
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高ピークパワーを持つ超短光パルスを光学デバイスへ伝達するための超短光パルスの伝達
装置であって、
高ピークパワーを持つ超短光パルスを受光し、受光した該光パルスのパルス幅を引き伸ば
すと共に、該光パルスの周波数を変化させる 周期ポーリング非線形周波数変換装
置と、
所望の距離にわたって該光パルスを伝達し、該光学デバイス内の所望の地点において該光
パルスが十分に再圧縮されているように、該伝達装置内と該光学デバイス内の他の群速度
分散を補償する群速度分散を有する光ファイバーと、
を備えた、超短光パルスの伝達装置。
【請求項２】
前記光ファイバーは、単一モード光ファイバーである、請求項１記載の超短光パルスの伝
達装置。
【請求項３】
前記光ファイバーは、増幅光ファイバーである、請求項１記載の超短光パルスの伝達装置
。
【請求項４】
前記光ファイバーは、前記高ピークパワーパルスを前記光学デバイスへ伝達するために、
該光学デバイス内の所望の地点において前記光パルスが十分に再圧縮されているように、
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伝搬中に該光パルスの前記パルス幅を圧縮する、請求項１記載の超短光パルスの伝達装置
。
【請求項５】
さらに、前記光学デバイス内の所望の地点において前記光パルスが十分に再圧縮されてい
るように、前記光ファイバー内を伝達する該光パルスの前記パルス幅を圧縮するパルス圧
縮器をも備える、請求項１記載の超短光パルスの伝達装置。
【請求項６】
前記パルス圧縮器は、チャープ光ファイバーブラッグ格子、一対の回折格子、および一対
のプリズムのうちいずれかである、請求項５記載の超短光パルスの伝達装置。
【請求項７】
前記光学デバイスは、標本の分析に使用される走査型二光子レーザー顕微鏡である、請求
項１記載の超短光パルスの伝達装置。
【請求項８】
前記光ファイバーは、前記標本において前記光パルスが十分に再圧縮されているように前
記顕微鏡によって発生した群速度分散を補償する、請求項７記載の超短光パルスの伝達装
置。
【請求項９】
前記 周期ポーリング非線形周波数変換装置は、 周期ポーリング・ニオブ
酸リチウム（ＰＰＬＮ）結晶である、請求項１記載の超短光パルスの伝達装置。
【請求項１０】
高ピークパワーを持つ超短光パルスを発生するための超短光パルスの発生装置であって、
超短光パルスを受光し、該光パルスのパルス幅を引き伸ばすパルス伸張器と、
該光パルスを増幅し、該発生装置内の他の群速度分散を補償する群速度分散を持つ増幅媒
体と、
該光パルスのパルス幅を圧縮し、かつ該光パルスの周波数を変換する 周期 ーリ
ング非線形周波数変換装置を含むパルス圧縮器と、
を備える、超短光パルスの発生装置。
【請求項１１】
高ピークパワーを持つ超短光パルスを光学デバイスへ伝達するための超短光パルスの伝達
装置であって、
チャープ光パルスを受光し、所望の距離にわたって該光パルスを伝達する光ファイバーと
、
該光ファイバーから該光パルスを受光して、該光パルスのパルス幅を圧縮し、かつ該光パ
ルスの周波数を変換する 周期 ーリング非線形周波数変換装置とを有し、
前記光ファイバーは、該光学デバイス内の所望の地点において該光パルスが十分に圧縮さ
れているように、該光パルスに影響を与える該伝達装置内と光学デバイス内の他の群速度
分散を補償する群速度分散を持つ、
超短光パルスの伝達装置。
【請求項１２】
前記光ファイバーは、増幅光ファイバーである、請求項１１記載の超短光パルスの伝達装
置。
【請求項１３】
前記光ファイバーは、単一モード光ファイバーである、請求項１１記載の超短光パルスの
伝達装置。
【請求項１４】
前記光ファイバーは、前記高ピークパワー光パルスを前記光学デバイスへ伝達するために
、該光学デバイス内の所望の地点において該光パルスが十分に再圧縮されているように、
該光パルスの伝搬中に前記パルス幅を圧縮する、請求項１１記載の超短光パルスの伝達装
置。
【請求項１５】
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前記光学デバイスは、標本の分析に使用される走査型二光子レーザー顕微鏡である、請求
項１１記載の超短光パルスの伝達装置。
【請求項１６】
前記光ファイバーは、前記標本において前記光パルスが十分に再圧縮されているように、
前記顕微鏡によって発生した群速度分散を補償する、請求項１５記載の超短光パルスの伝
達装置。
【請求項１７】
前記 周期 ーリング非線形周波数変換装置は、 周期ポーリング・ニオブ
酸リチウム（ＰＰＬＮ）結晶である、請求項１１記載の超短光パルスの伝達装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般的に、光学測定システムなど、高ピークパワーの超短パルスを必要とする様
々な種類の光学デバイス用の光パルス伝達システムに関するものである。特に、本発明は
、高ピークパワーのパルスを伝達するために、システム内の様々な分散効果を補償できる
光ファイバーを用いた、光パルス伝達システムに関するものである。
【０００２】
すなわち本発明は、高ピークパワーを持つ超短光パルスを光学デバイスへ伝達するために
使用される超短光パルスの伝達技術分野に属する。
【０００３】
【従来の技術】
