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１． はじめに
高強度レーザーパルスを用いた高次高調波発生により、真空紫外～軟Ｘ線の非常に広い波長領域におけるフェムト秒
光パルスがテーブルトップで得られるようになった。軟Ｘ線域には、化学や生物において重要な C、N、O 原子の K 吸収端
や遷移金属(Mn、Fe、Co 原子等)の L 吸収端が存在するが、なかでも波長 2.3～4.4nm のいわゆる水の窓(water window)領
域は特に重要である。生体の主要な構成物質は水であるから、生体分子の反応をより深く理解するには水和下で使えるプ
ローブが必要不可欠であるが、水の O 原子による吸収が比較的小さい水の窓領域を利用することで、生体分子を生きたま
まの状態(in vivo)で観測できる。このような事情から、水の窓軟Ｘ線への高効率波長変換が近年の光量子科学・超短パ
ルスレーザー開発における焦点の一つとなっている。
一方この水の窓領域においてさえ、液相の水は非常に「不透明」である。すなわち、液相の水の吸収長(透過光強度が
1/e になる距離) は水の窓領域でも高々数μm 程度であり、液相の吸収分光を実現
するには厚さ数μm の液体薄膜を真空中に導入する必要がある。真空中に導入され
た液体試料の表面からは溶媒分子が常に揮発し続け、高い真空度を維持できない
ため、これは容易なことではない。本研究の目標は、マイクロフルイディック（微
小流体）チップから真空中に射出される液膜ジェットを試料として用い、水の窓域
軟Ｘ線による液相の過渡吸収測定を実現させることである。

２． マイクロフルイディックチップによる液膜ジェットの作製
チップの流路出口において互いに交差する、三本の微小流路を有するマイクロ
フルイディックチップを用いて、液膜ジェットの作製を行った。中央の微小流路
（直径 20μm）には純水、両側の微小流路（直径 50μm）にはヘリウムガスをそれ
ぞれ流すことで、チップ先端から射出される純水のジェットがヘリウムガスによ
り両側から圧縮され、液膜ジェットが生成した（図１の矢印部分）
。得られた液膜
ジェットを真空中の試料位置に配置するための、液体試料用真空チャンバー（図
２）の建設を行った。同チャンバーの中央に、マイクロフルイディックチップを下
向きに配置した。液膜ジェットの先にはビームキャッチャー（図２の矢印部分、使
用時には外側から液体窒素により冷却する）が配置され、試料を直ちに凍結させる
ことで同チャンバーの真空度の悪化を抑える。さらに、同チャンバー内には液体窒
素トラップも設置されており、一部気化した液体試料を凍結させることができる。 図１
図１．マイクロフルイディックチップ
マイクロフルイディックチップを用
いて作製した液膜ジェット．
を用いて作製した液膜ジェット
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３． 水の窓域軟Ｘ線分光装置の建設
これまでの研究により、高強度赤外光パルス(波長 1.8μm、パルス幅
20fs、パルスエネルギー1mJ)を発生させるレーザー装置（図３）が既に完
成している。この赤外光パルスを希ガス原子に集光することで、O 原子の K
吸収端を超えて水の窓領域全体をカバーする軟Ｘ線が得られる。本研究で
は、水の窓域軟Ｘ線分光装置の建設を行った。トロイダル鏡を用いて、軟
Ｘ線を液体試料用真空チャンバーの液膜ジェットに集光し、過渡吸収測定
のプローブ光とする。それとは別に、チタンサファイアレーザーの三倍波
光(270nm)を試料位置に集光し、同測定のポンプ光とする。液膜ジェットを
透過した軟Ｘ線のスペクトルを測定するために、軟Ｘ線用回折格子と軟Ｘ
線 CCD 検出器からなる分光器を作成した。

４． 今後の予定
ヘテロ環状分子(C 以外の原子を含む環状分子)の光化学反応については、
これまで非常に多くの先行研究が存在する。DNA 核酸塩基(N 原子を含むヘ
テロ環状分子)の光安定性にもヘテロ環状構造が関与しているとされ、生化
学的にも重要な反応である。また同時に、新たな時間分解分光法が確立さ
れた際、その性能評価としてヘテロ環状分子の測定が行われるというベン
チマーク的な側面も持つ。そこで本研究でも、ヘテロ環状分子(ピリジン)
の光化学反応ダイナミクスを水の窓域軟Ｘ線による液相の過渡吸収により
観測することで、同観測法の性能評価を行う。性能評価実験に続いて、錯
体反応や触媒反応、生体分子の反応へと応用範囲を広げていく予定である。

図２ 液体試料用真空チャンバー．
図２．液体試料用真空チャンバー

図３ 高強度赤外光パルスを発生させるレーザー装置の概略．
図３．高強度赤外光パルスを発生させるレーザー装置の概略
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