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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) 光と呼ばれる。VUV光の
持つ光子エネルギーは 6～12 eVであり、フッ化物結
晶を除く材料の禁制帯幅を超える。したがって、
VUV 光は材料表面で強く吸収され、表面を励起す
ることができ、VUV 光による光プロセスは、反応
性のガスや触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、低環境負荷・低炭素プロセスによ
る高付加価値型ものづくりに有用な技術としても期
待できる。 

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
術として実用化されている。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、レーザー科学研究に資する共同研究とし
て継続して実施してきた。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。ここにこれまでの研究結果をまとめる。 

真空紫外 MOPAシステム  

真空紫外・超短パルスシード光を近赤外の第 7
次高調波により発生させ、Ar2

* により増幅すること
で、超短パルス 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。
VUV-MOPA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、最大パルスエネルギー 1 mJ、パルス幅 170 fs
の出力を基本波とし、Xeガス中において、波長 126 
nm の第 7次高調波を得た。次に、波長 800 nm ，
最大パルスエネルギー  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
じる Ar2

* を 126 nm 光の増幅媒質として用いた。上
記の 2台の TiSレーザーは 2 ps以下のジッターで同
期発振が可能であり、レーザー出力間の遅延時間を
PCで制御が可能なレーザーシステムを構成した。 

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。
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。また、空間的な VUV シード光と増幅媒質の重
なりを最適化することにより、最高で 3.1 倍の増幅
が得られた。 
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Fig. 1.	  VUV-MOPA system using two-synchronized TiS lasers. 



	 

	 

中空ファイバーによる高利得化  

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。 

VUV-MOPAシステムにおいて、VUV増幅部の
みを用い、OFI 励起 Ar2

* からの自然放出光 (ASE) 
強度を計測することで、利得長積の向上に中空ファ
イバーがもたらす効果を評価した。Fig. 2 に VUV分
光器で計測された ASE スペクトルの一例を示す。
中心波長が 126 nm の発光が観測され、励起強度の
増大により ASE強度が高くなった。Fig. 3 に、OFI
励起レーザーを 1×1014 W/cm2 の強度で入射し、長
さが 5 cm と 10 cm の合成石英製中空ファイバー
を設置した場合としない場合における、ASE 強度を
示す。ASE強度は Ar ガス圧力の 2乗に比例してお
り、エキシマ生成過程において、3 体衝突が支配的
であることを示唆した。しかし、中空ファイバーの
有無ならびにその長さは ASE 強度に影響していな
い結果が得られた。さらに、Arガス圧は 10 MPa と
一定として、励起レーザー光強度を上昇させると、 
Fig. 4 に示す様にファイバーが無い方が、ASE 強度
が高くなる結果が得られた。分光器を見込む立体角
からは、ファイバーの両端で ASE 光が遮断されて
いることはなく、中空ファイバーの中心部からの発
光が計測されていた。また、ファイバーの有無に関
わらず、励起レーザーがチャネリングを起こすこと
により、長尺のプラズマが生成されていることが目
視で観測された。 

これらの結果から、中空ファイバーの有無に関
わらず、長尺のプラズマが生成されているが、ファ
イバーがある場合は、管壁との衝突による失活過程
等により、エキシマ生成条件が乱され、結果として
利得長積が向上していないことが予想される。さら
にはファイバー端面にレーザーが照射されたことで
生じたプラズマにより、VUV シード光が反射され
るなど、損失過程が存在していることが考えられる。
中空ファイバーの直径を最適化することや、VUVシ
ード光が利得領域と長尺で重ね合わせが可能となる
様にコリメートもしくはガイディングする技術が
VUV出力の向上には重要である。 

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。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
光の発生が可能である。この VUV-MOPA による高
強度 VUV 光を発生させ、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コヒーレント光発生

システムが実現できる。 
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、継続して活動する。 
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Fig. 2. Examples of Ar2
* ASE spectrum. 
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* ASE intensity with and w/o hollow fibers 
excited by laser intensity of 1×1014 W/cm2. 
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* ASE intensity with and w/o hollow fibers 
at gas pressure of 10 MPa. 

 



	 

	 

表する。 