超短光パルス源は現在、ピコ秒からサブピコ秒の持続時間のパルス幅を持つパルスを、様
々な波長やパルス・エネルギーで、そしてＧＨｚの範囲までの反復率において発生できる
ものとして知られている。この様な光パルス源は、一般的に計測や画像処理など、時間ゲ
－トや、高ピークパワーまたは高強度による励起を要する用途に使用されている。超短光
パルスは、高速な空間・時間分解能を提供し、高ピークパワーを特定の非線形事象の励起
（多光子蛍光媒質の励起など）に必要な、焦点に合わせが可能な光線として提供すること
ができる。これらの能力は、生物学および医学画像、度量黴学、テラヘルツ発生、光伝達
および電子光学サンプリング、そして光学式時間ドメイン反射率計など多様な用途に利用
されている。
【０００４】
超短光パルスを試験装置または測定位置へ伝達するために、現在使用されている技法には
、ミラー、レンズ、光ファイバー、ビームスプリッター、そして二色性素子などの光学式
構成要素が使用されている。超短光パルスがこれらの素子から成る伝達システムを通過す
ると、ピークパワーの劣化や、時間プロフィール形の歪みが発生する。これらの変化の結
果、分解能、またはＳ／Ｎ比（信号対雑音比）の低下が生じる場合もある。光システム内
を伝搬している超短光パルス信号のピークパワーおよび時間的形状における変化は、損失
および分散に起因する。更に、高ピークパワーでは、光パルスが非線形効果によって歪め
られる場合もある。
【０００５】
超短光パルスは、一定の範囲の光周波数（または波長）から構成されており、これらの周
波数は、パルスの帯域幅を形成している。ある帯域幅の最短パルス（帯域幅限定パルス）
は、時間的に重複した全ての周波数成分を有する。システム内を伝搬するにつれて、これ
らの周波数成分（波長構成要素）は、各々異なる遅延を経験することになる。これらの遅
延の結果、前記の超短光パルスのピークパワーおよび時間的形状の歪みが生じることにな
る。その結果、瞬間的周波数がパルス持続時間の関数として変化する周波数チャープパル
スが生じることになる。
【０００６】
光信号の伝達に使用される普通の材質のうち、ガラスなど、光学的に透明で一般的な材質
を通じた伝搬の結果として生じる損失は、ごくわずかである。しかし、周波数に依存する
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媒質の屈折率ｎ（ν）のせいで、ｃを真空状態で光の速度とした場合、光信号の伝搬速度
ｖは、ｖ＝ｃ／ｎ（ν）となる。波長λと周波数νとの関係がλ＝ｃ／νで表わされるの
で、波長λが異なる各波長の構成要素（成分）は、材質内で各々異なる伝搬速度を経験す
ることになる。この結果は、色分散 (chromatic diapersion)と称される。群速度分散（Ｇ
ＶＤ）のせいで、光パルス信号とこのような材質との相互作用を通じて、パルス幅が広げ
られることもある。その結果、帯域幅内の低周波数の構成要素と高周波数の構成要素とは
、分散媒質を通過後、各々異なる時間に到着することになる。分散の正負によって、低周
波数の構成要素は高周波数の構成要素より早く、または遅く到着することになる。ガラス
の場合、ゼロ分散波長（１３００ｎｍ）より短い波長では正の分散を有するので、光パル
スの高周波数の構成要素は低周波数の構成要素に比べて遅めに伝搬する。逆に、ゼロ分散
波長以上になるとガラスが負の分散を有するので、光パルスの低周波数の構成要素が高周
波数の構成要素に比べて遅めに伝搬する。よって、超短光パルスが通過する光学素子は、
どれも光信号に歪みをもたらす可能性がある。
【０００７】
幾つかの一般的な光学素子やシステムを利用することによって、光の分散を操作すること
ができる。これらには、ガラス製プリズム、回折格子、光ファイバー格子、そして光ファ
イバーなどが含まれる。これらの素子は、いかなる波長でも正負両方の分散を得ることを
可能にすると同時に、周波数チャープの補償も可能にするものである。分散性遅延ライン
を形成するために二つのガラス製プリズムを一組として使用する場合、プリズムの間の距
離を変化させることによって、異なる量の分散を発生させることができる。同じく、反射
的または透過的な回折格子を使用することによって、様々な量の正および負の分散を提供
することができる。光ファイバー格子は、光ファイバーのコア内に形成されたチャープブ
ラッグ格子である。チャープブラッグ格子の場合、異なった波長を空間内の異なった位置
で反射させ、そのことにより異なった波長構成要素に異なった時間シフトを加えて光を分
散させることができる。約１３００ｎｍよりも大きな波長のための特殊な光ファイバーを
作成することも可能である。これらの光ファイバーは、導波路分散および物質的分散を併
用することによって、正、負、またはゼロに近い適切な分散を発生させることができるも
のである。
【０００８】
光学システム内でビーム伝達を行うために一般的に使用されている光学素子のうち、光フ
ァイバーは実用システムにおける（特にレーザー光源が重く大きい場合に）便利な伝達方
法である。光ファイバーを用いると、事前に光学素子の位置を調整して安定させ得るので
、システムの信頼性および耐久性を向上させることができる。レーザー光線を閉じこめる
光ファイバー伝達法により、典型的なレーザー研究室よりも多様な環境にレーザー光源を
設置することができると同時に、レーザー光源をシステムに対して便利な場所に配置する
