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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも光吸収層を含む熱レンズ形成光素子中の光吸収層に、制御光と信号光とを入
射させ、
　所望の情報に応じて前記制御光の照射の有無を選択し、
　前記制御光および前記信号光は、前記光吸収層にて収束するように照射されかつ前記制
御光および前記信号光の各々の収束点の位置が光軸に対して垂直方向で相異なるように照
射され、
　前記制御光の波長と前記信号光の波長を異ならせ、前記制御光の波長は前記光吸収層が
吸収する波長帯域から選ばれ、前記信号光の波長は前記光吸収層が吸収しない波長帯域か
ら選ばれ、
　前記制御光と前記信号光は、光の進行方向で前記光吸収層の入射面またはその内部にお
いて収束したのち拡散することによって、前記光吸収層内における前記制御光を吸収した
領域およびその周辺領域に起こる温度上昇に起因し可逆的に形成される熱レンズにより、
屈折率が変化して、前記信号光の進行方向を変え、
　前記制御光の照射が選択されず進行方向が変わらなかった信号光と、前記制御光の照射
が選択され進行方向が変えられた信号光とを、同一の光学系手段によって光検出手段に収
束または集光させることを特徴とする光路切替方法。
【請求項２】
　前記制御光と前記信号光は、光の進行方向で前記光吸収層内にて収束または集光するよ
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うにしたことを特徴とする請求項１に記載の光路切替方法。
【請求項３】
　前記制御光が照射されず進行方向が変わらなかった信号光と、前記制御光が照射され進
行方向が変えられた信号光とは、前記光吸収層での見かけ上の収束点が互いに分離してい
ることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の光路切替方法。
【請求項４】
　前記制御光が照射されず進行方向が変わらなかった信号光と、前記制御光が照射され進
行方向が変えられた信号光とは、それぞれ同一のレンズによって収束または集光し、光フ
ァイバーによって受光されることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記
載の光路切替方法。
【請求項５】
　光路切替数に応じて複数の制御光を前記光吸収層に照射し、前記複数の制御光の組み合
わせによって、前記信号光の進行方向を変え、前記光路切替数に応じた複数の信号光およ
び信号方向が変えられなかった信号光を前記光検出手段に収束または集光させることを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の光路切替方法。
【請求項６】
　前記光ファイバーに入射する、信号方向が変わらなかった信号光と、光路を切り替えら
れた１つ以上の信号光の前記光吸収層における互いの見かけ上の収束点距離は、受光光フ
ァイバー間距離をレンズ倍率で除した距離であることを特徴とする請求項３から請求項５
のいずれか１項に記載の光路切替方法。
【請求項７】
　１種類以上の波長の信号光を照射する信号光光源と、
　前記信号光とは異なる波長の制御光を照射する制御光光源と、
　前記信号光は透過し、前記制御光を選択的に吸収する光吸収層を含む熱レンズ形成光素
子と、
　前記光吸収層に前記制御光と前記信号光とを各々収束点を光軸に対して垂直方向で異な
らせて集光させる集光手段と、を有し、
　前記熱レンズ形成光素子は、前記制御光と前記信号光が、光の進行方向で前記光吸収層
の入射面またはその近辺において収束したのち拡散することによって、前記光吸収層内に
おける前記制御光を吸収した領域およびその周辺領域に起こる温度上昇に起因し可逆的に
形成される熱レンズにより、屈折率が変化して、前記信号光の進行方向を変え、
　さらに、前記制御光が照射されず進行方向が変わらなかった信号光と、前記制御光が照
射され進行方向が変えられた信号光とが、同一の光学系手段によって収束または集光され
る光検出手段を備えたことを特徴とする光路切替装置。
【請求項８】
　前記集光手段は、光の進行方向で前記光吸収層内にて収束または集光することを特徴と
する請求項７に記載の光路切替装置。
【請求項９】
　前記熱レンズ形成光素子の光吸収層に形成された熱レンズは、前記制御光が照射されず
進行方向が変更されなかった信号光と前記制御光が照射され進行方向が変更された信号光
との前記光吸収層での見かけ上の収束点を互いに分離させることを特徴とする請求項７ま
たは請求項８に記載の光路切替装置。
【請求項１０】
　前記検出手段が、光ファイバーであることを特徴とする請求項７から請求項９のいずれ
か１項に記載の光路切替装置。
【請求項１１】
　前記光ファイバーに入射する、信号方向が変わらなかった信号光と、光路を切り替えら
れた１つ以上の信号光の前記光吸収層における互いの見かけ上の収束点距離は、受光光フ
ァイバー間距離をレンズ倍率で除した距離であることを特徴とする請求項９または請求項
１０に記載の光路切替装置。
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【請求項１２】
　前記制御光光源は、光路切替数に応じて２つ以上の複数の制御光を照射し、
　前記集光手段は、前記複数の制御光の収束点を光軸に対して垂直方向で異ならせて前記
光吸収層に収束または集光させることを特徴とする請求項７から請求項１１のいずれか１
項に記載の光路切替装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光通信分野および光情報処理分野で用いられる光路切替装置および光路切替
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットおよび会社内・家庭内イントラネットの普及にともなうネットワークト
ラフィックの爆発的増加に対応するため、電気信号を経由しない光路切替装置（光スイッ
チ）、すなわち、光－光直接スイッチが求められている。光ファイバー、光導波路、ある
いは、空間を伝搬する光の進む道筋、すなわち、光路を切り替える装置・方法としては、
例えば、光導波路内または光導波路間で光路を切り替える空間分割型、多重化された複数
の波長の光を波長に応じた光路へ分割して切り替える波長分割多重型、一定時間毎に時分
割多重化された光の光路を切り替える時分割多重型、空間を伝搬する光の光路を鏡やシャ
ッターなどを用いて空間的に分割・合成するフリースペース型などの方式が知られている
