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１．は　じ　め　に
　フェムト秒レーザーパルスを媒体に集光照射すると細
い線状に光強度の強い部分ができる．これをフィラメン
テーションといい，空気中での現象は特に詳しく研究さ
れレビューされている．1）　フィラメンテーションに起因
した多くの興味深い現象が見出されている．それらは
雨，雪の生成，2）レーザー波長の赤外領域，THz領域への
変換などである．3）　筆者らはフェムト秒レーザーフィラ
メンテーションを溶液中の化学反応にも応用できること
を初めて示した．4）　メタノール溶媒中のEu3+が白色レー
ザーの発生を伴いながらEu2+に還元された．これに続い
て，Sm3+→Sm2+反応を見出した．5）励起波長の800 nm

はこれら3+イオンの電子遷移に対して非共鳴である．こ
の還元反応はフェムト秒フィラメンテーションによる溶
媒のイオン化，すなわち電子放出により誘起された反応
として説明できる．反応と同時に白色光が見られたが，
これはフィラメンテーションが起きた際に入射レーザー
光の一部が変換されたものと考えられる．筆者らはすで
にこのような反応は「放射線化学で見られる反応に似て
いる．」ということを示唆している．4）　この流れで，最近
のフェムト秒フィラメントに関連した二つの論文につい
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て紹介しておく．一つはベンゼン─水界面からの，フェ
ムト秒レーザープラズマ生成の下での炭素粒子の生成 , 6）

もう一つはフェムト秒フィラメントを発生させ癌治療に
応用した例である．照射領域の入り口，出口でのダメー
ジを避けながら癌には極めて高いdose ratesを適用でき
るという．7）

　本論文では金属イオンの還元について上記二例に加
え，更に他の金属イオンに展開することにより，フェム
ト秒レーザー励起による金属イオンの還元が一般的現象
であることを示す．これらの金属イオンの反応は単純な
酸化還元反応であるので，上述の溶媒中のベンゼンの反
応，癌治療にも反応機構の解明に参考になると思われ
る．ここでは三番目のランタニドイオンとして，Yb3+，
新たに二つの遷移金属イオン，Fe3+とAg+を取り扱う．
それぞれ，還元されたイオンは特徴ある吸収スペクトル
で観測できる．可視部でスペクトル変化がある場合は
レーザーパルス照射中に試料の色の変化ではっきりと観
測できた．溶液中でのEu3+の反応は光学ガラス中での
フェムト秒レーザーによるEu2+の生成と類似性がある．
その反応では電子が放出され，Eu3+イオンが電子補足中
心の役割を果たすことが示唆されている．8，9）　フィラメン
テーションに起因する反応は金属イオンと電子との溶液
中における放射線化学の反応に似ており，実際，γ ─線照
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射により電子を生成でき，その電子はEu3+をEu2+に還
元できる．10，11）　放射線化学の分野で分子を含む金属イオ
ンと電子との反応速度は詳しく研究されおり，1500以
上の例が蓄積されている．12，13）　これらはフィラメンテー
ションに起因する反応の起き易さを推定する上で重要な
データとなる．
　本論文では次の点を明らかにしようとしている．
　iii） ランタニドイオンの第三の例としてYb3+溶液を実
験に用いた．Yb3+系は他のランタニドイオンの系Eu3+

とSm3+の反応と似ているであろう．これら三つのイオ
ンは溶媒和電子と早い反応速度定数を示すという共通点
がある．
　ii） 我々はこのレーザー還元反応を二つの遷移金属イ
オンFe3+とAg+に拡張することを試みる．
　iii） 無機化合物の系では電荷移動吸収（CT）帯が紫外，
可視部にあり，酸化還元反応はそのCT帯への励起で誘
起でき，1光子あるいは多光子励起とそれに続く還元反
応が含まれるであろう．実際三つのランタニドイオンで
は光化学的に活性なCT帯を持ち，1光子，2光子のCT帯
励起で還元されることがすでに知られている．5，15，16，17，18）