ことが可能になるので、システムのデザイン上の柔軟性を高めることができる。更に、レ
ーザー光源や光学デバイスの光軸（アラインメント）を狂わせることなく、光ファイバー
をシステムから取り外すことも可能である。よって、レーザー光源や光学デバイスの光軸
を事前に調整しておけば、両者を別個に梱包して出荷することも可能となる。しかし、光
ファイバーには下記のとおり、超短光パルスの時間プロフィールを歪ませるという問題点
がある。
【０００９】
光ファイバーには、特定の波長λに対し、単一モード（単一の空間モードのみ伝搬可能）
とマルチモード（複数の空間モードが伝搬可能）の二種類がある。単一モードの場合、光
ファイバー中のパルス伝搬には次の特性が見られる。
－周波数に依存する損失
－物質的な分散から生じるパルス幅の広がり
－導波路分散
物質的な分散の符号が、正から負、または負から正へと変わる「ゼロ分散」地点（例えば
、標準的な遠距離通信用光ファイバーの場合には約１３００ｎｍ）では、パルス幅が大幅
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な広がりを経験することなく、パルスが伝搬する場合もある。しかし、物質的分散の効果
が減少するにつれて、コアークラッド間のインタフェースにおけるモード閉じ込みが増加
して導波路分散が顕著になる。マルチモード・光ファイバーの場合、更に時間的な広がり
を起こす可能性のある空間的モードが多数追加されるので、この状況は一層複雑化する。
しかし、マルチモード・光ファイバーは光軸調整ミス（ミスアラインメント）に対する許
容範囲が大きいので、多くの用途において非常に重要である。
【００１０】
長距離光ファイバー式遠距離通信システムには、光ファイバーによる伝達距離が長いこと
により光信号パルスが広がり、ビットエラー率が高くなるという問題が存在する。この問
題は、特殊デザインの光ファイバーによる分散の補償、パルスの事前チャーピングなど、
光ファイバー格子を利用した幾つかの処置法によって対処されてきた。しかし、これらの
システムに使用された信号のピークパワーは、非線形効果の発生点以下である。換言すれ
ば、これらのシステムは、光ファイバーを通じた高ピークパワー（ここでは高ピークパワ
ーを１ｋｗ以上と定義する）パルスの伝達という課題には対応していない。
【００１１】
最適化されたパルス幅の伝達を要求するシステムの一つに、二光子レーザー顕微鏡がある
。デンク他が米国特許５，０３４，６１３号（特許出願公表平５－５０３１４９号）にて
公開した通り、このようなシステムは、レーザー走査型顕微鏡、試料の染色用として長い
波長（赤または赤外線）の照明により適切な蛍光を放射する蛍光色素、適切な波長を持つ
ピコ秒またはサブピコ秒台のパルスを発生し得るレーザー光源、蛍光色素よりの放射光の
検出器、そしてコンピュータによる信号処理によって構成される。超短パルスを発生する
目的で、Ｔｉ：サファイヤ型レーザーやＣｒ：ＬｉＳＡＦ型レーザー等の様々な光源が使
用されてきたが、高ピークパワーパルスの伝達は「空中（フリースペース）」で行われて
きた。この様なシステムは、Ｍ・ミューラー他がオプティックス・レター誌（Ｖｏｌ．２
０，Ｎｏ．９；１９９５）の「二光子吸収による高数値アパーチャーの焦点内のフェムト
秒の測定」にて報告しているが、このシステムでは、パルスが顕微鏡の対物レンズに入射
した時点で、レンズがパルスを歪め、パルス幅をかなり広げることが判明している。
【００１２】
最適化されたパルスを要求するもう一つの用途の例には、光学式計測がある。光学式計測
では、光学測定装置を利用し、非破壊的な、非接触手段で物質的パラメータの測定が行わ
れる。この装置には、光パルス源、伝達機構、および、光源が測定物体を照らした後、信
号処理のためにその反射光を捕える様に挿入されたプローブが含まれる。パルス化された
光源から光線を伝達するためには、プローブに組み込まれた光ファイバーを通して光を伝
達すればよい。よって、このプローブは測定システムへの取り付けが便利なように組み立
てることができ、試料とほぼ接触するように配置し得る。このシステムにおける解像度は
、自己相関器の周波数ダブリング結晶またはクロス相関器の内部にある測定点において高
ピークパワー（最短）のパルスが得られるかどうかに依存している。しかし、光ファイバ
ーを用いた伝達法そのものが最適化されておらず、測定点への最短パルスを伝達すること
ができないのが現況である。
【００１３】
その他のシステムでは、モード周期パルスを調査下の試料に光ファイバーで伝達するとい
う機構の変形型が利用されている。特に、Ｈｕａｎｇ他による国際出願ＰＣＴ／ＵＳ９２
／０３５３６には、光学コヒーレンス領域反射率計測学のためのシステムが記述されてお
り、このシステムには、短いコヒーレンス長の光源を測定下の試料へ光ファイバーで伝達
するという機構が含まれている。このような機構には、広帯域幅、高輝度光源、または、
超短パルス（即ち広帯域幅）を発生し得るモード同期光源を利用することができる。この
測定技法には、干渉計として配置されたリファレンス（参照）用経路と、試料用経路とが
存在する（測定結果を得るためには、これら二つの経路は、光学的な干渉を起こさなけれ
ばならない）。この干渉が起こるためには、光源からリファレンスまでの距離と、光源か
