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(54)【発明の名称】時間分解・非線形複素感受率測定装置
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(57)【特許請求の範囲】

照光とプローブ光間の位相差を掃引する位相差掃引機構

【請求項１】

と、

参照光とプローブ光が伝搬するサニャッ

ク型干渉光路と、この光路中に配置される被測定試料に

上記参照光とプローブ光間の位相差を、上記光パルスが

照射する光パルスを供給し、かつ、上記サニャック型干

偏光分割型サニャック型干渉光路へ入射する前に補償す

渉光路に光パルスを供給する光パルス光源と、上記参照

る位相差補償機構とを有し、

光とプローブ光との干渉光強度を測定する測定器とを有

上記偏光分割型サニャック型干渉光路から出力した参照

する、時間分解・非線形複素感受率測定装置において、

光とプローブ光間の位相差を掃引し、この掃引する各々

上記参照光とプローブ光とが互いに直交する偏光であ

の位相差における参照光とプローブ光との干渉光強度を

り、
上記サニャック型干渉光路が偏光分割型サニャック型干

測定して得られる位相差掃引干渉波形から、時間分解・
10

非線形複素感受率を求めることを特徴とする、時間分解

渉光路であり、

・非線形複素感受率測定装置。

上記偏光分割型サニャック型干渉光路中で上記参照光及

【請求項２】

びプローブ光の偏光方向を９０度回転する偏光方向変換

償する位相差補償機構は、前記偏光分割型サニャック型

機構と、

干渉光路と、この光路に光パルスを供給する前記光パル

上記偏光分割型サニャック型干渉光路を出力した上記参

ス光源との間に配置する、λ／２波長板とλ／４波長板

前記参照光とプローブ光間の位相差を補

( 2 )
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とからなり、このλ／２波長板を回転して前記参照光と

