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(57)【要約】
【課題】光パルスの波形を所望の形状に精度良く近づけ
ることができるパルス光整形装置を提供する。
【解決手段】パルス光整形装置１Ａは、分光素子１２と
、空間光変調器１６と、空間光変調器１６に呈示される
位相パターンを制御する制御部２０とを備える。制御部
２０は、山波形と谷波形とが交互に繰り返される強度ス
ペクトルを入力パルス光Ｌａに与えるための強度変調用
パターンと、位相が略一定である波長区間を繰り返す位
相スペクトルを入力パルス光Ｌａに与えるための位相変
調用パターンとを含む位相パターンを空間光変調器１６
に呈示させる。互いに隣接する波長区間の境界波長は、
谷波形の波長範囲に含まれている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力パルス光から、該入力パルス光とは異なる波形を有する出力パルス光を生成するパ
ルス光整形装置であって、
　前記入力パルス光を波長成分毎に分光する分光素子と、
　各波長成分に対応する複数の変調領域を有し、各波長成分の位相及び強度を変調する位
相変調型の空間光変調器と、
　前記空間光変調器に呈示される位相パターンを制御する制御信号を前記空間光変調器に
提供する制御部と、
を備え、
　前記空間光変調器により変調された各波長成分が合波された合波光が前記パルス光整形
装置から出力され、
　前記制御部は、山波形と谷波形とが交互に繰り返される強度スペクトルを前記合波光に
与えるための強度変調用パターンと、位相が略一定である波長区間を繰り返す位相スペク
トルを前記合波光に与えるための位相変調用パターンとを含む前記位相パターンを前記空
間光変調器に呈示させ、
　互いに隣接する前記波長区間の境界波長が前記谷波形の波長範囲に含まれており、
　前記制御部は、ブレーズド回折格子を含む前記強度変調用パターンを各変調領域に呈示
させるとともに、該ブレーズド回折格子の振幅が可変であることを特徴とする、パルス光
整形装置。
【請求項２】
　入力パルス光から、該入力パルス光とは異なる波形を有する出力パルス光を生成するパ
ルス光整形装置であって、
　前記入力パルス光を波長成分毎に分光する分光素子と、
　各波長成分に対応する複数の変調領域を有し、各波長成分の位相及び強度を変調する位
相変調型の空間光変調器と、
　前記空間光変調器に呈示される位相パターンを制御する制御信号を前記空間光変調器に
提供する制御部と、
を備え、
　前記空間光変調器により変調された各波長成分が合波された合波光が前記パルス光整形
装置から出力され、
　前記制御部は、山波形と谷波形とが交互に繰り返される強度スペクトルを前記合波光に
与えるための強度変調用パターンと、位相が略一定である波長区間を繰り返す位相スペク
トルを前記合波光に与えるための位相変調用パターンとを含む前記位相パターンを前記空
間光変調器に呈示させ、
　互いに隣接する前記波長区間の境界波長が前記谷波形の波長範囲に含まれており、
　前記制御部は、各変調領域における前記強度変調用パターンの位相変調量に基づいた位
相変調画像の画素値を、各変調領域に対応する各波長に応じて補正することを特徴とする
、パルス光整形装置。
【請求項３】
　入力パルス光から、該入力パルス光とは異なる波形を有する出力パルス光を生成するパ
ルス光整形装置であって、
　前記入力パルス光を波長成分毎に分光する分光素子と、
　各波長成分に対応する複数の変調領域を有し、各波長成分の位相及び強度を変調する位
相変調型の空間光変調器と、
　前記空間光変調器に呈示される位相パターンを制御する制御信号を前記空間光変調器に
提供する制御部と、
を備え、
　前記空間光変調器により変調された各波長成分が合波された合波光が前記パルス光整形
装置から出力され、