遷移金属の系としてFe3+蓚酸錯体を用いた．この錯体は
化学光量計として使われてきており , 19，20）その光反応機
構は詳しく研究されてきた．21，22，23，24）　CT帯は400 nm以
下にあり694.3 nmレーザーで2光子活性である．25）従っ
て，Fe3+蓚酸錯体は800 nmフェムト秒パルスに対して
も2光子活性であろう．より長波長の1190 nmでは2光
子でCT帯に届かないから，2光子励起を抑えることが
できるであろう．しかし，3光子吸収は起こりうる．例
えば有機化合物では白色光生成の閾値より弱いレーザー
強度のところで，5–7光の多光子吸収を調べらることが
できている．26，27）

　iv） 電子放出が初期過程と考えられる．実際，フェム
ト秒レーザー励起で溶媒のレーザー破壊が起きる強度条
件では，金，銀の微粒子生成が報告されている．28，29，30）

ここでは，フェムト秒レーザー照射の場合で，溶媒の
レーザー破壊が起きないが，白色光を伴うレーザーの強
度領域で同じような反応が見られるかどうかを調べる．
白色光を伴うレーザーの強度領域では電子放出が起きる
と考えられるからである．結局，放射線化学で見られる
反応に似ている．関連して，ここで取り扱っている系も
含め，多くの金属イオンの還元反応は放射線化学の分野
で調べられている．12，13，14）　γ ─線照射によるAg+系の反応
があり，Agn

+微粒子の生成が報告されている．31）

２．実　　　　　験
　Yb3+系の実験では中心波長800 nmの直線偏光のフェ
ムト秒パルスを用いた．32）　レーザーパルスはチタンサ
ファイヤレーザーシステムAlpha 100／XS, Thales 

Laser，から繰り返し100 Hzで得た．パルス幅は変換限
界で43 fsであった．そのパルス幅はシングルショット
自己相関計（Thales, TAIGA）で測定した．平均出力は
パワーメーター Gentec eo, PS-310Bを用いた．中心波
長970, 1930 nmの赤外パルスはパラメトリック発振お
よび，増幅器（Quantronix, TOPAS）で800 nmの基本
波から変換した．スペクトル幅は970 nmパルスで約40 

nm, 1930 nmパルスで80 nmであった．パラメトリック
変換器から得られた赤外パルスは数枚の誘電体多層膜ミ
ラーで反射し，他の波長成分を落とした．赤外パルス幅
は約130 fsと推定している．この値は1400 nmパルスを
2次自己相関計（APE, PulseCheck）で測定し得た．試
料セルは0.16 cm3 Yb3+溶液で2（width）×4（depth）×20

（height）mm3の石英製である．フェムト秒レーザーパル
スはセルの0.4 cm方向に入射し，照射後，Yb2+の吸収
は同じくセルの0.4 cm方向で測定した．
　Fe3+とAg+系の実験では800および1190 nmパルスを
励 起 光 と し て 用 い た．33）　Nd3+：YVO4レ ー ザ ー
（Coherent, Verdi）の第2次高調波（SHG）で励起され
たチタンサファイヤレーザーの発振器（Coherent, 

Vitesse） か ら 得 ら れ た パ ル ス をNd3+：YLF laser

（Coherent, Evolution） で ポ ン プ す る 再 生 増 幅 器
（Coherent, Legend）で増幅した．　出力は2.4 W，パルス
幅100 fs fwhm，繰り返し1 kHz，中心波長800 nmで
あった．1190 nmパルスはパラメトリック発振，増幅器
（Coherent, OPerA）で基本波800 nmら変換して得た．
スペクトル幅は30 nmであった．平均出力はホトホトダ
イオード（THORLABS PDA50B）とパワーメーター
（Gentec TPM310）の組み合わせで測定した．
　焦点距離200 mmの平凸レンズでEu3+系の場合のみ焦
点の20 mm手前に試料セルを置き , 4）そのほかの試料で
は焦点に試料を置いた．生成物のYb2+は367 nmにピー
クを持つ 17）Yb2+の吸収スペクトルで検出した．鉄イオ
ンの実験では蓚酸第2鉄カリウムの0.3 cm3の0.1–0.2 M 

of Fe3+溶液を照射した．1190 nmパルスに対して，試料
セルは5（width）×10（depth）mm2の底面積を持つ石英
セル，800 nmパルスに対してはプラスティックセルを
用いた．および，生成したFe2+イオンの検出は標準の化
学光量計の方法を用いた．20）　すなわち照射後，Fe2+イオ
ンは1,10─フェナンスロリンと錯体を形成させる．その
錯体は510 nmにモル分子吸光係数1.1×104 M–1cm–1を
持つ．本実験ではFe2+錯体の吸収を520 nmで測定した．
分光光度計はBiochrom CO7500 Colourwaveおよび
Shimadzu UV 3600を用いた．1190 nmでの実験では励起
赤外光の試料による吸収を最小にするため，tris（oxalate）
ferrate（III）trihydrate（K3Fe2（C2O4）3・3H2O）（Wako 

