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(54)【発明の名称】光パルス発生方法およびその装置
(57)【要約】
【課題】再帰的なフォトクロミック過程を持つ光材料を
用い、複雑な機構を必要としないで高繰り返し速度の光
パルス列を発生する。
【解決手段】
1

初期状態で波長λ1 に吸収帯をもち、λ

の光を照射するとその光を吸収して別の波長λ2 に吸

収帯をもつシフト状態に遷移し、その状態で波長λ2 の
光を照射するとλ1 の吸収帯をもつ初期状態に戻る再帰
的なフォトクロミック過程をもつ光材料の光デバイス１
に、λ1 とλ2 の２つの連続光を重畳させて照射する。
このときλ2 の連続光をわずかに先行させて照射し、光
デバイス１を初期状態にセットしておく。すると、初期
状態とシフト状態の間での状態遷移が自己誘導的にサイ
クリックに引き起こされる。その結果、光デバイス１か
らの透過光は、光デバイス１内の吸収／透過のオン、オ
フでスイッチングされ、連続的な光パルス列が得られ
る。

( 2 )
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1

2

【特許請求の範囲】

８に記載の光パルス発生装置。

【請求項１】

【請求項１０】

光学的特性の異なる初期状態とシフト状

光デバイスの材料は、バクテリオロド

態を有し、特定の第１の波長の光の照射により初期状態

プシンであることを特徴とする請求項６ないし請求項９

からシフト状態へ遷移し、他の特定の第２の波長の光の

に記載の光パルス発生装置。

照射によりシフト状態から初期状態へ遷移する再帰的な

【発明の詳細な説明】

フォトクロミック過程を持つ材料の光デバイスに対し

【０００１】

て、特定の第１の波長の連続光と特定の第２の波長の連

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信、光情報処

続光を重畳させて照射し、光デバイスの状態遷移を自己

理等の分野に利用される高速の光パルス列を連続的に発

誘導的に連続的に生じさせて出力される透過光を変化さ
せ、光パルスを連続的に発生することを特徴とする光パ

生するための光パルス発生方法および光発生装置に関す
10

ルス発生方法。
【請求項２】

る。
【０００２】

前記初期状態とシフト状態で異なる光デ

【従来の技術】従来、高速で繰り返される光パルス列を

バイスの光学的特性は、光吸収帯特性であることを特徴

連続発生させる技術としては、半導体レーザ、ファイバ

とする請求項１に記載の光パルス発生方法。

レーザ、固体レーザなどを用いるものがある。これらの

【請求項３】

レーザを用いて高速の光パルス列を発生させるには、通

前記光デバイスの光吸収帯特性は、シフ

ト状態で生じる前記特定の第１の波長を含む第１の光吸

常、共振器内を走行する光パルスの周期をロックする

収帯領域と、初期状態で生じる前記特定の第２の波長を

（引き込む）モード同期方式がとられる。モード同期方

