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(54)【発明の名称】一方向性光増幅器
(57)【要約】
【課題】

真空中の電子と、光を遅延させる誘電体光導

波路から真空中にしみ出した光とを用いて光の一方向性
増幅を行う、一方向性光増幅器を実現する。
【解決手段】

電子放射部１と、電子放射部１から放射

される電子ビーム４から受けたエネルギーを利用して入
力された光１２を一方向に増幅する光増幅部２とを真空
中に配置して構成した一方向性光増幅器の光増幅部２
は、電子ビーム走行方向（ｚ方向）に誘電体光導波路６
が形成された誘電体基板５と、誘電体光導波路６を挟む
ように対向配置された一対の電子ビーム収束用電極９お
よび１０とから成り、誘電体基板５は、電子ビーム走行
方向（ｚ方向）に光の電界成分Ｅを生じさせるとともに
電子ビーム走行方向（ｚ方向）の光の走行速度を低下さ
せるように配置されている。
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【特許請求の範囲】

【０００３】現在実用化されているレーザとしては、例

【請求項１】

電子ビームを放射する電子放射部と、該

えば、気体レーザ、固体レーザ、液体レーザ、半導体レ

電子放射部から放射される電子ビームから受けたエネル

ーザがある。これらのレーザは、光の発生や増幅を行う

ギーを利用して入力された光を一方向に増幅する光増幅

代表的な光エレクトロニクス素子あるいは光エレクトロ

部とを真空中に配置して成る一方向性光増幅器であっ

ニクス装置であるが、レーザ材料中の原子や分子に拘束

て、

されている電子のエネルギーを使用するため、増幅され

前記光増幅部は、電子ビーム走行方向に誘電体光導波路

る光の方向は可逆であり、前進波および後進波の両方が

が形成された誘電体基板と、前記誘電体光導波路を挟む

増幅される。したがって、出射した光がレンズや光ファ

ように対向配置された一対の電子ビーム収束用電極とか
ら成り、

イバあるいは光ディスク等の表面で反射されて戻り、レ
10

ーザ内に再入射すると、この戻り光も増幅してしまう。

前記誘電体基板は、電子ビーム走行方向に光の電界成分

そのため、レーザの発振特性や増幅特性を不安定に劣化

を生じさせるとともに電子ビーム走行方向の光の走行速

させるとともに、過剰な雑音を発生してしまう。

度を低下させるように配置されていることを特徴とする

【０００４】現在までに提案されている上記不具合の対

一方向性光増幅器。

策としては、光を一方向に通過させるアイソレータをレ

【請求項２】

前記誘電体基板は、前記誘電体光導波路

ーザの出射側に設けることにより戻り光の再入射を防止

の両端部にそれぞれ曲線部を介して直交方向から接続さ

する手法が一般的である。しかし、光アイソレータは磁

れる光入力導波路および光出力導波路を具備して成るこ

性材料を主材としてバルク形状で作製することしかでき

とを特徴とする請求項１記載の一方向性光増幅器。

ず、また、その価格が高価であるため、利用範囲が制限

【請求項３】

されることになる。このため、光学分野での基礎的研究

前記誘電体基板は、前記誘電体光導波路

の両端部にそれぞれ所定角度をなすように斜め方向から

20

や大容量の光ファイバ通信システムには光アイソレータ

接続される光入力導波路および光出力導波路を具備して

を利用することができるが、光ディスク技術のように小