。これらの方式は、各々多重化することも複数を組み合わせて使用することもできる。
【０００３】
　空間分割型光スイッチには、方向性結合器を利用するもの、光分岐器で光信号のコピー
を作り、ゲート素子により光をオン・オフするもの、交差またはＹ分岐の交差部分で導波
路の屈折率を変化させることで、導波路を伝搬してきた光を透過させたり反射させたりす
るものなどが提案されているが、まだ研究開発段階である。マッハツェンダー干渉計型光
導波路スイッチの導波路の屈折率を変化させるために電気ヒーター加熱による熱光学効果
を用いるものが実用化に近づいていると言われているが、応答速度が１ミリ秒程度と遅い
だけでなく、光スイッチを動作させるために電気信号を用いなければならない、という欠
点を有する。
【０００４】
　フリースペース型光スイッチには、マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム（Ｍ
ｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ；　ＭＥＭＳと略記さ
れる。）、励起子吸収・反射スイッチ（Ｅｘｃｉｔｏｎ　Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｒｅｆ
ｌｅｃｔｉｏｎ　Ｓｗｉｔｃｈ；ＥＡＲＳスイッチと略記される）、多段ビームシフタ型
光スイッチ、ホログラム型光スイッチ、液晶スイッチなどが検討されている。これらは、
機械的可動部分がある、偏波依存性があるなどの課題があり、まだ充分実用段階にあると
は言えない。
【０００５】
　一方、熱レンズ形成光素子に光を照射することで引き起こされる透過率変化や屈折率変
化を利用し、直接、光で光の強度や周波数を変調する、全光型熱レンズ形成光素子や光制
御方式の研究が盛んに行われている。本発明者らは、全光型光素子等による新たな情報処
理技術の開発を目指して、有機色素凝集体をポリマーマトリックスに分散した有機ナノパ
ーティクル光熱レンズ形成素子（非特許文献１参照）を用いて、光制御方式の研究を行っ
て来た。現在、制御光（６６０ｎｍおよび９８０ｎｍ）により信号光（７８０ｎｍおよび
１５５０ｎｍ）の変調を行う方式で、制御光と信号光を同軸・同焦点入射させることを特
徴とし、制御光の吸収により過渡的に形成される熱レンズにより信号光が屈折されるとい
う動作原理の素子を開発しており、約２０ナノ秒の高速応答が達成されている。光応答性
組成物からなる熱レンズ形成光素子に制御光を照射し、制御光とは異なる波長帯域にある
信号光の透過率および／または屈折率を可逆的に変化させることにより前記熱レンズ形成
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光素子を透過する前記信号光の強度変調および／または光束密度変調を行う光制御方法で
あって、前記制御光および前記信号光を各々収束させて前記熱レンズ形成光素子へ照射し
、かつ、前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点の近傍（ビームウエスト）の光子
密度が最も高い領域が前記熱レンズ形成光素子中において互いに重なり合うように前記制
御光および前記信号光の光路を調整することを特徴とする光制御方法が開示されている（
特許文献１から特許文献７参照）。光応答性組成物からなる熱レンズ形成光素子に、互い
に波長の異なる制御光および信号光を照射し、前記制御光の波長は前記光応答性組成物が
吸収する波長帯域から選ばれるものとし、前記光応答性組成物が前記制御光を吸収した領
域およびその周辺領域に発生する温度上昇に起因する密度変化の分布に基づいた熱レンズ
を可逆的に形成させ、前記熱レンズを透過する信号光の強度変調および／または光束密度
変調を行う光制御方法が開示されている（特許文献８参照）。そして、上記熱レンズ形成
光素子として例えば色素／樹脂膜や色素溶液膜が用いられ、制御光のパワー２ないし２５
ｍＷにおける制御光照射に対する信号光の応答時間は、２マイクロ秒未満と記載されてい
る（特許文献８参照）。これらの方法は光で光を制御する点で優れ、かつ高速応答も可能
であるが、制御光照射時に形成され光束形状がドーナツ型になり、そのために光ファイバ
ーへの結合効率が小さいという問題がある。
【０００６】
　ここで熱レンズ効果とは、光吸収の中心部分において光を吸収した分子などが光を熱に
変換し、この熱が周囲に伝搬されることにより温度分布が生じ、その結果、光透過媒体の
屈折率が光吸収中心から外部へ向けて球状に変化して光吸収中心の屈折率が低く外部へ向
けて屈折率が高くなる分布を生じ、これが凹レンズのように機能するような光の屈折効果
を示す。熱レンズ効果は分光分析の分野で古くから利用されており、現在では分子１個に
よる光吸収をも検出するような超高感度分光分析も可能になっている（非特許文献２およ
び非特許文献３参照）。
【０００７】
　熱レンズ効果ないし熱による屈折率変化を用いて光路を偏向させる方式として、発熱抵
抗体で媒体に熱を与え、媒体内に屈折率分布を生じさせ、光を偏向する方法が開示されて
いる（特許文献９参照）。しかしながら、上述の手法は、発熱抵抗体で発熱させ、熱伝導
で媒体を加熱することになるので、「熱の拡がり」という問題を本来的に有する。つまり
、熱の拡がりにより、広い面積内で微細な熱勾配を与えることができず、所望の屈折率分
布を得るのが困難である。さらに、発熱抵抗体の微細加工は半導体集積回路で用いられて
いるフォトリソグラフィ技術を採用しても、現実には一定の限界を有し、素子が大型化せ
ざるを得ない。素子が大型化すれば、それにともない光学系も複雑かつ大型化する。また
、発熱抵抗体で発熱させ、熱伝導で媒体を加熱することになるので、応答が遅く、屈折率
変化の周波数を上げることができないという不具合を本質的な問題として有している。
【０００８】
　また、光応答組成物からなる熱レンズ形成光素子と、該熱レンズ形成光素子にくさび形
の光強度分布で光を照射するための強度分布調整手段とから少なくとも構成され、制御光
により前記熱レンズ形成光素子中に屈折率分布を形成し、該屈折率分布により前記制御光
とは異なる波長の信号光の偏向を行うことを特徴とする熱レンズ形成光素子を用いた偏向
素子が開示されている（特許文献１０参照）。この方式は、光で光を制御する点では優れ
たものであるが、該熱レンズ形成光素子にくさび形の光強度分布で光を照射するための強
度分布調整手段で制御光のロスが大きく、また、くさび形の光強度分布を自由に形成する
ことが難しく、光路切替方向を自由に設定することができないという問題がある。
