
JP 5557487 B2 2014.7.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光元素を封入した発光管と、該発光管に向かってパルスレーザビーム放射するパルス
レーザ発振部と、
　該発光管に向かって連続波レーザビームを放射する連続波レーザ発振部とを備えた光源
装置であって、
　パルスレーザビームと連続波レーザビームの光路の途中に集光手段を設け、パルスレー
ザビームと連続波レーザビームを発光管内で集光させ、
　パルスレーザビームにより形成される高エネルギー状態の領域と、連続波レーザビーム
により形成される高エネルギー状態の領域が発光管内で重なるように、前記レーザビーム
の少なくとも一方の光路の途中に光学手段を設けた
ことを特徴とする光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーザ装置から放射されるレーザビームによって点灯される、露光装置等に
適用するに好適な光源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レーザ装置からのレーザビームを発光ガスを封入した発光管に照射して、ガスを励起さ
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せて発光させるようにした光源装置が知られている（特許文献１参照）
　特許文献１に開示されるものは、連続あるいはパルス状のレーザ光を発振するレーザ発
振器からのビームを、レンズなどの集光用光学系部品で集光させて発光ガス（発光元素）
を封入した発光管に照射し、発光管内の発光ガスを励起させて発光させるものである。
　特許文献１の２頁目の右上欄の上から１６～１８行目には上記レーザー発振器は封入ガ
スの放電励起に十分な強度の連続またはパルス状のレーザー光を発振すると記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６１－１９３３５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　発光管に封入した発光ガスを励起させるレーザビームとしては、特許文献１に記載され
るように、連続あるいはパルス状のレーザビームが考えられるが、いずれのレーザビーム
を用いても、以下のような問題があることがわかった。
（イ）パルス状のレーザー光の場合、「封入ガスの放電励起に十分な強度のパルス状のレ
ーザー光を発振する」ので点灯は開始されるが、図１８（ａ）に示すように、封入ガスに
断続的にレーザー光が入射されるので、高温プラズマ状態はレーザ光が断ち切れるときに
、共に断ち切れてしまう場合があり、常時、高温プラズマ状態を維持することが困難であ
った。すなわち、放電維持が不安定であるという問題があった。
【０００５】
（ロ）連続のレーザー光の場合、封入ガスの放電開始に十分な強度の連続のレーザー光を
発振すれば、点灯は開始されるが、図１８（ｂ）に示すように高温プラズマ状態を維持す
るときも点灯開始時と同じエネルギーを入力すると、管球が加熱されてしまい、この熱に
よって管球にひずみが生じ破損するものがあった。すなわち点灯寿命が短いという問題が
あった。
　また、放電開始に必要なレーザ光のパワーは数十から数百ｋＷとなるが、このような大
出力のレーザ光を連続して出力するレーザ装置は大型でコストも高く、実用的でない。
　本発明は、上記した問題を解決するためになされたものであって、本発明の目的は、発
光元素を封入した発光管にレーザビームを照射して発光させる光源装置において、大きな
パワーのレーザビームを照射することなく、点灯開始後の高温プラズマ状態を安定に維持
して、発光を安定に維持させることができ、また発光管の加熱による点灯寿命の低下を抑
制することができる光源装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　パルス状のレーザビームはピークパワーが大きいので、比較的小さなレーザ装置の出力
で、発光管に封入されたガスを励起することが可能である。一方、連続波レーザビームは
、パルス状のレーザビームのように断ち切れることがないので、高温プラズマ点灯状態に
ある発光管に連続波レーザビームを照射することで発光を維持することが可能である。
　以上のことから、本発明者はパルスレーザビームと連続波レーザビームの両方を用いて
発光元素を封入した発光管を点灯させることを試みた。その結果、発光元素を封入した発
光管にパルスレーザビームを照射して点灯を開始させ、それと同時に連続波レーザビーム
を照射して点灯を維持させることで、比較的小さなパワーのレーザ装置を用いて、確実に
発光管の点灯を開始させ、点灯開始後、安定に点灯を維持することが可能であることが確
認された。
　ここで、発光を維持させるには、パルスレーザビームにより形成される高エネルギー状
態の領域と、連続波レーザビームにより形成される高エネルギー状態の領域が発光管内で
重なっていることが必要である。
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　そこで、パルスレーザビームの光路と連続波レーザビームの光路が発光管内の全領域に
おいて重なるようにレーザ装置を配置すれば、パルスレーザビームと連続波レーザビーム
らより形成される高エネルギー状態の領域を発光管内で容易にかつ確実に重ね合わせるこ
とができる。
　また、連続波レーザビームを励起光として利用して、パルスレーザビームを発生させる
ことで、比較的簡単な構成で、連続波レーザビームに光路が重なるパルス状レーザビーム
を発生させることができる。
【０００７】
　以上に基づき、本発明においては、前記課題を次のように解決する。
　すなわち、光源装置を、発光元素を封入した発光管と、該発光管に向かってパルスレー
ザビーム放射するパルスレーザ発振部と、該発光管に向かって連続波レーザビームを放射
する連続波レーザ発振部で構成する。そして、パルスレーザビームと連続波レーザビーム
の光路の途中に集光手段を設けてパルスレーザビームと連続波レーザビームを発光管内で
集光させるとともに、パルスレーザビームにより形成される高エネルギー状態の領域と、
連続波レーザビームにより形成される高エネルギー状態の領域が重なるように前記レーザ
ビームの少なくとも一方の光路の途中に光学手段を設ける。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明においては、以下の効果を得ることができる。