ら試料までの光経路路距離とが、ほぼ同じでなければならない。この状態は、Ｌ r e f  －Ｌ
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s a m p l e～Ｌ c o h e r e n c e  という数式で表わすことができる。この場合、Ｌ r e f  は光源からリ
ファレンスまでの光経路距離、Ｌ s a m p l eは光源から試料までの光経路距離、そしてＬ c o h e

r e n c e  は光源のコヒーレンス長である。この条件は、全ての波長にて満たされなければな
らない。ここで、システムの一辺（レグ）の光ファイバーの長さがもう一方よりも短い場
合、例えばスペクトルの青色側の光の場合には、長さが短く高いＧＶＤを持つことが知ら
れている別の光学物質を短い方の辺（アーム）に加え、これらの光経路の距離を同等にす
れば、波長に対する相対距離を補償することができるということが認識されている。この
補償は、広帯域幅光線の各構成波長が、二つの光経路の終点に同時に到着する（即ち、最
短の波長、中間の波長および最長の波長が同時に到着する）ように行われる。モード同期
光源と共に使用する場合、パルス幅を短くする必要はない。しかし、チャープは各経路か
らのパルスにおいて同等でなければならない。
【００１４】
ボウマ他が、オプティックス・レター誌（Ｖｏｌ．２０，Ｎｏ．１３；１９９５）の「モ
ード同期Ｔｉ：Ａｌ 2  Ｏ 3  型レーザー光源を利用した高解像度光学コヒーレンス断層撮像
法」で報告した同類のシステムでは、モード同期Ｃｒ：フォルステライト型レーザーを利
用して光学コヒーレンス断層撮像が行われている。この場合も、レーザーの光帯域幅は、
撮像法にとって非常に重要である。よって、Ｃｒ：フォルステライトの限定された帯域幅
は、自己位相変調を用いて光ファイバー内に帯域幅を発生させるという、公知の方法を用
いて高められた。このため、レーザーの出力と撮影システムの入力との間に光ファイバー
が加えられ、光軸調整の容易さという副次的効果が達成された。しかしながら、ここでは
、最適化されたパルス幅を調査下の試料に伝達することに対する必要性や意図は、存在し
なかった。実際、通常の最短の光パルスを得るためには、自己位相変調を避けることが望
ましい。
【００１５】
光ファイバーを利用した伝達機構を活用したシステムは、ハリスによる米国特許５，１２
０，９５３号にも記述されている。ここでは、光は、走査型共焦点顕微鏡内の試料へ光フ
ァイバーを通じて伝達され、試料で発生して後方散乱した信号は、同じ光ファイバーによ
って検出される。光ファイバーは、顕微鏡の光学経路上に配置された光学部品の厳密な位
置調整を不要にし、また、入力光モードと後方散乱された信号光とのための空間的フィル
ターとしての役割を果たすために使用されている。この様なシステムでは、単一光子蛍光
発光が信号源であり、その蛍光発光は、試料へ入射する光のピーク強度よりも平均的な強
度に比例するので、光のパルス幅を気にする必要がない。このため、この用途にはパルス
光源ではなく、連続波レーザー（ＣＷレーザー）が使用されている。
【００１６】
走査型共焦点顕微鏡などの光学式測定システムでは、光ファイバーを利用した伝達機構は
特に有利である。例えば、伝達光ファイバーで結合された超短パルス光源を組み合わせて
光学システムを取り入れた測定システムなどが挙げられる。二光子顕微鏡の場合、高ピー
クパワーかつ、総エネルギー量が低い光パルスを試料に伝達することが不可欠である。二
光子吸収が許容し得る率で発生するよう、レーザーの強度（Ｗ／ｃｍ 2  ）は十分に高くな
ければならない。しかし、パルスが一定のエネルギーレベルを超えると、パルスが試料を
光漂白して試料にダメージを与える可能性が出てくる。従って、超短パルス光源を用いた
測定システムを提供するためには、パルスの継続時間が短く高ピークパワーで、かつ、総
エネルギー量が低いパルスを伝達する手段が要求される。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的（課題）は、測定システムの光学デバイスへ光ファイバーを通して高ピーク
パワーパルスを伝達し、さらに、高ピークパワーパルスのパルス形状特性を所望の相互作
用地点で最適化することである。
本発明の他の目的は、例えば光測定システムなどの光学デバイス内で生じる分散効果を補
償するために、光パルス源または伝達用光ファイバー内の分散効果を制御することである
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。
【００１８】
本発明のさらなる目的は、高ピークパワーが光ファイバー伝達システムを通して伝搬した
場合に、非線形効果により発生するパルスの歪みを低減することである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
これらの目的（課題）を達成するために、本発明は、高ピークパワーの超短光パルスを発
生し得る超短パルスレーザー光源を含む。光パルスを伝達用光ファイバーを通じて伝達す
る前に、光パルスのパルス幅は引き伸ばされ、低ピークパワーを持つ光パルスが形成され
る。パルスの引き伸ばしは、レーザー光源内または別体の伸張器にて行われる。レーザー
光源に直接由来する光パルスのチャープは、その他の分散デバイス（即ち、ホログラフィ
