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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
空間スペクトル拡散多重方式によってマスターホログラムメモリに記録されている多重
ホログラムを、コピーホログラムメモリに転写する多重ホログラム転写装置において、
上記マスターホログラムメモリに第一参照光を照射して、記録されている多重ホログラ
ムを一括再生する第一参照光光源と、
上記コピーホログラムメモリに上記第一参照光と干渉を生じることが可能な第二参照光
を照射する第二参照光光源と備え、
上記コピーホログラムメモリに、上記マスターホログラムメモリから再生された多重ホ
ログラムと、上記第二参照光とを同時に照射し、該コピーホログラムメモリに上記多重ホ
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ログラムを一括転写するものであって、
上記多重ホログラムがＭ枚のホログラムを多重化したものであり、
マスターホログラムメモリから再生される多重ホログラムの全ての信号光の強度和をＭ
Ｉｉ、コピーホログラムメモリに照射される第二参照光の強度Ｉｒｅｆとし、コピーされ
る全ての信号光の強度和と第二参照光の強度Ｉｒｅｆとの光強度比をｒ＝ＭＩｉ／Ｉｒｅ
ｆとする時、

上記光強度比ｒが、ｒ＝１となるように、上記第一参照光光源および第二参照光光源の
出射光強度が設定されることを特徴とする多重ホログラム転写装置。
【請求項２】
空間スペクトル拡散多重方式によってマスターホログラムメモリに記録されている多重
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ホログラムを、コピーホログラムメモリに転写する多重ホログラム転写方法において、
上記マスターホログラムメモリに第一参照光を照射して、記録されている多重ホログラ
ムを一括再生し、
上記コピーホログラムメモリに上記多重ホログラムと第二参照光とを照射して、該コピ
ーホログラムメモリに上記マスターホログラムメモリから再生された多重ホログラムを一
括転写することを特徴とする多重ホログラム転写方法。
【請求項３】
上記多重ホログラムがＭ枚のホログラムを多重化したものであり、
マスターホログラムメモリから再生される多重ホログラムの全ての信号光の強度和を
ＭＩｉ、コピーホログラムメモリに照射される第二参照光の強度Ｉｒｅｆとし、コピーさ
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れる全ての信号光の強度和と第二参照光の強度Ｉｒｅｆとの光強度比をｒ＝ＭＩｉ／Ｉｒ
ｅｆとする時、