（１）光源装置を、発光元素を封入した発光管と、該発光管に向かってパルスレーザビー
ム放射するパルスレーザ発振部と、該発光管に向かって連続波レーザビームを放射する連
続波レーザ発振部で構成したので、パルス状レーザビームで高温プラズマ状態を作り、連
続ビームで高温プラズマ状態を維持することができ、高温プラズマ状態が断ち切れを抑制
でき、放電状態を安定させることができる。
　また、連続波レーザビームの輝度は、高温プラズマ状態を維持するに必要な強度でよく
、比較的小さなパワーのレーザ発振部を用いることができるので、発光管が加熱されず長
寿命とすることができる。
　また、パルス状のレーザビームはピークパワーが大きいので、平均出力が比較的小さな
レーザ装置で高温プラズマ状態を作ることが可能であり、また、連続波レーザ発振部も比
較的小さな出力の発振部を用いることができるので、装置が大型化することがない。
（２）パルスレーザ発振部からビームの光路と、前記連続波レーザ発振部からのビームの
光路が、少なくとも発光管内の全領域において重なるように構成することで、発光管の内
部で、パルス状レーザビームと連続波レーザビームの高エネルギー状態の領域を確実に重
ね合わせることができる。このため、高温プラズマ状態の生成と、高温プラズマ状態の維
持を確実に行うことができ、高温プラズマ状態が断ち切れを抑制し、安定に放電させるこ
とができる。
（３）パルスレーザ発振部を、連続波レーザ発振部からのビームの一部を励起光として利
用して、該パルスレーザ発振部内のレーザ結晶を励起させ、パルスレーザビームを放射す
るように構成することで、装置構成を簡単化することができる。
　また、パルス状レーザビームと連続波レーザビームの光路を確実に重ね合わせることが
でき、高温プラズマ状態の生成と高温プラズマ状態の維持を確実に行うことができる。
（４）パルスレーザビームと連続波レーザビームの光路の途中に集光手段を設けてパルス
レーザビームと連続波レーザビームを発光管内で集光させるとともに、前記レーザビーム
の少なくとも一方の光路の途中に光学手段を設けることで、パルスレーザビームにより形
成される高エネルギー状態の領域と、連続波レーザビームにより形成される高エネルギー
状態の領域が確実に重なるようすることができる。
　また、上記のように光学手段を設けることで、パルスレーザビームと連続波レーザビー
ムの波長が異なっていても、その違いによる色収差を補正することができ、パルスレーザ
ビームにより形成される高エネルギー状態の領域と、連続波レーザビームにより形成され
る高エネルギー状態の領域が確実に重なるようすることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の光源装置を露光装置に適用した場合の構成例を示す図である。
【図２】本発明に係る光源装置の第１の実施例を示す図である。
【図３】発光管内部におけるパルス状のビームと連続波のビームの模式図である。
【図４】発光管内部における連続波ビームとパルス状ビームの状態を説明する図である。
【図５】本発明に係る光源装置の第２の実施例を示す図である。
【図６】本発明に係る光源装置の第３の実施例を示す図である。
【図７】本発明に係る光源装置の第４の実施例を示す図である。
【図８】本発明に係る光源装置の第５の実施例を示す図である。
【図９】本発明に係る光源装置の第６の実施例を示す図である。
【図１０】本発明に係る光源装置の第７の実施例を示す図である。
【図１１】本発明に係る光源装置の第８の実施例を示す図である。
【図１２】本発明に係る光源装置の第９の実施例を示す図である。
【図１３】色収差を説明する図である。
【図１４】本発明に係る光源装置の第１０の実施例を示す図である。
【図１５】色収差を抑制するための光学手段の配置例を示す図である。
【図１６】本発明に係る光源装置の第１１の実施例を示す図である。
【図１７】パルス状のビームにより集光点の手前側で高温プラズマ状態が形成される場合
を説明する図である。
【図１８】パルス状レーザビーム、連続波レーザビームの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は本発明に係る光源装置を、その用途の１例である露光装置に適用した場合の構成
例を示す図、図２は本発明に係る光源装置の第１の実施例を示す図である。
　まず、図１により本発明の光源装置を備えた露光装置について説明する。
　露光装置は、光を出射する光源装置１０を備える。この光源装置１０は、図２を用いて
詳述するので、ここでは簡単に説明する。
　光源装置１０は、レーザ発振部２と、該レーザ発振部２からの光を集光する集光手段３
と、該集光手段３で集光された光が入射される発光管１とを備える。図１ではレーザ発振
部２が一つしか示されていないが、後述するようにレーザ発振部２は、パルス状のレーザ
ビームを出力するパルスレーザ発振部と、連続波のレーザビームを出力する連続波レーザ
発振部から構成される。
　レーザ発振部２から集光手段３までのビームの光路上にはメカニカルシャッタ７とミラ
ー８が設けられ、シャッタ７を開閉することでビームの出射・不出射を制御する。
　発光管１は、回転楕円の反射面を有するミラー１１ａに略取り囲まれる。ミラー１１ａ
には、レーザ発振部２からの光を入射する一方の貫通孔１１１と、発光管１を通過した光
を出射する他方の貫通孔１１２とを有する。
【００１１】
　ミラー１１ａと発光管１は、ランプハウス１１に収納される。
　ランプハウス１１には、光源装置１０を構成する集光手段３が設けられる。また、ラン
プハウス１１には、集光ミラー１１ａの他方の貫通孔１１２から出射された光を集光する
集光手段１１ｂも設けられる。
　ランプハウス１１の外部には、集光手段１１ｂからの光が入射し、入射光を減衰させ、
ランプハウス内に戻さないようにするビームダンパー１２ａが配置される。
　発光管１には、レーザ発振部２からのビームが入射され、発光管内部の発光ガスが励起
されて、励起光が生じる。この励起光は、ミラー１１ａで集光されて、図１においては紙
面下方に向かって出射され、ダイクロイックミラー１３に届く。ダイクロイックミラー１
３は露光に必要な波長の光を反射し、それ以外の光を透過させる。ダイクロイックミラー
１３の背面には、ビームダンパー１２ｂが配置され、ダイクロイックミラー１３を透過し
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た光は、ここで集光され終端する。
【００１２】
