している。OFI励起レー
ザーに対して VUV シードパルスを遅延させて Ar2

* 
増幅領域に入射させる必要があることが確認された。 

Fig. 2に Ar2
* 増幅段の有無における、第 7次高

調波のスペクトル強度の変化を示す。中心波長は、
126 nm であり、増幅媒質である Ar2

* の利得のピー
ク波長と一致している。観測されるスペクトルには
増幅光に加えてアルゴンエキシマの自然放出光成分
が含まれるため差分処理を行った。増幅光の両脇に
観測されているノイズはスペクトルの差分処理を行
った際に生じたものである。Ar2

* 増幅器を使用して
いない場合と比較して、波長 126 nmにおいて約 1.5
倍の光増幅が観測された。増幅されたスペクトル幅
は増幅器の有無に関わらず 1 nm程度であり、分光器
の波長分解能（~ 1 nm）によりスペクトル幅の変化
は観測できなかったと考えられる。また、Fig. 3 に
示すように、VUV シード光と Ar2

* 増幅領域の空間
的な重なりを最適化することにより、最大で 3.1 倍
の増幅が得られた。これは利得長がレイリー長 0.97 
cm と等しいと仮定すると g = 1.2 cm-1に相当する。
また増幅が得られる領域の幅はガウス分布を仮定し
て 670 µm (FWHM) と計測された。利得計測のプロ
ーブで用いた VUV シード光のビーム径は 110 µm 
(FWHM) であり、これを考慮すると、利得領域幅は
660 µm (FWHM) と求められた。ビーム入射直後の
プラズマ径はレーザーの集光径である 70 µm 
(FWHM) と等しいとすると、プラズマは 20 ns の間
に 660 µm にまで拡がっていることが分かった。 

これまでの自由空間における増幅において、A2
*

の利得長は概ねレーザーのレイリー長に制限されて
いると考えられる。このことから増幅領域に中空フ
ァイバーを導入し、励起光の閉じ込めによる利得長
の長尺化ならびに増幅光の閉じ込め効果による増幅
率の向上を計った。OFI- Ar2

* 増幅部に直径 250 µm
長さ 50 mm、の石英製中空ファイバーを設置し、シ
ード光である第 7次高調波を中空ファイバーに透過
させた。この際に約 75 %の透過率が得られた。これ
は大気圧下で調整した低強度の TiS レーザーの透過
率 79 % とほぼ同等であり、真空下での VUV光に
対しても最適な光軸調整結果が得られた。 

この VUV-MOPA システムの構築により、Ar2
* 

増幅媒体の高利得化を実現し、1 kHz の繰り返し周
波数において、高強度 VUV 光の発生が期待される。
現在、さらなる高出力化を目指して実験を継続して
いる。それと共に自己位相変調効果による周波数帯
域の拡大を試みる計画である。これにより実験室サ
イズでの小型可変波長 EUV コヒーレント光発生
システムが実現する考えである。 

 

まとめと今後の展開  

OFI励起 Ar2
* 増幅器により VUV光の増幅を観

測した。2012 年度に新たな TiS レーザーを増設し、
既設の 882 nm の TiSレーザーと同期した発振を実
現した。これによりシード光の高出力化と Ar2

* 増幅
媒体の高利得化、ならびに VUV シード光を増幅媒
質に注入するタイミングの最適化を行い、3.1倍の増
幅が確認された。また、さらなる高利得化を目指し
て、中空ファイバーを導入した。今後は VUV-MOPA
システムにより、サブ mJ – サブ ps の高強度コヒ
ーレント VUV光の発生を目指す。 

また、光源開発ならびに光プロセスに関する光
科学研究を継続すると共に、「宮崎大学光科学セミナ
ー」を開催するなど、宮崎における光科学研究拠点
形成への発展・展開を目指し活動を継続している。 
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Fig. 2.  Spectrum of VUV seed pulse and amplified 

radiation at 126 nm. 
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Fig. 3.  Spatial distribution of VUV amplification  
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