Chemicals）をD2O, D2SO4溶媒を用いた．Ag+イオンの
水溶液では文献に従い，31）Ag+イオンの濃度は6×10–3M
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に0.01 Mポリアクリレートのナトリウム塩，PANa

（MW：2100）を加え，0.13 M 2─プロパノール水溶液と
した．Fe3+とAg+試料は空気飽和の条件である．YbCl3・
6H2O（Aldrich, 99.998%），メタノール（Nacalai，スペ
クトル級），15─クラウン─5─エーテル（15C5），（Tokyo 

Kasei，>97%）はそのまま使用した．溶液はYb2+の溶
存酸素による酸化（Yb2+→Yb3+）を抑えるため脱ガス
し，1気圧の窒素を加えた．Yb3+濃度は0.5–0.75 M，
15C5濃度はその3倍等量とした15C5は266 nmで分子
吸光係数は0.6 M–1cm–1の吸収があった．17）

３．結　　　　　果
3-1	 Eu3+→Eu2+	and	Sm3+→Sm2+反応に続き，第三

のランタニドイオンのYb3+→Yb2+反応の場合
　三つのランタニドイオンのエネルギー準位と励起波長
を図1に示した．この図は4f電子のエネルギー準位，14）

電荷移動（CT）状態，34）さらに発光寿命17，35）の文献値を
組み合わせている．800 nmフェムト秒パルス励起での
Eu3+とSm3+のイオンの原子価変化の実験はすでに報告
しているが , 4，5）Yb3+イオンの系は第三の活性なランタニ
ドイオンとして，800 nmのパルスに加え970, 1930 nm

のパルス励起を行った．800 nmは三つの系でエネル
ギー準位に対し非共鳴，970, 1930 nmの場合はYb3+イ
オンの4f電子準位に対し，1光子，および，2光子共鳴
である．対イオンが塩化物イオンの場合，紫外部に位置
しているCT状態は光活性であり，それらが1光子また
は段階的に2光子で励起された場合にはそれぞれの2価
（Ln2+）に還元される．5，15，16，17，18）高強度レーザーパルス
によるランタニドイオンの還元を議論する際にはCT状

態への多光子励起が含まれてはいないかどうか，考える
必要がある．
　図2は800 nmパルスによるYb2+イオンの出現を示し
ている．1.8×105ショットの照射により367 nmにピー
クを持つYb2+イオンスペクトルが得られた．スペクト
ルの形状はUV光照射で得られたもの17）と同じであっ
た．Yb2+イオンのスペクトルは970 nm 130 fsパルス
1.8×105ショット励起，3–40 μJのパルスエネルギー，
1930 nmの4–10 μJのパルスエネルギーの場合にも観測
された．図1に示したように中心波長970 nmのフェム
ト秒パルスは 2F7/2← 2F5/2遷移に共鳴している．この遷移
の吸収ピーク波長は975 nmであるが，スペクトル幅は
70 nmである．これに対しレーザーパルスは40 nmの幅
を持っているので，両者は重なっている．ただ，この遷
移は双極子禁制で，メタノール中でモル分子吸光係数は
2.6 M–1 cm–1と小さい．1930 nmパルスは2光子共鳴し
ていると見なすことができる．