【０００９】
　また、レーザ光を照射して物質を加熱することによりレーザ光の照射された物質の屈折
率を変え、レーザ光を偏向する方法が提案されている（特許文献１１および特許文献１２
参照）。どちらの方法も、ビーム径が太く、大パワーを入力させないとレーザ光の偏向は
ほんのわずかである。特許文献１１の方法は、照射光の加熱で照射光自身が偏向する方法
である。この方法を光偏向に用いる場合は、加熱して屈折率を変えるために照射光は吸収
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されるので、物質を透過する光は原理的に大きく減少してしまうことになる。
【００１０】
　特許文献１２の方法は、電気的または機械的手段を取らず、制御ビームの照射でスイッ
チ物質の屈折率を変え、信号ビームの光路を変える光学的スイッチである。しかしながら
、この場合のも、制御ビームも信号ビームもレンズを用いて集光する方法を取っておらず
、屈折率変化を起こさせるレーザ光は大パワーが必要である。また、装置も大がかりにな
ってしまう。また、本提案の様に屈折変化領域がビームの進行に従って拡がる様な手段を
取り得ないので、偏向角を余り大きくできない。
【００１１】
　特許文献１１および特許文献１２のどちらにも、本提案のように非偏向光と偏向光とを
分離し集光する手段、および光検出手段に光ファイバーを用い非偏向光と偏向光の光ファ
イバーへの入射角の違いを利用し非偏向光と偏向光との高精度の分別を行う手段等は記載
されていない。
【００１２】
【非特許文献１】平賀隆、田中教雄、早水紀久子、守谷哲郎著、色素会合体・凝集体の作
成・構造評価・光物性、「電子技術総合研究所彙報」、通商産業省工業技術院電子技術総
合研究所発行、第５９巻、第２号、２９－４９頁（１９９４年）
【非特許文献２】藤原祺多夫、不破敬一郎、小林孝嘉著、レーザ誘起熱レンズ効果とその
比色法への応用、「化学」、化学同人発行、第３６巻、第６号、４３２－４３８頁（１９
８１年）
【非特許文献３】北森武彦、澤田嗣郎著、光熱変換分光分析法、「ぶんせき」、日本分析
化学会発行、１９９４年３月号、１７８－１８７頁
【特許文献１】特開平８－２８６２２０号公報
【特許文献２】特開平８－３２０５３５号公報
【特許文献３】特開平８－３２０５３６号公報
【特許文献４】特開平９－３２９８１６号公報
【特許文献５】特開平１０－９０７３３号公報
【特許文献６】特開平１０－９０７３４号公報
【特許文献７】特開平１０－１４８８５２号公報
【特許文献８】特開平１０－１４８８５３号公報
【特許文献９】特開昭６０－１４２２１号公報
【特許文献１０】特開平１１－１９４３７３号公報
【特許文献１１】米国特許４，７７６，６７７号
【特許文献１２】米国特許４，５８５，３０１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　　本発明は、複雑で高価な電気回路や機械的可動部品を用いず小さい制御光パワーによ
りに光偏向を可能とすることにより、故障が極めて少なく、耐久性の高い、偏波依存性の
極めて少ない、信号光の光強度減衰が少なく、信号光断面におけるエネルギー分布が回析
光学的に収束の容易な状態（例えばガウス分布）を保ちつつ光路切替が可能で後段の光フ
ァイバーへの光結合を高効率に行うことができ、消光比の高い１入力複数出力が可能な小
型な光路切替装置および光路切替方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、以下の特徴を有する。
【００１５】
　（１）少なくとも光吸収層を含む熱レンズ形成光素子中の光吸収層に、制御光と信号光
とを入射させ、所望の情報に応じて前記制御光の照射の有無を選択し、前記制御光および
前記信号光は、前記光吸収層にて収束するように照射されかつ前記制御光および前記信号
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光の各々の収束点の位置が光軸に対して垂直方向で相異なるように照射され、前記制御光
の波長と前記信号光の波長を異ならせ、前記制御光の波長は前記光吸収層が吸収する波長
帯域から選ばれ、前記信号光の波長は前記光吸収層が吸収しない波長帯域から選ばれ、前
記制御光と前記信号光は、光の進行方向で前記光吸収層の入射面またはその内部において
収束したのち拡散することによって、前記光吸収層内における前記制御光を吸収した領域
およびその周辺領域に起こる温度上昇に起因し可逆的に形成される熱レンズにより、屈折
率が変化して、前記信号光の進行方向を変え、前記制御光の照射が選択されず進行方向が
変わらなかった信号光と、前記制御光の照射が選択され進行方向が変えられた信号光とを
、同一の光学系手段によって光検出手段に収束または集光させる光路切替方法である。
【００１６】
　（２）前記制御光と前記信号光は、光の進行方向で前記光吸収層内にて収束または集光
するようにした上記（１）に記載の光路切替方法である。
【００１７】
　（３）前記制御光が照射されず進行方向が変わらなかった信号光と、前記制御光が照射
され進行方向が変えられた信号光とは、前記光吸収層での見かけ上の収束点が互いに分離
している上記（１）または（２）に記載の光路切替方法である。
【００１８】
　（４）前記制御光が照射されず進行方向が変わらなかった信号光と、前記制御光が照射
され進行方向が変えられた信号光とは、それぞれ同一のレンズによって収束または集光し
、光ファイバーによって受光される上記（１）から（３）のいずれか１つに記載の光路切
替方法である。
【００１９】
　（５）光路切替数に応じて複数の制御光を前記光吸収層に照射し、前記複数の制御光の
組み合わせによって、前記信号光の進行方向を変え、前記光路切替数に応じた複数の信号
光および信号方向が変えられなかった信号光を前記光検出手段に収束または集光させる上
記（１）から（４）のいずれか１つに記載の光路切替方法である。
【００２０】
　（６）前記光ファイバーに入射する、信号方向が変わらなかった信号光と、光路を切り
替えられた１つ以上の信号光の前記光吸収層における互いの見かけ上の収束点距離は、受
光光ファイバー間距離をレンズ倍率で除した距離である上記（３）から（５）のいずれか
１つに記載の光路切替方法である。
【００２１】
　（７）１種類以上の波長の信号光を照射する信号光光源と、前記信号光とは異なる波長
の制御光を照射する制御光光源と、前記信号光は透過し、前記制御光を選択的に吸収する
光吸収層を含む熱レンズ形成光素子と、前記光吸収層に前記制御光と前記信号光とを各々
収束点を光軸に対して垂直方向で異ならせて集光させる集光手段と、を有し、前記熱レン