成ることを特徴とする請求項１記載の一方向性光増幅

型でかつ安価なことを要求される用途には光アイソレー

器。

タを利用することができず、上記戻り光による特性劣化

【請求項４】

前記誘電体光導波路は、当該波長領域に

や雑音発生がレーザを採用する際の技術的な障害とな

おいて透明性を有する高屈折率の材料であって、可視光

る。

領域に用いる場合にはZnSe, CdS およびこれらの混晶等

【０００５】また、レーザ光発生部、光増幅部、変調部

のII‑VI 族化合物半導体もしくはGaN 等のIII‑V 族化合

等を光集積回路として一体化し、光による高速の情報処

物半導体より成り、マイクロ波領域から近赤外領域に用

理を行う方式も提案されているが、この方式は、次段部

いる場合にはSi, Ge等のIV族半導体、ZnSe, CdS および

から前段部へ光が戻るため、複合的な機能を有する光回

これらの混晶等のII‑VI 族化合物半導体もしくはGaAs,

30

路としての合成ができないという問題がある。

InP, GaNおよびこれらの混晶等のIII‑V 族化合物半導体

【０００６】また、広範囲な波長で発振可能な光発生装

より成ることを特徴とする請求項１〜３の何れか１項記

置として自由電子レーザが開発されている。この自由電

載の一方向性光増幅器。

子レーザは、他種類のレーザとは異なる動作原理を用い

【請求項５】

前記誘電体基板は、マイクロ波領域から

ており、真空中で一方向に伝搬する電子ビームのエネル

可視光領域までの範囲において透明性を有する材料であ

ギーを光に与えるようにしているため、電子ビームと同

って、石英ガラスや有機物より成ることを特徴とする請

ー方向に伝搬する光成分のみを増幅する特性を有してい

求項１〜４の何れか１項記載の一方向性光増幅器。

る。しかし、自由電子レーザは、光の発生に主眼を置い

【請求項６】

て開発されたものであるため、上記一方向性増幅特性を

前記電子ビーム収束用電極は、Ni, Ag,

Alや各種合金等の金属材料より成ることを特徴とする請
求項１〜５の何れか１項記載の一方向性光増幅器。

生かすような設計は行われていない。さらに、自由電子
40

レーザでは、電子ビームの励起電圧が１０ＭＶ以上と極

【発明の詳細な説明】

めて高く、また電子ビームに振動を与えるために超高磁

【０００１】

場を必要とすることから、特殊な高エネルギー用途を目

【発明の属する技術分野】本発明は、電子工学、量子電

標に開発されているため、信号増幅を目的とするエレク

子工学、光エレクトロニクス、レーザ工学等の多くの分

トロニクス分野には適していない。

野に適用可能な、光を一方向のみに増幅する一方向性光

【０００７】また、一方向性の機能電子素子である通常

増幅器に関するものである。

の電子管やトランジスタの動作可能周波数の上限値（１

【０００２】

ＧＨｚ程度）を上回る、最も高い動作可能周波数を有す

【従来の技術】光増幅を行う従来技術としては、各種の

る一方向性の電子管としては進行波管がある。この進行

レーザがあり、これらを用いて光の一方向性増幅を実現

波管は、金属による遅延伝送路を用いて電磁波の伝搬速

しようとする種々の試みがなされてきた。

50

度を低下させ、この電磁波に電子銃から放射された電子

( 3 )
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ビームがエネルギーを与えるものであり、周囲を真空に