(3) JP 2016-51018 A 2016.4.11

10

20

30

40

50

　前記制御部は、山波形と谷波形とが交互に繰り返される強度スペクトルを前記合波光に
与えるための強度変調用パターンと、位相が略一定である波長区間を繰り返す位相スペク
トルを前記合波光に与えるための位相変調用パターンとを含む前記位相パターンを前記空
間光変調器に呈示させ、
　互いに隣接する前記波長区間の境界波長が前記谷波形の波長範囲に含まれており、
　前記制御部は、ブレーズド回折格子を含む前記強度変調用パターンを各変調領域に呈示
させるとともに、前記ブレーズド回折格子の周期を、各変調領域に対応する各波長の大き
さに応じて補正することを特徴とする、パルス光整形装置。
【請求項４】
　入力パルス光から、該入力パルス光とは異なる波形を有する出力パルス光を生成するパ
ルス光整形装置であって、
　前記入力パルス光を波長成分毎に分光する分光素子と、
　各波長成分に対応する複数の変調領域を有し、各波長成分の位相及び強度を変調する位
相変調型の空間光変調器と、
　前記空間光変調器に呈示される位相パターンを制御する制御信号を前記空間光変調器に
提供する制御部と、
を備え、
　前記空間光変調器により変調された各波長成分が合波された合波光が前記パルス光整形
装置から出力され、
　前記制御部は、山波形と谷波形とが交互に繰り返される強度スペクトルを前記合波光に
与えるための強度変調用パターンと、位相が略一定である波長区間を繰り返す位相スペク
トルを前記合波光に与えるための位相変調用パターンとを含む前記位相パターンを前記空
間光変調器に呈示させ、
　互いに隣接する前記波長区間の境界波長が前記谷波形の波長範囲に含まれており、
　前記制御部は、周期的な前記強度変調用パターンを各変調領域に呈示させるとともに、
各変調領域における前記強度変調用パターンの振幅に応じた位相バイアスを各変調領域の
位相変調量に加えることを特徴とする、パルス光整形装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パルス光整形装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　非特許文献１には、空間光変調器（Spatial Light Modulator：ＳＬＭ）を用いて光パ
ルスの形状を制御する技術が開示されている。この文献１では、入力光を回折格子によっ
て分光し、分光後の光を２次元のＬＣＯＳ（Liquid Crystal on Silicon）型空間光変調
器に導いている。空間光変調器において入力光の位相スペクトル及び強度スペクトルを変
調することにより、出力パルス光の波形を制御している。強度スペクトルの変調方式とし
て、ブレーズド回折格子パターン、またはバイナリ回折格子パターンを採用している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Eugene Frumker and Yaron Silberberg, “Phase and amplitude pulse
 shapingwith two-dimensional phase-only spatial light modulators,” J. Opt. Soc.
 Am.B, vol. 24, No. 12 (2007)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　超短パルス光の波形を制御するための技術として、光パルスの位相スペクトル及び強度
スペクトルを空間光変調器によって変調するものがある。この技術では、光パルスの波形
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を所望の形状に精度良く近づけることが望ましい。本発明は、光パルスの波形を所望の形
状に精度良く近づけることができるパルス光整形装置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】
【０００５】
　上述した課題を解決するために、本発明による第１のパルス光整形装置は、入力パルス
光から、該入力パルス光とは異なる波形を有する出力パルス光を生成するパルス光整形装
置であって、入力パルス光を波長成分毎に分光する分光素子と、各波長成分に対応する複
数の変調領域を有し、各波長成分の位相及び強度を変調する位相変調型の空間光変調器と
、空間光変調器に呈示される位相パターンを制御する制御信号を空間光変調器に提供する
制御部とを備え、空間光変調器により変調された各波長成分が合波された合波光がパルス
光整形装置から出力され、制御部は、山波形と谷波形とが交互に繰り返される強度スペク
トルを合波光に与えるための強度変調用パターンと、位相が略一定である波長区間を繰り
返す位相スペクトルを合波光に与えるための位相変調用パターンとを含む位相パターンを
空間光変調器に呈示させ、互いに隣接する波長区間の境界波長が谷波形の波長範囲に含ま
れており、制御部は、ブレーズド回折格子を含む強度変調用パターンを各変調領域に呈示
させるとともに、該ブレーズド回折格子の振幅が可変であることを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明による第２のパルス光整形装置は、入力パルス光から、該入力パルス光と
は異なる波形を有する出力パルス光を生成するパルス光整形装置であって、入力パルス光
を波長成分毎に分光する分光素子と、各波長成分に対応する複数の変調領域を有し、各波
長成分の位相及び強度を変調する位相変調型の空間光変調器と、空間光変調器に呈示され
る位相パターンを制御する制御信号を空間光変調器に提供する制御部とを備え、空間光変
調器により変調された各波長成分が合波された合波光がパルス光整形装置から出力され、
制御部は、山波形と谷波形とが交互に繰り返される強度スペクトルを合波光に与えるため
の強度変調用パターンと、位相が略一定である波長区間を繰り返す位相スペクトルを合波
光に与えるための位相変調用パターンとを含む位相パターンを空間光変調器に呈示させ、
互いに隣接する波長区間の境界波長が谷波形の波長範囲に含まれており、制御部は、各変
調領域における強度変調用パターンの位相変調量に基づいた位相変調画像の画素値を、各
変調領域に対応する各波長に応じて補正することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明による第３のパルス光整形装置は、入力パルス光から、該入力パルス光と
は異なる波形を有する出力パルス光を生成するパルス光整形装置であって、入力パルス光
を波長成分毎に分光する分光素子と、各波長成分に対応する複数の変調領域を有し、各波
長成分の位相及び強度を変調する位相変調型の空間光変調器と、空間光変調器に呈示され
る位相パターンを制御する制御信号を空間光変調器に提供する制御部とを備え、空間光変
調器により変調された各波長成分が合波された合波光がパルス光整形装置から出力され、