上記光強度比ｒが、ｒ＝１に設定されることを特徴とする請求項２に記載の多重ホログ
ラム転写方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えばフォトリフラクティブ結晶を用い、該結晶中へのホログラムの記録・
再生を行うことのできるホログラムメモリにおいて、多重ホログラムをマスターメディア
からコピーメディアへ転写する装置および方法に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
ホログラムメモリは、物体をレーザ光などの干渉性の高い光で照明し、３次元の立体画
像を記録できる技術（ホログラフィー）を応用し、２次元画像として表される情報を何層
にも記録できるようにした記憶装置である。情報の再生は、ホログラムメモリに対して、
情報を読み書きするための参照光を当てることによって、情報をもった画像が読み出され
ることによって実現される。
【０００３】
例えば従来のＣＤやＤＶＤなどの光ディスク記録装置は、回転する光ディスクにレーザ
を当て、ビット単位でデータの読み出し・書き込みを行う一方、ホログラムメモリは、レ
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ーザを一度当てるだけで同時に何千ビットもの読み出し・書き込みを行う。すなわち、ホ
ログラムメモリは、従来の光ディスク記録装置と比較して、高速なデータ転送が可能とな
っている。
【０００４】
また、ホログラムメモリは、情報としての２次元画像のホログラムをホログラム媒質中
の同一個所に多重記録することが可能である。よって、情報の記録密度を極めて高くする
ことができるので、大容量化を実現することができる。
【０００５】
以上のように、ホログラムメモリは、２次元データのダイレクトな記録再生方式に由来
する高速性と、同一箇所への多重記録に由来する大容量性とを有しているので、次世代光
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メモリとして注目されている。
【０００６】
このように、大容量、高速転送レートを併せ持つホログラムメモリの商用化に向けて、
ＲＯＭ(Read Only Memory)の作成技術が重要な検討課題となっている（例えば、非特許文
献１参照）。従来提案されているホログラム転写方式の一例では、ＲＯＭの作成時に、空
間的に重なるホログラムの数（多重数）と同じ回数だけ転写作業を繰り返す。すなわち、
この方法では、インコヒーレント（非干渉）にホログラムを重ね書きする必要がある。
【０００７】
一方、多重ホログラムを、多重化されたままの状態で転写することは容易でない。例え
ば非特許文献２では、角度多重、シフト多重、位相相関多重など、多くの多重記録方式に
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対して、体積ホログラムにおけるBragg回折条件の選択性を用いて一つのホログラムに対
応した回折光のみを取り出すことが記載されている。そのような通常の多重記録を用いた
場合、コヒーレント（干渉）に多重ホログラムを転写した後のホログラムを再生すると、
多重ホログラム全てに対してBragg条件が満たされ、再生光の照射領域から全てのホログ
ラムが同時に読み出される。すなわち、多重ホログラムから同時に再生した回折光を、そ
のまま一括転写（コヒーレント転写）すると、コピーのホログラムを再生した時に、隣接
するホログラム同士で許容できないほど大きなクロストークが発生し、再生信号の区別が
全くつかなくなる。
【０００８】
このため、多重ホログラムを一括に転写する手法としては、これまでに、各ホログラム
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の記録に用いる光波の相互時間コヒーレンスをなくすことによって、クロストークなく一
括転写する手法（インコヒーレント一括転写）が提案されている（例えば、非特許文献３
参照）。
【０００９】
しかしながら、同一の波長で時間コヒーレンスだけを変えるには、各ホログラムに対応
する参照光の光路長を、レーザのコヒーレンス長以上に離さなければならず、結果として
光学系が複雑化するという問題がある。これらのインコヒーレント転写については、非特
許文献４にて詳細に比較検討されているが、事実上、どの方法で転写しても、転写後に得
られる最大回折効率は変わらないことが示されている。
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【００１０】
一方、本願出願人は、ホログラム媒質中のBragg条件ではなく、ランダムディフーザを
用いた信号光自身の位相変調・復調によってホログラムを多重記録および選択再生する空
間スペクトル拡散多重（以下、ＳＳＳ多重）方式を提案している（非特許文献５，６参照
）。
【００１１】
尚、多重ホログラム記録について開示する他の文献としては、例えば、以下の非特許文
献７ないし９が挙げられる。
【非特許文献１】H. Horimai and X. Tan,
only holographic versatile disc

Duplication technology for secured read‑

, Proc. International Symposium on Optical Memo

ry and Optical Data Storage Topical Meeting, ISOM/ODS2005, no.M‑B7, Hawaii, USA,
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Jul. 2005
【非特許文献２】L. Solymar, D. J. Webb and A. Grunnet‑jepsen,
pplications of Photorefractive Materials

The Physics and A

, Oxford Unversity Press, New York, 19

96.
【非特許文献３】S. Piazzolla, B. K. Jenkins and A. R. Tanguay, Jr.,
copying process for multiplexed volume holograms

Single‑step

, Opt. Lett., 17, pp.676‑678,

1992.
【非特許文献４】S. Campbell, Y. Zhang, P. Yeh,
lographic memories: approaches and analysis
【非特許文献５】T. Ito and A. Okamoto,
al spread‑spectrum multiplexing

Writing and Copying in Volume ho

, Opt. Commun., 123, pp.27‑33, 1996

Volume holographic recording using spati
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, Jpn. J. Appl. Phys. 45 Part 1, pp.1270‑1276,

2006
【非特許文献６】T. Ito and A. Okamoto,

Volume holographic recording using spat

ial spread‑spectrum multiplexing technique

, Proc. ISOM/ODS2005, MP‑20, Honolul

u, USA, Jul.2005
【非特許文献７】F. H. Mok, G. W. Burr and D. Psaltis,
phic memory systems

System metric for hologra

, Opt. Lett., 21, pp.896‑898, 1996

【非特許文献８】K. M. Johnson, M. Armstrong, L. Hesselink and J. W. Goodman,
ltiple multiple‑exposure hologram

Mu

, Appl. Opt., 24, pp.4467‑4472, 1985

【非特許文献９】K. Anderson and K. Curtis,

Polytopic multiplexing

, Opt. Lett.