ー格子、光ファイバー格子、金属格子、光ファイバー、特殊光ファイバー、またはプリズ
ム）と共に使用されても良いし、分散デバイス無しで使用されても良い。
【００２０】
引き伸ばされた光パルスは光ファイバーを通じて伝達され、同光ファイバーは高ピークパ
ワーの超短光パルスを必要とする光学デバイスへパルスを伝達する。光パルスのピークパ
ワーはパルス幅の引き伸ばしによって低下するので、高ピークパワーパルスが光ファイバ
ー内で経験する非線形効果を回避することが可能となる。光ファイバーやパルス圧縮器の
分散により、パルスレーザー光源や伸張器で発生した分散が相殺され、再圧縮された光パ
ルスが光学デバイスへと伝達される。光パルスが、光学デバイス内の作用地点（例えば標
本や探知器など）に至るまでに十分に再圧縮されるように、光学デバイス内の構成要素に
よって発生させられた分散は、光ファイバー伝達システム（本発明の超短光パルスの伝達
装置）によって、事前に補償されることが好ましい。
【００２１】
本発明は、二光子共焦点顕微鏡での観測のために染色された生物学的細胞組織など、測定
システム内の試験標本へ、または、ある物体の位置を自己相関技法によって測定するため
に、その物体の表面へと（１ｋｗ超の）高ピークパワーパルスを光ファイバーを通じて伝
達するために使用することができる。更に、本発明の光ファイバー伝達システムには、伝
達用光ファイバーの前方または後方に周波数変換装置が装備される場合もある。周波数変
換装置は、レーザー光源によって発生された周波数以外の周波数を持つ光パルスを、光学
デバイスへ効率的に伝達することを可能にするものである。
【００２２】
周期ポーリング・ニオブ酸リチウム結晶（ＰＰＬＮ）など、チャープ周期ポーリング非線
形周波数変換装置は、周波数変換装置および伸張器（または圧縮器）の両方として使用す
ることができる。ＰＰＬＮは、入射パルスの二倍の周波数を持つパルスを発生することが
でき、結晶の周波数チャープは、必要に応じて補償要素の分散の極性および大きさに合う
ように設計することができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明の上記およびその他の目的と利点を更に明確にするために、本発明の模範的な実施
の形態を、図面を参照しながら詳しく説明する。
図１は、本発明の一般的な実施例に従う光ファイバー伝達システム（超短光パルスの伝達
装置）の構成を表している。図１に表示されている通り、光パルス源１０は、高ピークパ
ワーを持つ光パルスを発生する。光パルス源１０には、例えば、受動型モード同期光ファ
イバーレーザーを利用することができ、これに発振器および増幅器が含まれる場合がある
。光パルス源１０によって発生された超短光パルスは、１００ピコ秒未満のパルス幅と、
１ｋｗ以上のピークパワーとを持つ。光パルス源１０としては、エルビウムドープ光ファ
イバーレーザーが好ましい。なぜならば、エルビウムドープ光ファイバーレーザーは、正
の分散を有する光ファイバーや負の分散を有する光ファイバー、または低分散光ファイバ
ーとの併用に適した波長（１．５５μｍ）の光を発生し得るからである。
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【００２４】
光パルスは、光パルス源１０からパルス伸張器２０へ送られる。パルス伸張器２０の構成
要素としては、光ファイバー、チャープ光ファイバーブラッグ格子、一対の回折格子、ま
たは、一対のプリズム等の光学要素を利用し得る。パルス伸張器２０は、入射光パルスの
パルス幅を延ばし、チャープ光パルスを形成する。パルス幅が延長された結果、光パルス
のピークパワーは減少する。次に、延長された光パルスは、単一モード光ファイバー３０
を通じて伝達され、同光ファイバーは光パルスを所望の位置へと伝達する。ここで、マル
チモード光ファイバーでは、伝達距離が異なる異モードが多数存在し、パルスの分裂へと
つながるので、マルチモード光ファイバーよりも単一モード光ファイバーの方が好ましい
。
【００２５】
一般的に、高ピークパワーは強い非線形効果による歪みを生じさせてピークパワーの低下
をもたらすので、単一モード光ファイバーは高ピークパワーを持つ光パルスの伝達には向
いていない。
本実施例によれば、光パルス源１０によって発生された光パルスの高ピークパワーが、単
一モード光ファイバー３０へ伝達される前に低下するので、この問題を克服することがで
きる。言い替えれば、光パルスのピークパワーは、パルス伸張器２０によってパルスを引
き伸ばす過程で低下する。よって、単一モード光ファイバー３０を通じて伝達する際に、
光パルスが非線形効果によって強く歪められたり、そのピークパワーが低下したりするこ
とはない。
【００２６】
圧縮器４０は、単一モード光ファイバー３０を通じて伝達された光パルスのパルス幅を圧
縮する。本実施例では、圧縮器として、光ファイバー、一対の回折格子、チャープ光ファ
イバーブラッグ格子、または一対のプリズムを使用し得る。あるいは、光ファイバー３０
そのものを圧縮 として使用することもできる。この場合、光学デバイス５０内の所望の
相互作用地点で、光パルスを本来の帯域幅およびピークパワーへと十分に再圧縮するため
に、単一モード光ファイバー３０および光学デバイス５０におけるチャープ（即ち分散）
は、光ファイバー３０への入射光と同量で逆極性でなければならない（即ち、光パルス源