　ダイクロイックミラー１３で反射された光は、集光ミラー１１ａでの集光により焦点を
結び、この焦点位置に配置されたフィルタ１４のアパーチャ部１４ａを通過する。このと
き、光はアパーチャ部１４ａの形状に成形される。
　アパーチャ部１４ａを通過した光は、広がりながら進み途中に配置された集光手段１５
ａによって集光され、略平行な光となる。
　この光がインテグレータレンズ１６に入射され、出射側に配置された集光手段１５ｂに
よって集光される。インテグレータレンズ１６の各セルレンズから出射された光が、集光
手段１５ｂによって集光されることで、短い距離で重畳されて、照度の均一化が図られる
。
　集光手段１５ｂから出射された光は、重畳しつつ、ミラー１７で反射されてコリメータ
レンズ１８に入射される。コリメータレンズ１８から出射された光は、平行光にされて、
マスク１９を通り、シリコンウエハなどの被照射物Ｗを照射する。このように、光源装置
からの光は、被照射物Ｗを照射し処理する。
【００１３】
　次に、図２を用いて、本発明の第１の実施例に係る光源装置について説明する。
　なお、以下に説明する第１～４の実施例では、連続波レーザー発振部２５からのビーム
の光路とパルスレーザ発振部２１からのビームの光路とが異なり、最終的に発光管１の内
部で重ね合わさって集光される場合を示している。
　本発明の第１の実施例である図２に示す光源装置は、内部に発光ガスが封入された発光
管１と、該発光管１の内部で焦点を結ぶ回折光学素子３１（ＤＯＥ：Ｄｉｆｆｒａｃｔｉ
ｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）と、該回折光学素子３１にパルス状のビームを
入射させるパルスレーザ発振部２１と、該回折型光学素子３１に連続波のビームを入射さ
せる連続波レーザ発振部２５とを備える。各レーザ発振部２１，２５からのレーザビーム
の波長は、この実施例では同一である。なお、以下では連続波のビームをＣＷビームとも
いい、連続波レーザ発振部をＣＷレーザ発振部ともいう。また、パルス状のビームをパル
スビームともいう。
　発光管１は、各レーザ発振部２１，２５からのビームを透過し、且つ、発光元素の励起
光を透過する部材（例えば石英ガラス）で構成される。
　発光管１の形状は、発光元素を封入できる形状であれば良い。ただし、発光元素を高圧
（大気圧より大きい気圧）で封入するときは、その内面形状が回転楕円面や球面であれば
、発光管１の内面に圧力が略均一にかかるので、耐久性という面で良好である。
　発光管１の内部には、発光元素が封入されるが、その用途によって、様々な発光元素が
用いられる。例えば、露光用の光源としては、発光元素として水銀が用いられる。また、
例えば、映写機用の光源としては、発光元素としてキセノンガスが用いられる。
【００１４】
　各レーザ発振部２１，２５は、図示しない電源装置から給電される。
　パルスレーザ発振部２１からは、パルス状のビームが出力され、連続波レーザ発振部２
５からは、連続波のビームが出力される。この両者は、回折光学素子３１（ＤＯＥ）に対
して、同一角度（同図の場合は平行）で入射されるので、通過後に発光管１の内部で重ね
合わされて焦点を結ぶ。このとき、発光管１の内部では、図３（ａ）に示すように、パル
ス状のビームと連続波のビームとが重なり合う。
【００１５】
　発光管１の内部に封入された発光元素は、高温プラズマ状態を形成するために、大きな
エネルギーが必要である。パルス状のビームは、断続的であるが高エネルギーを形成する
ことが可能であるので、このビームによって発光元素が高温プラズマ状態に形成されると
推測される。
　高温プラズマ状態を形成後、この状態を維持するのに必要なエネルギーは、高温プラズ
マ状態を形成するときよりも小さくてよく、また連続的に供給されることが必要である。
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　連続のビームは、発光管１の内部において、パルス状ビームが入射された位置に重ね合
わされ、且つ、パルス状のビームに対して小さなエネルギーである（図３（ａ）の縦軸が
エネルギーの相対値を示している）と共に連続的であるので、高温プラズマ状態を維持で
きる。
　このように、パルスレーザ発振部２１は高温プラズマ状態を開始させる点火源として、
連続波レーザ発振部２５は、高温プラズマ状態を加熱する加熱源として機能する。
【００１６】
　以上のように本発明の光源装置は、以下の（１）及び（２）の特徴を有する。
（１）パルス状のレーザビームと連続波のレーザビームとを発光管１の内部で重ね合わせ
ている。
（２）連続波のレーザビームは、パルス状のレーザビームより小さな強度（エネルギー）
である。
　これにより、点灯開始時に、パルス状のビームによって、高温プラズマ状態形成を可能
とする。さらに、この高温プラズマ状態が形成された位置に、パルス状のビームより強度
の小さな連続波のビームを重ね合わされることで、高温プラズマ状態が断ち切れることを
抑制し、高温プラズマ状態を安定に維持できる。
　その上、連続波のビームは、パルス状のビームより強度が小さいので、発光管の内部に
入力されるエネルギーは大きくなく、発光管が加熱されてひずみが生じることを抑制でき
、これにより、点灯寿命を長寿命にすることができる。
　また、連続波レーザ発振部は、高温プラズマ状態を形成できるほどに、大きなエネルギ
ーを出力する必要がないので、現状で実用化されているレーザ装置を用いて実現すること
ができる。
　なお、高温プラズマ状態は、高密度なエネルギーの領域を形成することで、形成しやす
くなる。このため、発光管の内部に焦点を有するように、集光することが好ましい。
【００１７】
　連続波のレーザビームがパルス状のビームより小さなエネルギーでよいことを確認する
ため、キノセンを１０気圧封入した発光管（石英ガラス）を用意し、パルス状のレーザビ
ーム（５２７ｎｍ）と連続波レーザビーム（１０７０ｎｍ）を光学手段（凸レンズ）で集
光して発光管の内部で重ね合わせ、発光管の発光を調べた。その結果、例えば以下の入力
条件で、発光管が連続発光することが確認された。
・パルス状のレーザビームの入力条件例
　繰り返し周波数：１０００Ｈｚ
　エネルギー：５ｍＪｏｕｌｅ/ ショット
　パルス幅：８０ｎｓ
　平均パワー：５Ｗ
　ピークパワー：６２．５ｋＷ
・連続波レーザビームの入力条件例
　パワー：２００Ｗ
　上記例では、連続波のレーザビームのパワーは、パルス状のレーザビームのパワーの０
．０３％ほどである。このように、連続波レーザビームのパワーは、パルスレーザ状のレ
