
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源からの光を光ファイバに入射せしめ、光ファイバカプラを通過させて偏光子の機能と
分岐光導波路とを有する基板型光集積回路に導入し、その光集積回路で分岐された光を光
ファイバコイルの両端に右回り光及び左回り光として入射させ、光ファイバコイルを伝搬
したその両光を光集積回路で再び合波し干渉させ、その干渉光を光ファイバカプラから受
光器に導入してその強度を電気信号に変換し、その電気信号から光ファイバコイルの軸方
向回りに印加される回転角速度を検出する光ファイバジャイロにおいて、
　光源から光集積回路に至る光ファイバ光学系のうち、光集積回路に接続する端部にはそ
の両偏波モード間で光源光のコヒーレンス長を少なくとも越えるだけの長さＬを有する偏
波面保存光ファイバが適用され、その長さＬの偏波面保存光ファイバの光源側端点と光源
とを結ぶ間はすべてシングルモード光ファイバ及びシングルモード光ファイバカプラで構
成され
　

ていることを特徴と
する光ファイバジャイロ。
【請求項２】
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、
前記光ファイバコイルはシングルモード光ファイバで構成され、その両端にそれぞれ第

１及び第２の偏波面保存光ファイバが接続されてなり、それら両端の偏波面保存光ファイ
バの偏波軸と前記光集積回路の分岐光導波路の偏波軸とが共に互いに４５度傾斜して接続
され、その第１の偏波面保存光ファイバは前記長さＬに対して少なくとも２Ｌ以上、第２
の偏波面保存光ファイバは少なくとも４Ｌ以上の長さをそれぞれ有し