50

(4)

JP 4815595 B2 2011.11.16

, 29, pp.1402‑1404, 2004
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
上記ＳＳＳ多重方式によって記録されたホログラムの場合、再生時にはディフューザに
おける逆拡散によってアドレス指定される。よって、ＳＳＳ多重をベースにして多重ホロ
グラムの転写方式を確立すれば、多重回折光がコピー側メディアに書込まれても、問題な
く各ページデータを選択再生できるので、コヒーレントな転写が可能であると考えられる
。また、コヒーレント一括転写では、インコヒーレント型に比べ、コヒーレンス調整に伴
う光学系の複雑化は解消される。さらに、コヒーレント一括転写によっては、その回折効
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率を大幅に増強することも可能であると考えられる。
【００１３】
しかしながら、上記ＳＳＳ多重方式を用いたコヒーレント一括転写については、これま
で研究されていなかった。
【００１４】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、上記ＳＳＳ多重方
式を用いたコヒーレント一括転写の具体的手法を提案することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明に係る多重ホログラム転写装置は、上記課題を解決するために、空間スペクトル
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拡散多重方式によってマスターホログラムメモリに記録されている多重ホログラムを、コ
ピーホログラムメモリに転写する多重ホログラム転写装置において、上記マスターホログ
ラムメモリに第一参照光を照射して、記録されている多重ホログラムを一括再生する第一
参照光光源と、上記コピーホログラムメモリに第二参照光を照射する第二参照光光源と備
え、上記コピーホログラムメモリに、上記マスターホログラムメモリから再生された多重
ホログラムと、上記第二参照光とを同時に照射し、該コピーホログラムメモリに上記多重
ホログラムを一括転写することを特徴としている。
【００１６】
また、本発明に係る多重ホログラム転写方法は、上記課題を解決するために、空間スペ
クトル拡散多重方式によってマスターホログラムメモリに記録されている多重ホログラム