ズ形成光素子は、前記制御光と前記信号光が、光の進行方向で前記光吸収層の入射面また
はその近辺において収束したのち拡散することによって、前記光吸収層内における前記制
御光を吸収した領域およびその周辺領域に起こる温度上昇に起因し可逆的に形成される熱
レンズにより、屈折率が変化して、前記信号光の進行方向を変え、さらに、前記制御光が
照射されず進行方向が変わらなかった信号光と、前記制御光が照射され進行方向が変えら
れた信号光とが、同一の光学系手段によって収束または集光される光検出手段を備えた光
路切替装置である。
【００２２】
　（８）前記集光手段は、光の進行方向で前記光吸収層内にて収束または集光する上記（
７）に記載の光路切替装置である。
【００２３】
　（９）前記熱レンズ形成光素子の光吸収層に形成された熱レンズは、前記制御光が照射
されず進行方向が変更されなかった信号光と前記制御光が照射され進行方向が変更された
信号光との前記光吸収層での見かけ上の収束点を互いに分離させる上記（７）または（８
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）に記載の光路切替方法である。
【００２４】
　（１０）前記検出手段が、光ファイバーである上記（７）から（９）のいずれか１つに
記載の光路切替装置である。
【００２５】
　（１１）前記光ファイバーに入射する、信号方向が変わらなかった信号光と、光路を切
り替えられた１つ以上の信号光の前記光吸収層における互いの見かけ上の収束点距離は、
受光光ファイバー間距離をレンズ倍率で除した距離である上記（９）または（１０）に記
載の光路切替装置である。
【００２６】
　（１２）前記制御光光源は、光路切替数に応じて２つ以上の複数の制御光を照射し、前
記集光手段は、前記複数の制御光の収束点を光軸に対して垂直方向で異ならせて前記光吸
収層に収束または集光させる上記（７）から（１１）のいずれか１つに記載の光路切替装
置である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、制御光を集光して光吸収層に照射することにより局部的に光パワー密
度を高めることができ、低パワーで光吸収層の局所の温度を高めることができ、その部分
および近辺の屈折率を変えることができる。また信号光も集光して制御光の照射位置近辺
の光吸収層に入射させることにより、制御光による屈折率の変化を効率よく利用でき、信
号光の偏向を利用した光路切替が可能となる。
【００２８】
　さらに、偏向された信号光は、集光前のビーム断面と同じ形状で熱レンズ形成光素子よ
り出力されるため、偏向された信号光をのちに集光させて用いる際にも実用性が高い。
【００２９】
　さらに、複数の制御光を同一の光吸収層に入射させ、１つの入力を複数の異なった光路
に切り替えることができる。
【００３０】
　また、複数の制御光と信号光、複数の光路切替信号光を近接した光ファイバーで入射お
よび検出することが可能であるので、小型で安価な装置を提供できる。
【００３１】
　また、本発明では、制御光および信号光を集光し、かつ集光点を近接できるので、高速
の光路切替が可能となる。
【００３２】
　また、低パワーの半導体レーザを用いることができるので、小型で安価な装置を提供で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００３４】
（第１の実施の形態）
　図１は本発明の第１の実施形態に係る光路切替装置の概略構成例である。本発明の第１
の実施の形態に係る光路切替装置は、図１に概要を例示するように信号光光源である信号
光入射端子１と、信号光をほぼ平行光にする第１のコリメートレンズ２と、制御光光源で
ある制御光入射端子３と、制御光をほぼ平行光にする第２のコリメートレンズ４と、信号
光と制御光とを合わせる光混合器５と、信号光と制御光とを熱レンズ形成光素子７の光吸
収層に集光する集光手段である集光レンズ６と、熱レンズ形成光素子７と、熱レンズ形成
光素子７を透過した光をほぼ平行光にする第３のコリメートレンズ８と、波長選択透過フ
ィルター９と、非偏向光を第１の検出器１１に、偏向光を第２の検出器１２に集光する第
２の集光レンズ１０とを有する。
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【００３５】
　図示されていないが、信号光入射端子１には、光ファイバーにより信号光を入射させた
。信号光波長は、本実施例では１５５０ｎｍを用いた。信号光はこれ以外でも熱レンズ形
成光素子７の光吸収層を透過する波長であれば何でも良い。本実施例では、信号光は光フ
ァイバーで入射させているが、信号光入射端子１には、信号光を発光するレーザを直接設
置しても良い。
【００３６】
　本発明の光偏向方法および光偏向装置で使用される熱レンズ形成光素子中の光吸収層の
材料、信号光の波長帯域、および制御光の波長帯域は、これらの組み合わせとして、使用
目的に応じて適切な組み合わせを選定し用いることができる。具体的な設定手順としては
、例えば、まず、使用目的に応じて信号光の波長ないし波長帯域を決定し、これを制御す
るのに最適な光吸収層膜の材料と制御光の波長の組み合わせを選定すれば良い。または、
使用目的に応じて信号光と制御光の波長の組み合わせを決定してから、この組み合わせに
適した光吸収層膜の材料を選定すれば良い。例えば、信号光によって画像や文字を直接表
示しようとする場合は、信号光としては波長４００～８００ｎｍの可視光線を用い、制御
光としては波長９８０ｎｍの赤外線を用い、光吸収層の材料としては前記波長の可視光線
を透過し前記波長の赤外線を吸収するものが用いられる。また、例えば、使用する光吸収
層の材料の光吸収スペクトルにおける吸収極大の最長波長λ１に相当する波長の光を制御
光として用いる場合、λ１よりも長波長の光を信号光として好適に用いることができる。
具体的には、光吸収層の材料としてペリレンを用いる場合、制御光を例えば４０５ｎｍ、
信号光を例えば５４０ｎｍ、６６０ｎｍ、７８０ｎｍ、８３０ｎｍ、９８０ｎｍ、１３１
０ｎｍ、または，１５５０ｎｍとすることができる。また、光吸収層の材料として銅フタ
ロシアニン誘導体を用いる場合、制御光を例えば６５０ｎｍ、信号光を例えば６９０ｎｍ
、７８０ｎｍ、８３０ｎｍ、９８０ｎｍ、１３１０ｎｍ、または，１５５０ｎｍとするこ
とができる。
【００３７】
　図示されていないが、制御光入射端子３には光ファイバーにより制御光が入射させた。
制御光波長は、本実施例では９８０ｎｍを用いた。制御光はこれ以外でも熱レンズ形成光