ーザビームのパワーより、各段に小さくても発光管を点灯させることが可能である。
【００１８】
　連続波レーザビームのパワーがパルスレーザ状のレーザビームのパワーより小さくても
よい理由は以下通りであると考えられる。
　発光管内は、点灯開始時、高エネルギーが発光管内に入力されることで高温プラズマ状
態が形成される。一度形成された高温プラズマには、外部からエネルギーが入力されるこ
とで、高温プラズマが励起されて光を放射する。
　ところが、外部から高エネルギーで且つパルス状のビームが入力されると、形成された
高温プラズマ状態がパルスレーザによるプラズマが生成される時の衝撃波により吹き飛ば
されてしまい、高温プラズマ状態にエネルギーを入力し励起させるということができなく
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なってしまう。
　このように、点灯開始時に必要なエネルギーとは、高温プラズマ状態を形成するための
エネルギーであり、点灯開始後に必要なエネルギーとは、高温プラズマ状態を励起させる
エネルギーであり、両者の少なくとも必要なエネルギーを比較すると、高温プラズマ状態
を励起させるエネルギーの方が断然低くてかまわない。
　このため、高温プラズマ状態を励起させる連続波のビームのパワーは、パルス状のビー
ムのパワーに比べ、０．０３％のような極めて低いエネルギーで十分である。また、必要
以上にパワーを入力してしまうと、発光管の壁を加熱し破損させるという従来の課題が生
じてしまうため、連続波のビームのパワーは０．０３％のような低いエネルギーである必
要がある。
【００１９】
　上述したように、パルス状のビームは、点灯開始時には必ず必要であるが、点灯維持に
は、連続のビームのエネルギーが十分である場合、長時間パルスを続けると逆にせっかく
連続点灯した高温プラズマをパルス状のビームの衝撃波で断ち切ってしまうこともある。
　このため、点灯開始後は、図３（ｂ）に示すように、パルス状のビームの入力を無くす
ことが好ましいと考えられる。
　以上のように本発明の光源装置は、高温プラズマ状態を維持でき、点灯寿命が長寿命で
あるので、この光源装置を備える、例えば、図１に示す露光装置においては、継続的に、
且つ、長期間、被照射物を照射することができる。
　なお、本発明に係る光源装置は、図１で示した露光装置の光源としての用途に用いるこ
ともできるし、発光管内の発光元素を変更すれば、発光管からの出射光を様々な波長の光
に変更することができ、例えば可視光光源である映写機（プロジェクタ）用の光源として
も用いることができる。これは、従来知られている発光管の内部に一対の電極を対向配置
させた、いわゆるランプと呼ばれる光源が、様々な用途で使用されているが、本発明に係
る光源装置は、このランプの代替手段として用いることができ、ランプと同様の様々な用
途に用いることができる。
【００２０】
　以下に上記第１の実施例における数値例及び部材例を示す。
・発光管の部材：石英ガラス
・発光管の外径：３０ｍｍ
・発光管の内径：２６ｍｍ
・発光管内に封入した発光元素：キセノン
・キセノンガスの封入圧又は封入量：１０気圧、
・パルスレーザ発振部のレーザ結晶：ＹＡＧ結晶
・連続波レーザ発振部のレーザ結晶：ＹＡＧ結晶
・パルスレーザ発振部への入力電力の条件：
・パルスレーザ発振部からのビームの波長：１０６４ｎｍ
・連続波レーザ発振部からのビームの波長：１０６４ｎｍ
・パルスレーザ発振部からのビームの出力：１～１００ｍＪ　
　　　　パルスの繰り返し周波数：　０．０１～１０ｋＨｚ
・連続波レーザ発振部からのビームの出力：２０～１０ｋＷ
【００２１】
　なお、本発明では、パルス状のビームと連続のビームとを発光管の内部で重ね合わせて
いる。パルス状のビームによって発光管の内部に生じる高温プラズマ状態は、ビームのエ
ネルギー密度が発光元素を電離する閾値以上であり、且つ、電離された発光元素が高密度
であることで生じる。
　このため、集光用光学系部品によってビームを集光することで、ビームのエネルギー密
度を高め、発光元素を電離する閾値以上にする。
　このとき、パルス状のビームは、そのエネルギー密度が連続のビームのエネルギー密度
よりも大きいので、発光元素を電離させる閾値以上の領域（高エネルギー状態の領域）が
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連続のビームに比べて長く大きくなってしまう。このため、図４に示すように連続波のレ
ーザビーム（ＣＷビーム）は、パルス状のビームによって長くなった閾値以上の領域の中
心近傍に照射されることが望ましく、これにより、高温プラズマ状態の継続が良好に行な
われて、点灯性を良好にすることができる。
【００２２】
　次に本発明の第２の実施例について、図５を用いて説明する。
　図５に示す光源装置は、前記図２に示したＤＯＥ３１に換えて凸レンズを用いたもので
あり、内部に発光ガスが封入された発光管１と、該発光管１の内部で、パルス状のビーム
と連続波のビームが焦点を結ぶように配置された凸レンズ３２から構成される。なお、図
５において、「ＣＷ　ｏｒ　パルス」、「パルス　ｏｒ　ＣＷ」として示したビームは連
続波レーザビーム又はパルス状レーザビームのいずれかを意味し、一方のビームが連続波
レーザビームの場合、他方はパルス状レーザビームである（以下の実施例でも同じ）。
　発光管の内部で焦点を結べる光学手段であれば、上記のように凸レンズ３２を用いるこ
ともでき、この場合、各ビームは、凸レンズ３２に対して同一角度で入射される。
　本実施例においても、第１の実施例の光源装置と同様、高温プラズマ状態を安定に維持
でき、また、連続波のビームは、パルス状のビームより強度が小さいので、発光管が加熱
されてひずみが生じることを抑制でき、これにより、点灯寿命を長寿命にすることができ
る。さらに、連続波レーザ発振部として、現状で実用化されているレーザ装置を用いて実
現することができる。
【００２３】
　本発明の第３の実施例について、図６を用いて説明する。
　図６に示すものは、図２や図５に示したＤＯＥ３１、凸レンズ３２に換えて、発光管１
を取り囲み、且つ、発光管１の内部で焦点を結ぶ位置に放物面鏡３３を配置したものであ
る。
　この場合、パルスレーザ発振部からのパルス状のビームの光路（光軸）と連続波レーザ
発振部からの連続波のビームの光路（光軸）は互いに平行にし、放物面鏡３３の反射面に
入射される。このとき、反射面に反射されたビームは、発光管の内部に向かって焦点を結