30

を、コピーホログラムメモリに転写する多重ホログラム転写方法において、上記マスター
ホログラムメモリに第一参照光を照射して、記録されている多重ホログラムを一括再生し
、上記コピーホログラムメモリに上記多重ホログラムと第二参照光とを照射して、該コピ
ーホログラムメモリに上記マスターホログラムメモリから再生された多重ホログラムを一
括転写することを特徴としている。
【００１７】
上記の構成によれば、マスターホログラムメモリに記録されている多重ホログラムが空
間スペクトル拡散多重方式によって記録されている。この場合、マスターホログラムメモ
リからコピーホログラムメモリへの転写を行うにあたって、上記第一参照光および第二参
照光を同一波長及び同一光路として照射しながら、多重ホログラムのコヒーレント一括転
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写を行うことができる。このため、従来のインコヒーレント一括転写のように光学系が複
雑化することなく、転写作業の簡素化を図ることができる。
【００１８】
また、上記多重ホログラム転写装置においては、上記多重ホログラムがＭ枚のホログラ
ムを多重化したものであり、マスターホログラムメモリから再生される多重ホログラムの
全ての信号光の強度和をＭＩｉ、コピーホログラムメモリに照射される第二参照光の強度
Ｉｒｅｆとし、コピーされる全ての信号光の強度和と第二参照光の強度Ｉｒｅｆとの光強
度比をｒ＝ＭＩｉ／Ｉｒｅｆとする時、上記光強度比ｒが、ｒ＝１となるように、上記第
一参照光光源および第二参照光光源の出射光強度が設定される構成とすることが好ましい
。
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【００１９】
また、上記多重ホログラム転写方法においては、上記多重ホログラムがＭ枚のホログラ
ムを多重化したものであり、マスターホログラムメモリから再生される多重ホログラムの
全ての信号光の強度和をＭＩｉ、コピーホログラムメモリに照射される第二参照光の強度
Ｉｒｅｆとし、コピーされる全ての信号光の強度和と第二参照光の強度Ｉｒｅｆとの光強
度比をｒ＝ＭＩｉ／Ｉｒｅｆとする時、上記光強度比ｒが、ｒ＝１に設定されることが好
ましい。
【００２０】
上記の構成によれば、上記光強度比ｒをｒ＝１に設定することで、ホログラム１枚あた
りの回折効率を最大値に設定することができる。また、ホログラム１枚あたりの回折効率
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は、１／Ｍに比例し、従来のインコヒーレント一括転写方式（ホログラム１枚あたりの回
折効率が１／Ｍ２に比例する）に比べ、転写後の回折効率をＭ倍に向上させることができ
る。
【発明の効果】
【００２１】
本発明に係る多重ホログラム転写装置は、以上のように、空間スペクトル拡散多重方式
によってマスターホログラムメモリに記録されている多重ホログラムを、コピーホログラ
ムメモリに転写する多重ホログラム転写装置において、上記マスターホログラムメモリに
第一参照光を照射して、記録されている多重ホログラムを一括再生する第一参照光光源と
、上記コピーホログラムメモリに第二参照光を照射する第二参照光光源と備え、上記コピ
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ーホログラムメモリに、上記マスターホログラムメモリから再生された多重ホログラムと
、上記第二参照光とを同時に照射し、該コピーホログラムメモリに上記多重ホログラムを
一括転写する構成である。
【００２２】
また、本発明に係る多重ホログラム転写方法は、以上のように、空間スペクトル拡散多
重方式によってマスターホログラムメモリに記録されている多重ホログラムを、コピーホ
ログラムメモリに転写する多重ホログラム転写方法において、上記マスターホログラムメ
モリに第一参照光を照射して、記録されている多重ホログラムを一括再生し、上記コピー
ホログラムメモリに上記多重ホログラムと第二参照光とを照射して、該コピーホログラム
メモリに上記マスターホログラムメモリから再生された多重ホログラムを一括転写する構
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成である。
【００２３】
それゆえ、マスターホログラムメモリからコピーホログラムメモリへの転写を行うにあ
たって、上記第一参照光および第二参照光を同一波長及び同一光路として照射しながら、
多重ホログラムのコヒーレント一括転写を行うことができ、従来のインコヒーレント一括
転写のように光学系が複雑化することなく、転写作業の簡素化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
本発明の一実施形態について図１ないし図１２に基づいて説明すると以下の通りである
40