【課題を解決するための手段】この目的のため、本発明

することにより、電子が周囲物質と衝突して散乱するこ

の請求項１の構成は、電子ビームを放射する電子放射部

とに伴うエネルギー損失を抑制している。この進行波管

と、該電子放射部から放射される電子ビームから受けた

では、電子ビームの速度および電磁波の伝搬速度が一致

エネルギーを利用して入力された光を一方向に増幅する

したときに電磁波が増幅されるため、逆方向へ伝搬する

光増幅部とを真空中に配置して成る一方向性光増幅器で

電磁波は増幅されない。しかし、波長は高周波になるほ

あって、前記光増幅部は、電子ビーム走行方向に誘電体

ど短くなり、進行波管の使用周波数の上限値は伝送路の

光導波路が形成された誘電体基板と、前記誘電体光導波

金属加工技術により決定されるため、進行波管は数十Ｇ

路を挟むように対向配置された一対の電子ビーム収束用

Ｈｚ以上の周波数（波長；数ｃｍ以下）では使用できな
い。したがって、波長が１μｍ以下となる光に適用し得

電極とから成り、前記誘電体基板は、電子ビーム走行方
10

向に光の電界成分を生じさせるとともに電子ビーム走行

る進行波管を作製することは、現在の金属加工技術の限

方向の光の走行速度を低下させるように配置されている

界を遥かに越えることになり、現時点では不可能であ

ことを特徴とするものである。

る。

【００１３】本発明の請求項１においては、真空中に配

【０００８】上述した種々の問題を解決するため、本願

置される電子放射部から真空中に配置される光増幅部に

発明者は、先に、特願平９−７１１４７号明細書におい

入力される光は、前記光増幅部を構成する誘電体基板の

て、固体中の電子ビームを用いた一方向性光増幅器を提

電子ビーム走行方向に形成された誘電体光導波路内を伝

案済みである。この一方向性光増幅器では、固体中に放

搬する際に、この誘電体光導波路を構成する誘電体の等

射される電子ビームを走行させるための電子ビーム走行

価屈折率に依存して走行速度が低下されるとともに、前

路と、増幅すべき光を遅延させるための誘電体遅延導波

記誘電体光導波路から真空中にしみ出す。このしみ出し

路とを組み合わせることにより、光の一方向性増幅が実

20

た光は電子放射部から放射される電子ビームと交差し

現可能であることを理論的に示している。

て、光の電界成分を生じさせる。この光の電界成分は電

【０００９】また、上述した種々の問題を解決するた

子ビーム（この電子ビームは、真空中を走行するため、

め、本願発明者は、先に、特願平９−２９３８１９号明

周囲物質との衝突による散乱に伴うエネルギー損失が抑

細書において、真空中に放射される電子ビームを用いた

制されている）からエネルギーを受けて、一方向に増幅

電子管型一方向性光増幅器を提案済みである。この電子

される。

管型一方向性光増幅器では、真空中に配置されて光の遅

【００１４】本発明の請求項１によれば、光増幅部に形

延導波路を形成する一対の波状形状鏡を用いて、電子放

成される誘電体光導波路において電子走行方向への光の

射部から放射される電子ビームから受けたエネルギーを

走行速度を遅延させるとともに光が真空中にしみ出すよ

利用して、入力された光を一方向に増幅する光増幅部を

うに構成したため、真空中の電子と光の電界成分とを用

構成することにより、光の一方向性増幅が実現可能であ

30

いた増幅により光の一方向性増幅を行う一方向性光増幅

ることを理論的に示している。

器を実現することができる。

【００１０】

【００１５】本発明の請求項２の構成は、前記誘電体基

【発明が解決しようとする課題】上記本願発明者の先願

板は、前記誘電体光導波路の両端部にそれぞれ曲線部を

の一方向性光増幅器にあっては、電子ビーム走行部を例

介して直交方向から接続される光入力導波路および光出

えばZnSeで構成した場合には加速電圧が２．５Ｖを超え

力導波路を具備して成ることを特徴とするものである。

ると電子が走行できなくなるため、電子ビームの加速電

【００１６】本発明の請求項２によれば、前記誘電体基

圧を大きくすることができず、電磁界の空間的位相変化

板は前記誘電体光導波路の両端部にそれぞれ曲線部を介

が極めて微細になるため、遅延導波路の作製をｎｍ以下

して直交方向から接続される光入力導波路および光出力

の精度で行う必要がある。そのため、今後の作製技術の
進展が課題となっている。また、上記本願発明者の先願

導波路を具備しているため、前記光入力導波路から導い
40

た光を前記誘電体光導波路で光増幅した後に前記光出力

の電子管型一方向性光増幅器にあっては、上記と同様の

導波路から出力することができる。

理由により、波状形状鏡の作製をｎｍ以下の精度で行う

【００１７】本発明の請求項３の構成は、前記誘電体基

必要があるため、今後の作製技術の進展が課題となって

板は、前記誘電体光導波路の両端部にそれぞれ所定角度

いる。

をなすように斜め方向から接続される光入力導波路およ

【００１１】本発明は、真空中の電子と、誘電体光導波

び光出力導波路を具備して成ることを特徴とするもので

路から真空中にしみ出した光とを用いた光増幅により、

ある。

これまで不可能と思われていた光の一方向性増幅を実現

【００１８】本発明の請求項３によれば、前記誘電体基

する装置を一方向性光増幅器として具体化することによ

板は前記誘電体光導波路の両端部にそれぞれ所定角度を

り、上述した問題を解決することを目的とする。

なすように斜め方向から接続される光入力導波路および

【００１２】

50

光出力導波路を具備しているため、前記光入力導波路か

( 4 )
5
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ら導いた光を前記誘電体光導波路で光増幅した後に前記