含む第２の光吸収帯領域からなることを特徴とする請求

式には、共振器内に光変調器を挿入して損失変調をかけ

項２に記載の光パルス発生方法。

る能動方式と、入射光強度に対して吸収係数が非線形に

【請求項４】

前記特定の第１の波長の連続光を前記特

20

変化する過飽和吸収体を共振器内に挿入して受動的にモ

定の第２の波長の連続光よりも先に照射することを特徴

ード同期をとる受動方式などがある。しかし、これらは

とする請求項１ないし請求項３に記載の光パルス発生方

いずれも機構が複雑であり、また高価であることや、面

法。

型デバイスとして使用することが難しいなどの問題があ

【請求項５】

光デバイスの材料は、バクテリオロドプ

る。

シンであることを特徴とする請求項１ないし請求項４に

【０００３】ところで近年、光を吸収すると吸収波長帯

記載の光パルス発生方法。

や屈折率などの光学特性を可逆的なサイクルで変化させ

【請求項６】

光学的特性の異なる初期状態とシフト状

る、いわゆる再帰的なフォトクロミック過程をもつ光材

態を有し、特定の第１の波長の光の照射により初期状態

料が注目を集めている（参考文献１、２、３参照）。こ

からシフト状態へ遷移し、他の特定の第２の波長の光の

の光材料は有機高分子材料の一種で、ある吸収波長帯を

照射によりシフト状態から初期状態へ遷移する再帰的な

30

もつ初期状態で特定の波長の光を照射されると、吸収波

フォトクロミック過程を持つ材料の光デバイスと、

長帯をシフトさせたシフト状態に遷移し、シフト状態で

特定の第１の波長の連続光を発生して光デバイスに照射

別の特定の波長の光を照射されると、元の初期状態に復

する第１のレーザ光源と、

帰する性質を備えており、構造が単純で面型デバイスに

特定の第２の波長の連続光を発生して光デバイスに照射

適合しやすいことから、光メモリや光スイッチング素子

する第２のレーザ光源を備え、

などの各種デバイスへの応用が期待されている。しか

第１のレーザ光源からの特定の第１の波長の連続光と第

し、光パルス発生装置への適用例はまだ見られない。

２のレーザ光源からの特定の第２の波長の連続光は、重

【０００４】〔参考文献〕

畳して光デバイスに入射されることを特徴とする光パル

１．

ス発生装置。
【請求項７】

辻岡 強，

二光子吸収による書換え型光メモリ

ー , Ｏ plus E ,Vol.20 ,No.9, pp.1033‑1037.
前記初期状態とシフト状態で異なる光デ

40

２．

河合 壮・入江

バイスの光学的特性は、光吸収帯特性であることを特徴

性高分子の光記憶性

とする請求項６に記載の光パルス発生装置。

年），pp.19‑24.

【請求項８】

３．

前記光デバイスの光吸収帯特性は、シフ

岡田佳子，

正浩,

フォトクロミック導電

, 高分子加工 49巻１号（2000
光受容性タンパク質バクテリオロド

ト状態で生じる前記特定の第１の波長を含む第１の光吸

プシンとは

収帯領域と、初期状態で生じる前記特定の第２の波長を

6‑36.