素子７の光吸収層で吸収される波長であれば任意の波長を用いることができる。本実施例
では、制御光は光ファイバーで入射させているが、制御光入射端子３には、制御光を発光
するレーザを直接設置しても良い。
【００３８】
　第１のコリメートレンズ２および第２のコリメートレンズ４は、焦点距離８ｍｍの非球
面レンズを用いた。焦点距離は８ｍｍである必要はなく、より小型の光路切替装置にする
ためにさらに短い焦点距離を用いても良いことは言うまでもない。また、非球面レンズで
ある必要はないが、小型軽量にするために非球面レンズを用いた。
【００３９】
　光混合器５は、信号光は透過し、制御光は反射するダイクロイックミラーを用いた。も
ちろん、信号光入射端子と制御光入射端子との位置を入れ替えて、信号光が反射し、制御
光が透過する様にしたダイクロイックミラーを用いても良いことは言うまでもない。
【００４０】
　集光レンズ６は、焦点距離８ｍｍの非球面レンズを用いた。焦点距離は８ｍｍである必
要はなく、より小型の光路切替装置にするためにさらに短い焦点距離を用いても良いこと
は言うまでもない。また、非球面レンズである必要はないが、小型軽量にするために非球
面レンズを用いた。
【００４１】
　本実施の形態で、信号光１５５０ｎｍをコア径９．５μｍのシングルモード石英光ファ
イバーで信号光入射端子に入射させ、制御光９８０ｎｍをコア径９．５μｍのシングルモ
ード石英光ファイバーで制御光入射端子に入射させ、焦点距離８ｍｍの第１のコリメート
レンズ２および第２のコリメートレンズ４で信号光および制御光をほぼ平行光にし、光吸
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収層の厚み５００μｍ、光吸収層の色素濃度は０．１～０．１５％であって光吸収層の波
長１５５０ｎｍにおける透過率９５～８０％、および、９８０ｎｍにおける透過率２４～
０．１％の熱レンズ形成光素子７に、焦点距離８ｍｍの集光レンズ６で収束（集光）して
入射させた。
【００４２】
　信号光と制御光は、集光レンズ６により、光の進行方向で光吸収層の入射面またはその
近辺において収束する様にした。信号光と制御光とを光吸収層の入射面近辺の同一のとこ
ろに収束（集光）すると信号光はドーナツ状に拡がる。この状況を図１０に示す。制御光
がない場合には図１０（ａ）の写真１ａの様に丸ビームであった信号光が、制御光が同時
に同一のところに照射されると、図１０（ｂ）の写真１ｂの様になる。このドーナツ形状
が鮮明で大きく形成されるのが、光吸収層の入射面であると思われる。よって、本実施の
形態で光吸収層の入射面という場合は、このドーナツ形状が鮮明で大きく形成される位置
とする。もちろん、本実施の形態では信号光と制御光とは収束（集光）点の位置では２５
～５０μｍほど離れているので、ドーナツ形状は形成されないが、調整時には信号光と制
御光とを同一点に入射させ、ドーナツ形状を形成させ、その後信号光と制御光との収束（
集光）点を分離させている。なお、信号光と制御光との収束点間の距離が２５μｍ未満の
場合には、図１０（ａ）に示すような丸ビームにならず、三日月型ビームになってしまう
。この三日月型ビームの信号光ではのちに集光させ光ファイバーに入射させた場合には入
射効率が減少してしまい、実用性にかけるおそれがある。
                                                                                
【００４３】
　熱レンズ形成光素子７は、図４に示した様な構成であるが、本実施例では説明を容易に
するため、光吸収層のみを図示した。図４において、熱レンズ形成光素子２６の光吸収層
２５は、色素を溶剤に溶解したものをガラス容器２７に封じて用いた。溶剤に可溶性の色
素としては、使用する制御光の波長領域に吸収があり、使用する信号光の波長領域に吸収
のない公知の色素を使用することができる。レーザ光２８が透過するガラス容器２７のガ
ラスの厚みは約５００μｍ、光吸収層２５の厚みは２００～１０００μｍであった。色素
の具体例としては、例えば、ローダミンＢ、ローダミン６Ｇ、エオシン、フロキシンＢな
どのキサンテン系色素、アクリジンオレンジ、アクリジンレッドなどのアクリジン系色素
、エチルレッド、メチルレッドなどのアゾ色素、ポルフィリン系色素、フタロシアニン系
色素、３，３’－ジエチルチアカルボシアニンヨージド、３，３’－ジエチルオキサジカ
ルボシアニンヨージドなどのシアニン色素、エチル・バイオレット、ビクトリア・ブルー
Ｒなどのトリアリールメタン系色素、ナフトキノン系色素、アントラキノン系色素、ナフ
タレンテトラカルボン酸ジイミド系色素、ペリレンテトラカルボン酸ジイミド系色素など
を好適に使用することができる。また、これらの色素を単独で、または、２種以上を混合
して使用することができる。溶剤としては、少なくとも使用する色素を溶解するものを用
いることができるが、熱レンズ形成時の温度上昇に際し、熱分解することなく、かつ、沸
騰する温度（沸点）が１００℃以上、好ましくは２００℃以上、さらに好ましくは３００
℃以上のものを好適に用いることができる。具体的には、硫酸などの無機系溶剤、o－ジ
クロロベンゼンなどのハロゲン化芳香族炭化水素系、１－フェニル－１－キシリルエタン
または１－フェニル－１－エチルフェニルエタンなどの芳香族置換脂肪族炭化水素系、ニ
トロベンゼンなどのニトロベンゼン誘導体系、などの有機溶剤を好適に用いることができ
る。
【００４４】
　熱レンズ形成光素子７の光吸収層で制御光が吸収されると、光吸収層の温度が上昇し、
屈折率が変わる。温度が上昇するので、一般に屈折率は下がる方向に変化する。通常のレ
ーザ光源から出射するレーザ光、および、通常のレーザ光源から出射し光ファイバーを透
過してきたレーザ光の強度分布はガウス分布である。また、前記レーザ光をレンズ等で集
光した光もガウス分布をしている。よって、制御光が照射された光吸収層での屈折率分布
は、制御光の光軸で屈折率が一番低下し、制御光の周辺では屈折率の低下が少なくなる。
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また、熱伝導があるので、光の照射されていない部分でも屈折率が変化する。
【００４５】
　図５は、信号光が偏向する状況を説明した図である。なお、説明を簡単にするため、図
５では光吸収層と光吸収層の周りの媒質との屈折率の違いによる光の屈折は無視すること
とする。図５において、熱レンズ形成光素子の光吸収層２５において、収束（集光）点近
辺での制御光の光強度分布２９、収束（集光）点から離れたところでの制御光の光強度分