。
【００２５】
〔ホログラムメモリ装置の構成〕
図１に、本発明の実施の一形態に係るホログラムメモリ装置の概略構成を示す。同図に
示すホログラムメモリ装置は、空間スペクトル拡散多重（ＳＳＳ多重）方式を採用するも
のであり、マスターのホログラムメモリ１に対して多重ホログラムを記録するための構成
、および、マスターのホログラムメモリ１に記録されている多重ホログラムをコピーとな
るホログラムメモリ２にコヒーレント一括転写するための構成を記載している。上記ホロ
グラムメモリ装置は、第一光源３、第二光源４、第三光源５、ＳＬＭ６、ランダムディフ
ューザ７、および制御部８を備えている。
【００２６】
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第一光源３は、ＳＬＭ６に対して光を照射するための光源である。ＳＬＭ６は、第一光
源３からの光に対して、記録すべきデータに応じた変調を加え信号光とする。また、ラン
ダムディフューザ７は、ＳＬＭ６から送られてくる信号光に空間位相変調を加え、物体光
としてホログラムメモリ１に入射させる。尚、本発明において、信号光に空間位相変調を
加える手段は上述のようなランダムディフーザに限定されるものではなく、他の空間位相
変調手段（例えば、ファイバを束にしたファイババンドル等）を用いることも可能である
。
【００２７】
第二光源４は、ホログラムメモリ１への多重ホログラム記録時、およびホログラムメモ
リ１からホログラムメモリ２へのコヒーレント一括転写時において、第一参照光をホログ
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ラムメモリ１に照射するための光源である。この第二光源４からホログラムメモリ１に入
射される参照光は、第一光源３からホログラムメモリ１に入射される物体光とコヒーレン
トとなるように制御部８によって制御される。第三光源５は、ホログラムメモリ１からホ
ログラムメモリ２へのコヒーレント一括転写時において、第二参照光をホログラムメモリ
２に照射するための光源である。
【００２８】
制御部８は、ホログラムメモリ装置における動作を統括的に制御する。具体的には、制
御部８は、第一光源３、第二光源４、第三光源５、ＳＬＭ６、およびランダムディフュー
ザ７の動作を制御する。以下に示すホログラムの記録・転写処理は、制御部８の制御に基
づいて行われる。
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【００２９】
なお、上記の説明では、第一光源３および第二光源４をそれぞれ別々の光源のように記
載しているが、実際には、第一光源３および第二光源４から出射されるレーザ光が干渉し
なければホログラムの記録ができない。このため、第一光源３および第二光源４は単一の
光源から出射された光を、ビームスプリッタおよびミラーなどを用いて２つの光に分離し
、これらを各光源として機能させる構成とされる。
【００３０】
〔マスターホログラムメモリに対する多重ホログラムの記録動作〕
上記ホログラムメモリ装置において、ホログラムメモリ１に対する多重ホログラムの記
録動作について図２を参照しながら説明する。
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【００３１】
マスターとなるホログラムメモリ１に多重ホログラムを記録する時には、図２に示すよ
うに、第一光源３から出射される光に対して、ＳＬＭ６によって記録すべきデータに応じ
た変調を加え信号光とする。この信号光は、例えば、Ｍ層のホログラムを多重記録する場
合には、Ｍページ分の信号光となる。
【００３２】
また、上記信号光は、ランダムディフューザ７によって空間位相変調されてからホログ
ラムメモリ１に照射されるが、この時、第二光源４から出射される第一参照光をホログラ
ムメモリ１に同時に照射する。ＳＳＳ多重方式では、上記第一参照光の位相は変化させず
、信号光側のランダムディフューザ７をわずかに変位させることにより、信号光に変調す
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る空間位相を各ページのホログラム毎に変化させる。
【００３３】
上記の記録動作においては、ランダムディフューザ７を通過した物体光が、第一参照光
とともにホログラムメモリ１に入射する。物体光中のデータはこれら２つの光波の干渉縞
に応じて誘起されるホログラム（屈折率格子）Ｈとして記録される。尚、この時、他の多
重記録と同様に、回折効率を均一化するための露光スケジューリングが行われる。
【００３４】
〔マスターホログラムメモリからコピーホログラムへの多重ホログラムのコヒーレント
一括転写動作〕
上記ホログラムメモリ装置において、ホログラムメモリ１からホログラムメモリ２への
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コヒーレント一括転写動作について図３を参照しながら説明する。
【００３５】
コヒーレント一括転写動作の際には、マスターであるホログラムメモリ１に第二光源４
から出射される第一参照光を照射する。これにより、ホログラムメモリ１からは、記録さ
れている多重ホログラムが一括して再生され、この再生光（すなわち、再生された多重ホ
ログラム）がコピーとなるホログラムメモリ２に照射される。この時、第三光源５から出
射される第二参照光をホログラムメモリ２に同時に照射する。
【００３６】
このように、ホログラムメモリ２においては、ホログラムメモリ１からの再生光と、第
三光源５からの第二参照光とが同時に照射されることにより、ホログラムメモリ１に記録
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されていた多重ホログラムがコヒーレント一括転写される。このような一括転写では、コ
ピー作成時に露光スケジュールを考える必要はない。
【００３７】
上記コヒーレント一括転写では、上記参照光を同一波長及び同一光路として照射するこ
とができるため、従来のインコヒーレント一括転写のように光学系が複雑化するといった
問題を回避できる。
【００３８】
〔再生動作〕
次に、多重ホログラムが記録されているホログラムメモリに対し、データの再生動作に
ついて図４を参照しながら説明する。