ェムト秒光パルスから位相情報を読み出すために、非線

プローブ光間の位相差を補償することを特徴とする、請

形光学結晶の和周波発生を利用するものである。非線形

求項１に記載の時間分解・非線形複素感受率測定装置。

光学効果の研究は近年かなり進んでおり、大きな非線形

【請求項３】

特性を有する光学材料の開発がなされた。しかしなが

前記偏光分割型サニャック型干渉光路中

で前記参照光及びプローブ光の偏光方向を９０度回転す

ら、位相復調デバイスを実現するためには非線形光学定

る偏光方向変換機構は、上記光路中に配置するλ／２波

数の大きさのみならず、これらの非線形特性のフェムト

長板であることを特徴とする、請求項１に記載の時間分

秒領域の緩和特性を正しく評価する必要がある。しかし

解・非線形複素感受率測定装置。

ながら従来の測定方法ではフェムト秒領域の時間分解能

【請求項４】

前記偏光分割型サニャック型干渉光路を

出力した参照光とプローブ光間の位相差を掃引する位相

で非線形特性の超高速時間変化を測定することができな
10

い。

差掃引機構は、上記偏光分割型サニャック型干渉光路の

【０００４】

出力端と前記干渉強度を検出する測定器との間に配置さ

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記課題に鑑

れる、λ／４波長板と偏光子とからなり、このλ／４波

み、超高速光通信技術を直接指向した非線形光学材料の

長板を回転して上記参照光とプローブ光間の位相差を掃

性能評価、すなわち、光学物質の非線形光学定数の大き

引することを特徴とする、請求項１に記載の時間分解非

さのみならず、非線形複素感受率のフェムト秒領域の超

線形複素感受率測定装置。

高速時間変化を正しく測定できる時間分解非線形複素感

【請求項５】

受率測定装置を提供することにある。

前記偏光分割型サニャック型干渉光路を

出力した参照光とプローブ光間の位相差を掃引する位相

【０００５】次に、従来の時間分解・非線形複素感受率

差掃引機構は、上記偏光分割型サニャック型干渉光路の

測定装置の課題について説明する。サニャック型干渉光

出力端と前記干渉強度を検出する測定器との間に配置さ

20

路は、入力端、出力端を兼ねるビームスプリッタと、ビ

れる、λ／４波長板と偏光子とからなり、この偏光子を

ームスプリッタで分離した右回りと左回りの２つの光ビ

回転して上記参照光とプローブ光間の位相差を掃引する

ームが全く同じ光路長を有してビームスプリッタに戻る

ことを特徴とする、請求項１に記載の時間分解非線形複

ように配置した複数のミラーからなる。この光路中にお

素感受率測定装置。

いて、右回りと左回りで試料までの到達光路が適切な長

【発明の詳細な説明】

さ異なる位置に被測定試料を配置すれば、右回りと左回

【０００１】

りの２つの光ビームの被測定試料を通過するタイミング

【発明の属する技術分野】本発明は、物質中に誘起され

を適切な時間異ならせることができる。この時間内に被

た非線形分極の緩和による時間変化を測定するための時

測定試料に光パルスを照射すれば、参照光は光照射前の

間分解・非線形複素感受率測定装置に関する。

被測定試料を通過し、プローブ光は光パルス照射後の被

【０００２】

30

測定試料を通過する。

【従来の技術】次世代の光情報通信技術にとって必要な

【０００６】非線形分極が生じている被測定試料中を通

のは、超高速性、大容量性、並列処理性である。近年特

過する光は非線形複素感受率の影響を受けて位相及び振

に急速に発展したフェムト秒パルス発生技術によれば、

幅が変化する。従って、サニャック型干渉光路のビーム

従来の光情報通信技術よりも３桁ほど高速に情報処理が

スプリッタから出力される参照光とプローブ光の干渉

できることが指摘されている。しかしながら、フェムト

は、非線形複素感受率を反映したものとなり、この干渉

秒光通信の実用化には、フェムト秒領域のパルス発生技

を測定することによって非線形複素感受率を測定するこ

術だけでは解決できない多くの課題が残されている。光

とができる。また、上記の被測定試料に光パルスを照射

ファイバ伝送路の帯域の課題も重要ではあるが、最も深

するタイミングを連続的に変化させて測定することによ

刻なのは、超短光パルスの波形制御、変復調、スイッチ
ングなどをフェムト秒パルスにみあった超高速で行うデ

り、光パルス照射中の非線形複素感受率及び光パルス照
40

射終了後の緩和状態の非線形複素感受率、すなわち、時

バイスの開発である。このような超高速デバイスは電子

間分解・非線形複素感受率を測定することができる。

デバイスでは実現不可能であり、光を光で制御する光デ

【０００７】図７は、従来のサニャック干渉計型時間分

バイスで実現可能である。また、伝送損失の影響を避け

解非線形複素感受率測定装置の構成を示す図である。図

るために、光強度変調ではなく光位相変調が最適であ

において、サニャック干渉計１０１は、ビームスプリッ

る。

タ１０２、ミラー１０３，１０４によって光路が形成さ

【０００３】光位相変調通信を実現するためには位相復

れている。ビームスプリッタ１０２に近い光路中に被測

調デバイスも重要である。位相復調デバイスには、例え

定試料１０５が配置され、被測定試料１０５に励起光パ

ば本発明者らによる光多重送受信装置（特許文献１）に

ルス１０６が照射される。サニャック干渉計１０１に光

おいて提案されているように、非線形光学材料を用いた

パルス１０７を供給すると、光パルス１０７はビームス

和周波発生方式がある。この方式は、位相変調されたフ

50

プリッタ１０２によって、図において右回りの光路を伝

( 3 )

特許第３５３３６５１号
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搬するプローブ光１０８と、左回りの光路を伝搬する参