電子放射部１と光増幅部２とから成る。上記電子放射部

光出力導波路から出力することができる。

１および光増幅部２は、図示しない真空容器中に配置し

【００１９】本発明の請求項４の構成は、前記誘電体光

て、例えば電子管型装置として構成する。なお、上述し

導波路は、当該波長領域において透明性を有する高屈折

たように電子放射部１および光増幅部２の周囲を真空に

率の材料であって、可視光領域に用いる場合にはZnSe,

した理由は、電子放射部１から放射される電子が光増幅

CdSおよびこれらの混晶等のII‑VI 族化合物半導体もし

部２内を通過する際に不要な物質に衝突して散乱するこ

くはGaN 等のIII‑V 族化合物半導体より成り、マイクロ

とによりエネルギー損失が生じるのを防止するためであ

波領域から近赤外領域に用いる場合にはSi, Ge等のIV族

る。上記電子放射部１としては、例えば電子銃を用いる

半導体、ZnSe, CdS およびこれらの混晶等のII‑VI 族化
合物半導体もしくはGaAs, InP, GaNおよびこれらの混晶

ものとし、この電子銃１は、所定電圧値の加速電圧を印
10

加することにより電子ビーム４を放射する。

等のIII‑V 族化合物半導体より成ることを特徴とするも

【００２６】上記増幅部２は、誘電体基板５と、誘電体

のである。

基板５上の電子ビーム走行方向（図示ｚ軸方向）に形成

【００２０】本発明の請求項４によれば、前記誘電体光

された誘電体光導波路６と、図１（ｂ）に示すように、

導波路は、当該波長領域において透明性を有する高屈折

誘電体光導波路６の図示左右両端部にそれぞれ曲線部を

率の材料であって、可視光領域に用いる場合にはZnSe,

介して直交方向から接続される光入力導波路７および光

CdSおよびこれらの混晶等のII‑VI 族化合物半導体もし

出力導波路８と、誘電体光導波路６を上下方向から挟む

くはGaN 等のIII‑V 族化合物半導体により構成され、マ

ように対向配置された一対の電子ビーム収束用電極９お

イクロ波領域から近赤外領域に用いる場合にはSi, Ge等

よび１０とから成り、電子ビーム収束用電極１０は誘電

のIV族半導体、ZnSe, CdS およびこれらの混晶等のII‑V

体基板５の下面に結合されている。上記電子ビーム収束

I 族化合物半導体もしくはGaAs, InP, GaNおよびこれら

20

用電極９および１０の間に、所定電圧値の電子ビーム収

の混晶等のIII‑V 族化合物半導体により構成されるた

束電圧１１を、電子ビーム収束用電極９側が負電位とな

め、可視光領域の光を対象とする場合もマイクロ波領域

り、電子ビーム収束用電極１０側が正電位となるように

から近赤外領域の光を対象とする場合も、当該誘電体光

印加すると、誘電体基板５の誘電体光導波路６の上部に

導波路の等価屈折率に依存して前記光増幅部における電

形成される電子ビーム走行路を走行する電子ビーム４

子ビーム走行方向の光の走行速度を低下させることがで

は、誘電体光導波路６の表面に収束する。

きる。

【００２７】上記誘電体光導波路６を構成する材料とし

【００２１】本発明の請求項５の構成は、前記誘電体基

ては、利用する光の波長領域において、屈折率ができる

板は、マイクロ波領域から可視光領域までの範囲におい

限り高く、かつ透明性を有する材料が良い。これらの条

て透明性を有する材料であって、石英ガラスや有機物よ

件に該当する材料としては、可視光領域に用いる場合に

り成ることを特徴とするものである。

30

はZnSe, CdS およびこれらの混晶等のII‑VI 族化合物半

【００２２】本発明の請求項５によれば、前記誘電体基

導体もしくはGaN 等のIII‑V 族化合物半導体を用いるこ

板をマイクロ波領域から可視光領域までの範囲において

とができる。また、マイクロ波領域から近赤外領域に用

透明性を有する材料である石英ガラスや有機物により構

いる場合には、Si, Ge等のIV族半導体、ZnSe, CdS およ

成するため、この誘電体基板上に電子ビーム走行方向の

びこれらの混晶等のII‑VI 族化合物半導体もしくはGaA

光の走行速度を低下させる誘電体光導波路を形成するこ

s, InP, GaNおよびこれらの混晶等のIII‑V 族化合物半

とができる。

導体を用いることができる。

【００２３】本発明の請求項６の構成は、前記電子ビー

【００２８】上記誘電体基板５を構成する材料として

ム収束用電極は、Ni, Ag, Alや各種合金等の金属材料よ

は、利用する光の波長領域において、屈折率ができる限

り成ることを特徴とするものである。
【００２４】本発明の請求項７によれば、前記電子ビー

り低く、かつ透明性を有する材料が良い。これらの条件
40

に該当する材料としては、マイクロ波領域から可視光領

ム収束用電極をNi, Ag, Alや各種合金等の金属材料によ

域までの全範囲において、石英ガラスや有機物等を用い

り構成したため、誘電体基板の電子ビーム走行方向に形

ることができる。上記電子ビーム収束用電極９および１

成された誘電体光導波路の表面に電子ビームを収束させ

０を構成する材料としては、Ni, Ag, Alや各種合金等の

ることができる。

金属材料を用いることができる。

【００２５】

【００２９】次に、第１実施形態の一方向性光増幅器の

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面

動作原理を説明する。光（入射光１２）の角周波数およ

に基づき詳細に説明する。図１（ａ），（ｂ）はそれぞ

び波数をそれぞれωおよびβとし、電子銃１により放射

れ、本発明の第１実施形態の一方向性光増幅器の基本構

される電子のエネルギーおよび波数をそれぞれＷb およ

造を示す原理図およびそのＡ−Ａ断面図である。本実施

びｋb とし、光７にエネルギーを与えた後の電子のエネ

形態の一方向性光増幅器は、図１（ａ）に示すように、

50

ルギーおよび波数をそれぞれＷa およびｋa とし、プラ
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ンク定数をｈとすると、以下の式（１）および（２）の