ぶように集光される。
　本実施例においても、上記実施例の光源装置と同様、高温プラズマ状態を安定に維持で
き、また、連続波のビームは、パルス状のビームより強度が小さいので、発光管が加熱さ
れてひずみが生じることを抑制でき、これにより、点灯寿命を長寿命にすることができる
。さらに、連続波レーザ発振部として、現状で実用化されているレーザ装置を用いて実現
することができる。
【００２４】
　本発明の第４の実施例について、図７を用いて説明する。
　図７に示すものは、図６に示した放物面鏡３３に換えて、発光管１を取り囲むように、
楕円鏡３４を配置したものである。
　この楕円鏡３４は、その第１焦点は、発光管１の内部に位置するようにし、第２焦点は
発光管１の外部に位置するように配置される。
　各レーザ発振部は、各ビームが第２焦点を通過するように配置される。各ビームの光路
上には、第２焦点で集光する集光手段３（凸レンズ又はＤＯＥ）が配置される。
　各ビームは楕円鏡３４の第２焦点で集光されて楕円鏡３４の反射面に反射される。第２
焦点で集光された光は第１焦点においても集光されるので、発光管１の内部では各ビーム
が焦点を結ぶように集光される。
　本実施例においても、上記実施例の光源装置と同様、高温プラズマ状態を安定に維持で
き、また、点灯寿命を長寿命にすることができる。さらに、連続波レーザ発振部として、
現状で実用化されているレーザ装置を用いて実現することができる。
【００２５】
　上述した第１～４の実施例では、各ビームが異なる光路を辿って、最終的に発光管の内
部で重なり合っている。このように異なる光路を辿って所望な位置で重なり合わせること
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は技術的に難しい。例えば、発光管内の同じ位置に集光するように、ビームの光路を設定
し、光学手段を配置しても、例えば温度が上昇するなど環境が変わると、屈折率などが変
化し、集光位置がずれる可能性がある。
　以下に説明する第５～９の実施例は、少なくとも発光管内の全領域において各ビームの
光路が重なるように構成したものである。このように構成することで、例えば温度が上昇
し、屈折率などが変化しても、パルス状のビームと連続波のビームの集光位置は大きくず
れることはない。
　第５の実施例について、図８を用いて説明する。
　図８に示す例は、ダイクロイックミラー４を用いてパルス状のビームと連続波のビーム
の光路が重なるようにし、集光手段３（凸レンズ又はＤＯＥ）で集光させるように構成し
たものであり、その他の構成は図２に示したものと同様である。
【００２６】
　図８においては、パルス状のビームと連続波のビームの波長が相違しており、このため
ダイクロイックミラー４に入射したビームの一方が反射されて、他方が透過される。
　これを利用して、本実施例ではダイクロイックミラー４から発光管１の間で、各ビーム
の光路を重なり合わせている。
　例えば、一方のビーム（太線で示している）は波長１０６４ｎｍであるとし、他方のビ
ーム（実線で示している）は波長５３２ｎｍであるとする。
　ダイクロイックミラー４は５３２ｎｍの光は反射するが、１０６４ｎｍの光は透過する
ので、これにより、ダイクロイックミラー４によって反射された５３２ｎｍのビームの光
路に、透過させた１０６４ｎｍのビームを重ね合わせることができる。すなわち、光路を
同軸上に位置させることができる。
　なお、高温プラズマ状態は、高密度なエネルギーを形成することで形成しやすい。この
ため、図８に示すように、発光管１の内部に焦点を有するように、集光手段３（凸レンズ
やＤＯＥ）で集光することが好ましい。
【００２７】
　このように、発光管１に至る経路で各ビームの光路を重ね合わせることにより、発光管
の内部でも、両者を重ね合わせることができ、これにより、発光管の内部で、各ビームの
高エネルギー状態の領域を確実に重ね合わせることができる。このため、高温プラズマ状
態の生成と、高温プラズマ状態の維持を確実に行うことができ、安定に放電させることが
できる。
　また、前記実施例の光源装置と同様、連続波レーザビームのパワーは小さくてよいので
、発光管が加熱されてひずみが生じることを抑制でき、点灯寿命を長寿命にすることがで
きる。また、連続波レーザ発振部として、現状で実用化されているレーザ装置を用いて実
現することができる。
【００２８】
　第６の実施例について、図９を用いて説明する。
　図９では、図８に示したダイクロイックミラーに換えて偏光ミラー５を配置したもので
あり、その他の構成は図８と同様である。
　偏光ミラー５は、同一波長における偏光光（Ｐ偏光とＳ偏光）によって反射・透過を行
なうものであり、これを利用して、偏光ミラー５から発光管１の間で、各ビームの光路が
重なり合わせることができる。
　例えば、一方のビーム（太線で示している）は波長１０６４ｎｍのＰ偏光光であり、他
方のビーム（実線で示している）も波長１０６４ｎｍであるがＳ偏光光であるとし、偏光
ミラー５が１０６４ｎｍの光においてＰ偏光を透過させ、Ｓ偏光を反射させるとする。
　これにより、偏光ミラー５によって反射されたＳ偏光のビームの光路に、透過させたＰ
偏光のビームを重ね合わせることができる。すなわち、光路を同軸上に位置させることが
できる。
　このように、発光管１に至る経路で各ビームの光路を重ね合わせることにより、第５の
実施例と同様、発光管の内部で、各ビームの高エネルギー状態の領域を確実に重ね合わせ
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ることができ、高温プラズマ状態の生成と、高温プラズマ状態の維持を確実に行うことが
できる。
　また、前記実施例の光源装置と同様、連続波レーザビームのパワーは小さくてよいので
、発光管が加熱されてひずみが生じることを抑制でき、点灯寿命を長寿命にすることがで
きる。また、連続波レーザ発振部として、現状で実用化されているレーザ装置を用いて実
現することができる。
【００２９】
　次に、パルスレーザ発振部の種火として、連続波レーザー発振部からのビームの一部を
利用するようにした本発明の第７～９の実施例について説明する。
　図１０は本発明の第７の実施例を示す図である。
　図１０は、パルスレーザ発振部２２を連続波レーザ発振器（図示せず）からのビームの
光路上に配置したものであり、その他の構成は、前記実施例と同様である。
　本実施例において、パルスレーザ発振部２２は、連続波レーザ発振部からの連続波ビー