　図3はYb2+の濃度と照射パルスエネルギーとの関係を
示す．次の2つの特徴がある．ii）Yb2+の出現の閾値は
2–5 μJであり，励起波長800と970 nm励起で特別な差
は見られない．これらの結果は入射エネルギーに対する
生成効率が二つの波長でおよそ同じであることを意味し
ている．ii）対数表示のレーザー強度，Yb2+の吸光度の
プロットから傾きが約1.7（800 nmパルス），1.8（970 

nmパルス）であり，これにも大きな差はない．
　多光子吸収でCT状態に（<280 nm）励起するには，
800 nmパルスの場合3光子，970 nmパルスの場合4光
子，1930 nmパルスでは数光子以上必要である．（さら
に IV-2で議論）．図3の結果はCT準位への多光子励起を
支持していない．Yb2+への変換効率は両波長，800と
970 nm励起で大きな差は見られず，対数プロットの傾
きもCT状態への多光子吸収を支持していない．さらに
1930 nm励起ではCT状態への多光子吸収であれば，効
率は極端に小さくなってよいが，この場合も800 nm励

Fig. 1. Energy levels and excitation wavelengths of the lanthanide 
Ln3+ systems. The major excitation wavelength 800 nm is 
single-photon-non-resonant with the electronic levels, as shown 
by the longest vertical arrows. For the Yb3+ system, 970 nm 
and 1930 nm are the resonant wavelengths. The photoreactive 
charge transfer (CT) levels are indicated with the gray areas 
in the UV region. The emission lifetimes in methanol are 
indicated.

Fig. 2. Yb2+ absorption spectra appear around 367 nm by irradiating 
an Yb3+ system of 0.1 M of YbCl3・6H2O with 0.5 M of 
15-crown-5-ether in methanol with 1.8×105 shots of 800-nm 
and 43-fs pulses. The pulse energies are indicated.
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起の場合と同様，マイクロジュールの照射エネルギー領
域でYb2+の生成を観測できた．
　白色光がセルの20 cm後方に置いた白い紙の上で目視
できるが，その閾値は800, 970 nmの両波長のパルス励
起でおよそ3 μJであった．白色光のスペクトルは本質的
には報告されているもの36，37，38）と同じである．3–10 μJ

の照射エネルギーではスペクトル幅は狭く，およそ100 

nm程度であったが，20 μJの照射エネルギーでは可視部
全体にスペクトルは広がった．
　Yb2+生成の閾値は白色光生成の閾値と同じだと見なす
ことができる．白色光の生成は電子生成を示唆してい
る．電子は放出された直後，1 ps以内に水中で溶媒和さ
れ，溶媒和電子，e–

sol，の状態になるであろう．39）　従っ
て，Ln2+生成の機構として次のように推論できる，ここ
でLn=Eu, Sm, Ybである．

	 nhv
CH3OH→ CH3OH+ + e–

sol,

Ln3+ + e–
sol→Ln2+  （1）．

3-2	 遷移金属イオンの最初の例としてのFe3+→Fe2

反応
　Fe3+（C2O4）3

3–錯体の光酸化還元反応は化学光量計とし
て使われてきた．ParkerらがFe3+からFe2+の光還元反応を
感度の良い化学光量計として利用できることを示した．19）  

その反応は詳しく研究され，光化学のハンドブックには
254–436 nmの範囲で反応収量がまとめられている．20）  

全体の反応は次のように表すことができる：21，22，23，24）

 hv
2［Fe3+（C2O4）3］3– →

2［Fe2+（C2O4）2］2–+ 2CO2 + C2O4
2– （2）．

　反応はCT励起過程を含み，CO2•
–ラジカル／溶媒和

電子（e–
sol）の放出，それに続く主としてCO2•

–ラジカ
ル，e–

solと親のFe3+錯体が反応しFe3+はFe2+へと分子間
電子移動する．Fe3+（C2O4）3

3–錯体の酸性水溶液での吸収
スペクトルは図4に示すように紫外域にCT吸収帯を持
ち，そのショルダーは280 nmで5×103 M–1 cm–1の係数
を持つ．21）　可視部には幅の広い吸収，d-d遷移と言われ
ている，があるが，図にはその吸収係数は1 M–1 cm–1程
度と弱すぎて明示することできない．光生成物のFe2+は
o-phenanthroline錯体として検出できる．20）　その吸収ス
ペクトルは図4に示すように広く，またモル分子吸光係
数は510 nmで1.1×104 M–1 cm–1と大きい．
　図4における試料セルの写真は800 nmフェムト秒パ
ルス励起による試料溶液の色の変化を示している．試料
溶液の色はレーザー光照射前では黄色を示した．これは
K3Fe3+（C2O4）3の400 nm付近の弱い吸収によるものであ
る．レーザーエネルギー 12 μJ／パルス，パルス幅100 

fs，1 kHzで5分照射し，さらにo-phenanthrolinを加える
と溶液の色は赤となった．この場合，540 nmの波長でも
吸光度は1.0となった．詳しい結果は図5に示すとおりで
ある．レーザー照射エネルギーは0.2–12 μJ/pulseで0.25–