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【００３９】
ホログラムメモリに対してデータの再生を行う場合には、多重ホログラムの記録されて
いるホログラムメモリ１に読出し光が照射され、位相共役鏡９に励起光が入射される。読
出し光は記録時に用いた参照光と同一の方向からホログラムメモリ１に対して入射される
。読出し光はホログラムメモリ１中のホログラムＨによって回折され、その回折光は位相
共役鏡９に入射する。
【００４０】
位相共役鏡９中では、回折光強度が、励起光強度によって決められる強度閾値よりも大
きい場合にのみ、回折光および励起光の入射によって生じる相互励起型位相共役現象を介
して、互いの位相共役光を発生させるようなホログラムが生成される。その結果、回折光
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の位相共役となるフィードバック光が発生し、ホログラムメモリ１中に記録されたホログ
ラムＨの位相整合条件を自動的に満足して入射する。
【００４１】
尚、本発明におけるＳＳＳ多重方式では、再生動作に「位相共役再生」が必須であるが
、上記説明は「相互励起型」の位相共役器を用いた場合を例示したものである。本方式で
の再生動作はこれに限定されるものではなく、他の位相共役再生の場合にも適用可能であ
る。
【００４２】
また、位相共役再生を行うためには、大別して以下の二つの方法があります。
(1) 平面参照光でホログラムを記録し，それに対向する平面読み出し光を照射して再生す
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る方法（本例ではこの方法を使用）。
(2) 平面以外の任意の波面をもつ参照光でホログラムを記録し、参照光を位相共役器に入
力した後、位相共役鏡から返される光波を用いてホログラムを再生する方法。
【００４３】
さらに、上記説明において使用されている位相共役器（すなわち、位相共役鏡９）は、
外部から励起光が入力される能動的デバイスが例示されているが、必ずしもこのような能
動的なデバイスである必要はなく、「自己励起型位相共役器」と呼ばれる外部励起光が必
要ない受動的なタイプを用いることも可能である。
【００４４】
ホログラムメモリ１中のホログラムＨを透過したフィードバック光は、物体光の位相共
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役となっており、ビームスプリッタ３を介して出力光として出力される。この出力光は、
多重ホログラムであるが、この多重ホログラムの中から、ランダムディフューザ７によっ
て任意のホログラムを選択的に取り出して復元することができる。すなわち、ランダムデ
ィフューザ７の位置を調整することによって、記録時と同じ位置となる一つのホログラム
のみが選択的に取り出され、このホログラムを光検出器１０によって検出することによっ
て再生が行われる。
【００４５】
ホログラムメモリへ多重ホログラムを記録する機能と、ホログラムメモリに記録されて
いる多重ホログラムを再生する機能とを有するホログラムメモリ装置の構成を図５に示す
。図５に示すホログラムメモリ装置は、第一光源３、第二光源４、第四光源１１、ＳＬＭ
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６、ランダムディフューザ７、制御部８、位相共役鏡９、光検出器１０、およびビームス
プラッタ１２を備えている。
【００４６】
上記構成のホログラムメモリ装置では、再生時にホログラムメモリ１に読出し光を照射
する光源として、記録時に参照光を照射する第二光源４を兼用することができる。また、
ＳＬＭ６とランダムディフューザ７との間にはビームスプリッタ１２が配置されている。
このビームスプリッタ１２は、記録時にはＳＬＭ６から出射される信号光をランダムディ
フューザ７に入射させ、再生時にはランダムディフューザ７から出射される出力光を光検
出器に入射させる機能を有する。また、第四光源１１は、位相共役鏡９に上述した励起光
を照射するための光源である。
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【００４７】
尚、上記説明では、マスターであるホログラムメモリ１に対しての再生動作を説明した
が、コピーであるホログラムメモリ２に対しても、マスターと同じ位置に配置すれば同じ
ように再生動作が行える
また、図１の構成のホログラム装置に再生機能を追加する場合には、図６に示すような
構成となるが、この場合は、マスタであるホログラムメモリ１の位置に、ホログラムメモ
リ１と同じ厚みと屈折率とを有するダミーメディアをおくことによってもコピーであるロ
グラムメモリ２の再生が可能となる。さらに他の方法としては、最初に奥側でマスターメ
ディア（上記例ではホログラムメモリ１）に多重記録し、それを位相共役再生してコピー
メディア（上記例ではホログラムメモリ２）に一括転写する方法も考えられる。
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【００４８】
〔回折効率増強効果〕
通常、多重記録後のホログラムの屈折率変調は、各ページに対応した信号光・参照光の
干渉縞強度パターンの総和（インコヒーレント和）となる。ホログラムを一枚記録した時
のダイナミックレンジがΔｎ０であった場合、Ｍ枚のホログラムを多重化すると、ホログ
ラム一枚当たりに割当てられるダイナミックレンジがΔｎ０／Ｍとなるため、回折効率は
１／Ｍ２に比例して減少する（非特許文献７参照）。同様のことが、インコヒーレント型
の転写にも当てはまる。
【００４９】
一方、上述したようなコヒーレント転写の場合には、回折効率は必ずしも１／Ｍ２則に
従うとは限らない。このコヒーレント一括転写において、マスターメディアから再生され
る多重ホログラムにおける１枚のホログラム当たりの信号光強度をＩｉとすれば、コピー
される全ての信号光（Ｍ枚のホログラムの信号光）の強度和はＭＩｉである。また、この
コヒーレント一括転写において、コピーメディアに照射される第二参照光の強度Ｉｒｅｆ
とし、コピーされる全ての信号光の強度和と第二参照光の強度Ｉｒｅｆとの比をｒ＝ＭＩ
ｉ／Ｉｒｅｆとすると、マスターに記録されたある一つのホログラムから回折されるの振