ブ光のビーム軸に垂直な断面内で位相が揺らぐことによ

照光１０９とに分割される。

る。位相差の測定は、この干渉縞が理想的な正弦波形で

【０００８】図８は、プローブ光と参照光の被測定試料

あるときに理論的に可能となり、干渉縞ピークのずれか

位置での通過タイミングを示す図であり、横軸は時間ｔ

ら位相差を求める従来法の場合には、干渉縞の周期のず

である。図に示すように、右回り光路と左回り光路とで

れの影響により大きな誤差を生ずる。

被測定試料１０５に至る光路長が異なるため、参照光１

【００１１】図１１は、従来のサニャック干渉計型時間

０９が先に到達し、プローブ光１０８が後から到達す

分解非線形複素感受率測定装置において、分光器を配置

る。参照光１０９が到達した後からプローブ光１０８が

して空間的に波長分散させた空間干渉縞を測定した結果

到達するまでの時間内に励起光パルス１０６を試料１０
５に照射する。また、この時間内で励起光パルス１０６

を示す図である。縦軸はプローブ光と参照光の光路差に
10

対応しており、横軸は光波長に対応している。図の白い

を照射するタイミングを連続的に変えることができる。

部分は干渉縞のピークに対応する。図１１（ａ）は試料

プローブ光１０８は励起光パルス１０６で励起された直

に励起パルス光を照射しない場合の測定結果であり、図

後の試料１０５を通過するので、被測定試料１０５の非

１１（ｂ）は試料に励起パルス光を照射した場合の測定

線形複素感受率に対応した位相変化、振幅変化を伴っ

結果である。図１１（ｂ）に見られるように、干渉縞に

て、図７に示したビームスプリッタ１０２に到達する。

歪みが存在し、図８の場合と同様に、正しく位相差を測

一方、参照光１０９は、励起光パルス１０６が照射され

定することができない。

る前に試料１０５を通過するので、試料の位相変化、振

【００１２】このように、従来のサニャック干渉計型時

幅変化を伴わずにビームスプリッタ１０２に到達する。

間分解・非線形複素感受率測定装置は、プローブ光と参

右回り光路と左回り光路が全く等価であるので、ビーム

照光の光路をずらせて空間的な干渉縞を形成するため

スプリッタ１０２を出射するプローブ光１０８と参照光

20

に、プローブ光の波面の歪みにより、非線形複素感受率

１０９とでは、励起光パルス１０６で励起された試料１

を正しく測定できないという課題があった。

０５の非線形複素感受率に対応した位相変化量、振幅変

【００１３】

化量だけ異なっている。

【特許文献１】特願２００１−２６８８４６号公報

【０００９】図９はプローブ光と参照光を干渉させる従

（第１９ー２１頁、第８ー１０図）

来の方法の一例を示す図である。図に示すように、ミラ

【非特許文献１】Ｙ．Ｌｉ，Ｇ．Ｅｉｃｈｍａｎｎ，ａ

ー１０３または１０４をサニャック干渉計の正規のミラ

ｎｄ

ー位置からずらすことによって、右回りのプローブ光１

ｅ ｌａｓｅｒ

０８と左回りの参照光１０９の光路をずらし、この光路

ｅｔｒｙｗｉｔｈ

のずれたプローブ光１０８と参照光１０９のビーム波面

ｎｏｎｌｉｎｅａｒ

の曲率を利用して、図７に示したＣＣＤカメラ１１０面

30

Ｒ．Ｒ．Ａｌｆａｎｏ，

ｃａｌ

Ｓａｇｎａｃ

Ｐｕｌｓｅｄ−ｍｏｄ
ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍ

ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ
ｏｐｔｉｃｓ

ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ

ｉｎ

ａｎｄ ｏｐｔｉ

，Ａｐｐｌｉｅｄ

Ｏｐ

上で干渉させて空間干渉縞を形成する。あるいは、サニ

ｔｉｃｓ，Ｖｏｌ．２５，Ｎｏ．２，ｐ．２０９（１９

ャック干渉計１０１に供給する光パルス１０７に白色光

８６）

源を用い、分光器１１１を配置して波長分散させた波長

【非特許文献２】Ｒ．Ｔｒｅｂｉｎｏ

ごとの干渉縞を２次元ＣＣＤカメラ１１０面上に形成す

Ｃ．Ｈａｙｄｅｎ，

る。

ｎｇ

【００１０】図１０は、従来のサニャック干渉計型時間

ｙ

分解非線形複素感受率測定装置による空間干渉縞を示す

Ｎｏ．７，Ｐ．４９３（１９９１）

図である。横軸はＣＣＤカメラ上の位置を示している。

【非特許文献３】Ｍ．Ｃ．Ｇａｂｒｉｅｌ，Ｎ．Ａ．Ｗ

試料に励起パルス光を照射することによって生ずるプロ
ーブ光と参照光との間の位相差は、プローブ光と参照光

ａｎｄ Ｃ．

Ａｎｔｉｒｅｓｏｎａｎｔ−ｒｉ

ｔｒａｎｓｉｅｎｔ
，Ｏｐｔｉｃｓ

ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐ

Ｌｅｔｔｅｒｓ，Ｖｏｌ．１６，

ｈｉｔａｋｅｒ，Ｊｒ．，Ｃ．Ｗ．Ｄｉｒｋ，Ｍ．Ｇ．
40

Ｋｕｚｙｋ，ａｎｄ

Ｍ．Ｔｈａｋｕｒ，

Ｍｅａｓｕ

との間に位相差がない場合の干渉縞ピークと、試料に励

ｒｅｍｅｎｔ

ｕｌｔｒａｆａｓｔ

ｏｐｔｉｃ

起パルス光を照射してプローブ光と参照光との間に位相

ａｌ

差を生じさせた場合の干渉縞ピークとのずれを測定する

ｏｆ

ｎｏｎｌｉｎｅａｒｉｔｉｅｓ

ｍｏｄｉｆｉｅｄ

Ｓａｇｎａｃ

ことによって求まる。この図は、試料に励起パルス光を

ｏｍｅｔｅｒ

照射してプローブ光と参照光との間に位相差を生じさせ

ｌ．１６，Ｎｏ．１７，ｐ．１３３４（１９９１）

た場合の干渉縞を示している。図からわかるように、干

【非特許文献４】Ｋ．Ｍｉｓａｗａ

渉縞の周期は正の位置で周期が短く、負の位置で周期が

ｂａｙａｓｈｉ，

長くなっており、位置０ｍｍを中心として左右非対称で

ａｃ

ある。この現象は、プローブ光が励起された試料を通過

ｓｅｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ

することにより等位相波面がゆがむ、すなわち、プロー

50

，Ｏｐｔｉｃｓ

ｕｓｉｎｇ

ａ

ｉｎｔｅｒｆｅｒ

Ｌｅｔｔｅｒｓ，Ｖｏ
ａｎｄ Ｔ．Ｋｏ

Ｆｅｍｔｏｓｅｃｏｎｄ
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−１５５２（１９９５）