30分間照射した．縦軸のスケールはFe2+（o-phen）3
2–の濃

度を1 cmセルで520 nmにおける1分あたりの吸光度で
表している．点線は対数グラフに対し傾き2.0を持つ．
このガイドラインからのずれが10 μJ/pulseの手前から
始まっている．
　対数表示に対する傾き2.0は2光子励起，それに続く
Fe2+への還元を支持している．実際，この系では694.3 

nmのルピーレーザーを用いた2光子励起，それに続く
Fe2+への還元が報告されており，その2光子吸収係数は
1.5×10–50 cm4s/photonであるという．25）　今回の800 nm

励起の場合も同じ反応機構であると思われる．

Fig. 3. a) Yb2+ formation as absorbance at 367 nm for a 0.4 cm cell 
length after 1.8×105 shots of irradiation of 0.1 M of YbCl3 · 
6H2O with 0.5 M of 15-crown-5-ether in methanol.
○：At a wavelength of 800 nm with a duration of 43 fs
■：At a wavelength of 970 nm with a duration of 130 fs.
The arrow indicates the range where white-light laser was 
visually seen with a 43-fs pulse at 800 nm.

Fig. 4. The solid line is the absorption spectrum of Fe3+(C2O4)3
3– in 

acidic water in the UV region with a light yellow color, and 
the broken line represents Fe2+(o-phen)3

2– in the Vis region. 
Femtosecond pulse irradiation of the 0.1 M K3Fe3+(C2O4)3 
solution turns the yellow color to red. The dotted square is a 
guide for the sample cell. The vertical arrow with a dotted line 
is a wavelength of two-photon of 800-nm pulse.
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　図6は1190 nmレーザーパルスを用いた場合の結果で
ある．レーザー照射エネルギーは1.3–12 μJ/pulse，5分
から751分照射し，縦軸は1分あたりに規格化した520 

nmにおける吸光度である．最も小さい値は1.45 μJの
レーザーパルスを751分照射し，吸光度として0.00を得
た．この場合1分あたりの最大値として，0.005/751=  

6.7×10–6と評価した．還元の機構は800 nm励起の場合
と異なり，次に示した観測結果 iii），ii）から，溶媒のイ
オン化，それに続く電子補足の反応であると推定した．
　ii） 観測値すべてにフィットできる単純な直線は引け
ない．白色光が観測できるエネルギー領域以下でFe2+へ
の還元効率は急激に下がる．
　ii） 励起エネルギーが数マイクロジュールのとき，Fe2+

への変換は800 nm励起の場合に比べ約1/10であった．
これは3光子吸収で期待される変換効率の約30倍であ
る．（詳しい議論は議論 IV-2）
3-3	 Ag+→→Agn

+

　銀イオンはγ─線励起で還元され，ポリアクリレート塩
を含む水溶液で銀微粒子を生成することが知られてい
る．31）　この場合の還元剤はγ─線照射により生成された溶

媒和電子である．銀クラスターのサイズにより照射後，
試料溶液は赤，緑，青を呈するとされている．フェムト
秒パルス励起でも溶媒和電子を生成できるから銀イオン
を含む溶液は，フェムト秒パルス励起で銀微粒子の生成
を期待した．図7はフェムト秒パルス励起による銀イオ
ンを含む系の色の変化を示す．
　溶液は6×10–3 MのAgClO4，0.01 M PANa，0.13 M 

2─プロパノールを含み，照射前は可視部に吸収はない．
0.3 mlの溶液を100 fs, 5 μJのパルス , 1 kHzで10 min照
射した．色は濃い茶色となり，可視部全体に吸収があ
り，450 nm付近にスペクトル幅のひろい瘤があらわれ
た．レーザー照射中には茶色の煙のようなものがみえ
た．
　レーザーパルスエネルギーが2–10 μJの時白色光が見
えた．5 μJ/pulseでは明るいスパークが時々見られた．
鉄の系では10 μJ以下ではスパークは見えなかった．し
たがってクラスターが誘起する破壊が起きているものと
思われる．銀クラスター存在中での白色光の研究があ
り，そこでは50 fs，800 nmレーザーパルスを170 mm