１０やパルス伸張器２０によって伝達されたチャープと、同量で逆極性でなければならな
い）。従って、光パルス源１０から光学デバイス５０に至るシステム全体の分散を補償す
るように、単一モード光ファイバー３０の長さが設計される。単一モード光ファイバー３
０の分散は、パルス伸張器２０の分 と逆極性で、非線形効果が発生する距離をなるべく
短くできるように高いことが望ましい。光学デバイス５０は、既知の分散を持ち、測定点
または検知器など、光学デバイス５０内の特定位置において、最終的な高ピークパワーパ
ルスを生じる。
【００２７】
図１では、光パルス源１０とパルス伸張器２０とは、別装置として表示されているが、光
パルス源１０により発生するチャープ光パルスで十分な場合には、別体のパルス伸張器２
０が不要になる場合もある。即ち、この様なレーザー光源によって発生したチャープ光パ
ルスは、既に適切なピークパワーやパルス幅特性であるので、別体の伸張器を使用してパ
ルス幅を延ばし、ピークパワーを減少させる必要がない。
【００２８】
本実施例の装置は、二つの重要な問題を解決することができる。第一に、伝達用光ファイ
バーの分散が補償されるため、測定点または検知器など、光学デバイス５０内の特定地点
において、パルスの最短持続時間（および最高ピークパワー）を達成することができると
いうことである。第二に、通常光ファイバー内の高ピークパワーパルスが経験する非線形
効果による歪みが発生することなしに、高ピークパワー光パルスが、光ファイバー伝達シ
ステムにより伝達されるということである。
【００２９】
さらに詳しく説明すると、ラマン発生や自己位相変調などの非線形効果の開始は、光パル
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スを歪ませ広げることになる。光ファイバー内において、パルスの分散長Ｌ d  ＝Ｔ O  
2  ／

｜β 2  ｜が、非線形長Ｌ N  ＝１／γＰ O  より短い場合（Ｌ d  ／Ｌ N  ＜１）、光ファイバー
におけるこれらの相互作用の悪影響は無視することができる。このうち、｜β 2  ｜は光フ
ァイバー分散係数の絶対値、γは光ファイバー非線形係数、Ｐ O  はレーザーパルスのピー
クパワー、そしてＴ O  は圧縮されたパルスの持続時間である。分散長Ｌ d  および非線形長
Ｌ N  は、光ファイバー上のパルス展開（ pulse evolution ）に関して分散と非線形効果と
のどちらが重要になるかについて、長さのスケールを提供するものである。言い替えれば
、分散長Ｌ d  が非線形長Ｌ N  よりも短い場合には、パルスは、非線形効果が時間的および
スペクトル的な歪みを起こすよりも、はるかに速く伸張または圧縮されることになる。
【００３０】
分散長Ｌ d  が非線形長Ｌ N  よりも長い（Ｌ d  ／Ｌ N  ＞１）からといって、１ｋＷ以上のピ
ークパワーを有するレーザーパルスが、分散がほとんど無い状態で光ファイバー内を伝搬
することはできない。しかし、チャープパルス（即ち、光パルス源１０またはパルス伸張
器２０によって引き伸ばされたパルス）を伝搬させることによってピークパワーが低下さ
れ、分散長Ｌ d  を変えること無く非線形長Ｌ N  を増加させることができる。その後に、例
えば、大きな光ファイバー分散（短い分散長）を持つ光ファイバーなどを利用することに
よって、そのパルスを再圧縮することができる。この結果、光パルスは、光ファイバーの
末端に限り、短い持続時間と高いピークパワーとを持つことになる。
【００３１】
本発明によれば、正負両方の分散効果に対し、分散補償を提供することができる。このこ
とにより、例えば走査型二光子レーザー顕微鏡のターレット内の対物レンズなど、システ
ムの光学経路を調整して柔軟な最適化が達成でき、システム使用者が事前に適切な補償を
行えるようになる。このような方法は、システム設計の柔軟性、耐久性、そして信頼性を
向上させるだけでなく、システム全体におけるＳ／Ｎ比および解像度を改善させることが
できる。
【００３２】
本発明の補償方法は、エルビウムドープ・モード同期光ファイバーレーザーを実例とする
と、詳しく説明することができる。このタイプのレーザーの放出波長は、１５５０ｎｍ付
近にあり、標準的な単一モード光ファイバーの中を伝搬した場合、異常分散または負の分
散を経験するものである。ゼロ分散点（正負両方の分散範囲の間）は、１３００ｎｍ付近
の波長で起こる。しかし、導波路分散は、ゼロ分散点付近でも強い場合がある。実際、適
切な導波路デザインを用いることによって、１５５０ｎｍでの分散極性を変化させること
ができる。よって、正負両方の分散極性を持つ光ファイバーを作成することができる。エ
ルビウムドープ・モード同期光ファイバーレーザーを設計する場合、正負いずれの分散極
性を持つ光ファイバーでも使用することが可能である。よって、出力パルスを調整するこ
とによって一定の残存分散を与え、その残存分散が、伝達経路上の光ファイバーおよび光
学デバイス５０内の分散と同量で逆極性となるように、最適化することができる。
【００３３】
非常に高いピークパワー光パルスを達成するためには、事前補償（引き伸ばし）と圧縮段
階との間に増幅器を配置することによって、チャープパルス増幅（ＣＰＡ）光ファイバー
伝達システムを実施することができる。そして同システムは、所定の用途の測定デバイス