幅Ａｉは、
【００５０】
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【数１】

【００５１】
と表される。ここで、φｉは振幅Ａｉの信号光に対応する位相であり、マスター記録時に
変調される位相φｉは互いに直交する空間分布を持つものとする。このとき、コヒーレン
ト転写後のメディア全体のダイナミックレンジは、
【００５２】
【数２】
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【００５３】
と書くことができる。ＡｉおよびＡｊはそれぞれ信号光の振幅、ＡｒｅｆおよびＩｒｅｆ
は転写時の参照光の振幅および強度、ｃ.ｃ．は複素共役を表す。すなわち、多重回折光
の振幅和（コヒーレント和）がホログラムとして記録される。上記（２）式の多重ホログ
ラムに振幅Ａｒｅｆの参照光を照射することによって再生される多重回折光の振幅Ａｏｕ
ｔは、
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【００５４】
【数３】

【００５５】
である。ここで、上記（２）式の信号光同士によって書かれたホログラム（第一項）から
の参照光の回折成分Σ（ＡｉＡｊ＊）・Ａｒｅｆは、薄いホログラムの場合はスペックル
ノイズとなるが、厚いホログラムでこのノイズは無視できるものと仮定した。ｅｘｐ（φ
ｉ）の相互相関が十分に低い場合、この多重回折光Ａｏｕｔにｅｘｐ（−φｋ）を乗じて
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逆拡散すると、Ｍ枚のホログラムのうちのｋ枚目のホログラムに対応する信号光成分Ａｏ
ｕｔ ｋを選択再生できる。ここで、Ａｏｕｔ ｋは以下の（４）式にて表される。

【００５６】
【数４】

【００５７】
よって、コヒーレント一括転写後の多重ホログラム一枚あたりの回折効率ηは、
【００５８】
【数５】
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【００５９】
となる。上記（５）式において、コピー時の光強度比がｒ＝Ｍの場合は、インコヒーレン
ト記録の回折効率とほぼ変わらないが、ｒ＝１のときにホログラム一枚あたりの回折効率
が最大となり（図７参照）、この回折効率は１／Ｍに比例する（図８参照）ことがわかる
。すなわち、コヒーレント転写後の回折効率は、インコヒーレント転写の場合に比べて最
大でＭ倍改善される。
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【００６０】
〔多重ホログラム一括転写実験〕
図９に示す光学系を用いて、コヒーレント一括転写による回折効率の増強効果を検証し
た。まず、シャッターＳ１およびＳ４のみを開放し、すりガラス（Diffuser）を５０［μ
ｍ］ずつシフトさせて、マスターメディアＰＲＣ１（マスター用フォトリフラクティブＬ
ｉＮｂＯ３結晶）に対してＳＳＳ多重記録を行った。
【００６１】
ここで、マスターメディアＰＲＣ１に強い（回折効率の高い）ホログラムを書き込むと
、ノイズホログラムによるＰＲＣ１での散乱が再生時の出力像の質を低下させるので、Ｐ
ＲＣ１へのマスター作成時には、なるべく弱いホログラムを多重記録した。マスター作成
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時の光波入射条件は、信号光パワー：３８［μＷ］、参照光１パワー：６５０［μＷ］、
参照光１のビーム径：３［ｍｍ］、信号光と参照光の交差角：５５［degree］とし、使用
したＦｅ−ｄｏｐｅｄ