レンズで集光，3 μJ/pulseのとき白色光が観測されてい
る．40）　銀クラスターの440 nmの吸収と入射レーザー強
度の対数プロットでは傾きがおよそ1.5となった．照射
前の吸収スペクトルは350 nm以下から始まるので銀粒
子生成は800 nmパルスの2光子吸収機構でなく，溶媒
和電子との反応と思われる．

４．議　　　　　論
4-1	 白色レーザーを伴う溶媒和電子e–

solによる還元
　三つのランタニドイオン（Eu3+, Sm3+, Yb3+）と二つの
遷移金属イオン（Fe3+とAg+）は白色レーザー発生を伴
うレーザー照射条件でそれぞれ相当するイオンに還元さ
れることを見出した．Fe3+の800 nmパルス励起の場合
は2光子吸収機構と推定できるが，1190 nmパルス励起
でFe2+が生成する場合を含めて，共通の機構を図8に示
した．高強度フェムト秒レーザーと液体との相互作用は
よく研究されている．36，37，38）　簡単には，入射レーザー

Fig. 6. Fe3+→Fe2+ conversion on irradiation with 1190-nm, 100-fs laser 
pulses of 0.1 M K3Fe3+(C2O4)3 aqueous solution. An arrow with 
WL is a region of energy where white-light laser visually seen.

Fig. 7. A spectral change due to Ag+→→Agn
+ formation on irradiation 

with 800-nm femtosecond laser pulses.

Fig. 5. Fe3+→Fe2+ conversion on irradiation with 800-nm, 100-fs laser 
pulses of 0.1 M K3Fe3+(C2O4)3 aqueous solution. The vertical 
scale represents log (absorbance) at 520 nm for 1 cm cell length 
per 1 min of Fe2+-o-phenanthroline complex and the horizontal 
scale is log (laser energy in a unit of μJ/pulse ). An arrow with 
WL is a region of energy where white-light laser was visually 
seen and an arrow with BD shows an energy region where 
bright spots were occasionally observed visually.
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ビームは集光レンズと媒体の非線形屈折率n2で集光され
る．高強度レーザー場ではイオン化が起き，電子が放出
される．電子は低い屈折率を持つため，ビームをデ
フォーカスする役割を果たす．このより大きい屈折率と
より小さい屈折率がバランスし，フィラメントと呼ばれ
る狭い領域で高い光強度領域が作られ維持される．フィ
ラメント内におけるピーク強度は電子放出可能な約1013 

Wcm–2に維持される．と同時にレーザーパルスは急峻と
なり，自己位相変調を引き起こす．すなわち，入射光の
一部は白色レーザーに変換される．白色光への変換は
フェムト秒パル励起で，タイトな集光条件でなければバ
ルクの破壊（BD）に先行できる．上述のイオン化に伴
うデフォーカスの後，再収束，即ち，多重フォーカスの
現象が観測されている．38）

　一旦電子が放出されると，周囲のメタノールあるいは
水が配向緩和して溶媒和電子（e–

sol）となる．この電子が
Me3+あるいはAg+により補足される．図8の還元反応は
スキーム（1），（3），（4），および（5）で示されている．三
つのランタニドイオンの場合はスキーム（1）で示した．
イオン化と溶媒和電子の生成が最初のステップ，スキーム
（3）であり，その後1190 nmパルス励起のFe3+, Ag+の系
では（4），（5）で電子が補足（還元）されると考えられる．

	 nhv
CH3OH/H2O→ CH3OH+/H2O

+ + e–
sol （3），

［Fe3+（C2O4）3］3– + e–
sol

 → ［Fe2+（C2O4）3］4– （4），

Ag+→Ag, Ag++ Ag→Ag2
+, …… →Agn

+ （5）．

　スキーム（3）に引き続き，蓚酸Fe3+がスキーム（4）で還
元される．スキーム（4）で示されたe–

solと［Fe3+（C2O4）3］3–

反応は［Fe3+（C2O4）3］3–の1光子励起で，1.2×1010 M–1s–1

の反応速度を持つとして議論されている．24）　この速度
は，e–

solとは効率のよい反応であることを示している．
媒体メタノール／水のイオン化のバンドギャップはメタ
ノールで6.2 eV38）水では6.5 eV41）であるから，800 nm