られて誘電体光導波路６に導かれた後、誘電体光導波路

関係が満たされる場合に光１２が増幅される。

６を伝搬する。その後、曲線部で方向を９０度変えられ

Ｗb −Ｗa ＝ｈ・ω／２π

（１）

て光出力用導波路８に導かれ、そこから出射して出力光

Ｋb −Ｋa ＝β

（２）

１３となる。

【００３０】光の速度はω／βであるため、自由空間で

【００３５】その際、誘電体光導波路６に導かれた光

の光は速度ｃが速いので光の波数βが小さくなり過ぎる

は、誘電体光導波路６を構成する誘電体の等価屈折率に

ことになり、式（２）が成立しない。そこで、本実施形

依存して電子走行方向への走行速度を遅延されて、電子

態では、誘電体基板５上に形成する誘電体光導波路６の

ビーム４からエネルギーを受けられる程度の速度となる

材料を上述した材料の中から適宜選択することにより光
を減速させ、光の波数βを大きくしている。

（等価屈折率が大きくなるほど光の速度が遅延されるこ
10

とになる）。また、誘電体光導波路６に導かれた光は、

【００３１】誘電体光導波路６は誘電体により構成さ

誘電体導波路６の中心に集まるように分布して導波され

れ、その等価屈折率をｎe f f とすると伝搬速度はｃ／ｎ

るが、導波路中に完全に閉じこめられることはなく、誘

e f f

となる。したがって、

ω／β＝ｃ／ｎe f f

電体光導波路６中を伝搬する光の一部は、誘電体基板５
（３）

側および真空側（誘電体基板５の上部の電子ビーム走行

のときに光増幅がなされる。この光増幅を実現するため

路側）にしみ出すことになる。この真空側にしみ出した

には、光の波数β＝ｎe f f ω／ｃを大きくする（電子ビ

光は電子ビーム４と交差するため、図１（ａ）中の模式

ーム走行方向（ｚ方向）への光の伝搬速度ｃ／ｎe f f を

図にＥで示すような電子ビーム走行方向（ｚ方向）の電

小さくする）とともに、電子走行方向（ｚ方向）に光の

界成分１４が生じる。この電界成分１４は、電子ビーム

電界成分を生じさせることが要求され、本実施形態では

４からエネルギーを受けるため、光全体が増幅される。

誘電体光導波路６の高屈折率化によって光の伝搬速度ｃ

20

【００３６】なお、本実施形態の一方向性光増幅器によ

／ｎe f f を小さくしている。ここで、ｚ方向に光の電界

れば、誘電体光導波路６の材料選定により増幅特性が決

成分が無いと光は増幅されない。また、逆方向の光は波

定されるため、より大きな増幅率を得るためには、利用

数が−βとなり式（２）を満足しないので増幅されな

する光の波長領域において高屈折率かつ透明性を有する

い。

上記各種材料の何れかを用いればよい。

【００３２】上述した光増幅部２での光増幅作用は、量

【００３７】図２（ａ），（ｂ）はそれぞれ、本発明の

子力学の解析手法の１つである密度行列法を用いて理論

第２実施形態の一方向性光増幅器の基本構造を示す原理

解析され、光の利得定数ｇは、次式で表わされる。

図およびそのＢ−Ｂ断面図である。本実施形態の一方向

【数１】

性光増幅器は、上記第１実施形態の一方向性光増幅器に
対し、図２（ｂ）に示す誘電体基板平面上で、誘電体光
30

導波路６の図示左右両端部にそれぞれ所定角度をなすよ
うに光入力導波路７および光出力導波路８を斜め方向か

ここで、μ0 は真空中の透磁率、ｅは電子の電荷、λは

ら接続して、誘電体光導波路６に対する入射角および出

光の波長、Ｊは電子ビームの電流密度、Ｌは光増幅部２

射角を変更し、それに伴い誘電体基板５の形状を変更し

の有効長、ｈはプランク定数、ξは真空中にしみ出した

たものであり、上記以外の部分は第１実施形態と同様に

光の電界成分１４の比率および電子ビーム収束性により

構成する。

定まる、光および電子ビームの結合率、Ｄは光増幅およ

【００３８】本実施形態の一方向性光増幅器によれば、

び光吸収の相違を示す係数である。

上記第１実施形態の一方向性光増幅器と同様の作用効果

【００３３】光増幅部２における光増幅率Ａは、次式で

が得られる。その上、上記変更により第１実施形態より

表わされる。
Ａ＝ exp(gL)

も作製が容易になる。
（５）

40

【００３９】図３（ａ），（ｂ）はそれぞれ、本発明の

この場合、光増幅に必要な加速電圧Ｖe は、電子の質量

第３実施形態の一方向性光増幅器の基本構造を示す原理

をｍとすると、次式で表わされる。

図およびそのＣ−Ｃ断面図である。本実施形態の一方向

【数２】

性光増幅器は、上記第１実施形態の一方向性光増幅器に
対し、図３（ａ）に示すように、誘電体光導波路６の図
示左右両端部にそれぞれ誘電体基板５に対し所定角度を
なすように光入力導波路７および光出力導波路８を斜め

【００３４】次に、本実施形態の一方向性光増幅器の作

下方向から接続して、誘電体光導波路６に対する入射角

用を説明する。入射光１２は、図１（ｂ）に示すよう

および出射角を変更し、それに伴い誘電体基板５の形状

に、電子ビーム走行方向と直交する方向に形成された光

を変更したものであり、上記以外の部分は第１実施形態

入力導波路７から入射して、曲線部で方向を９０度変え

50

と同様に構成する。

( 6 )