ＬｉＮｂＯ３の消去時定数が記録時定数よりも極端に遅かったの

で、特別な露光スケジュールは行わず、それぞれ９０［ｓ］ずつ照射を行った。
【００６２】
次に、シャッターＳ１を閉じ、シャッターＳ２およびＳ４のみ開放してマスターメディ
アＰＲＣ１からコピーメディアＰＲＣ２に全てのホログラムを一括転写した。転写時は、
ＰＲＣ１に参照光１：７．２［ｍＷ］を照射し、ＰＲＣ２に入射する多重回折光：５０［
μＷ］、参照光２：２６０［μＷ］に調整し、転写露光時間を３３０［ｓ］とした。
【００６３】
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コピーホログラム記録完了後、シャッターＳ２およびＳ４を閉じ、２６０［μＷ］の読
出し光をそれぞれ０．１秒程度照射して位相共役再生し、その出力光を測定した。散乱に
よる損失を避けるためには、転写後に結晶１のマスターホログラムをインコヒーレント消
去した方が望ましいが、今回はＬｉＮｂＯ３結晶の消去時定数が遅かったので、マスター
ホログラムを消去しないまま再生を行った。
【００６４】
測定結果を以下の表１に示す。また、Ｍ＝５のときの測定例および出力像の例をそれぞ
れ図１０および図１１に示す。表１の結果から、多重数Ｍが増加しても出力光の総和（To
tal）は低下せず、ホログラム一枚あたりの出力光パワーは１／Ｍとなっていることがわ
かる。また、図１０における測定例は、コヒーレント一括転写後における出力工パワーの

30

測定結果であり、横軸は測定開始からの経過時間を示している。この測定例において、図
中最右に示されている小さな強度ピークはクロストーク成分を表す。
【００６５】
【表１】
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【００６６】
図１２に、通常のＳＳＳ多重とコヒーレント一括転写後における規格化回折効率の比較
を示す。通常のＳＳＳ多重記録では、回折効率は１／Ｍ２よりやや大きくなるだけである
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が、コヒーレント一括転写後の回折効率は、ほぼ完全に１／Ｍの曲線と一致しており、転
写によって回折効率が大幅に改善されることが確認できる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
本発明に係るホログラムメモリ装置は、大容量のデータを記録し、かつ、データの記録
速度、読み出し速度を高速に行うことを要求される情報記録再生装置として用いることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の実施形態を示すものであり、ホログラムメモリ装置の要部構成を示すブ
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ロック図である。
【図２】上記ホログラムメモリ装置における記録動作を示す図である。
【図３】上記ホログラムメモリ装置における転写動作を示す図である。
【図４】上記ホログラムメモリ装置における再生動作を示す図である。
【００６９】
図である。
【図５】本発明の実施形態を示すものであり、ホログラムメモリ装置の要部構成を示すブ
ロック図である。
【図６】本発明の実施形態を示すものであり、ホログラムメモリ装置の要部構成を示すブ
ロック図である。
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【図７】光強度比と回折効率との関係を示すグラフである。
【図８】ホログラム多重数と回折効率との関係を示すグラフである。
【図９】多重ホログラム一括転写実験で使用された光学系を示す図である。
【図１０】上記多重ホログラム一括転写実験におけるＭ＝５のときの測定例を示すグラフ
である。
【図１１】上記多重ホログラム一括転写実験における出力像の例を示す図である。
【図１２】ＳＳＳ多重とコヒーレント一括転写後における規格化回折効率の比較を示すグ
ラフである。
【符号の説明】
【００７０】
１

ホログラムメモリ（マスターホログラムメモリ）

２

ホログラムメモリ（コピーホログラムメモリ）

３

第一光源

４

第二光源（第一参照光光源）

５

第三光源（第二参照光光源）

６

ＳＬＭ

７

ランダムディフューザ

８

制御部

９

位相共役鏡

１０

光検出器

１１

第四光源

１２

ビームスプリッタ
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