の光パルスでは5個の光子が必要である．
　溶媒がイオン化された後，いくつかの現象が続く．結
局，e–

solの約半分が金属イオンと評価している．イオン
化された直後電子は1 ps以下でe–

solに緩和する．39）　次の

現象は親のカチオン分子とe–
solと再結合反応（gemi nate 

recombination）であろう．ピコ秒の時間領域での水の
イオン化に続く再結合反応の研究がなされている．42）　電
子が溶媒和されたあと，40–50%の電子が親イオンとお
よそ60 ps内に再結合反応を起こす．言い換えると50–

60%のe–
solが初期ペアーから抜け出すことになる．抜け

出した電子は高い確率で金属イオンと反応する．e–
solと

金属イオンとの反応速度定数は放射線化学の分野で蓄積
されていて , 12）それらは1–5×1010 M–1s–1である．という
ことは0.1 Mの金属イオンでは反応時間は0.2–10 nsと
予想される．主たる競争している反応は酸素との反応で
ある．e–

sol + O2 → O2
–で速度定数は2×1010 M–1s–1，これ

は175 nsの反応時間，e–
sol + e–

solの過程では速度は6×109 

M–1s–1とされており，これは100 nsの時間スケールに相
当する．この評価ではフィラメント中で1018 cm–3の電
子，濃度にして［e–

sol］~1.7×10–3 M, 36）空気飽和系の酸素
濃度として［O2］~1.7×10–3 Mを想定している．結論と
して主反応はe–

solと金属イオンとの反応は生成した電子
のうち約半分が0.1 Mの金属イオンでトラップされるこ
とを示唆している．Eu3+の場合，一応0.2とトラップ効
率を評価したが , 4）より正確な評価のためにはフィラメン
トで生成する電子の数，フィラメントの数の詳しい情報
が必要である．
4-2	 ２光子吸収に続く還元反応
　Fe3+系の800 nmパルス照射では2光子でCT状態へ励
起され，続いて，その励起状態から通常の光化学反応，
スキーム（2）が進むものと考えられる．Fe2+の生成は
図5に示すように傾き2.0を保ちながら，白色レーザー
の閾値に関係なく，それ以下のレーザーエネルギー領域
から観測できている．
　800 nmパルス励起では変換効率（生成したFe2+の数
を入射した光子数で割ったもの）は0.052であった．入
射レーザーエネルギーが10 μJの時，レーザー光は水の
場合に比べ10%余計にFe3+溶液に吸収されることを計
測した．1光子のFe3+錯体の光反応収量は1.13（392 

nm）–1.14（405 nm）20）との報告がある．0.1（800 nmの
光パルスの吸収された割合）×1.13（励起されたCT状態
で405 nmでの反応収量）／2（2光子）=0.057が得られる．
これは観測された0.052に近く，反応が2光子で起こっ
ているとして合理的である．2光子吸収係数は694.3 nm

で1.5×10–50 cm4s/photonとの報告がある．25）　この値は
光強度が1013 Wcm–2の時，モル分子吸光係数として150 

M–1 cm–1に相当する．10 μJの800 nmパルスで10%の
吸収すなわち，吸光度にして0.05；これはフィラメント
の長さ0.1 cmとして800 nmの2光子吸収係数は10–51 

cm4s/photonのオーダーと評価できる．
　［Fe3+（C2O4）3］3–のCT状態へは1190 nmの3光子で，
また，Yb3+のCT状態は800 nmの3光子で到達可能では

Fig. 8. Schematic diagram of the reduction of Me3+→Me2+ and/or 
Ag+→Ag under IR femtosecond laser pulse accom panied by 
white-light laser.
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ある．しかしながら，図3, 6の結果は傾き3では全く説
明できない．有機化合物のn光子吸収の場合，白色光の
閾値より下のパルスエネルギー領域ではっきりと観測さ
れた．26，27）　今回の800 nmパルス励起，Fe3+の系では閾
値よりも下の領域でFe2+が観測でき，2光子吸収を示し
た．しかし，ほかの系では多光子吸収を示すn次に光強
度依存性を示さなかった．このことから多光子吸収の寄
与は小さいと推定される．
4-3	 1190	nmパルス励起によるFe2+への還元とその