特開２０００−６８５７７

9

10

【００４０】本実施形態の一方向性光増幅器によれば、

を実現することができる。このような一方向性光増幅器

上記第１実施形態の一方向性光増幅器と同様の作用効果

の出現は、いわば光周波数領域における電子管やトラン

が得られる。

ジスタの発明に相当するようなものであり、現状の光通

【００４１】次に、一方向性光増幅を実現する上記各実

信技術、光計測技術、光記録技術等の信号処理を中心と

施形態の一方向性光増幅器と、上述した従来技術および

した光エレクトロニクス分野の継続的な発展の他に、電

本願発明者の先願（特願平９−７１１４７号明細書およ

気工学、電子工学、情報工学の分野の飛躍的な発展が期

び特願平９−２９３８１９号明細書）とを比較して、両

待できる。さらに、上記各実施形態の一方向性光増幅器

者の共通点および相違点を説明する。

は、材料加工や核融合等の高エネルギー光の用途の利用

【００４２】第１に、上記各実施形態は光を一方向にの
み増幅する素子または装置であるため、双方向への可逆

も期待できる。
10

【００４７】上記一方向性光増幅器の実現による最大の

増幅を行う従来技術である「レーザ」とは本質的に異な

利点は、光信号を用いた回路合成が可能になることであ

る機能を有している。第２に、上記各実施形態における

り、これにより、光発振器、光増幅器、光変調器、光ス

光増幅作用は、上記本願発明者の先願と同様に、発明者

イッチ、光メモリ等の各種の光機能素子を光回路として

による新たな理論解析により予見される現象である。第

構成することができる。例えば、上記一方向性光増幅器

３に、上記各実施形態の一方向性光増幅器は、原理的に

を光ファイバ通信用の光源に適用したり、各種光計測器

マイクロ波領域から可視光領域までの全範囲で動作可能

に適用した場合、光アイソレータを用いなくても、反射

である。

戻り光の障害が生じなくなる。また、光ディスクにおけ

【００４３】第４に、上記本願発明者の先願の「一方向

る光ピックアップに適用した場合、反射戻り光の影響は

性増幅器」（特願平９−７１１４７号明細書）とは、電

なくなり、高品位の光信号を維持することができる。ま

子ビームによる光増幅である点で共通している。しか

20

た、増幅条件を適宜変更することにより光変調器や光ス

し、上記本願発明者の先願が固体中の電子を使用してい

イッチの構成になり、光共振器を挿入すると光発生器に

るのに対し、上記各実施形態は真空中の電子を使用して

なる等、幾多の光機能素子への応用が可能である。ま

いる点で両者は相違している。さらに、上記各実施形態

た、ＣＤ（コンパクトディスク）装置に適用した場合、

は高屈折率かつ透明性を有する材料より成る直線状の誘

レーザ光を一方向で増幅することにより低雑音化するこ

電体光導波路により光を遅延させている点で、光を蛇行

とが可能になる。

させるような複雑な形状の誘電体光導波路を用いる上記

【００４８】また、レーザ光のエネルギーを利用したレ

本願発明者の先願と相違している。

ーザ加工機やレーザメス等においては、レーザ発振器か

【００４４】第５に、上記本願発明者の先願の「電子管

らのレーザ光を上記電子管型一方向性光増幅器で増幅し

型一方向性増幅器」（特願平９−２９３８１９号明細

て出射するように構成することにより、対象物からの反

書）とは、真空中の電子ビームによる光増幅である点で

30

射戻り光があっても動作が変動しない安定化されたシス

共通している。しかし、上記本願発明者の先願が２枚の

テムとすることができる。

波状形状鏡間を反射させることにより光を遅延させてい

【００４９】さらに、上記各実施形態の一方向性光増幅

るのに対し、上記各実施形態は高屈折率かつ透明性を有

器は、原理的にマイクロ波領域から可視光領域までの全

する材料より成る直線状の誘電体光導波路により光を遅

範囲で動作可能であるため、光領域やマイクロ波領域の

延させている点で、上記本願発明者の先願と相違してい

みならず、ＴＨｚ領域あるいは遠赤外線領域にも適用可

る。また、上記各実施形態の方が、上記本願発明者の先

能であり、これまで技術的にほとんど未開発であった電

願に比べて、真空中にしみ出す光の割合が大きくなるた

磁波領域を利用することも可能になる。したがって、Ｔ

め、上記式（４）におけるξが大きくなり、利得定数ｇ

Ｈｚ帯から遠赤外線領域で電磁波発生や増幅を行う装置

を大きくする上で有利である。
【００４５】第６に、上記各実施形態は、真空中で電子

（例えばＴＨｚ帯増幅器、ＴＨｚ帯発振器、遠赤外線増
40

幅器や遠赤外線発坂器）に適用することが可能になる。

銃から放射される電子ビームを用いる電磁波増幅である

【００５０】

点および電磁波の遅延導波路を有している点で、マイク

【実施例】図１（ａ），（ｂ）に示すように電子放射部

ロ波領域の「進行波管」と類似している。しかし、進行

（電子銃）１および光増幅部２を構成し、誘電体基板５

波管では電磁波の遅延を螺旋状（コイル状）線路で行っ

に石英ガラスを用い、誘電体光導波路６にGaAsを用いる

ているが、上記各実施形態では誘電体光導波路で光（電

とともに電子ビーム収束用電極９および１０にAlを用い

磁波）を遅延させている点で両者は相違している。ま

る。この構成において、電子銃１に加速電圧３を印加す

た、進行波管はマイクロ波領域では使用できるが、上記

るとともに光入力導波路７から光１２を入力させると、

各実施形態で使用する光領域では使用できない。

増幅された光１３が光出力導波路８から出力される。こ

【００４６】以上説明したように、上記各実施形態によ

の場合、理論解析を行うと、波長λ＝１．５μｍの光

れば、現在までに実現されていない単一方向性の光増幅

50

で、印加電圧（加速電圧Ｖe ）３をＶe ＝３２ＫＶと
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し、電流密度ＪをＪ＝１０Ａ／ｃｍ