含む第２の光吸収帯領域からなることを特徴とする請求

【０００５】

項７に記載の光パルス発生装置。

【発明が解決しようとする課題】従来の再帰的なフォト

【請求項９】

前記第１のレーザ光源からの連続光は、

クロミック過程を持つ光材料を用いた光デバイス応用装

前記第２のレーザ光源からの連続光よりも先に光デバイ

置の開発研究では、再帰的な状態遷移を生じさせるため

スに入射されることを特徴とする請求項６ないし請求項

50

，パリテイ

Vol.10 No.10 1995‑10, pp.2

に、少なくとも２種類の波長のパルス光を交互に光デバ

( 3 )
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3

4

イスに照射する機構を用いる必要があり、装置構造の簡

度は波長λ2 の連続光３が光デバイス１で吸収されるよ

素化を阻害する大きな要因となっていた。

うになり、透過光３′のレベルは低下する。

【０００６】本発明の課題は、再帰的なフォトクロミッ

【００１８】光デバイス１で波長λ2 の連続光３が吸収

ク過程を持つ光材料に連続光を用いて簡単な構造で高繰

されるようになると、それにより生じる光化学反応で、

り返し速度の光パルス列を発生できる技術を提供するこ

今度は光デバイス１の吸収帯が（ｂ）の初期状態λ1 の

とにある。

位置にシフトしていき、元の状態へ復帰する。その結

【０００７】

果、波長λ2 の連続光３の吸収はなくなり、透過光３′

【課題を解決するための手段】ある波長の光を照射する

のレベルは上昇する。同様にして、透過光２′のレベル

と吸収帯がシフトし、その状態でまた別の波長の光を照
射すると吸収帯が元に戻る再帰的なフォトクロミック過

も、透過光３′のレベルと逆相の関係で変化する。
10

【００１９】光材料の持つ特性により、以上の動作が自

程をもつ光材料から連続的な光パルス列を発生させるに

己誘導的に繰り返されるため、光デバイス１に連続的な

は、光材料に状態遷移を連続的に引き起こす必要があ

遷移サイクルが生じ、その結果、光デバイス１における

る。従来は、光材料における２つの状態を一方から他方

２つの連続光２，３の吸収／透過が交互に周期的に変化

へ連続的に遷移させるのに、２種類の波長のパルス光

して、透過光２′、３′に、高繰り返し速度の光パルス

を、それぞれの状態に応じて交互に照射する必要があっ

列が得られる。

た。本発明は、これら２種類の波長のパルス光の繰り返

【００２０】次に図２により、本発明による光パルス列

しを極限まで高めた結果として連続光を考えるに至った

発生過程をさらに具体的に説明する。図中、横方向に並

ものであり、２種類の波長の連続光を光材料に同時に照

んだ

射することにより、自己誘導的，自律的に連続的な状態

程を示しており、また縦方向に並んだ（ａ）、（ｂ）、

遷移のサイクルを生じさせ、光パルス列を発生させるも

20

,

,

,

は、立ち上げ時の基本的な四つの過

（ｃ）は、各過程における照射光と透過光の状態、光デ

のである。

バイス１の吸収帯の状態、透過光のレベルをそれぞれ示

【０００８】図１により、本発明の原理を説明する。

す。以下、各過程を順にしたがって説明する。

【０００９】図１の（ａ）は、本発明の概念を模式的に

光デバイス１に、波長λ2 の連続光３のみを照射し

示したものである。

て、光デバイス１を初期状態にセットし、吸収帯を波長

【００１０】図中、１は再帰的なフォトクロミック過程

λ1 の位置でスタートさせる。このとき、波長λ2 の連

を持つ材料の光デバイスであり、（ｂ）に示す波長λ1

続光３は吸収されないので、透過光３′のレベルは高

にピークのある吸収帯をもつ初期状態と、（ｃ）に示す

く、透過光２′は存在しない。

波長λ2 にピークのある吸収帯をもつシフト状態の二つ

初期状態で波長λ1 の連続光２を連続光３に重畳さ

の状態をもつ。
【００１１】２は波長λ1 の連続光であり、照射により

せて照射する。光デバイス１の吸収帯は、はじめ波長λ
30

1

の位置にあるので、連続光２を吸収し、連続光３を透

光デバイス１を初期状態からシフト状態に遷移させる働

過させる。光デバイス１は、連続光２を吸収するにつ

きをもつ。

れ、吸収帯を自動的に波長λ2 の位置にシフトしてい

【００１２】２′は連続光２の透過光である。

く。これにより、透過光３′のレベルは高いが少しずつ

【００１３】３は波長λ2 の連続光であり、光デバイス

低下し、透過光２′のレベルは低いが少しずつ上昇す

１をシフト状態から初期状態に復帰させる働きをもつ。

る。

【００１４】３′は連続光３の透過光である。

吸収帯が波長λ2 の位置に完全にシフトして、連続

【００１５】再帰的なフォトクロミック過程による光デ

光２の吸収は無くなり、代わりに波長λ2 の連続光３が