ム（ＣＷビーム）の一部を励起光として利用し、パルスレーザ発振部２２内のレーザ結晶
を励起させる。　　
　すなわち、図１０に示すように、図示しない連続波レーザ発振部から出射するＣＷビー
ムの経路中にパルスレーザ発振部２２を配置する。パルスレーザ発振部２２は、ＣＷビー
ムを励起光として動作しパルス状のビームを出力する。このパルス状のビームは上記ＣＷ
ビームの光路と重ね合わさって、集光手段３（凸レンズ、ＤＯＥなど）を介して発光管１
内で集光する。
【００３０】
　このように構成することで、パルスレーザ発振部２２からのビームの光路は、連続波レ
ーザのビームの光路に重ね合わされることになり、発光管１の内部でも重ね合わされる。
　本実施例では、発光管１に至る経路で各ビームの光路を重ね合わせているので、前記実
施例と同様、発光管の内部で、各ビームの高エネルギー状態の領域を確実に重ね合わせる
ことができ、高温プラズマ状態の生成と、高温プラズマ状態の維持を確実に行うことがで
きる。
　また、前記実施例の光源装置と同様、連続波レーザビームのパワーは小さくてよいので
、発光管が加熱されてひずみが生じることを抑制でき、点灯寿命を長寿命にすることがで
きる。また、連続波レーザ発振部として、現状で実用化されているレーザ装置を用いて実
現することができる。
　さらに、パルスレーザ発振部２２が、励起光に連続波レーザからのビームを利用するの
で、第１～６の実施例に示したパルスレーザ発振部用のレーザ発振部分の一部を省略する
ことができ、装置全体を簡便な構造にし、光源装置全体を小型化できる。
【００３１】
　図１１は、本発明の第８の実施例を示す図であり、上記第７の実施例と同様、ＣＷレー
ザを励起光としてパルスレーザ発振部を発振させる構成例を示している。
　図１１に示すように、図示しない連続波レーザ発振部から出射するＣＷビームの一部を
部分反射ミラー２３ａで反射させてパルスレーザ発振部２３に入射させる。パルスレーザ
発振部２３は、ＣＷビームを励起光として動作しパルス状のビームを出力する。このパル
ス状のビームは、ダイクロイックミラー４に入射して上記ＣＷビームの光路と重ね合わさ
って、集光手段３（凸レンズ、ＤＯＥなど）を介して発光管１内で集光する。
　ここでは、連続波レーザビームの波長が８０８ｎｍ、パルスレーザビームの波長が１０
６４ｎｍであるとして、上記パルスレーザ発振部２３における動作について説明する。
　部分反射ミラー２３ａは、波長８０８ｎｍのビームの一部を反射し、残りを透過する。
　この部分反射されたビームは集光レンズ２３ｂで集光されて、全反射ミラー２３ｃに入
射される。
　全反射ミラー２３ｃは、背面から入射されたビームを透過し、正面から入射されたビー
ムを反射する。このため、集光レンズ２３ｂで集光されたビームは全反射ミラー２３ｃの
背面側から入射して透過し、レーザ結晶２３ｄに照射される。レーザ結晶２３ｄには、例
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えばＹＡＧ結晶やＮｄガラスが用いられ、レーザ結晶２３ｄに波長８０８ｎｍの光が透過
されることで、励起される。
【００３２】
　Ｑスイッチ２３ｅが閉じている状態では、レーザ結晶２３ｄは、連続的にビームが照射
されてることで励起されていきエネルギーを蓄えていく。
　所望のエネルギーとなったら、Ｑスイッチ２３ｅを開き、レーザ結晶２３ｄからの励起
光を出射ミラー２３ｆで反射させ、全反射ミラー２３ｃと出射ミラー２３ｆとの間で共振
を起こさせる。これにより、波長１０６４ｎｍのパルス状のレーザビームが出射ミラー２
３ｆを透過して、ミラー２３ｇ、２３ｈを介してダイクロイックミラー４に入射する。
　ダイクロイックミラー４は、波長１０６４ｎｍのビームを反射し、波長８０８ｎｍのビ
ームを透過させるので、上記１０６４ｎｍのパルス状のビームは、８０８ｎｍの連続波の
ビームと重ね合わされる。このビームは集光手段３で集光され、発光管１の内部に向かう
。上記パルス状のレーザビームのパルス幅、周期は上記Ｑスイッチ２３ｅの開口時間によ
って決まる。
　なお、図１１において点線で示されている光学手段６は、パルス状のビームとＣＷビー
ムの波長が異なることにより生ずる色収差を抑制するためのものであり、色収差の抑制に
ついては後述する。
　本実施例においても、前記第７の実施例と同様の効果を得ることができ、高温プラズマ
状態の生成と、高温プラズマ状態の維持を確実に行うことができ、また、連続波レーザビ
ームのパワーは小さくてよいので、発光管が加熱されてひずみが生じることを抑制でき、
点灯寿命を長寿命にすることができる。また、連続波レーザ発振部として、現状で実用化
されているレーザ装置を用いて実現することができる。
　さらに、パルスレーザ発振部２３が、励起光に連続波レーザからのビームを利用するの
で、第１～６の実施例に示したパルスレーザ発振部における種火用のレーザ発振部分を省
略することができ、装置全体を簡便な構造にし、光源装置全体を小型化できる。
【００３３】
　図１２は、本発明の第９の実施例を示す図であり、上記第７の実施例と同様、ＣＷレー
ザを励起光としてパルスレーザ発振部を発振させる構成例を示している。
　図１２に示すように、図示しない連続波レーザ発振部から出射するＣＷビームの一部を
、部分反射ミラー且つダイクロイックミラー２４ｄで反射させてパルスレーザ発振部２４
に入射させる。パルスレーザ発振部２４は、ＣＷビームを励起光として動作しパルス状の
ビームを出力する。このパルス状のビームは、上記ＣＷビームの光路と重ね合わさって、
集光手段３（凸レンズ、ＤＯＥなど）を介して発光管１内で集光する。
　ここでは、連続波レーザのビームの波長を８０８ｎｍとし、パルスレーザのビームの波
長を１０６４ｎｍとして、パルスレーザ発振部２４における動作について説明する。
　ダイクロイックミラー４は、前述のように、ある波長は反射し、別の波長は透過する。
ここでは、波長１０６４ｎｍのビームを反射し、波長８０８ｎｍのビームを透過する。
　また、パルスレーザ発振部２４の出力側に設けられ部分反射ミラー且つダイクロイック
ミラー２４ｄは、ある波長の一部を反射し、別の波長は透過する。ここでは、１０６４ｎ
ｍのビームの一部を反射し、８０８ｎｍの光を透過するものとする。
　レーザ結晶２４ｃは、例えばＹＡＧ結晶やＮｄガラスが用いられ、１０６４ｎｍのビー
ムが透過されることでその一部を吸収して励起し、発振する。
【００３４】
　Ｑスイッチとして機能するＥＯスイッチ２４ａが閉じている状態では、レーザ結晶２４
ｃは、連続的にビームが照射されて励起されていきエネルギーを蓄えていく。