制御部は、山波形と谷波形とが交互に繰り返される強度スペクトルを合波光に与えるため
の強度変調用パターンと、位相が略一定である波長区間を繰り返す位相スペクトルを合波
光に与えるための位相変調用パターンとを含む位相パターンを空間光変調器に呈示させ、
互いに隣接する波長区間の境界波長が谷波形の波長範囲に含まれており、制御部は、ブレ
ーズド回折格子を含む強度変調用パターンを各変調領域に呈示させるとともに、ブレーズ
ド回折格子の周期を、各変調領域に対応する各波長の大きさに応じて補正することを特徴
とする。
【０００８】
　また、本発明による第４のパルス光整形装置は、入力パルス光から、該入力パルス光と
は異なる波形を有する出力パルス光を生成するパルス光整形装置であって、入力パルス光
を波長成分毎に分光する分光素子と、各波長成分に対応する複数の変調領域を有し、各波
長成分の位相及び強度を変調する位相変調型の空間光変調器と、空間光変調器に呈示され
る位相パターンを制御する制御信号を空間光変調器に提供する制御部とを備え、空間光変
調器により変調された各波長成分が合波された合波光がパルス光整形装置から出力され、
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制御部は、山波形と谷波形とが交互に繰り返される強度スペクトルを合波光に与えるため
の強度変調用パターンと、位相が略一定である波長区間を繰り返す位相スペクトルを合波
光に与えるための位相変調用パターンとを含む位相パターンを空間光変調器に呈示させ、
互いに隣接する波長区間の境界波長が谷波形の波長範囲に含まれており、制御部は、周期
的な強度変調用パターンを各変調領域に呈示させるとともに、各変調領域における強度変
調用パターンの振幅に応じた位相バイアスを各変調領域の位相変調量に加えることを特徴
とする。
【０００９】
　上述した第１～第４のパルス光整形装置では、まず分光素子によって入力パルス光が波
長成分毎に分光された後、各波長成分の位相及び強度が、空間光変調器の各変調領域にお
いて変調される。空間光変調器は、強度変調用パターン及び位相変調用パターンを含む位
相パターンを呈示する。強度変調用パターンは、山波形と谷波形とが交互に繰り返される
（例えば正弦波成分を含む）強度スペクトルを合波光に与える。また、位相変調用パター
ンは、位相が略一定である波長区間を繰り返す位相スペクトルを合波光に与える。
【００１０】
　ここで、出力パルス光においてノイズとなる高次成分が発生する場合があるが、このよ
うな高次成分は、上記のような位相スペクトルにおける、互いに隣接する波長区間の境界
での急激な位相変化が原因であると考えられる。上述した第１～第４のパルス光整形装置
では、互いに隣接する波長区間の境界波長が谷波形の波長範囲に含まれているので、位相
が急激に変化する領域における光強度を相対的に抑えることができる。したがって、これ
らのパルス光整形装置によれば、高次成分を低減して出力パルス光を所望の形状に精度良
く近づけることができる。
【００１１】
　また、第１のパルス光整形装置では、制御部が、ブレーズド回折格子を含む強度変調用
パターンを各変調領域に呈示させるとともに、該ブレーズド回折格子の振幅が可変となっ
ている。このように、強度変調用パターンがブレーズド回折格子を含むことによって、強
度スペクトルを上記の波形に好適に変調することができる。また、強度スペクトルの変調
は必ず光損失を伴うが、ブレーズド回折格子の振幅が可変であるので、強度変調量と光損
失とのバランスを適切に調整して、過度な光損失を回避しつつ、強度スペクトルを十分な
精度で変調することができる。
【００１２】
　また、第２のパルス光整形装置では、制御部が、各変調領域における強度変調用パター
ンの位相変調量に基づいた位相変調画像の画素値を、各変調領域に対応する各波長に応じ
て補正する。本発明者の知見によれば、空間光変調器において、或る一定の強度変調を行
うための位相変調量は同じであるが、それを基に作られた位相変調画像の画素値は、波長
によって僅かに異なる。従って、各変調領域に対応する各波長に応じて位相変調量に基づ
いた位相変調画像の画素値を補正することによって、各波長における強度変調をより精度
よく行い、光パルスの波形を所望の形状に更に精度良く近づけることができる。
【００１３】
　また、第３のパルス光整形装置では、制御部が、ブレーズド回折格子を含む強度変調用
パターンを各変調領域に呈示させるとともに、ブレーズド回折格子の周期を各変調領域に
対応する各波長に応じて補正する。本発明者の知見によれば、入射光の波長が異なると、
同一周期のブレーズド回折格子による回折角が僅かに異なることがある。従って、ブレー
ズド回折格子の周期の波長依存性を考慮し、ブレーズド回折格子の周期を各変調領域に対
応する各波長に応じて補正することによって、各波長における回折角を一致させることが
でき、一次光を出力光として用いる場合においても、強度スペクトルを高い精度で変調す
ることができる。
【００１４】
　また、第４のパルス光整形装置では、制御部が、周期的な強度変調用パターンを各変調
領域に呈示させるとともに、各変調領域における強度変調用パターンの振幅に応じた位相
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バイアスを各変調領域の位相変調量に加える。この位相バイアスは、例えば変調振幅の中
心が各変調領域において互いに一致するようなバイアスである。これにより、強度スペク
トル変調パターンが位相スペクトル変調パターンに影響を与えない状態を実現し、光パル
スの波形を所望の形状に更に精度良く近づけることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によるパルス光整形装置によれば、光パルスの波形を所望の形状に精度良く近づ
けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係るパルス光整形装置の構成を概略的に示す図である。
【図２】空間光変調器の変調面を示す図である。
【図３】（ａ）位相スペクトルと強度スペクトルとの組み合わせの例を示すグラフである
。（ｂ）（ａ）に示された位相スペクトルと強度スペクトルとの組み合わせによって実現
される出力パルス光の時間波形を示すグラフである。
【図４】（ａ）位相スペクトルと強度スペクトルとの組み合わせの例を示すグラフである
。（ｂ）（ａ）に示された位相スペクトルと強度スペクトルとの組み合わせによって実現
される出力パルス光の時間波形を示すグラフである。
【図５】図３（ａ）及び図４（ａ）に示された位相スペクトルを実現するための位相変調
用パターンを可視的に示す図である。
【図６】（ａ）位相スペクトルと強度スペクトルとの組み合わせの例を示すグラフである
。（ｂ）（ａ）に示された位相スペクトルと強度スペクトルとの組み合わせによって実現
される出力パルス光の時間波形を示すグラフである。
【図７】（ａ）図６（ａ）に示された強度スペクトルを実現するための強度変調用パター
ンを可視的に示す図である。（ｂ）図５（ｂ）に示された位相変調用パターンと、図７（