バイス１の動作は、概略次のように行なわれる。

吸収されるようになる。このため、透過光２′のレベル

【００１６】まず光デバイス１に、（ｃ）のシフト状態
を（ｂ）の初期状態に戻す働きのある波長λ2 の連続光

は高くなり、透過光３′のレベルは低くなる。
40

光デバイス１は、波長λ2 の連続光３を吸収し、吸

３を照射して、光デバイス１をあらかじめ初期状態にセ

収帯を自動的に波長λ1 の吸収帯に戻す。吸収帯が完全

ットする。このとき光デバイス１の吸収帯はλ1 の位置

に元に戻ると、連続光２が吸収され、透過光２′のレベ

にあるため、波長λ2 の連続光３は吸収されず、透過光

ルは低くなり、透過光３′のレベルは高くなって、

３′のレベルは高い。

過程と同じになり、以後、

【００１７】次に、（ｂ）の初期状態を（ｃ）のシフト

ックに繰り返される。

状態に遷移させる働きのある波長λ1 の連続光２を、連

【００２１】このようにして、透過光２′、３′は交互

続光３に重畳させて照射する。このとき、光デバイス１

にかつ連続的にスイッチングされ、高繰り返し速度の光

の吸収帯はλ1 の位置にあるため連続光２は吸収され、

パルス列が生成される。

それにより生じる光化学反応により、光デバイス１の吸

【００２２】

収帯は（ｃ）のλ2 の位置へシフトする。その結果、今

50

,

,

の

の過程がサイクリ

【発明の実施の形態】以下、本発明による好適な実施の

( 4 )
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5

6

形態について、図２および図３を用いて説明する。

れたが、本発明はこれに限定されるものではなく、再帰

【００２３】図３に、本発明によるパルス発生装置の１

的なフォトクロミック過程を示す任意の材料に適用する

実施例を示す。

ことができる。

【００２４】フォトクロミック材料の光デバイス１１に

【００２８】

は、高速な光変調素子として有望な、バクテリアから抽

【発明の効果】本発明によれば、再帰的なフォトクロミ

出されるタンパク質バクテリオロドプシンのフィルムを

ック過程をもつ光デバイスに対して、自己誘導的に光の

用いた。バクテリオロドプシンは、波長５７７ｎｍの光

透過／吸収がスイッチングされる構成を採用したことに

を吸収して全トランス型の基底状態から１３−シスの中

より、従来の方法のような複雑な技術を利用することな

間体に変化し、さらにその状態で波長４１２ｎｍの光を
吸収すると元の基底状態に戻る。各々の状態で光吸収帯

く、高繰り返し光パルス列を簡単に発生することができ
10

る。また面型デバイスの形状をとり、電気的なインタフ

が異なる。

ェースも不要であるため、集積構造に適し、容易に二次

【００２５】バクテリオロドプシンフィルムの光デバイ

元の光パルス発生源を作成することが出来る。

ス１１に連続光１２，１３を照射するために、それぞれ

【図面の簡単な説明】

連続発振レーザ光源１４，１５が設けられる。連続発振

【図１】本発明の原理説明図である。

レーザ光源１４は、波長５３２ｎｍのＧａＡｓレーザで

【図２】本発明による光パルス列発生過程の説明図であ

あり、連続発振レーザ光源１５は、波長４４２ｎｍのＨ

る。

ｅ−Ｃｄレーザである。

【図３】本発明によるパルス発生装置の１実施例の説明

【００２６】連続発振レーザ光源１４，１５に起動信号

図である。

を与えることにより連続光１２，１３の照射が開始さ

【符号の説明】

れ、光デバイス１１の連続的な状態遷移サイクルが自己
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１：光デバイス

誘導的に引き起こされる。本実施例では、透過光１

２：連続光（λ1 ）

２′，１３′により５０μｓ周期の出力光パルス列が得

２′：透過光（λ

られた。ここで、光デバイス１１の状態遷移サイクルを

３：連続光（λ2 ）

確実に立ち上げるには、はじめに光デバイス１１が初期

３′：透過光（λ

状態にセットされる必要があり、このため、連続発振レ

１１：光デバイス

ーザ光源１４への起動信号のみを遅延回路１６により遅

１２，１３：連続光

延させて、連続光１２の照射開始が連続光１３の照射開

１２′，１３′：透過光

始よりも僅かに遅れるようにしている。

１４，１５：連続発振レーザ光源

【００２７】なお本実施例では、光デバイス１１のフォ

１６：遅延回路

トクロミック材料としてバクテリオロドプシンが用いら
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【図１】

1

2

）
）

( 5 )

特開２００２−１１６４２０

【図２】

【図３】
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