における光ファイバー伝達に、使用することができる。ＣＰＡ光ファイバー伝達システム
には、単一パス増幅器が使用され、多くの場合は出力端子における偏光を保持する必要が
あるので、偏光保持（偏光面保存）光ファイバー増幅器が使用される。ＣＰＡを使用する
ことによって、本発明の光ファイバー伝達システム（超短光パルスの伝達装置）は、２×
１０ 4  ～７×１０ 7  ワットのピークパワーを持つ光パルスを伝達することができる。
【００３４】
光パルス源１０によって発生させられた光を試料に当てる前に、その周波数を変換しなけ
ればならないことが多くある。従って、本発明の光ファイバー伝達システムに、周波数変
換結晶を取り入れることもできる。
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【００３５】
【実施例】
［実施例１］
図２は、本発明の実施例１の光ファイバー伝達装置（超短光パルスの伝達装置）の構成を
表わす。図２に示されている通り、光パルス源１０から発生された光パルスは、チャープ
ＰＰＬＮ６０へ伝達され、そこでパルスの周波数変換とパルス伸張との両方が行われる。
【００３６】
チャープＰＰＬＮ６０は、チャープされた周期ポーリング非線形周波数変換装置（周期ポ
ーリング・ニオブ酸リチウム結晶）である。周波数ダブリング中の超短パルスの再圧縮を
目的としたチャープ疑似位相整合格子の使用は、Ｂｙｅｒ（ＣＬＥＯパシフィック・リム
誌、９５年７月）によって初めて、次にＦｅｊｅｒ（ＣＬＥＯパシフィック・リム誌、９
６年５月）により、そして最終的にＡｒｂｏｒｅ、Ｆｅｊｅｒ、Ｈａｒｔｅｒ、Ｍａｒｃ
ｏ、そしてＦｅｒｍａｎｎ（ＣＮＯＭ年次会議、９６年９月）によって更に詳しく提案さ
れた。チャープ疑似位相整合（ＱＰＭ）結晶におけるチャープ補償と周波数変換の能力は
、これらの結晶の二つの主な特徴に基づいている。一つ目の特徴は、いかなる非線形バル
ク物質にも見られるように、同じ伝搬経路に沿っていても、入力された基本パルスと周波
数変換された出力パルスとでは群速度が異なるということである。この結果、これら二つ
のパルスの間で時間的なウォークオフが生じることになる。二つ目の特徴は、相互に異な
る複数の入力波長の周波数変換（例：二次高調波の発生）を、パルス伝搬経路沿いにある
異なった空間的位置に局在化することができるように、疑似位相整合結晶を設計すること
ができるということである。これは、従来のチャープされていないＱＰＭ格子よりも、む
しろチャープＱＰＭ格子を使用することによって達成することができる。このような結晶
へと発射された場合、基本波長において帯域制限されたパルスは、周波数チャープを持つ
周波数変換された（二次高調波）パルスを発生する。適切な結晶を設計することによって
、この周波数チャープを、補償が必要な構成要素の分散の大きさおよび極性に合わせるこ
とができる。
【００３７】
この二次高調波（ＳＨ）パルスの持続時間ΔＴは、群速度のウォークオフの大きさによっ
て決定される。即ち、ΔＴ＝Ｌ／ν S H－Ｌ／ν F u n dである。ここで、Ｌは結晶の長さ、ν

S Hおよびν F u n dは、それぞれ二次高調波の波長および基本波の波長における群速度を表わ
している。二次高調波パルスの周波数帯域幅Δｎは、ＱＰＭ周期変化（チャープ帯域幅）
の大きさによって決定される。この周波数チャープを補償するために必要な分散は、ΔＴ
／Δｎに等しい。基本パルスを互いに逆の二方向から発射することによって、逆極性の周
波数チャープを持つ二次高調波パルスを生じさせ得る。
【００３８】
チャープＰＰＬＮ６０は、電界ポーリングによって形成されたチャープ反転ドメイン格子
を伴う結晶である。１５５０ｎｍポンピングと７８０ｎｍ二次高調波との場合、群速度ウ
ォークオフは、おおよそ３００ｆｓ／ｍｍである。チャープＰＰＬＮの帯域幅は、数十ナ
ノメートルになり得る。これは、予め十分に引き延ばされた二次高調波パルスを発生して
、さらに１メートルから３メートル程度の光ファイバーを使用する光学システムでの補償
を行い得ることを意味する。
【００３９】
［実施例２］
図３は、本発明の実施例２の光ファイバー伝達装置（超短光パルスの伝達装置）を表わす
。図３では、単一モード光ファイバー３０の顕著な非線形特性を避けるために、光パルス
が充分なチャープを持つチャープ光パルス源１１によって発生される。チャープＰＰＬＮ
７０は、単一モード光ファイバー３０の後方に配置される。その結果、基本周波数は、単
一モード光ファイバー３０を通じて伝達され、チャープ光パルス源１１および単一モード
光ファイバー３０のチャープは、チャープＰＰＬＮ７０によって補償される。周波数変換
とパルス圧縮との両方にＰＰＬＮを使用することの利点の一つは、周波数変換された光が
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光ファイバーへ再入射することがないので、周波数変換された波長で、より高いピークパ
ワーを持つパルスを測定デバイスへ伝達することができるということである。
【００４０】
対照的に、実施例１（図２参照）の光パルス源の様に、チャープの無いレーザー光源の場
合は、最初にチャープ疑似位相整合格子（チャープＰＰＬＮ６０）によって周波数変換を
行うことが好ましい。その後に、単一モード光ファイバー３０が周波数変換されたパルス
のチャープを再圧縮する。