ａ）に示された強度変調用パターンとを重ね合わせた位相パターンである。
【図８】ブレーズド回折格子の振幅の違いによる回折光量の違いを説明するための図であ
る。
【図９】ブレーズド回折格子の振幅変化を利用した、強度スペクトルの変化の一例を示す
グラフである。
【図１０】変調強度の操作の際に参照される特性の一例を示す図である。
【図１１】互いに異なる波長において回折光量を等しくした場合における、ブレーズド回
折格子の振幅の違いを説明するための図である。
【図１２】互いに異なる波長において回折光量を等しくした場合における、ブレーズド回
折格子の周期の違いを説明するための図である。
【図１３】（ａ）図１２（ａ）に示されたブレーズド回折格子を示す。（ｂ）図１２（ｂ
）に示されたブレーズド回折格子を示す。（ｃ）図１３（ａ）及び図１３（ｂ）の平均値
を揃えるように、図１３（ｂ）にバイアス成分を足し合わせたプロットを示す。
【図１４】一変形例に係る位相スペクトルを示すグラフである。
【図１５】一変形例による、図１０に示された特性の変化を示すグラフである。
【図１６】一実施形態の手法により作成された、高精度な強度スペクトル変調を実現しう
る（ａ）矩形型の位相変調用パターン、（ｂ）コサイン波形型の強度変調用パターン、及
び（ｃ）これらのパターンが合成された位相パターンの一例を示す図である。
【図１７】図１６に示された各パターンによって実現される（ａ）位相スペクトル、（ｂ
）強度スペクトル、及び（ｃ）位相スペクトルと強度スペクトルとの重ね合わせを示すグ
ラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照しながら本発明によるパルス光整形装置の実施の形態を詳細に説
明する。なお、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省
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略する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係るパルス光整形装置１Ａの構成を概略的に示す図であ
る。このパルス光整形装置１Ａは、空間光変調器において位相変調と強度変調とを同時に
行うことにより、入力パルス光Ｌａから、該入力パルス光Ｌａとは異なる任意の時間波形
を有する出力パルス光Ｌｄを生成する、いわゆるＳＬＭパルスシェーパーである。入力パ
ルス光Ｌａとしては、例えば固体レーザから出力されたコヒーレントなパルス光が用いら
れる。図１に示されるように、本実施形態のパルス光整形装置１Ａは、光学系１０と、制
御部２０とを備える。光学系１０は、分光素子１２と、曲面ミラー１４と、空間光変調器
１６とを有する。
【００１９】
　分光素子１２は、入力パルス光Ｌａを波長成分毎に分光する。分光素子１２は、例えば
板面に形成された回折格子を有する。入力パルス光Ｌａは、回折格子に対して斜めに入射
し、複数の波長成分に分光される。この複数の波長成分を含むパルス光Ｌｂは、曲面ミラ
ー１４に達する。パルス光Ｌｂは、曲面ミラー１４によって反射され、空間光変調器１６
に達する。
【００２０】
　空間光変調器１６は、位相変調型である。一実施例では、空間光変調器１６はＬＣＯＳ
型である。図２は、空間光変調器１６の変調面１７を示す図である。図２に示されるよう
に、変調面１７には、複数の変調領域１７ａが或る方向Ａに沿って並んでおり、各変調領
域１７ａは方向Ａと交差する方向Ｂに延びている。この方向Ａは、分光素子１２による分
光方向である。したがって、複数の変調領域１７ａのそれぞれには、分光された各波長成
分が入射する。空間光変調器１６は、各変調領域１７ａにおいて、入射した各波長成分の
位相及び強度を変調する。なお、本実施形態の空間光変調器１６は位相変調型であるため
、強度変調は、変調面１７に呈示される位相パターン（位相画像）によって実現される。
【００２１】
　空間光変調器１６によって変調された各波長成分を含むパルス光Ｌｃは、再び曲面ミラ
ー１４によって反射され、分光素子１２に達する。この分光素子１２において、パルス光
Ｌｃの複数の波長成分は互いに合波される。この合波光は、出力パルス光Ｌｄとしてパル
ス光整形装置１Ａから出力される。
【００２２】
　制御部２０は、空間光変調器１６と電気的に接続されており、空間光変調器１６に呈示
される位相パターンを制御する制御信号を空間光変調器に提供する。制御部２０は、任意
波形入力部２１と、位相スペクトル設計部２２と、位相・強度スペクトル設計部２３と、
位相パターン設計部２４と、時間波形選択部２５とを有する。任意波形入力部２１は、操
作者からの任意のパルス時間波形の入力または選択を受け付ける。操作者は、所望のパル
ス時間波形を任意波形入力部２１に入力するか、あるいは、提示された複数のパルス時間
波形の中から所望のパルス時間波形を選択する。
【００２３】
　パルス時間波形に関する情報は、位相スペクトル設計部２２に与えられる。位相スペク
トル設計部２２は、そのパルス時間波形を実現するための出力パルス光Ｌｄの位相スペク
トルを、あらかじめ用意された複数の位相スペクトルの中から選択するか、もしくは入力
されたパルス時間波形に基づいて算出する。また、位相スペクトル設計部２２は、特定さ
れた位相スペクトルに基づく位相パターンを設定する。
【００２４】
　パルス時間波形に関する情報は、位相・強度スペクトル設計部２３にも与えられる。位
相・強度スペクトル設計部２３は、そのパルス時間波形を実現するための出力パルス光Ｌ
ｄの位相スペクトル及び強度スペクトルを、あらかじめ用意された複数の位相スペクトル
及び強度スペクトルの中から選択するか、もしくは入力されたパルス時間波形に基づいて
算出する。位相パターン設計部２４は、位相・強度スペクトル設計部２３において求めら
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れた位相スペクトル及び強度スペクトルを実現するための位相パターンを設定する。なお
、位相パターン設計部２４における位相パターンの設定方法は後に詳しく述べる。
【００２５】
　時間波形選択部２５は、位相スペクトル設計部２２によって設定された位相パターンと
、位相パターン設計部２４によって設定された位相パターンとのいずれか一方を選択する
。時間波形選択部２５は、例えば、入力パルス光Ｌａに対する出力パルス光Ｌｄの強度損
失量、及び各位相パターンに固有の波形精度情報に基づいて、位相パターンを選択する。
そして、選択された位相パターンを示す制御信号が、空間光変調器１６に提供される。
【００２６】
　ここで、位相・強度スペクトル設計部２３における位相パターンの設定方法について詳
しく述べる。本実施形態の制御部２０は、適切な位相スペクトルを出力パルス光Ｌｄに与
えるための位相変調用の位相パターン（以下、位相変調用パターンという）と、適切な強
度スペクトルを出力パルス光Ｌｄに与えるための強度変調用の位相パターン（以下、強度