　所望のエネルギーとなったら、ＥＯスイッチ２４ａを開き、レーザ結晶２４ｃからの励
起光を全反射ミラー２４ｂで反射させ、部分反射ミラー且つダイクロイックミラー２４ｄ
との間で共振を起こさせる。これにより、波長１０６４ｎｍのパルス状のレーザビームが
部分反射ミラー且つダイクロイックミラー２４ｄを一部透過して、連続波のビームと重ね
合わされる。このパルス状のビームと連続波のビームは、集光手段３を介して、発光管１
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の内部に向かう。上記パルス状のレーザビームのパルス幅、周期は上記ＥＯスイッチ２４
ａの開口時間によって決まる。
　なお、図１２において点線で示されている光学手段６は、パルス状のビームとＣＷビー
ムの波長が異なることにより生ずる色収差を抑制するためのものであり、色収差の抑制に
ついては後述する。
　本実施例においても、前記第８の実施例と同様の効果を得ることができ、高温プラズマ
状態の生成と、高温プラズマ状態の維持を確実に行うことができ、また、連続波レーザビ
ームのパワーは小さくてよいので、発光管が加熱されてひずみが生じることを抑制でき、
点灯寿命を長寿命にすることができる。また、連続波レーザ発振部として、現状で実用化
されているレーザ装置を用いて実現することができる。
　さらに、パルスレーザ発振部２２が、励起光に連続波レーザからのビームを利用するの
で、第１～６の実施例に示したパルスレーザ発振部における種火用のレーザ発振部分を省
略でき、装置全体を簡便な構造にすることができる。
【００３５】
　前述のように、発光管１の内部で高温プラズマ状態を形成するには、高密度なエネルギ
ーを形成することが好ましく、このため、集光手段３によって発光管１の内部に焦点を有
するように、集光することが考えられる。
　集光手段３として、凸レンズ等を用いた場合、各ビームの波長が同一の波長のときは同
一位置で焦点を結ぶが、各ビームの波長が異なる波長のときは、図１３の実線と点線で示
すように異なる位置で焦点を結ぶ色収差が生じる。
　この色収差が生じると、パルス状のビームで作った高温プラズマ状態の領域に、連続波
のビームの焦点が入らない場合が生じ、高温プラズマ状態を連続のビームで維持すること
ができないことがある。
　この色収差を抑制する手段について、以下、第１０及び第１１の実施例で説明する。
【００３６】
　第１０の実施例について、図１４を用いて説明する。
　図１４は、前記図５に示した第２の実施例において、パルス状のビームと連続波のビー
ムの波長が異なる場合に、色収差を抑制するための光学手段６ａ，６ｂを個別に配置した
ものであり、その他の構成は図５に示したものと同じである。
　図１４においては、各ビームの両者が重なり合うまでの光路上に、それぞれ光学手段６
ａ，６ｂを設けたものであり、この光学手段の機能やその位置は、以下の（１）～（３）
のいずれかとすることができる。
（１）図１５（ａ）に示すように、パルス状のレーザビームの光路途中に一方の光学手段
６ａを設け、該一方の光学手段とは異なる焦点距離を有した他方の光学手段６ｂを連続波
レーザ発振部の光路途中に設け、一方の光学手段６ａから各ビームの重なり位置までの距
離と、該他方の光学手段６ｂから各ビームの重なり位置までの距離とを同一とする。
（２）図１５（ｂ）に示すように、パルスレーザ発振部の光路途中に一方の光学手段６ａ
を設け、該一方の光学手段６ａとは異なる焦点距離を有した他方の光学手段６ｂを、連続
波レーザ発振部の光路途中に設け、該一方の光学手段６ａから各ビームの重なり位置まで
の距離と、該他方の光学手段６ｂから各ビームの重なり位置までの距離とを相違させる。
（３）図１５（ｃ）に示すように、パルスレーザ発振部の光路途中に一方の光学手段６ａ
を設け、該一方の光学手段６ａと同一の焦点距離を有した他方の光学手段６ｂを、連続波
レーザ発振部の光路途中に設け、該一方の光学手段６ａから各ビームの重なり位置までの
距離と、該他方の光学手段６ｂから各ビームの重なり位置までの距離とを相違させる。
【００３７】
　各ビームの光路上に、各ビームの色収差を無くす光学手段を個別に設け、上記（１）～
（３）のように構成することで、各ビームの波長の相違による色収差を抑制でき、高温プ
ラズマ状態を良好に維持することができる。
（１）の場合、光学手段の焦点距離ｆ１とｆ２との違いにより色収差が抑制される。
（２）の場合、光学手段の焦点距離ｆ１とｆ２との違いと、各光学手段と重なり位置まで
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の距離とで、色収差が抑制される。
（３）の場合、各光学手段と重なり位置までの距離とで、色収差が抑制される。
　なお、図１５は模式図であり、実際には光学手段６ａと６ｂを通った各ビームは、凸レ
ンズ３２等の集光手段に入射するまでに光軸が一致する。
【００３８】
　第１１の実施例について、図１６を用いて説明する。
　図１６は、前記図８に示した第５の実施例において、パルス状のビームと連続波のビー
ムの波長が異なる場合に、色収差を抑制するため、各ビームの色収差を無くす光学手段６
を少なくとも一方の光路上に設けたものであり、その他の構成は図８に示したものと同じ
である。
　図１６に示したものはダイクロイックミラー４を用いてパルス状のビームと連続波のビ
ームの光路が重なるようにし、集光手段３で集光させるように構成したものであるが、パ
ルス状のビームと連続波のビームの波長が異なることにより生ずる色収差を抑制するため
の光学手段６をダイクロイックミラー４の入射側に配置している。
　本実施例においても、光学手段６の焦点距離や位置を適宜選定することで、色収差を抑
制することができる。
　なお、色収差の問題は、異なる波長の各ビームが共通の集光手段である凸レンズ等で集
光される場合に生じるため、前述の図５，図８～図１２において生じる可能性ある。この
ため、第１０及び１１の実施例で説明した技術は、図５、図８～図１２に用いることがで
きる。
　図８～図１０では各ビームの光路が重ね合うまでに上述の光学手段を設けることで、色
収差を抑制することができる。また、図１１では同図中の点線で示した位置に光学手段６
ａ、及び／または光学手段６ｂを配置することで、また、図１２では同図中の点線で示し
た位置に光学手段６を配置することで色収差を抑制することができる。
　なお、ここでは色収差を抑制する光学手段として凸レンズを示したが、焦点距離を変え