12
2

とすると、光増幅

【符号の説明】

部２の長さＬを２ｃｍとした場合には、３０００倍以上

１ 電子放射部（電子銃）

の増幅率Ａが得られる。

２ 光増幅部

【図面の簡単な説明】

３ 電子ビーム

【図１】（ａ），（ｂ）はそれぞれ、本発明の第１実施

４ 光入力端

形態の一方向性光増幅器の基本構造を示す原理図および

５ 誘電体基板

そのＡ−Ａ断面図である。

６ 誘電体光導波路

【図２】（ａ），（ｂ）はそれぞれ、本発明の第２実施

７ 光入力導波路

形態の一方向性光増幅器の基本構造を示す原理図および
そのＢ−Ｂ断面図である。

８ 光出力導波路
10

９，１０

電子ビーム収束用電極

【図３】（ａ），（ｂ）はそれぞれ、本発明の第３実施

１１

電子ビーム収束電圧

形態の一方向性光増幅器の基本構造を示す原理図および

１２

入射光

そのＣ−Ｃ断面図である。

１３

出力光

【図１】

【図２】
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【図３】

─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１１年６月２４日（１９９９．６．２

と思われていた光の一方向性増幅を実現する装置を一方

４）

向性光増幅器として具体化することにより、上述した問

【手続補正１】

題を解決することを目的とする。

【補正対象書類名】明細書

【手続補正３】

【補正対象項目名】請求項１

【補正対象書類名】明細書

【補正方法】変更

【補正対象項目名】００１２

【補正内容】

【補正方法】変更

【請求項１】

電子ビームを放射する電子放射部と、該

【補正内容】

電子放射部から放射される電子ビームから受けたエネル

【００１２】

ギーを利用して入力された光を一方向に増幅する光増幅

【課題を解決するための手段】この目的のため、本発明

部とを真空中に配置して成る一方向性光増幅器であっ

の請求項１の構成は、電子ビームを放射する電子放射部

て、

と、該電子放射部から放射される電子ビームから受けた

前記光増幅部は、真空中を走行する電子ビームに接する

エネルギーを利用して入力された光を一方向に増幅する

ように電子ビーム走行方向に形成された誘電体光導波路

光増幅部とを真空中に配置して成る一方向性光増幅器で

を有する誘電体基板と、前記誘電体光導波路を挟むよう

あって、前記光増幅部は、真空中を走行する電子ビーム

に対向配置された一対の電子ビーム収束用電極とから成

に接するように電子ビーム走行方向に形成された誘電体

り、

光導波路を有する誘電体基板と、前記誘電体光導波路を

前記誘電体光導波路は、電子ビーム走行方向に光の電界

挟むように対向配置された一対の電子ビーム収束用電極

成分を生じさせ、伝搬する光の一部を電子ビーム走行路

とから成り、前記誘電体光導波路は、電子ビーム走行方

にしみ出させるとともに、電子ビーム走行方向の光の走

向に光の電界成分を生じさせ、伝搬する光の一部を電子

行速度を低下させるように、前記誘電体基板上に形成さ

ビーム走行路にしみ出させるとともに、電子ビーム走行

れていることを特徴とする一方向性光増幅器。

方向の光の走行速度を低下させるように、前記誘電体基

【手続補正２】

板上に形成されていることを特徴とするものである。

【補正対象書類名】明細書

【手続補正４】

【補正対象項目名】００１１

【補正対象書類名】明細書

【補正方法】変更

【補正対象項目名】００１３

【補正内容】

【補正方法】変更

【００１１】本発明は、真空中の電子と、誘電体光導波

【補正内容】

路から真空中にしみ出した光と、電子ビーム走行方向の

【００１３】本発明の請求項１においては、真空中に配

光の電界成分とを用いた光増幅により、これまで不可能

置される光増幅部に入力される光が、真空中を走行する

( 9 )
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電子ビームに接するように前記誘電体基板の電子ビーム