に入射する。位相差補償機構は光軸の周りに任意に回転

【非特許文献５】Ｄ．Ｈ．Ｈｕｒｌｅｙ
Ｂ．Ｗｒｉｇｈｔ，
ｔｒａｆａｓｔ
ｏｆ

ｐｈｅｎｏｍｅｎａ

ａｍｏｄｉｆｉｅｄ

ｆｅｒｏｍｅｔｅｒ

ａｎｄ Ｏ．

できるλ／２波長板と、下記に説明する参照光またはプ

ｏｆ ｕｌ

ローブ光の偏光方向と４５度をなす方向に進相軸または

ｕｓｅ

遅相軸を固定したλ／４波長板とからなり、λ／２板を

ｉｎｔｅｒ

回転することにより参照光とプローブ光間の位相差を任

Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ
ｂｙ

Ｓａｇｎａｃ

，Ｏｐｔｉｃｓ

Ｌｅｔｔｅｒ

意に調整できる。位相差補償機構は、参照光またはプロ

ｓ，Ｖｏｌ．２４，Ｎｏ．１８（１９９９）

ーブ光が偏光分割型サニャック型干渉光路を構成する偏

【００１４】上記課題に鑑み本発明は、プローブ光の波

光ビームスプリッタ等で反射または屈折する際に生ずる

面の歪みに影響されることなく測定できる、時間分解・
非線形複素感受率測定装置を提供することを目的とす

参照光とプローブ光間の固定位相を補償してゼロにする
10

ために用いる。

る。

【００１７】偏光分割型サニャック型干渉光路は、入力

【００１５】

端、出力端を兼ねる偏光ビームスプリッタと複数のミラ

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた

ーとからなっている。偏光ビームスプリッタの反射面に

め、本発明の時間分解・非線形複素感受率測定装置は、

おいて、光入射面に直交する方向に電界ベクトルを有す

参照光とプローブ光が伝搬するサニャック型干渉光路

る光成分は反射し、光入射面内に電界ベクトルを有する

と、光路中に配置される被測定試料に照射する光パルス

光成分は透過するので、偏光ビームスプリッタは、位相

を供給し、かつ、上記サニャック型干渉光路に光パルス

差補償機構で固定位相を補償した楕円偏光を、偏光ビー

を供給する光パルス光源と、参照光とプローブ光の干渉

ムスプリッタの反射面において反射し且つ干渉光路面に

光強度を測定する測定器とを有する、時間分解・非線形

垂直な電界ベクトルを有する偏光と、偏光ビームスプリ

複素感受率測定装置において、参照光とプローブ光とが

20

ッタを透過し且つ干渉光路面に平行な電界ベクトルを有

互いに直交する偏光であり、サニャック型干渉光路が偏

する偏光とに分割する。この２つの偏光を参照光及びプ

光分割型サニャック型干渉光路であり、偏光分割型サニ

ローブ光、またはプローブ光及び参照光に用いる。複数

ャック型干渉光路中で参照光とプローブ光の偏光方向を

のミラーは偏光ビームスプリッタで分割された２つの偏

変更する偏光方向変換機構と、偏光分割型サニャック型

光が全く同じ光路を互いに反対方向に伝搬して、すなわ

干渉光路を出力した参照光とプローブ光間の位相差を掃

ち右回りと左回りに伝搬して、偏光ビームスプリッタに

引する位相差掃引機構と、参照光とプローブ光間の位相

戻り、再び偏光ビームスプリッタで合波されて１本の光

差を補償する位相差補償機構とを有し、偏光分割型サニ

ビームになるように配置されている。

ャック型干渉光路から出力した参照光とプローブ光間の

【００１８】偏光分割型サニャック型干渉光路中で、右

位相差を掃引して、各々の掃引位相差における参照光と

回りと左回りの光路長が適切な長さ異なる位置に被測定

プローブ光の干渉光強度を測定して求めた位相差掃引干

30

試料を配置し、右回りと左回りの２つの光ビームの被測

渉波形から、時間分解・非線形複素感受率を求めること

定試料を通過するタイミングが適切な時間異なるように

を特徴とする。上記参照光とプローブ光間の位相差を補

してある。この時間内に被測定試料に光パルスを照射

償する位相差補償機構は、偏光分割型サニャック型干渉

し、参照光は光照射前の被測定試料を通過し、プローブ

光路と、偏光分割型サニャック型干渉光路に光パルスを

光は光パルス照射後の被測定試料を通過するようにす

供給する光パルス光源との間に配置するλ／２波長板と

る。参照光は非線形複素感受率の影響を受けず、プロー

λ／４波長板とからなり、このλ／２波長板を回転して

ブ光は非線形複素感受率の影響を受けるので偏光分割型

参照光とプローブ光間の位相差を補償することを特徴と

サニャック型干渉光路を出力する際の参照光とプローブ

するものである。また、偏光分割型サニャック型干渉光

光の位相差及び振幅差は非線形複素感受率を反映したも

路中で参照光とプローブ光の偏光方向を９０度回転する
偏光方向変換機構は、光路中に配置するλ／２波長板で

のとなる。
40

【００１９】また、偏光分割型サニャック型干渉光路中

あることを特徴とするものである。さらに、偏光分割型

には、λ／２波長板が配置されている。参照光及びプロ

サニャック型干渉光路を出力した参照光とプローブ光間

ーブ光はサニャック型干渉光路中を互いに逆方向に伝搬

の位相差を掃引する位相差掃引機構は、偏光分割型サニ

するので、参照光またはプローブ光のどちらか一方がλ

ャック型干渉光路の出力端と干渉光強度を測定する測定

／２波長板を通過してから被測定試料に到達し、もう一

器との間に配置される、λ／４波長板と偏光子とからな

方は被測定試料を通過してからλ／２波長板に到達す

り、このλ／４波長板を回転して偏光間の位相差を掃引

る。従って、被測定試料を通過する際の参照光とプロー

することを特徴とするものである。

ブ光の偏光方向が一致する。参照光とプローブ光の偏光

【００１６】上記構成によれば、偏光分割型サニャック

方向を一致させることができ、非線形複素感受率の偏光

型干渉光路に光パルスを供給する光パルス光源から偏光

依存性が測定できる。

子を介して出射した直線偏光パルスは、位相差補償機構

50

【００２０】偏光分割型サニャック型干渉光路を出力し
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た参照光とプローブ光は、位相差掃引機構に入力され