られるものであれば、その他の光部品を用いることもでき、例えば凹レンズやＤＯＥを用
いることもできる。
【００３９】
　上記色収差は、パルス状のレーザビームと、連続波のレーザビームの波長が異なる場合
に生ずるが、波長の差が小さい場合には、色収差を抑制する手段をあえて設ける必要はな
く、以下に説明するように、概ね波長が２倍以上異なる場合に、色収差を補正する手段を
設けることが望ましい。
　例えば、焦点距離ｆ＝１００ｍｍのときの溶融石英での焦点位置の差は、波長によって
次のようになる。
　連続波のレーザビームの波長が１０６４ｎｍの場合、集光点の位置は、１１４．５ｍｍ
であり、パルス状のレーザビームの波長が５３２ｎｍでの集光点の位置は１１１．８ｍｍ
であり、この場合、両者の焦点位置の差は２．７ｍｍある。
　高温プラズマの領域は極めて小さく、例えば直径０．５ｍｍの領域となり、焦点位置が
上記のように２．７ｍｍも離れてしまうと、高温プラズマを励起させるエネルギーが供給
できず、定常点灯を行なうことができない。
　特にパルスレーザによる高温プラズマは、パルスエネルギーが大きいために焦点よりも
手前側にできやすく、さらに手前に位置がずれてしまう。このため、上記のように波長が
２倍も異なる場合は、色収差を補正する集光手段が必要となる。
　なお、光学手段の材質によって焦点位置の差は変わり、さらに高温プラズマ状態の領域
も、入力されるエネルギーによってその範囲が０．５ｍｍ以外になる場合もあり、上記は
一例を示したものであり、これに限られるものではない。
【００４０】
　ところで、前述したように発光管１の内部で高温プラズマ状態を形成するには、高密度
なエネルギー状態の領域を形成することが好ましく、このため、集光手段３によって発光
管１の内部に焦点を有するように、集光することが考えられる。
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　しかし、レーザビームのエネルギー密度が発光元素を電離する閾値以上のとき高温プラ
ズマ状態が形成されるので、高温プラズマ状態が形成される位置は、レーザビームの集光
点になるとは限らない。すなわち、レーザビームのエネルギーが大きいときは、集光点に
至る前にエネルギー密度が閾値を超えてしまい、この場合には、集光点の手前でプラズマ
状態が形成される。
【００４１】
　図１７により、パルス状のビームのパワーが連続波のビームのパワーより大きく、パル
ス状のビームにより集光点の手前側で高温プラズマ状態が形成される場合について説明す
る。
　図１７（ａ）に示すように、集光手段３として、凸レンズ等を用いた場合、各ビームの
波長が同一の波長のときは同一位置に焦点を結ぶ。
　ここで、パルス状のビームのパワーが大きいと、図１７（ａ）に示すように集光手段３
によって集光されていく途中で、エネルギー密度が高くなって高温プラズマ状態を形成し
始める。しかし、焦点に近づくにつれ、パルス状のビームのパワーが高温プラズマ形成に
使われていき、焦点に至ったときには、そのパワーが殆んど無くなってしまう。すなわち
、パルス状のビームにより高温プラズマ状態Ａが形成される位置は、同図に示すように集
光点の手前になる。
　一方、連続波のビームはパワーが小さいので、集光手段３によって集光されることで、
焦点位置（同図のＢ）で、高温プラズマ状態を維持するエネルギー密度を形成する。
　そうすると、図１７（ａ）に示すように、パルス状のビームが高温プラズマ状態を形成
する領域Ａ（高エネルギー状態の領域）と、連続波のビームが高温プラズマ状態を維持す
る領域Ｂ（高エネルギー状態の領域）とが異なり、高温プラズマ状態を連続波のビームで
維持することができないことがある。
【００４２】
　この両領域の位置を調整する位置調整手段としては、色収差を抑制する手段で説明した
光学手段６を用いることができる。
　例えば、前記図１６で示したように、光学手段６を少なくとも一方の光路上に設ける。
このように光学手段６を配置すると、発光管１に入射するビームは図１７（ｂ）に示すよ
うに、連続波のビームが光学手段６によって集光され、集光手段３に入射し、さらに集光
される。これにより、パルス状のビームが高温プラズマ状態を形成する領域Ａ’に、連続
波のビームの高温プラズマ状態を維持する領域Ｂ’が集光されて、両者が重なり合い、高
温プラズマ状態を維持することができる。
　すなわち、図１７（ｃ）に示すように、パルス状のビームのエネルギへ密度（同図の実
線）が、高温プラズマ状態を形成する閾値（同図の一点鎖線）を超える領域と、連続波ビ
ームのエネルギへ密度（同図の破線）が高温プラズマ状態を形成する閾値（同図の二点鎖
線）を超える領域とが重なり、確実に高温プラズマ状態が維持される。
【００４３】
　なお、上記では波長が同一のビームを同一の集光手段で集光させた場合について説明し
たが、波長が異なる場合であっても、色収差の問題と、高温プラズマ状態を形成する領域
と高温プラズマ状態を維持する領域とが相違する問題とが相俟って、高温プラズマ状態を
維持できない問題が生じることがある。
　このため、波長が異なるビームを同一の光学手段で集光させた場合においても、上記の
解決手段は有効に機能する。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　　発光管
　２　　　レーザ発振部
　２１，２２，２３，２４　パルスレーザ発振部
　２５　　連続波レーザ発振部　
　３　　　集光手段
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　３１　　回折光学素子（ＤＯＥ）
　３２　　凸レンズ
　３３　　放物面鏡
　３４　　楕円鏡
　４　　　ダイクロイックミラー
　５　　　偏光ミラー
　６，６ａ，６ｂ　光学手段（色収差抑制用）　
　７　　　メカニカルシャッタ
　８　　　ミラー
　１０　　光源装置
　１１　　ランプハウス
　１１ａ　ミラー（回転楕円の反射面）
　１１ｂ　集光手段
　１１１，１１２　貫通孔
　１２ａ，１２ｂ　ビームダンパー
　１３　　ダイクロイックミラー
　１４　　フィルタ
　１４ａ　アパーチャ部
　１５ａ，１５ｂ　集光手段
　１６　　インテグレータレンズ
　１７　　ミラー
　１８　　コリメータレンズ
　１９　　マスク
　Ｗ　　　被照射物

【図１】 【図２】
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【図１４】 【図１５】
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