布３０を示すとともに、制御光の収束（集光）点３１と、信号光の収束（集光）点３３と
、見かけ上の信号光の収束（集光）点３２を示す。図５ａは制御光と信号光が光吸収層２
５の入射面に収束（集光）した場合、図５ｂは制御光と信号光が光吸収層の入射面から数
十μｍ光吸収層の中に進んだところに収束（集光）した場合、図５（ｃ）は制御光と信号
光が光吸収層の入射面から数十μｍよりさらに光吸収層の中に進んだところに収束（集光
）した場合のレーザ光の光路を模式的に示したものである。
【００４６】
　制御光が照射されない場合は、信号光は直進する。制御光が照射されると、信号光は偏
向する。光吸収層２５を透過した信号光は、図１に示す第１の検出器１１および第２の検
出器１２には、図５に示す光吸収層２５の見かけ上の信号光の収束（集光）点３２から信
号光が出射されたように収束（集光）する。図５ｂの場合は、信号光の収束（集光）点３
３と見かけ上の信号光の収束（集光）点３２はほとんど一致するが、図５ａおよび図５（
ｃ）の場合はずれてくる。ずれる方向が、図５ａの場合と図５ｃの場合とでは逆方向であ
る。
【００４７】
　なお、図５では制御光と信号光とは、光の進行方向では同じ位置に記載しているが、同
じである必要はない。
【００４８】
　光吸収層を通過した信号光は、第３のコリメートレンズ８で平行光にした。第３のコリ
メートレンズ８は、焦点距離８ｍｍの非球面レンズを用いた。焦点距離は８ｍｍである必
要はなく、より小型の光路切替装置にするためにさらに短い焦点距離を用いても良いこと
は言うまでもない。また、非球面レンズである必要はないが、小型軽量にするために非球
面レンズを用いた。
【００４９】
　波長選択透過フィルター９は、熱レンズ形成光素子７をわずかに透過する制御光を遮光
し、信号光は透過する誘電体フィルターである。熱レンズ形成光素子７で実用上問題ない
程度に制御光が吸収されれば、波長選択透過フィルター９を用いる必要はない。
【００５０】
　波長選択透過フィルター９を透過した信号光を第２の集光レンズ１０で、第１の検出器
１１および第２の検出器に収束（集光）して入射させた。第２の集光レンズ１０は、焦点
距離８ｍｍの非球面レンズを用いた。焦点距離は８ｍｍである必要はなく、より小型の光
路切替装置にするためにさらに短い焦点距離を用いても良いことは言うまでもない。また
、非球面レンズである必要もないが、小型軽量にするために非球面レンズを用いた。また
、本実施例では、第３のコリメートレンズ８および第２の集光レンズ１０で、信号光を収
束（集光）させたが、１つのレンズで収束（集光）させるようにしても良い。
【００５１】
　図１に示す第１の検出器１１および第２の検出器１２には、図７（ａ）に示した２芯光
ファイバーフェルールを設置した。２芯光ファイバーフェルールに取り付けた光ファイバ
ー３５は、９．５μｍのシングルモード石英光ファイバーである。光ファイバーに信号光
を収束（集光）し、光ファイバーで伝送してから検出した。もちろん、直接光検出器を設
置しても良いことは言うまでもない。
【００５２】
　図７（ａ）に示した２芯光ファイバーフェルールの信号光受光ファイバー３５は、コア
径９．５μｍのシングルモード石英光ファイバーのクラット層をフッ酸で所望の太さにエ
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ッチングして用いた。エッチングする部分は、光ファイバーの先端数ｍｍだけであった。
エッチングした後の光ファイバーの太さ「ω」は、本実施例では２５μｍにした。「ω」
は、光吸収層に収束（集光）した信号光の収束点３３と見かけ上の信号光の収束点３２と
の光軸に直角方向の距離「χ」と次の関係にある。
（式１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω＝ｍ×χ
ここでｍは、図１に示す第３のコリメートレンズ８と第２の集光レンズ１０とで形成され
る結像倍率である。本実施の形態では、ｍ＝１であるが、ｍは光ファイバーへの入射効率
が最大になるように設定すると良い。
【００５３】
　上記「χ」は、次の条件を変えると変えられる。
　１．熱レンズ形成光素子の光吸収層の、信号光と制御光の第１の集光レンズ６の収束（
集光）点に対する位置
　２．制御光パワー
　３．制御光位置（第１の集光レンズ６の集光点での信号光と制御光の光軸に直角方向の
距離）
　４．熱レンズ形成光素子の光吸収層の厚み
　５．制御光波長および信号光波長。
　６．光吸収層の色素濃度
【００５４】
　図６に、図４に示した熱レンズ形成光素子７の光吸収層２５への信号光と制御光の収束
（集光）点の入射の位置（光吸収層位置）と、検出器の位置での非偏向光と偏向光との分
離距離の測定データ例を示す。図６の場合は、光吸収層２５への信号光と制御光の収束（
集光）点の入射位置（すなわち光吸収層位置）が４０～６０μｍの場合は分離距離が０に
近い。この場合は、図５ｂの状態の時である。光吸収層２５への入射位置がこれからずれ
ると、分離距離が大きくなる。光吸収層２５への入射位置（光吸収層位置）が２００μｍ
以上では、分離距離に大きな変化がなかった。図６で分離距離の正負の符号は、信号光の
光吸収層２５への入射点を原点（すなわち０点）とし、偏向する方向を正とした。分離距
離が正になるのは図５ｃの状態の時であり、負になるのは図５ａと図５ｂの間の状態の時
である。
【００５５】
　分離距離を受光光ファイバーの太さ「ω」と等しく設定することにより、非偏向光およ
び偏向光の検出が効率よく可能となる。
【００５６】
　図６において、線３８（菱形点を結ぶ実線）は制御光パワー１５．４ｍＷの場合、線３
９（四角点を結ぶ実線）は制御光パワー１８ｍＷの場合、線４０（三角点を結ぶ実線）は
制御光パワー２０．５ｍＷの場合である。この測定は、図１に示す第１の検出器１１の位
置で、スリット開口を持った検出器を移動させて測定したものである。図６において、光
吸収層の厚みは１０００μｍであり、制御光位置（第１の集光レンズ６の集光点での信号
光と制御光の光軸に直角方向の距離）は２５μｍ、色素濃度は０．１％であって光吸収層
の波長１５５０ｎｍにおける透過率９５％および９８０ｎｍにおける透過率０．１％であ
った。
【００５７】
　本実施の形態では、光吸収層厚約１０００μｍの熱レンズ形成光素子を用い、制御光パ
ワーは約１６ｍＷ、光吸収層位置５００μｍ、制御光位置（第１の集光レンズ６の集光点
での信号光と制御光の光軸に直角方向の距離）は２５μｍにして実施した。受光光ファイ
バーへの入射効率向上の調整は、非偏向光を検出する第１の検出器の位置調整をまず行い