【補正内容】

走行方向に形成された誘電体光導波路内を伝搬する際に

【００２９】次に、第１実施形態の一方向性光増幅器の

は、電子ビーム走行方向に光の電界成分が生じ、伝搬す

動作原理を説明する。光（入射光１２）の角周波数およ

る光の一部が前記誘電体光導波路から真空中にしみ出す

び波数をそれぞれωおよびβとし、電子銃１により放射

とともに前記誘電体光導波路を構成する誘電体の等価屈

される電子のエネルギーおよび波数をそれぞれＷb およ

折率に依存して電子ビーム走行方向の光の走行速度が低

びｋb とし、光１２にエネルギーを与えた後の電子のエ

下する。それにより、前記真空中にしみ出した光は、電

ネルギーおよび波数をそれぞれＷa およびｋa とし、プ

子放射部から放射される電子ビーム（この電子ビーム

ランク定数をｈとすると、以下の式（１）および（２）

は、真空中を走行するため、周囲物質との衝突による散

の関係が満たされる場合に光１２が増幅される。

乱に伴うエネルギー損失が抑制されている）と交差する

Ｗb −Ｗa ＝ｈ・ω／２π

（１）

ことにより該電子ビームからエネルギーを受けるため、

Ｋb −Ｋa ＝β

（２）

一方向に増幅される。

【手続補正８】

【手続補正５】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】００３２

【補正対象項目名】００１４

【補正方法】変更

【補正方法】変更

【補正内容】

【補正内容】

【００３２】上述した光増幅部２での光増幅作用は、量

【００１４】本発明の請求項１によれば、光増幅部に形

子力学の解析手法の１つである密度行列法を用いて理論

成される誘電体光導波路において、電子ビーム走行方向

解析され、光の利得定数ｇは、次式で表わされる。

に光の電界成分が生じ、伝搬する光の一部が電子ビーム

【数１】

走行路にしみ出すとともに、電子ビーム走行方向の光の
走行速度が遅延するようにしたため、真空中の電子と、
真空中にしみ出した光と、電子ビーム走行方向の光の電
界成分とを用いた増幅により光の一方向性増幅を行う一
方向性光増幅器を実現することができる。

ここで、μ0 は真空中の透磁率、ｅは電子の電荷、λは

【手続補正６】

光の波長、Ｊは電子ビームの電流密度、Ｌは光増幅部２

【補正対象書類名】明細書

の有効長、ｈはプランク定数、ξは真空中にしみ出した

【補正対象項目名】００２６

光成分１４の比率および電子ビーム収束性により定ま

【補正方法】変更

る、光および電子ビームの結合率、Ｄは光増幅および光

【補正内容】

吸収の相違を示す係数である。

【００２６】上記増幅部２は、誘電体基板５と、真空中

【手続補正９】

を走行する電子ビーム４に接するように誘電体基板５上

【補正対象書類名】明細書

の電子ビーム走行方向（図示ｚ軸方向）に形成された誘

【補正対象項目名】００３５

電体光導波路６と、図１（ｂ）に示すように、誘電体光

【補正方法】変更

導波路６の図示左右両端部にそれぞれ曲線部を介して直

【補正内容】

交方向から接続される光入力導波路７および光出力導波

【００３５】その際、誘電体光導波路６に導かれた光

路８と、誘電体光導波路６を上下方向から挟むように対

は、誘電体光導波路６を構成する誘電体の等価屈折率に

向配置された一対の電子ビーム収束用電極９および１０

依存して電子走行方向への走行速度を遅延されて、電子

とから成り、電子ビーム収束用電極１０は誘電体基板５

ビーム４からエネルギーを受けられる程度の速度となる

の下面に結合されている。上記電子ビーム収束用電極９

（等価屈折率が大きくなるほど光の速度が遅延されるこ

および１０の間に、所定電圧値の電子ビーム収束電圧１

とになる）。また、誘電体光導波路６に導かれた光が誘

１を、電子ビーム収束用電極９側が負電位となり、電子

電体導波路６の中心に集まるように分布して導波される

ビーム収束用電極１０側が正電位となるように印加する

際に電子ビーム走行方向の電界成分が生じるが、誘電体

と、誘電体基板５の誘電体光導波路６の上部に形成され

光導波路６に導かれた光が導波路中に完全に閉じこめら

る電子ビーム走行路を走行する電子ビーム４は、誘電体

れることはなく、誘電体光導波路６中を伝搬する光の一

光導波路６の表面に収束する。

部は、誘電体基板５側および真空側（誘電体基板５の上

【手続補正７】

部の電子ビーム走行路側）にしみ出すことになる。この

【補正対象書類名】明細書

真空側にしみ出した光成分１４は、電子ビーム４と交差

【補正対象項目名】００２９

する際に電子ビーム４からエネルギーを受けるため、光

【補正方法】変更

全体が増幅される。
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【手続補正１０】

【補正内容】

【補正対象書類名】明細書

【符号の説明】

【補正対象項目名】００４８

１ 電子放射部（電子銃）

【補正方法】変更

２ 光増幅部

【補正内容】

３ 印加電圧（加速電圧）

【００４８】また、レーザ光のエネルギーを利用したレ

４ 電子ビーム

ーザ加工機やレーザメス等においては、レーザ発振器か

５ 誘電体基板

らのレーザ光を上記一方向性光増幅器で増幅して出射す

６ 誘電体光導波路

るように構成することにより、対象物からの反射戻り光

７ 光入力導波路

があっても動作が変動しない安定化されたシステムとす

８ 光出力導波路

ることができる。

９，１０

【手続補正１１】

１１

電子ビーム収束電圧

【補正対象書類名】明細書

１２

入射光

【補正対象項目名】符号の説明

１３

出力光

【補正方法】変更

１４

真空側にしみ出した光成分

電子ビーム収束用電極