た波長ごとの干渉光強度を測定する光強度測定器１２

る。位相差掃引機構は回転可能なλ／４波長板と、参照

と、励起光パルス４の照射タイミングに同期して干渉光

光またはプローブ光の偏光方向と４５度をなす偏光子と

強度を検出するロックイン・アンプ１３と、測定結果を

からなる。位相差掃引機構から出力する参照光とプロー

解析・計算し時間分解・非線形複素感受率を表示するコ

ブ光の干渉光の強度は、偏光分割型サニャック型干渉光

ンピュータ１４と、さらに、参照光５とプローブ光６の

路を出力した際の参照光とプローブ光間の位相差及び振

位相差を精密に調整する位相補償機構１５とから構成さ

幅差と、λ／４波長板の回転による回転位相差の既知の

れる。

関数である。λ／４波長板を回転することによって回転

【００２４】光パルス光源部２は、光パルスを発生する

位相差を掃引し、各々の回転位相差における干渉光強度
を測定して位相差掃引干渉波形を求め、上記の既知の関

パルス発振器１６と、パルス発振器１６の発生する光パ
10

ルスの強度を増幅するマルチパス増幅器１７と、マルチ

数形と比較して、偏光分割型サニャック型干渉光路を出

パス増幅器１７から出力する光パルス１８を、サニャッ

力した際の参照光とプローブ光間の位相差及び振幅差を

ク型干渉光路８に供給する光パルス２０と励起光パルス

求める。この位相差及び振幅差から非線形複素感受率を

４とに分割するビームスプリッタ１９と、励起光パルス

求めることができる。

４の照射タイミングを制御する光遅延回路２６と、ロッ

【００２１】また、位相差掃引機構は、参照光またはプ

クイン検出のための光チョッパ２７とからなる。マルチ

ローブ光の偏光方向と４５度をなすλ／４波長板と、回

パス増幅器１７は、例えば、最小時間半値幅３０フェム

転可能な偏光子とからなっていても良い。位相差掃引機

ト秒、パルスエネルギー約３００μＪのパルスを１ｋＨ

構から出力する参照光とプローブ光の干渉光の強度は、

ｚの時間間隔で発生する。

偏光分割型サニャック型干渉光路を出力した際の参照光

【００２５】偏光分割型サニャック型干渉光路８に供給

とプローブ光間の位相差及び振幅差と、偏光子の回転に

20

される光パルス２０は、偏光子２１を通過して直線偏光

よる回転位相差の既知の関数である。偏光子を回転する

２２になり、位相補償機構１５に入射する。位相差補償

ことによって回転位相差を掃引し、各々の回転位相差に

機構１５は下記に説明する参照光５またはプローブ光６

おける干渉光強度を測定して位相差掃引干渉波形を求

が、偏光分割型サニャック型干渉光路８を構成する偏光

め、上記の既知の関数形と比較して、偏光分割型サニャ

ビームスプリッタ２３で反射または屈折する際に生ずる

ック型干渉光路を出力した際の参照光とプローブ光間の

参照光５とプローブ光６間の固定位相を補償してゼロに

位相差及び振幅差を求める。この位相差及び振幅差から

するために用いる。位相差補償機構１５は、光軸の周り

非線形複素感受率を求めることができる。

に任意に回転できるλ／２波長板２４と、参照光５また

【００２２】これらの方法は、参照光とプローブ光を空

はプローブ光６の偏光方向と４５度をなす方向に進相軸

間的に干渉させる従来の方法とは異なり、参照光とプロ

または遅相軸を固定したλ／４波長板２５とからなり、

ーブ光を同一のビーム状態で干渉させるので、すなわち

30

λ／２波長板２４を回転することにより参照光５とプロ

ビーム断面内のすべての位相差を足し合わせた干渉とな

ーブ光６間の位相差を任意に調整する。

るので、プローブ光のビーム断面内のランダムな位相歪

【００２６】次に、位相差補償機構の作用を説明する。

みが打ち消しあい、ほぼ理想的な正弦波形の干渉縞が得

図２は、λ／２波長板とλ／４波長板とよりなる位相差

られる。これにより、理論的な解析が精度良く行え、真

補償機構の作用を説明する図であり、図２（ａ）はλ／

の非線形複素感受率を測定することができる。さらに、

２波長板の作用を説明する図である。図において、点線

励起光の照射タイミングを変化させて上記測定を繰り返

Ｆ2 はλ／２波長板２４の進相軸を示し、αは入射直線

すことにより、時間分解・非線形複素感受率を測定する

偏光２２と進相軸Ｆ2 のなす角を示す。座標軸Ｘ及びＹ

ことができる。

はそれぞれ参照光５の偏光方向とプローブ光６の偏光方

【００２３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面

向を示す。λ／２波長板の作用は、入射直線偏光を直線
40

偏光のままλ／２波長板の進相軸Ｆ2 の周りに対称に反

に基づいて詳細に説明する。図１は本発明の時間分解・

転する。従って、入射直線偏光２２は入射時の偏光方向

非線形複素感受率測定装置の構成を示す図である。図に

から、２α傾いた方向の直線偏光２２

おいて、本発明の装置１は、光パルスを供給する光パル

る。すなわち、λ／２波長板２４の進相軸Ｆ2 を回転す

ス光源部２と、被測定試料３に励起光パルス４を照射し

る（αを変化させる）ことによって、入射直線偏光２２

て誘起した非線形複素感受率を参照光５とプローブ光６

の偏光方向（２α）を任意の方向に向けることができ

間の位相差に変換する偏光分割型サニャック型干渉光路

る。

８と、偏光分割型サニャック型干渉光路８を出力した参

【００２７】図２（ｂ）は、λ／２波長板２４の回転に

照光５とプローブ光６の位相差を掃引する位相差掃引機

よって偏光方向を任意の方向に向けられた直線偏光２

構９と、位相差掃引機構９を出力した干渉光１０を空間

２

的に波長分散する分光器１１と、空間的に波長分散され

50

となって出力す

と、λ／４波長板２５の進相軸Ｆ4 と遅相軸Ｓ4 の

方位関係を示す図であり、進相軸Ｆ4 と遅相軸Ｓ4 は９

( 6 )
11

特許第３５３３６５１号
12

０度をなし、進相軸Ｆ4 はＸ方向（参照光５の偏光方

構成を図１に基づいて説明する。偏光分割型サニャック

向）に対して４５度方向に固定されている。直線偏光２

型干渉光路８は、入射直線偏光２８を参照光５とプロー

２

の

ブ光６に分割する偏光ビームスプリッタ２３と、参照光

振幅をＥ、周波数をω、伝搬定数をｋ、伝搬方向をｚ、

５とプローブ光６が同一の経路を逆方向に伝搬して再び

時間をｔ、とすれば直線偏光２２

偏光ビームスプリッタ２３で合波されて同一の光ビーム

と進相軸Ｆ4 のなす角をφとし、直線偏光２２

の進相軸Ｆ4 成分Ｅ

は、

になるように配置された複数のミラー２９〜３５と、光

【数１】

路８中に配置されたλ／２波長板３６とからなる。偏光

f

ビームスプリッタ２３は入射直線偏光２８を、図におい
て紙面に垂直方向（Ｘ方向）の偏光、すなわち参照光５
と表せ、直線偏光２２

の遅相軸Ｓ4 成分Ｅs は、

10

【数２】

と、図において紙面内の水平方向（Ｙ軸方向）の偏光、
すなわちプローブ光６に分割する。参照光５は図におい
て右回り、プローブ光６は図において左回りにサニャッ
ク型干渉光路８を伝搬する。λ／２波長板３６は、被測