変調用パターンという）とを含む位相パターンを空間光変調器１６に呈示させる。
【００２７】
　図３（ａ）及び図４（ａ）は、位相スペクトルと強度スペクトルとの組み合わせの例を
示すグラフである。また、図３（ｂ）及び図４（ｂ）は、それぞれ図３（ａ）及び図４（
ａ）に示された位相スペクトルと強度スペクトルとの組み合わせによって実現される出力
パルス光Ｌｄの時間波形を示すグラフである。また、図５（ａ）及び図５（ｂ）は、それ
ぞれ図３（ａ）及び図４（ａ）に示された位相スペクトルを実現するための位相変調用パ
ターンを可視的に示す図である。なお、図３（ａ）及び図４（ａ）において、グラフＧ１
１及びＧ２１は位相スペクトルを示し、グラフＧ１２及びＧ２２は強度スペクトルを示し
、横軸は波長（ｎｍ）を示し、左の縦軸は強度スペクトルの強度値（任意単位）を示し、
右の縦軸は位相スペクトルの位相値（ｒａｄ）を示す。また、図３（ｂ）及び図４（ｂ）
において、横軸は時間（フェムト秒）を表し、縦軸は光強度（任意単位）を表す。また、
図５（ａ）及び図５（ｂ）において、方向Ａは分光方向であって図２に示された複数の変
調領域１７ａの並び方向を表しており、位相変調量は色の濃淡によって表されており、濃
いほど０π（ｒａｄ）に近く、薄いほど２π（ｒａｄ）に近い。
【００２８】
　図３（ａ）及び図５（ａ）に示される例では、位相スペクトル及び位相変調用パターン
は波長によらず一定であり、また、強度スペクトルは変調されておらず、単一のピークを
有するレーザ光に特有のスペクトル形状となっている。この場合、図３（ｂ）に示される
ように、出力パルス光Ｌｄの時間波形は急峻な単一のピークＰ１を有するシングルパルス
となる。これに対し、図４（ａ）及び図５（ｂ）に示される例では、位相スペクトル及び
位相変調用パターンの位相が、或る波長帯域にわたって周期的且つ離散的に変化している
。具体的には、位相スペクトル及び位相変調用パターンにおいて、一定の位相値ｐｈ１を
有する波長区間と、一定の位相値ｐｈ２（＜ｐｈ１）を有する波長区間とが交互に繰り返
されている。なお、強度スペクトルは図３（ａ）に示されたものと同じである。この場合
、図４（ｂ）に示されるように、出力パルス光Ｌｄの時間波形は、急峻な２つのピークＰ
２，Ｐ３を有するダブルパルスとなる。
【００２９】
　このように、空間光変調器１６を用いて、２つの位相値を周期的に繰り返す位相スペク
トルを与えることにより、シングルパルスである入力パルス光Ｌａからダブルパルスであ
る出力パルス光Ｌｄを好適に生成することができる。なお、これはあくまで一例であり、
位相が略一定である波長区間を繰り返す様々な位相スペクトルによって、出力パルス光Ｌ
ｄの時間波形を任意の形状に整形することができる。
【００３０】
　ここで、図４（ｂ）を参照すると、ダブルパルスである出力パルス光Ｌｄ以外に、小さ
なピーク波形（ビート）Ｂ１が周期的に出現していることがわかる。このピーク波形Ｂ１
は、位相変調用パターンに含まれる高周波成分に起因するものと考えられる。すなわち、
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位相が略一定である波長区間Ｄを繰り返す位相変調用パターンでは、波長区間の境界の波
長において位相値が急激に変化するので、該波長付近に高周波成分が含まれる。この高周
波成分によって、意図しない高次成分（ピーク波形Ｂ１）が生じてしまう。この高次成分
は出力パルス光Ｌｄに対してノイズとなるので、除去されることが望ましい。
【００３１】
　図６（ａ）は、上記の問題点を解決するための位相スペクトルと強度スペクトルとの組
み合わせの例を示すグラフである。また、図６（ｂ）は、図６（ａ）に示された位相スペ
クトルと強度スペクトルとの組み合わせによって実現される出力パルス光Ｌｄの時間波形
を示すグラフである。なお、図６（ａ）において、グラフＧ３１は位相スペクトルを示し
、グラフＧ３２は強度スペクトルを示し、横軸は波長（ｎｍ）を示し、左の縦軸は強度ス
ペクトルの強度値（任意単位）を示し、右の縦軸は位相スペクトルの位相値（ｒａｄ）を
示す。また、図６（ｂ）において、横軸は時間（フェムト秒）を表し、縦軸は光強度（任
意単位）を表す。図６（ａ）に示されるように、この例では、位相スペクトルは図４（ａ
）に示されたものと同様であるが、強度スペクトルは図４（ａ）に示されたものとは異な
る。すなわち、この強度スペクトルでは、周期的に強度が変化しており、山波形（ピーク
波形）と谷波形（ボトム波形）とが交互に繰り返されている。
【００３２】
　図７（ａ）は、図６（ａ）に示された強度スペクトルを実現するための強度変調用パタ
ーンを可視的に示す図である。図７（ａ）において、方向Ａは分光方向であって図２に示
された複数の変調領域１７ａの並び方向を表しており、位相変調量は色の濃淡によって表
されており、濃いほど０π（ｒａｄ）に近く、薄いほど２π（ｒａｄ）に近い。
【００３３】
　図６（ａ）に示された強度スペクトルは、例えば、図７（ａ）に示されるように、複数
の変調領域１７ａ毎に振幅の大きさが設定されたブレーズド回折格子（鋸歯状溝）を含む
強度変調用パターンを各変調領域１７ａに呈示することによるコサイン変調によって好適
に実現される。このブレーズド回折格子における格子の並び方向は、複数の変調領域１７
ａの並び方向と交差する。図７（ｂ）は、図５（ｂ）に示された位相変調用パターンと、
図７（ａ）に示された強度変調用パターンとを重ね合わせた位相パターンである。制御部
２０は、この位相パターンを空間光変調器１６に呈示させる。
【００３４】
　ここで、図６（ａ）を参照すると、位相スペクトルにおいて互いに隣接する波長区間Ｄ
の境界の波長が、強度スペクトルの谷波形の波長範囲に含まれている。言い換えれば、強
度スペクトルのボトム波長は、位相スペクトルにおいて位相が急激に変化する波長域内若
しくはその近傍に位置する。そして、周期的に変化する強度スペクトルの複数のピーク（
極大部）は、それぞれ位相スペクトルの各波長区間Ｄ内（立ち上がりから立ち下がりまで
の間、もしくは立ち下がりから立ち上がりまでの間）に位置する。
【００３５】
　これにより、位相スペクトルにおいて位相が急激に変化する波長、すなわち高周波成分
を含む波長では強度を相対的に抑え、高周波成分を含まない（位相が一定の）波長域では
強度を高めることができる。したがって、位相スペクトルにおける高次成分（図４（ｂ）
に示されたピーク波形Ｂ１）を効果的に除去することができ、出力パルス光Ｌｄの時間波
形を所望の形状に近づけることができる（図６（ｂ）参照）。なお、本実施形態において
谷波形の波長範囲とは、極小点を含む範囲であって、一方の変曲点から他方の変曲点まで
の範囲をいう。
【００３６】
　ここで、出力パルス光Ｌｄの時間波形を所望の形状に更に精度良く近づけるために、強
度スペクトルを波長軸に対して滑らかにし、強度変調分解能を高くすることを考える。強
度スペクトルの変調精度を高める方式としては、以下の４つが挙げられる。
・ブレーズド回折格子の振幅操作
・位相変調量の波長依存性を考慮