効率
　図2, 3に示すYb2+の場合，還元されたイオン数を入射
光子数で割った効率は800と970 nmパルス励起で0.001

であった．また，Fe2+の生成，1190 nm，図6では0.0017

であった．これはパルスエネルギーが10 μJ/pulseの場
合の評価である．二つの異なる系で同じオーダーの効率
であることは還元の機構が同じであることを示唆してい
る．Yb2+の場合，Yb2+の367 nmにおける吸光度の観測
値は図2, 3より0.05（10 μJ/pulse, 1.8×105ショット）
であった．モル分子吸光係数は500 M–1cm–1，励起体積
は0.04 cm3，とすると，Yb2+濃度は1.0×10–8 molであ
る．入射光子数をE（Einstein=mol photon）であらわ
すと1.2×10–5 E．従って変換効率は10–3と評価される．
同様にFe2+の生成，1190 nm励起の場合は1.7×10–3，
すなわち，10–3のオーダーであった．これらの還元反応
では二つの段階があり，第一はe–

solの生成，第二は金属
イオンによるe–

solのトラッピング反応である．Yb2+, Fe2+

の生成効率が一致するためにはe–
solと金属の3+イオンと

の反応速度は同じでなければならない．実際，Fe3+の水
溶液系では1.5×1010 M–1s–1, 24） Yb3+の場合，水溶液で
4.3×1010 M–1s–1との報告がり，13）予想通りオーダー的な
一致がみられる．
　1190 nmパルス励起の場合3光子吸収に続き還元が起
きるならば次式（6）によれば，効率は2光子吸収の場合
の10–3倍に減るはずである．これは光強度が1013 W/cm2

（3.8×1031 photons cm–2 s–1（800 nm），5.7×1031 photons 

cm–2 s–1（1190 nm））での3光子吸収（σ（3）I2）と2光子
吸収係数（σ（2）I）の比で評価した．ただし，原子のn光
子吸収の研究を基にしている；43）

Cross section ratio =
 σ (3) I 2 (1190 nm) ≈ 1×10–3 （6）．

 σ (2) I  (800 nm)

　観測された反応効率の比は0.0017（1190 nm）／0.052

（800 nm）≈ 0.03，となり，（6）式より期待される数値，
10–3倍に比べ，30倍大きい値になった．1190 nm励起に
よるFe2+の高い生成効率は3光子吸収機構ではなくe–

sol

生成に続く還元の機構であることを支持している．もっ
とも，原子の多光子吸収のパラメーターをFe3+錯体に直

接応用するのは無理があり，厳密な議論は今後に待たね
ばならない．

５．結　　　　　論
　はじめに示した四つの点をクリアーにできた．ii）ラン
タニドイオンの第三の例としてYb3+溶液では，Yb3+ + 

e–
sol→Yb2+ の反応を観測でき，Yb3+系はEu3+とSm3+の
反応と似ていた．これら三つのイオンは溶媒和電子と早
い反応速度定数を示すという共通点があり , 12，13）低い還
元電位を示す．17）　ii）同様の反応を二つの遷移金属イオン
Fe3+とAg+に展開することを試み，Fe3+1190 nmパルス
励起，Ag+の800 nmパルス励起による還元反応に成功
した．白色光が目視できるレーザー強度のとき，Fe2+の
生成，Agn

+生成を観測できた．iii）Fe3+蓚酸錯体の場合
は800 nmパルス励起でFe2+を観測できたが，これは白
色光発生の閾値以下でも観測され，2光子励起に続く還
元反応として説明した．iv）これらの還元反応は放射線
化学で見られる反応に似ている．以前に最初の例として
Eu3+→Eu2+反応を調べた際に示唆した通りである．4）

従って，放射線化学の分野で蓄積された反応速度などの
結果が信頼性のあるデータとして利用できる．最近フェ
ムト秒フィラメンテーションが癌の治療に応用された．7）

一般に，フェムト秒フィラメンテーションは白色光発生
を伴う．従って，白色光生成に伴う各種反応の研究は癌
治療における化学反応の理解に役立つであろう．
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