と表せる。λ／４波長板は進相軸偏光成分と遅相軸偏光

定試料３を通過する際の、参照光５とプローブ光６の偏

成分との間にπ／２の位相差を形成するものであるから

光方向を一致させる。すなわち、図においてプローブ光

λ／４波長板２５通過後の進相軸成分Ｅf

６（偏光方向はＹ方向）は、λ／２波長板３６を通過し

を、

【数３】

て偏光方向が９０度回転してＸ方向となり、被測定試料
３に入射する。参照光５は、偏光方向がＸ方向のまま被
測定試料に入射するので、被測定試料３を通過する際の

とすれば、遅相軸成分Ｅs

は、

20

【数４】

参照光５とプローブ光６の偏光方向が同じになる。参照
光５とプローブ光６の偏光方向が一致するので、非線形
複素感受率のテンソル成分を測定できる。
【００２９】次に、偏光分割型サニャック型干渉光路の
動作を図１に基づいて説明する。位相補償機構１５を出

となる。λ／４波長板２５通過後の進相軸成分Ｅf
び遅相軸成分ＥS

及

力した入力光パルス３７は、偏光分割型サニャック型干

を、Ｘ軸方向及びＹ軸方向成分に分

渉光路８への入力光パルス２８と偏光分割型サニャック

解すると、Ｘ軸方向成分Ｅx

は、

型干渉光路８からの出力光パルス５，６を分離するビー

【数５】

ムスプリッタ３８を透過して偏光分割型サニャック型干
渉光路８の偏光ビームスプリッタ２３に入力される。入
30

力光パルス２８は偏光ビームスプリッタ２３によってサ
ニャック型干渉光路を右回りに伝搬する参照光５と、左
回りに伝搬するプローブ光６に分割される。図において
参照光５が被測定試料３に至る光路長は、プローブ光６
が被測定試料３に至る光路長より短いので、参照光５が

となり、Ｙ軸方向成分Ｅy

は、

先に被測定試料３に到達し、後からプローブ光６が被測

【数６】

定試料３に到達する。参照光５が被測定試料３に到達し
てからプローブ光６が被測定試料３に到達するまでの時
間内に励起光パルス４が被測定試料３に照射されるよう
に光遅延器２６を制御すれば、参照光５は非励起状態の
40

被測定試料３を通過し、プローブ光６は励起状態または
励起状態が緩和中の被測定試料３を通過する。励起状態
及び励起状態が緩和中の被測定試料３は非線形複素感受

となる。上記式（５）、式（６）から明らかなように、

率を伴っているので、プローブ光６の位相及び振幅は非

Ｘ軸方向成分とＹ軸方向成分との間には、２φの位相差

線形複素感受率に応じて変化する。偏光分割型サニャッ

が生じている。すなわち、λ／２波長板を任意の角度

ク型干渉光路８は右回り光路と左回り光路が全く等しい

（φ）回転することにより、Ｘ軸方向成分とＹ軸方向成

ので、偏光ビームスプリッタ２３を出力する参照光５と

分との位相差を任意に調整でき、反射、屈折等の避け得

プローブ光６は、非線形複素感受率に対応した位相差及

ない原因で生じる参照光とプローブ光間の固定位相を補

び振幅差を有している。さらに、光遅延器２６を制御す

償して零にすることができる。

ることによってプローブ光６の照射時刻を変化させるこ

【００２８】次に、偏光分割型サニャック型干渉光路の

50

とができるので、励起状態の生起時点から励起状態の終

( 7 )

特許第３５３３６５１号
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14

了にわたって非線形複素感受率の時間変化を測定でき

と表すことができる。λ／４波長板は進相軸偏光成分と

る。

遅相軸偏光成分との間にπ／２の位相差を生じさせるか

【００３０】次に、位相差掃引機構を説明する。図１に

ら、λ／４波長板通過後の進相軸Ｙ

示すように、偏光分割型サニャック型干渉光路８を出力

及び遅相軸Ｘ

した参照光５とプローブ光６は、位相差掃引機構９に入

【数９】

偏光成分Ｅx

偏光成分Ｅy

、

はそれぞれ、

力される。最初に位相差掃引機構の第一の実施の形態を
説明する。第一の実施の形態にかかる位相差掃引機構９
は、図１に示すように、回転可能なλ／４波長板３９
と、参照光５（またはプローブ光６）の偏光方向と４５
度をなす偏光子４０とからなり、λ／４波長板３９を回

10

【数１０】

転することにより、参照光５とプローブ光６間の位相差
を任意に変化させることができる、すなわち、参照光５
とプローブ光６間の位相差を掃引することができる。位
相差掃引機構９から出力する参照光５とプローブ光６の
干渉光強度は、偏光分割型サニャック型干渉光路８を出

と表すことができる。図３（ｂ）は、λ／４波長板通過

力した際の参照光５とプローブ光６間の位相差及び振幅

後の進相軸Ｙ

差と、λ／４波長板３９の回転による回転位相差の既知

x

の関数である。

光方向（Ｘ）と偏光子の透過軸方向ｐとがなす角とす

【００３１】次に、第一の実施の形態にかかる位相差掃

る。偏光子によって、進相軸Ｙ

引機構の作用を説明する。図３は、λ／４波長板と偏光

20

偏光成分Ｅy

と遅相軸Ｘ

偏光成分Ｅ

軸Ｘ

と偏光子との方位関係を示す図であり、φ2 を参照

偏光成分Ｅx

偏光成分Ｅy

と遅相

の透過軸ｐ方向成分のみが出力さ

子とよりなる第一の実施の形態の位相差掃引機構の作用

れる。例えば、Ｅr e f ＝Ｅp r o ＝Ｅとした場合には、偏

を説明する図である。図３（ａ）は、λ／４波長板に入

光子を透過する光成分Ｅp は、上記式（９）、式（１

射する参照光Ｅx及びプローブ光Ｅy と、λ／４波長板

０）から、

の遅相軸Ｘ

【数１１】

及び進相軸Ｙ

の方位関係を示す図であ

る。Ψをプローブ光Ｅy と進相軸Ｙ

がなす角、すなわ

ちλ／４波長板の回転角とする。偏光分割型サニャック
型干渉光路８を出力した際の参照光５とプローブ光６間
の位相差をθとし、参照光及びプローブ光の振幅をそれ
ぞれ、Ｅr e f 、Ｅp r o とすると、参照光Ｅx 及びプロー
ブ光Ｅy はそれぞれ、