(10) JP 2016-51018 A 2016.4.11

10

20

30

40

50

・ブレーズド回折格子の周期の波長依存性を考慮
・ブレーズド回折格子の変調振幅量に応じたバイアス変調
以下、これらの方式についてそれぞれ詳細に説明する。
【００３７】
　（１）ブレーズド回折格子の振幅操作
本実施形態では、各変調領域１７ａにおける強度変調を、ブレーズド回折格子によって実
現している。このブレーズド回折格子の振幅を可変とすることにより、各波長における強
度変調をより精度よく行うことができる。図８は、ブレーズド回折格子の振幅の違いによ
る回折光量の違いを説明するための図である。或る波長（例えば８００ｎｍ）において、
図８（ａ）に示されるブレーズド回折格子ＧＲ１（振幅Ａ１）が回折光量９０％を実現す
るものとする。このとき、図８（ｂ）に示されるブレーズド回折格子ＧＲ２の回折光量を
９０％よりも小さい値、例えば６０％としたい場合には、ブレーズド回折格子ＧＲ２の振
幅Ａ２を振幅Ａ１よりも小さくすれば良い。
【００３８】
　図９は、このようなブレーズド回折格子の振幅変化を利用した、強度スペクトルの変化
の一例を示すグラフである。図９において、横軸は波長（ｎｍ）を示し、縦軸は強度（任
意単位）を示す。また、グラフＧ４１～４５は強度スペクトルであって、谷波形における
極小部の強度（以下、ボトム強度という）が、グラフＧ４１からＧ４５に移行するにつれ
て次第に小さくなっている。例えば、グラフＧ４１は、強度変調を行わない場合の強度ス
ペクトルであって、前述した図４（ａ）のグラフＧ２２と同じものである。また、グラフ
Ｇ４５は、ボトム強度がほぼゼロである場合の強度スペクトルであって、前述した図６（
ａ）のグラフＧ３２と同じものである。このグラフＧ４５に示される強度スペクトルによ
って、位相スペクトルに含まれる高次成分を最も効果的に除去することができる。
【００３９】
　また、本実施形態のように山波形と谷波形とを交互に繰り返す強度スペクトルを入力パ
ルス光Ｌａに与えた場合、谷波形の部分において光強度が減衰されることから、必ず光損
失を伴う。例えば、図４（ｂ）に示されたダブルパルスのピーク強度は約１．８であるが
、図６（ｂ）に示されたダブルパルスのピーク強度は約１．２となっている。多くの場合
、十分な光強度を有する出力パルス光Ｌｄを得るために、入力パルス光Ｌａの強度に対し
、出力パルス光Ｌｄの強度は出来るだけ小さくならないことが望まれる。したがって、位
相スペクトルに含まれる高次成分を許容できる程度まで低減しつつ、過度な光損失を回避
することができるような大きさに、ボトム強度を設定することが好ましい。高次成分に許
容される大きさはパルス光整形装置１Ａが使用される場面や状況によって異なると考えら
れるため、ブレーズド回折格子の振幅を可変として使用者に操作させることにより、この
ようなボトム強度の設定を好適に行うことができる。
【００４０】
　図１０は、上記のような変調強度の操作の際に参照される特性の一例を示す図である。
図１０の横軸は強度変調による光損失を表し、左側の縦軸は光強度を表す。図中のグラフ
Ｇ５１はダブルパルスのピーク高さＰｍを示し、グラフＧ５２は高次成分のうち最も大き
なもののピーク高さＰｓを示す。また、右側の縦軸及び図中のグラフＧ５３は、ダブルパ
ルスのピーク高さＰｍに対する高次成分のピーク高さＰｓの割合（％）を示す。
【００４１】
　図１０を参照すると、強度変調による光損失が増えるほど、グラフＧ５１に示されるダ
ブルパルスのピーク高さＰｍが小さくなり、また、グラフＧ５２に示される高次成分のピ
ーク高さＰｓも小さくなる。そして、高次成分の割合（グラフＧ５３）を参照すると、強
度変調による光損失が増えるほどその割合が低下していることがわかる。つまり、ボトム
強度を小さくするほど光損失が大きくなるが、高次成分が抑制されてピーク高さＰｓの割
合が小さくなる。逆に、ボトム強度を比較的大きくすれば高次成分が増加してピーク高さ
Ｐｓの割合が大きくなるが、強度変調による光損失を低減することができる。使用者が、
例えばこのようなグラフを参照しつつ、許容し得る光損失の範囲で高次成分のピーク高さ
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Ｐｓの割合が最も小さくなるボトム強度を選択できるように、制御部２０を構成すると良
い。例えば、図１０に示される例では、５０％程度の強度損失を許容する場合には高次成
分のピークがほぼ現れない。一方で、強度変調を行わない場合には約１１％の高次成分ピ
ークが現れている。この方式（１）の利点は、必要な波形精度を使用者が定めることによ
り、任意に強度損失量を減らすことができる点である。
【００４２】
　（２）位相変調量の波長依存性を考慮
本実施形態では、分光された各波長ごとに、対応する各変調領域１７ａにおいて強度変調
を行っている。しかしながら、空間光変調器１６においては、入射光の波長が異なると、
同一の位相パターンに対する位相変調用画像の画素値が僅かに異なることがある。このよ
うな場合、制御部２０は、位相変調用画像の画素値の波長依存性を考慮し、各変調領域１
７ａにおける強度変調用パターンの位相変調量に基づく位相変調用画像の画素値を、各変
調領域１７ａに対応する各波長に応じて補正するとよい。これにより、各波長における強
度変調をより精度よく行うことができる。
【００４３】
　図１１は、互いに異なる波長において回折光量を等しくした場合（例えば回折光量９０
％）における、ブレーズド回折格子の振幅の違いを説明するための図である。図１１（ａ
）は例えば波長が８００ｎｍである場合を示し、図１１（ｂ）は例えば波長が８１０ｎｍ
である場合を示す。このとき、各波長に応じて各振幅を補正すると、図１１（ａ）に示さ
れるブレーズド回折格子ＧＲ３の振幅Ａ３よりも、図１１（ｂ）に示されるブレーズド回
折格子ＧＲ４の振幅Ａ４が小さくなる。
【００４４】
　（３）ブレーズド回折格子の周期の波長依存性を考慮
本実施形態では、各変調領域１７ａにおける強度変調を、ブレーズド回折格子によって実
現している。しかしながら、空間光変調器１６においては、入射光の波長が異なると、同