、その後制御光パワーを調整して第２の検出器への入射効率向上をはかった。
【００５８】
　光吸収層位置５００μｍとしたのは、これ以下であると非偏向光と偏向光とで光ファイ
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バーへの入射角度が異なり、両方の光ファイバーへの入射効率を高められなかったためで
ある。
【００５９】
　図８に、熱レンズ形成光素子７の光吸収層２５への信号光と制御光の収束（集光）点の
入射の位置（光吸収層位置）と、偏向光の偏向角のデータを示す。本実施の形態では、第
３のコリメートレンズ８と第２の集光レンズ１０の焦点距離は同じ８ｍｍのものを用いた
ので、偏向角が光ファイバーに入射する偏向光の光軸と非偏向光の光軸とのなす角度にな
る。このため、熱レンズ形成光素子７の光吸収層２５への信号光と制御光の収束（集光）
点の入射の位置（光吸収層位置）が５００μｍ以下であると、両方の光ファイバーへの入
射効率を高められなかった。この理由は、次の様である。
【００６０】
　９．５μｍのシングルモード石英光ファイバーの開口数（以下ＮＡと記す）は、一般的
に０．１である。ＮＡ＝０．１の光ファイバーの伝搬可能な最大入射角θcは次式で与え
られ、約５．７度である。
（式１）
　　θc＝Ｓｉｎ－１（０．１）≒５．７度
また、信号光の入射もコア径９．５μｍのシングルモード石英光ファイバーで入射させて
いるのでＮＡは０．１であり、信号光そのものの収束（集光）角が約５．７度ある。この
ため、非偏向光で最大入射光量に調整すると偏向光の一部が偏向光の光ファイバーの最大
入射角θcを超えて光量が少なくなり、偏向光で最大入射光量に調整すると非偏向光の一
部が非偏向光の光ファイバーの最大入射角θcを超えて非偏向光の光量が少なくなった。
【００６１】
　なお、図８において、制御光パワーは約１２．９ｍＷ、制御光位置（第１の集光レンズ
６の集光点での信号光と制御光の光軸に直角方向の距離）は３５μｍ、光吸収層の厚みは
１０００μｍ、色素濃度は０．１％であって光吸収層の波長１５５０ｎｍにおける透過率
９５％および９８０ｎｍにおける透過率０．１％であった。
【００６２】
　測定データの例を図９に示す。図９において、測定に用いた測定器の０．１μＷ以下の
値の信頼度がなかったので、０．１μＷ以下の値の場合は０μＷの場合も含めてすべて０
．１μＷ以下とし、消光比の計算では０．１μＷ以下の場合はすべて０．１μＷとして計
算してある。非偏向光も偏向光も約４０ｄＢの消光比があった。
【００６３】
（比較例１）
　第１の実施の形態において、集光レンズ６を用いず、各々コリメートされた信号光およ
び制御光を収束することなく熱レンズ形成光素子７に照射する点および第３のコリメート
レンズ８を用いない点を除いては、第１の実施形態と同様の実験を行ったが、制御光パワ
ー１８ｍＷ程度では、制御光を照射しても信号光の偏向は全く観察されなかった。そこで
、制御光光源をＴｉ：サイファイアレーザに変えて、さらにハイパワーの制御光（９８０
ｎｍ）を照射したところ、信号光の偏向が検知される前に熱レンズ形成光素子中の色素溶
液の溶剤が沸騰を開始し、信号光の偏向を行うことが困難であることが確認された。さら
に、制御光のパワーを前記沸騰が始まる寸前まで下げて、熱レンズ形成光素子に入射する
までの信号光と制御光の配置およびビーム間距離を微調整したが、信号光の光路偏向は観
察されなかった。さらにまた、熱レンズ形成光素子中の光吸収層における信号光と制御光
の配置およびビーム間距離を微調整したが、信号光の光路偏向は観察されなかった。すな
わち、制御光を収束させて熱レンズ形成光素子中の光吸収層において拡散しながら光吸収
が起こるようにしないで、コリメートされた平行ビームとして照射した場合、信号光の光
路を偏向するに足る大きさの熱レンズが形成されないことが判った。
【００６４】
（第２の実施の形態）
　図２は本発明の第２の実施の形態に係る光路切替装置の概略構成例である。本発明の第
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２の実施の形態において、第１の実施の形態と同じ光学部材については、同一の番号を付
けた。
【００６５】
　図２において、第２の信号光入射端子１５、第２の制御光入射端子１６、焦点距離８ｍ
ｍの第１の結像レンズ１７とを有する光路切替装置が示されている。他の構成要素は、図
１と同じである。また、用いた信号光の波長は１５５０ｎｍ、制御光の波長は９８０ｎｍ
であった。しかし、信号光の波長も制御光の波長もこれ以外の波長でも良いことは第１の
実施例と同様言うまでもない。制御光のパワーを変えると偏向量（偏向角）が変わること
は、第１の実施の形態と同じである。
【００６６】
　第２の信号光入射端子１５と第２の制御光入射端子１６には、図７（ｂ）に示した２芯
光ファイバーフェルールを設置した。
【００６７】
　図７（ｂ）の２芯光ファイバーフェルールの信号光出射ファイバー３７と制御光出射フ
ァイバー３６はコア９．５μｍのシングルモード石英光ファイバーのクラット層をフッ酸
で所望の太さにエッチングして用いた。エッチングする部分は、光ファイバーの先端数ｍ
ｍだけであった。エッチングした後の光ファイバーの太さ「ω」は、光吸収層に収束（集
光）した信号光と制御光の収束（集光）点の光軸に直角方向の距離「χ」と次の関係にし
た。
（式２）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω＝χ／ｎ
ここでｎは、第４の集光レンズ１７の結像倍率である。本実施例では、ｎは１であった。
ｎを小さくすればエッチング後の光ファイバーの太さは太くでき、ｎを大きくすればエッ
チング後の光ファイバーの太さは細くしなければならない。
【００６８】
　本実施の形態では、ｎは１，ωは２５μｍにした。第１の実施の形態からも明らかであ
る様に、ωを大きくすると偏向角は小さくなるので、ωは２５～５０μｍが相応しい。２
５μｍ以下にすると、レーザ光の透過率が悪くなった。特に、９８０ｎｍのレーザ光の透
過が悪くなり、１ｍのファイバーでの透過率が２０％～８０％となった。
【００６９】
　制御光用の光ファイバーと信号光用の光ファイバーは、太さ２ω＋数μｍにあけられた
フェルールの穴に接着剤で固定した後、先端を研磨して用いた。
【００７０】
　本実施の形態では、光ファイバーのコア径は９．５μｍのシングルモード光ファイバー
を用いたが、レーザ光の波長を変える場合は、それに相応しいコア径の光ファイバーにす
る必要がある。例えば、制御光を６６０ｎｍにする場合は、コア径４．５μｍにした方が
良い。
【００７１】