30

【数７】
となる。さらに、偏光子を通過した後に形成される干渉
光強度は、Ｅp の絶対値の２乗であるから、
【数８】

【数１２】

となる。さらに、式を整理すると、

【数１３】

( 8 )

特許第３５３３６５１号
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16

となる。この式（１３）からわかるように、干渉光強度
｜Ｅp ｜

2

は、参照光とプローブ光間にあらかじめ存在

した位相差θとλ／４波長板の回転角Ψの関数である。
2

最低限、干渉光強度｜Ｅp ｜

【数１５】

と回転角Ψがわかれば、

式（１３）からθを求めることができる。さらに好まし
くは、Ψを掃引して測定した位相差掃引干渉波形を測定

と表すことができる（ただし、以下、共通の位相項ｅｘ

し、カーブフィッティング等の手法により、高精度にθ

ｐ｛ｉ（ｋｘ−ωｔ）｝を省略して示す）。また、図４

を求めることができる。

（ｂ）は、λ／４波長板通過後の進相軸偏光成分Ｅy

【００３２】なお、上記説明では説明をわかりやすくす
るために、解析的に表現できる、Ｅr e f ＝Ｅp r o ＝Ｅの

と遅相軸偏光成分Ｅx
10

と偏光子との方位関係を示す図

である。図において、進相軸偏光成分Ｅy

と偏光子の

場合について示したが、Ｅr e f とＥp r o が等しくない場

偏光方向（−ｐ）とがなす角をδとする。図から明らか

合にも、あらかじめ、種々のＥr e f ／Ｅp r o 比、θにつ

なように、δ＝π／４−φ2 であり、偏光子の回転（φ

いて位相差掃引干渉波形を数値計算で求めておき、これ

2

らの位相差掃引干渉波形と測定した位相差掃引干渉波形

過する光成分Ｅp は、上記式（１４）、式（１５）か

を比較することによって容易に参照光とプローブ光間に

ら、

あらかじめ存在した位相差と振幅比を求めることがで

【数１６】

を変化させる）は、δの変化に対応する。偏光子を透

き、これらの位相差と振幅比から非線形複素感受率が求
まる。
【００３３】このように、λ／４波長板３９を回転する
ことによって回転位相差を掃引し、各々の回転位相差に

となる。さらに、偏光子を通過した後に形成される干渉
20

おける干渉光強度を光強度測定器１２で測定して位相差

光強度は、Ｅp の絶対値の２乗であるから、
【数１７】

掃引干渉波形を求め、上記の既知の関数形と比較して、
偏光分割型サニャック型干渉光路８を出力した際の参照
光５とプローブ光６間の位相差及び振幅比を求め、この
位相差及び振幅比から非線形複素感受率が得られる。ま
た、分光器１１で波長分散して波長ごとに干渉光強度を