一周期のブレーズド回折格子による回折角が僅かに異なることがある。このような場合、
制御部２０は、ブレーズド回折格子の周期の波長依存性を考慮し、ブレーズド回折格子の
周期を各変調領域１７ａに対応する各波長に応じて補正するとよい。これにより、各波長
における回折角を一致させることができ、一次光を出力光として用いる場合においても、
強度スペクトルを高い精度で変調することができる。
【００４５】
　図１２は、互いに異なる波長において回折角度を等しくした場合における、ブレーズド
回折格子の周期の違いを説明するための図である。図１２（ａ）は例えば波長が８００ｎ
ｍである場合を示し、図１２（ｂ）は例えば波長が８１０ｎｍである場合を示す。このと
き、図１２（ａ）に示されるブレーズド回折格子ＧＲ５の周期Ｔ１よりも、図１２（ｂ）
に示されるブレーズド回折格子ＧＲ６の周期Ｔ２を小さくすれば良い。
【００４６】
　（４）ブレーズド回折格子の変調振幅量に応じたバイアス変調
本実施形態の制御部２０は、ブレーズド回折格子といった周期的な強度変調用パターンを
、各変調領域１７ａに呈示させる。例えば上記の（１）～（３）に示された方式などを適
用する際に、各変調領域１７ａにおける周期的な強度変調用パターンの振幅を変化させる
ことがある。このとき、例えば或る位相値を基準とし、最大位相値を変化させることによ
り強度変調用パターンの振幅を好適に変化させることができる。しかしながら、このよう
な方式では平均位相値が変動し、強度スペクトル変調パターンが位相スペクトル変調量に
影響を及ぼしてしまう。そこで、制御部２０は、各変調領域１７ａにおける強度変調用パ
ターンの振幅に応じた位相バイアスを、各変調領域１７ａの位相変調量に加えるとよい。
【００４７】
　ここで、上記（３）に示された方式においてこのような位相バイアスを加える例につい
て説明する。図１３（ａ）は、図１２（ａ）に示されたブレーズド回折格子ＧＲ５を示し
ており、図１３（ｂ）は、図１２（ｂ）に示されたブレーズド回折格子ＧＲ６を示してい
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る。これらのブレーズド回折格子ＧＲ５及びＧＲ６の位相平均値を均等にするために、ブ
レーズド回折格子ＧＲ６に位相バイアスを加えると図１３（ｃ）のようになる。図１３（
ｃ）に示されたブレーズド回折格子ＧＲ７では、任意の位相バイアスが一様に加えられた
ことによって、その平均位相値がＰＨ１となり、ブレーズド回折格子ＧＲ５の平均位相値
と略一致している。言い換えれば、変調振幅の中心（図中の直線Ｅ）が、ブレーズド回折
格子ＧＲ５及びＧＲ６において略一致している。このように、振幅の変化の度合いに応じ
て適切な大きさの位相バイアスを加えることにより、平均位相値の変動を抑制して、強度
スペクトル変調精度を維持しつつ、強度スペクトル変調パターンが位相スペクトル変調量
に影響を及ぼすことを防ぐことができる。
【００４８】
　以上に説明したように、本実施形態のパルス光整形装置１Ａでは、図６（ａ）に示され
たように、位相スペクトルにおいて互いに隣接する波長区間の境界の波長が、強度スペク
トルの谷波形の波長範囲に含まれている。これにより、位相スペクトルにおいて位相が急
激に変化する波長における光強度を相対的に抑えることができる。したがって、位相スペ
クトルの高次成分を低減し、出力パルス光Ｌｄの時間波形を所望の形状に精度良く近づけ
ることができる。
【００４９】
　また、上記の方式（１）において説明したように、制御部２０は、ブレーズド回折格子
を含む強度変調用パターンを各変調領域１７ａに呈示させるとともに、該ブレーズド回折
格子の振幅を可変とすることが好ましい。このように、強度変調用パターンがブレーズド
回折格子を含むことによって、強度スペクトルを好適に変調することができる。また、強
度スペクトルの変調は必ず光損失を伴うが、ブレーズド回折格子の振幅が可変であるので
、強度変調量と光損失とのバランスを適切に調整して過度な光損失を回避しつつ、強度ス
ペクトルを十分な精度で変調して出力パルス光Ｌｄの時間波形を所望の形状に精度良く近
づけることができる。
【００５０】
　また、上記の方式（２）において説明したように、制御部２０は、各変調領域１７ａに
おける強度変調用パターンの位相変調量を基に、位相変調用画像の画素値を各変調領域１
７ａに対応する各波長に応じて補正することが好ましい。本発明者の知見によれば、空間
光変調器において、或る一定の強度変調を行うための位相変調量に対応する位相変調用画
像の画素値は、波長によって僅かに異なる。従って、各変調領域１７ａに対応する各波長
に応じて対応する画素値を補正することによって、各波長における強度変調をより精度よ
く行い、出力パルス光Ｌｄの波形を所望の形状に更に精度良く近づけることができる。
【００５１】
　また、上記の方式（３）において説明したように、制御部２０は、強度変調用パターン
に含まれるブレーズド回折格子の周期を各変調領域１７ａに対応する各波長に応じて補正
することが好ましい。本発明者の知見によれば、入射光の波長が異なると、同一周期のブ
レーズド回折格子による回折角が僅かに異なることがある。従って、ブレーズド回折格子
パターンの周期を各変調領域１７ａに対応する各波長に応じて補正することによって、各
波長における回折角度を一定に保つことができる。その結果、方式（３）を用いることで
、一次光を出力光として用いる場合においても、強度変調精度を落とすことなく、出力パ
ルス光Ｌｄの波形を所望の形状に更に精度良く近づけることができる。
【００５２】
　また、上記の方式（４）において説明したように、制御部２０は、各変調領域１７ａに
おける強度変調用パターンの振幅に応じた位相バイアスを、各変調領域１７ａの位相変調
量に加えることが好ましい。これにより、強度スペクトル変調精度を維持しつつ、強度ス
ペクトル変調パターンが位相スペクトル変調量に影響を及ぼすことを防ぐことができる。
【００５３】
　（変形例）
上記実施形態では、２つの位相値を周期的に繰り返す位相スペクトルが例示されたが、位