　本実施の形態での光の偏向量（偏向角）は、第１の実施の形態とほぼ同じであった。
【００７２】
（第３の実施の形態）
　図３は本発明の第３の実施の形態に係る光路切替装置の概略構成例である。本発明の第
３の実施の形態において、第１の実施の形態および第２の実施の形態と同じ光学部材につ
いては、同一の番号を付けた。第３の実施の形態は、第２の実施の形態より制御光の数を
１つ増やし、切り替える光路を３にした例である。図３において、第３の信号光入射端子
１９、第３の制御光入射端子２０、第４の制御光入射端子２１、第３の検出器２２、第４
の検出器２３、第５の検出器２４以外は、図１および図２と同じである。また、用いた信
号光の波長は１５５０ｎｍ、制御光の波長は９８０ｎｍであった。しかし、信号光の波長
も制御光の波長もこれ以外の波長でも良いことは第１の実施の形態および第２の実施の形
態と同様言うまでもない。制御光のパワーを変えると偏向量（偏向角）が変わることは、
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第１の実施の形態および第２の実施の形態と同じである。
【００７３】
　第３の信号光入射端子１９と第３の制御光入射端子２０および第４の制御光入射端子２
１には、図７（ｄ）に示した３芯光ファイバーフェルールを設置した。
【００７４】
　図７（ｄ）の３芯光ファイバーフェルールの信号光出射ファイバー３７と制御光出射フ
ァイバー３６はコア９．５μｍのシングルモード石英光ファイバーのクラット層をフッ酸
で所望の太さにエッチングして用いた。エッチングする部分は、光ファイバーの先端数ｍ
ｍだけであった。エッチングした後の光ファイバーの太さ「ω」は、光吸収層に収束（集
光）した信号光と制御光の収束（集光）点の光軸に直角方向の距離「χ」と次の関係にし
た。
（式３）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω＝χ／ｎ
ここでｎは、第１の集光レンズ１７の結像倍率である。本実施の形態では、ｎは１であっ
た。ｎを小さくすればエッチング後の光ファイバーの太さは太くでき、ｎを大きくすれば
エッチング後の光ファイバーの太さは細くしなければならない。
【００７５】
　第３の検出器２２、第４の検出器２３および第５の検出器２４は、図７（ｃ）に示した
３芯光ファイバーフェルールを設置した。３芯光ファイバーフェルールに取り付けた光フ
ァイバー３５は、コア径９．５μｍのシングルモード石英光ファイバーである。光ファイ
バーに信号光を収束（集光）し、光ファイバーで伝送してから検出した。もちろん、直接
光検出器を設置しても良いことは言うまでもない。
【００７６】
　図７（ｃ）に示した３芯光ファイバーフェルールの信号光受光ファイバーは、図７（ａ
）の２芯信号光受光光ファイバーと同じ様に、コア径９．５μｍのシングルモード石英光
ファイバーのクラット層をフッ酸で所望の太さにエッチングして用いた。エッチングする
部分は、光ファイバーの先端数ｍｍだけであった。エッチングした後の光ファイバーの太
さ「ω」は、本実施例では２５μｍにした。「ω」は、図５に示す光吸収層に収束（集光
）した信号光の収束点３３と見かけ上の信号光の収束点３２との光軸に直角方向の距離「
χ」と次の関係にある。
（式４）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω＝ｍ＊χ
ここでｍは、第２の結像レンズ１８の倍率である。本実施の形態では、ｍ＝１である。本
実施の形態では、ｍ＝１であるが、ｍは光ファイバーへの入射効率が最大になるように設
定すると良い。
【００７７】
　図７（ｄ）の３芯光ファイバーは、光路切替を１次元に行う例であるが、第３の制御光
入射端子２０と第４の制御光入射端子２１を直角あるいは１２０度の角度を付けて２次元
に行っても良い。
【００７８】
　図７（ｆ）は、信号光出射ファイバー３７の回りに６個の制御光出射ファイバー３６を
設置し、制御光が照射されない場合も含めて７この方向に光路を切り替える場合の信号光
および制御光を入射させる７芯光ファイバーフェルールの例である。図２または図３の信
号光入射端子および制御光入射端子の位置に設置して用いる。この場合の光路切替の検出
は、例えば、図７（ｅ）に示した様な７つの信号光受光ファイバーを持った７芯光ファイ
バーフェルールを用いる。図７（ｅ）では、７つの同じ太さの光ファイバーが細密に配置
されている。中心の信号光受光光ファイバー３５の回りに６つの信号光受光光ファイバー
３５が配置されている。７芯の光ファイバーフェルールの製造方法は２芯および３芯の光
ファイバーフェルールの製造方法と同じである。
【００７９】
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　本実施の形態で得られた光路切替データは、第１の実施の形態および第２の実施の形態
とほぼ同じであった。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明の偏向方光路切替方法および光路切替装置は、光通信分野および光上方処理分野
において有効に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の第１の実施の形態の光路切替装置の概念図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態の光路切替装置の概念図である。
【図３】本発明の第３の実施の形態の光路切替装置の概念図である。
【図４】熱レンズ形成光素子の構成の一例を示す図である。
【図５ａ】信号光の偏向を説明する図である。
【図５ｂ】信号光の偏向を説明する図である。
【図５ｃ】信号光の偏向を説明する図である。
【図６】非偏向光と偏向光の分離距離の関係を示すグラフである。
【図７】光ファイバーフェルールの概念図である。
【図８】光吸収層位置と偏向角の関係を示すグラフである。
【図９】光路切替測定データを示す図である。
【図１０】出力された信号光の断面を示す図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１　信号光入力端子、２　第１のコリメートレンズ、３　制御光入力端子、４　第２の
コリメートレンズ、５　光混合器、６　第１の集光レンズ、７　熱レンズ形成光素子、８
　第３のコリメートレンズ、９　波長選択透過フィルター、１０　第２の集光レンズ、１
１　第１の検出器、１２　第２の検出器。
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