となる。

測定し、波長ごとの位相差及び振幅比を求めれば、波長

【００３５】図５は、非線形複素感受率を反映した位相

ごとの非線形複素感受率を求めることができる。この方

差θの測定例を示す図である。図において、縦軸は式

法は、参照光とプローブ光を空間的に干渉させる従来の

（１７）で表される干渉光強度｜Ｅp ｜

方法とは異なり、参照光とプローブ光を同一のビーム状

2

30

を示し、横軸

は掃引する偏光子の回転角δを示す。周期関数Ａは、励

態のまま干渉させるので、すなわちビーム断面内のすべ

起光パルス４を照射しなかった場合の出力であり、周期

ての位相差を足し合わせた干渉となるので、プローブ光

関数Ｂは励起光パルス４を照射した場合の出力である。

のビーム断面内のランダムな位相歪みが打ち消しあい、

式（１７）から明らかなように、周期関数Ａはθを含ま

ほぼ理想的な干渉縞が得られる。このため、解析の精度

ないから、図に示すように、周期関数Ａと周期関数Ｂの

が著しく向上し、真の非線形複素感受率を求めることが

位相のずれを測定すれば、非線形複素感受率に対応した

できる。

位相変化量θを測定できる。また、この場合には、周期

【００３４】次に、位相差掃引機構の第二の実施の形態

関数Ａと周期関数Ｂの相対的位相のずれを測定すればよ

を説明する。第二の実施の形態の位相差掃引機構は、第

いので、参照光とプローブ光間の固定位相を補償する必

一の実施の形態の位相差掃引機構と同様に、λ／４波長
板と偏光子とからなるが、λ／４波長板の回転角を固定

要がなく、位相差補償機構を省略することができる。
40

【００３６】また、非線形複素感受率に対応して位相と

し、偏光子の方を回転することが、第一の実施の形態と

振幅が同時に変化した場合にも、容易に位相と振幅の変

は異なる。図４は、第二の実施の形態の位相差掃引機構

化量を測定できる。例えば、プローブ光の振幅がＥp r o

の作用を説明する図である。図４（ａ）は、λ／４波長

からＥp r o ＋ΔＥ、及びプローブ光の位相がθからθ＋

板に入射する参照光Ｅx 及びプローブ光Ｅy と、λ／４

Δθに変化した場合、すなわち、プローブ光Ｅy が、

波長板の遅相軸Ｘ

【数１８】

及び進相軸Ｙ

の方位関係を示す図

である。プローブ光Ｅy と進相軸Ｙ

がなす角Ψは４５

°に固定する。この場合、式（９）及び式（１０）に対
応する、λ／４波長板通過後の進相軸偏光成分Ｅy
び遅相軸偏光成分Ｅx
【数１４】

及

で表されるとすれば、式（１４）の代わりに、式（１

はそれぞれ、

８）を用いることにより、偏光子を通過した後に形成さ
50

2

れる干渉光強度｜Ｅp ｜ は、

( 9 )
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18

【数１９】

で表される。従って、変化前後の干渉光強度の差分信号

【数２０】

をΔＩとすれば、

となり、この式から容易に、位相変化量Δθと振幅変化

る。また位相補償機構を有しているので測定精度を向上

量ΔＥを同時に求めることができる。

することができる。

【００３７】次に、実施例を示す。図６は、本発明の時

【図面の簡単な説明】

間分解・非線形複素感受率装置で測定した二硫化炭素の

【図１】本発明の時間分解・非線形複素感受率測定装置

結果を示す図である。左側の縦軸は非線形光学効果に基

20

の構成を示す図である。

づく位相差θを示し、右側の縦軸は振幅変化率ΔＥ／Ｅ

【図２】λ／２波長板とλ／４波長板とからなる位相差

を示し、横軸は励起光パルス照射時刻を基準とした時間

補償機構の作用を説明する図である。

（ｆｓ）を示す。図６（ａ）は参照光及びプローブ光の

【図３】λ／４波長板と偏光子とからなる第一の実施の

波長が７９０ｎｍの場合であり、（ｂ）は参照光及びプ

形態の位相差掃引機構の作用を説明する図である。

ローブ光の波長が８００ｎｍの場合である。励起光パル

【図４】第二の実施の形態の位相差掃引機構の作用を説

スの幅は約１０ｆｓである。図から、位相差θ及び振幅

明する図である。

変化率ΔＥ／Ｅは、励起後かなり長い時間にわたって緩

【図５】非線形複素感受率を反映した位相差θの測定例

和することがわかる。これらの位相差θ及び振幅変化率

を示す図である。

ΔＥ／Ｅの時間変化から、非線形複素感受率の緩和特性

【図６】本発明の時間分解・非線形複素感受率装置で測

がわかる。

30

定した二硫化炭素の結果を示す図である。

【００３８】なお、上記説明ではλ／２波長板、λ／４

【図７】従来のサニャック干渉計型時間分解・非線形複

波長板を使用し、これらの波長板を光軸の周りに回転す

素感受率測定装置の構成を示す図である。

ることによって固有偏光間の位相差を制御する例を用い

【図８】プローブ光と参照光の被測定試料位置での通過

て説明したが、もちろんλ／２波長板、λ／４波長板の

タイミングを示す図である。

代わりに、電気光学結晶に電極を形成し、電極に印加す

【図９】プローブ光と参照光を干渉させる従来の方法の

る電圧によって制御してもよいことは明らかである。

一例を示す図である。

【００３９】

【図１０】従来のサニャック干渉計型時間分解・非線形

【発明の効果】上記説明から理解されるように、本発明

複素感受率測定装置による空間干渉縞を示す図である。

の装置は、参照光とプローブ光に単一の光パルスから分
割した互いに直交する偏光を用いるので、参照光とプロ

【図１１】従来のサニャック干渉計型時間分解・非線形
40

複素感受率測定装置において、分光器を配置して空間的

ーブ光間の位相差を掃引でき、位相差を掃引できるので

に波長分散させた空間干渉縞の測定結果を示す図であ

参照光とプローブ光間の位相差掃引干渉波形が測定でき

る。

る。この際、参照光とプローブ光を単一のビーム状態で

【符号の説明】

干渉させるのでプローブ光の波面の歪みに影響されるこ

１

時間分解・非線形複素感受率測定装置

となく測定でき、ほぼ理想的な正弦波形をした位相差掃

２

光パルス光源部

引干渉波形が得られる。これにより、正確な時間分解・

３

被測定試料

非線形複素感受率が測定できる。また、サニャック型干

４

励起光光パルス

渉光路中にλ／２波長板を有しているので、被測定試料

５

参照光

における参照光とプローブ光の偏光方向を揃えることが

６

プローブ光

８

偏光分割型サニャック型干渉光路

でき、非線形複素感受率の偏光方向依存性も測定でき

50
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９

位相差掃引機構

３６

λ／２波長板

１０

干渉光

３７

入射直線偏光

１１

分光器

３８

ビームスプリッタ

１２

光強度測定器

３９

λ／４波長板

１３

ロックイン・アンプ

４０

偏光子

１４

コンピュータ

【要約】

１５

位相補償機構

【課題】

１６

光パルス発振器

く測定できる、時間分解・非線形複素感受率測定装置を

１７

マルチパス増幅器

１８

光パルス

１９

ビームスプリッタ

ずる非線形光学材料の非線形複素感受率の時間変化を偏

２０

光パルス

光分割型サニャック型干渉光路８中で単一の光パルスを

２１

偏光子

分割して生成した互いに直交する偏光を参照光５とプロ

２２

直線偏光

ーブ光６に用いて測定する。偏光分割型サニャック型干

２３

偏光ビームスプリッタ

渉光路中で参照光５及びプローブ光６の偏光方向を９０

２４

λ／２波長板

度回転する偏光方向変換機構により被測定試料面３での

２５

λ／４波長板

偏光方向を揃え、偏光分割型サニャック型干渉光路を出

２６

光遅延回路

力した参照光とプローブ光間の位相差を位相差掃引機構

２７

光チョッパ

９で掃引し、掃引する各々の位相差における参照光とプ

２８

入射直線偏光

２９〜３５

提供する。
10

20

ミラー

プローブ光の波面の歪みに影響されることな

【解決手段】

フェムト秒領域の光パルスを照射して生

ローブ光との干渉光強度を測定して得られる位相差掃引
干渉波形から時間分解・非線形複素感受率を求める。
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