(13) JP 2016-51018 A 2016.4.11

10

20

30

40

50

相スペクトルを最適化することにより、波形制御の役割の多くを位相スペクトルに分担さ
せ、強度スペクトルにおける制御量を小さくして光損失を更に低減することが可能である
。
【００５４】
　図１４は、上記実施形態の一変形例に係る位相スペクトルを示すグラフである。図１４
において、横軸は波長（ｎｍ）を示し、縦軸は位相（ｒａｄ）を示す。グラフＧ６１は、
初期位相スペクトルとして用いられる上記実施形態の位相スペクトルを示し、グラフＧ６
２は最適化された位相スペクトルを示す。本変形例では、例えばダブルパルス波形を所望
の時間波形とし、位相スペクトルに対して例えば反復フーリエ法（ＩＦＴＡ）などの数値
計算手法を用いた最適化により、所望の時間波形を実現するための位相スペクトルを求め
る。グラフＧ６２は、一例として、ＩＦＴＡにより２０回の演算を行った後の位相スペク
トルを示している。
【００５５】
　図１５は、本変形例による、図１０に示された特性の変化を示すグラフである。図１５
の横軸は強度変調による光損失を表し、縦軸はダブルパルスのピーク高さＰｍに対する高
次成分のピーク高さＰｓの割合（％）を示す。グラフＧ７１は図１０のグラフＧ５３と同
一であり、上記実施形態による特性を示している。また、グラフＧ７２は本変形例による
特性を表している。図１５に示されるように、本変形例では上記実施形態と比較して同一
の光損失でのピーク高さＰｓの割合が格段に小さくなっている。このように、本変形例に
よれば、許容し得る光損失の範囲において、高次成分のピーク高さを効果的に低減するこ
とができる。
【００５６】
　（実施例）
上記実施形態の一実施例について説明する。図１６は、上記実施形態の手法により作成さ
れた、高精度な強度スペクトル変調を実現しうる（ａ）矩形型の位相変調用パターン、（
ｂ）コサイン波形型の強度変調用パターン、及び（ｃ）これらのパターンが合成された位
相パターンの一例を示す図である。また、図１７は、図１６に示された各パターンによっ
て実現される（ａ）位相スペクトル、（ｂ）強度スペクトル、及び（ｃ）位相スペクトル
と強度スペクトルとの重ね合わせを示すグラフである。なお、図１６において、波長軸方
向は分光方向であって図２に示された複数の変調領域１７ａの並び方向Ａを表しており、
位相変調量は色の濃淡によって表されており、濃いほど位相が小さく、薄いほど位相が大
きい。
【００５７】
　なお、これらのパターンは、０次光を利用することを前提に作成されたものであるため
、強度変調の必要がない山波形の波長域、例えば図１６（ｂ）における波長８００ｎｍ付
近では、ブレーズド回折格子パターンが呈示されていない。一方、強度変調が行われる谷
波形の波長域では、その変調量に応じたブレーズド回折格子パターンが縞模様として確認
される。
【００５８】
　本発明によるパルス光整形装置は、上述した実施形態に限られるものではなく、他に様
々な変形が可能である。例えば、上記実施形態及び変形例では強度変調用パターンとして
ブレーズド回折格子を適用したが、強度変調用パターンはこれ以外にも様々な周期的パタ
ーンを適用することができる。例えば、強度変調用パターンとして適用可能なものとして
以下の回折格子が挙げられる。
・正弦波型回折格子（正弦波状溝）
・バイナリー型回折格子（矩形状溝）
上記実施形態で用いられたブレーズド回折格子では、０次光及び１次光の双方を利用可能
である。これに対し、正弦波型回折格子及びバイナリー型回折格子は、主に０次光を利用
する場合に使用され、１次光を利用する場合には光利用効率が劣る。
【符号の説明】
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【００５９】
　１Ａ…パルス光整形装置、１０…光学系、１２…分光素子、１４…曲面ミラー、１６…
空間光変調器、１７…変調面、１７ａ…変調領域、２０…制御部、２１…任意波形入力部
、２２…位相スペクトル設計部、２３…位相・強度スペクトル設計部、２４…位相パター
ン設計部、２５…時間波形選択部、Ａ１～Ａ４…振幅、Ｂ１…時間波形の中に含まれる不
要高次成分のピーク群、ＧＲ１～ＧＲ７…ブレーズド回折格子、Ｌａ…入力パルス光、Ｌ
ｄ…出力パルス光、ＰＨ１…ブレーズド回折格子の位相平均値。
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