よって、ＰＰＬＮは、光ファイバーの前方または後方のどちらか一方に配置することがで
きる。また、複数の周波数変換装置が存在する場合は、ＰＰＬＮを光ファイバーの両端に
配置することもできる。チャープ疑似位相整合物質の利点は、適切なチャープが得られる
ように設計できるということである。
【００４１】
［実施例３］
図４は、本発明の実施例３の光ファイバー伝達装置（超短光パルスの伝達装置）を表わす
。図４に示されている通り、周波数変換装置８０が、光パルス源１０と伸張器２０との間
に接続されており、光が単一モード光ファイバー３０を通過する前に、周波数変換装置８
０が周波数を変換するようになっている。周波数変換装置８０は、光学デバイス５０にと
って適切な周波数の光パルスが、光学デバイス５０へ伝達されるように、光の周波数を変
換する。
【００４２】
図５は、本発明の実施例３の光ファイバー伝達装置（超短光パルスの伝達装置）の変形態
様の構成を表わす。図５では、周波数変換装置８０は、圧縮器４０と光学デバイス５０と
の間に接続されている。
図４および図５に示されている通り、周波数変換装置８０は、伝達用光ファイバーの前方
または後方のどちらか一方に配置することができる。幾つかのシステムでは、周波数変換
装置を光ファイバーの前方に設置することが好ましい。これは通常、周波数変換の効率は
５０％以下であり、この非効率のゆえにピークパワーや光ファイバーの非線形性が低下す
るからである。しかし、その他のシステムでは、周波数変換装置を光ファイバーの後方に
配置することが好ましい。これは、エルビウムドープ光ファイバーレーザーの波長におい
ては、正負いずれの分散を持つ光ファイバーでも利用できるので、分散補償のために光フ
ァイバーを使用し得るからある。最も一般的な周波数変換法は、周波数ダブリング法であ
る。しかし、この光ファイバー伝達システムは、光パラメトリック発生（ＯＰＧ）と、光
パラメトリック増幅（ＯＰＡ）と、同様にＯＰＧ、ＯＰＡおよびまたは周波数差混合によ
るダブリングを含む複数の多周波数変換を組み合わせた手段と、共に使用し得る。
【００４３】
実施例３およびその変形態様では、周波数変換装置は、前述のエルビウムドープモード同
期光ファイバーレーザーと併用することができる。特に、約７８０ｎｍの波長を持つ光パ
ルスを作成するために、ダブリング結晶を使用してレーザー光源の周波数を倍増させるこ
とができる。これらの短波長パルスは、レーザー光源によって発生された１５５０ｎｍ入
力パルスに対してコヒーレントであるので、入力パルスの位相情報を維持することができ
る。この結果、超短パルス発振器と光ファイバー伝達手段とを適切に設計することによっ
て、７８０ｎｍ程度の光が測定・画像システムの光経路を通過する際に経験する分散を、
１５５０ｎｍにおいて事前に補償することが可能となる。このことは、以前にも指摘した
ように、７８０ｎｍ近傍の波長で発生した光が複数の光構成要素内で経験する分散極性は
、正または負のどちらかになるので、正負両方の分散極性に対応する上で非常に重要であ
る。
【００４４】
【発明の効果】
以上詳述したように、レーザー光源からの出力を光ファイバーで伝達することには、幾つ
かの効果がある。例えば、入力波長に関して単一モード光ファイバーを使用する場合には
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、光軸がずれにくく安定してアラインメントが得られることや、マルチモード入力の空間
的フィルタリングも維持できることなどの効果がある。入力信号を光ファイバーによって
光システムへと伝達する場合には、光ファイバーピグテールの交換によって、入力信号を
容易に切り替えることができる。以前にも述べたように、光ファイバーは、発射された波
長と光ファイバーの設計とによって、異なった分散極性を持つことができる。従って、レ
ーザーの出力に光ファイバーピグテールを加えると、発射された種類の分散を更に補償す
ることができると同時に、光システムに入射する際の光軸調整（アラインメント）を容易
にすることができる。また、超短パルスレーザー光源の製造過程で予め較正された特性を
、ユーザーが調節することも可能になる。
【００４５】
なお、ここでは幾つかの模範的な実施例について説明したが、当業者であれば本発明の本
質および範囲から外れることなく、多くの修正や変種を実施することが可能であり、本発
明は前述の特許請求の範囲によって定義される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の超短光パルスの伝達装置の概念ブロック図
【図２】実施例１の超短光パルスの伝達装置のブロック図
【図３】実施例２の超短光パルスの伝達装置のブロック図
【図４】実施例３の超短光パルスの伝達装置のブロック図
【図５】実施例３の変形態様の超短光パルスの伝達装置のブロック図
【符号の説明】
１０：光パルス源　　１１：チャープ光パルス源
２０：パルス伸張器　　３０：単一モード光ファイバー
４０：パルス圧縮器　　５０：光学デバイス
６０，７０：チャープＰＰＬＮ（周期ポーリング・ニオブ酸リチウム結晶）
８０：周波数変換装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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