請求項１に記載の光ファイバジャイロにおいて、
　前記光集積回路の光導波路と前記長さＬの偏波面保存光ファイバとの接続は、光導波路
のＴＭモード軸と偏波面保存光ファイバの遅相軸とが一致するように軸合わせされている
ことを特徴とする光ファイバジャイロ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は慣性空間に対する回転を検出する光ファイバジャイロの改良に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
従来のクローズループ方式光ファイバジャイロの構成を図２に示す。
光源から出た光を光ファイバ、光ファイバカプラを介して光集積回路を経由することによ
り２つの進路に分け、光ファイバコイルの中を時計回り方向（ＣＷ方向）と反時計方向（
ＣＣＷ方向）との両方向に光を伝搬させ、角速度入力の変化に対応してＣＷ方向とＣＣＷ
方向の光に位相差を生じさせると共に光集積回路の二方向の光導波路の一方の導波路に位
相変調回路により正弦波変調をかけて得た正弦波位相変調信号と光ファイバカプラを介し
て受光器により光電変換処理して電気信号を得ると共に検波回路により復調して該電気信
号のフィードバック信号発生回路に設けた鋸歯状波発生回路から前記光導波路の他方の導
波路に鋸歯状位相変調をかけることにより前記角速度入力に対応し、かつ前記鋸歯状波の
位相変調周波数に比例した角速度出力信号を得る（例えば、非特許文献１　参照）。
従来の光ファイバジャイロの光源から光ファイバカプラを介してＹ分岐ニオブ酸リチウム
光導波路からなる光集積回路へ至る光路は偏波面保存光ファイバで構成され、光集積回路
からシングルモード光ファイバからなる光ファイバコイルへ至る光路は偏波面保存光ファ
イバとデポラライザ（ 45度接続）により構成される。
【０００３】
【非特許文献　１】
ＳＰＩＥ ,　 vol.2292,　 pp.166～ 176
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
（光集積回路）
光ファイバジャイロに用いられる基板型光集積回路の典型はプロトン交換法によってＹ分
岐型のニオブ酸リチウムの光学結晶基板に作製される光導波路であり、これは通常の光導
波路において生起するＴＥ（電界成分） ,ＴＭ（磁界成分）の２つの偏波モードの内、Ｔ
Ｅモードだけが導波モードとして形成され、ＴＭモードが導波モードとして成立しない性
格を利用するものである。すなわちプロトン交換型のニオブ酸リチウムの光導波路は、そ
れ自体極めて消光比の高い偏光子の機能を備える。偏光子の機能を有する基板型の光集積
回路において、消光されるべき偏光成分すなわちＴＭモード光が、実際に伝送モード（Ｔ
Ｅモード）に結合することなく漏洩されたにも拘わらず、例えば基板の底面に反射して偏
波状態の変換（モード変換）が起こりその一部がＴＭ伝送モードに再結合してしまうなど
の現象が起こることがある。このような消光モードの伝送モードへの不規則な再結合は、
結果的に見かけ上偏光子の消光比不足のように現象し、光ファイバジャイロの出力誤差す
なわちバイアスの原因となる。すなわちプロトン交換型の光導波路であれば本来十分の消
光比がある筈にも拘わらず、消光不足によるバイアスを見ることがある。
かかるバイアスは、ＴＭモードに対する漏洩再結合光の位相差に依存してその大きさが周
期的に変化するため、たとえば光ファイバジャイロの温度試験などにおいては温度勾配に
ともなう周期変動バイアスとして観測される。光集積回路や光ファイバなどの光学系にお
ける光路長の温度変化の係数は、一般に、偏波モード（ＴＥ ,ＴＭモード）間で差がある
からである。
プロトン交換型光導波路基板におけるこのような迷光に関する先行発明として特許第２７
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３７０３０号がある。ただし、この発明のプロトン交換型光導波路は光導波路中における
迷光としてＴＭモード光がモード変換せずにそのまま後続する光ファイバのＴＭ接続の偏
波モードに再結合する現象のみを扱っている。
これに対し、本発明はＴＭモードの迷光が光導波路基板中で不規則な反射などを蒙り、Ｔ
Ｅモードにモード変換され、後続する光ファイバのＴＥモード接続成分すなわち主要伝送
モードの中に再結合し、その主要モードの信号光と干渉を起こす出力誤差に着目し、光導
波路における迷光のなかでも、特にかかるモード変換を経た成分の再結合の影響を抑圧す
ることを目的としている。
【０００５】
（光ファイバコイル・光集積回路から光ファイバコイルへ至る光学系）
従来、光ファイバジャイロにおいては、その低コスト化のため、光ファイバコイル部をシ
ングルモード化することが行われている。これはシングルモード光ファイバからなるコイ
ルにデポラライズ機能を付与してコイル内を伝送する光の偏波状態変動に基づく出力バイ
アス変動を抑圧する技術によって達成されるが、その一つの実施形態として、シングルモ
ード光ファイバコイルの両端に十分の群遅延を生じる長さの偏波面保存光ファイバを接続
し、その偏波面保存光ファイバ間の接続を偏波軸 45度の傾きで行い（デポラライザ）、光
集積回路からコイルに入射する光がその偏波面保存光ファイバを伝送する間に偏光解消す
るように構成することが行われていた。ここでコイル両端の偏波面保存光ファイバどうし
のその群遅延の作用が、片回り光につき両者を通過する際に相殺することにないよう、両
端の２本の偏波面保存光ファイバの長さにはさらに偏光解消に必要な長さ単位分以上の長
さの差違を設けることが行われる。
【０００６】
（光源から光集積回路へ至る光学系）
これは光源出射光は通常部分偏光の状態であり、光源から光ファイバカプラを経由してＹ
分岐型ニオブ酸リチウム光導波路に至る経路において偏波ゆらぎがあった場合にＹ分岐型
ニオブ酸リチウム光導波路のＴＥモードとＴＭモード間で相関性のある光波が励振され、
ＴＭモードがＴＥに対してコヒーレントな状態となってしまう。ＴＭモードはプロトン交
換法によるニオブ酸リチウム光導波路の場合、光導波路外への漏洩モードとなって消光す
る漏洩モードが導波路内で再度光導波路に結合した場合に前記の様にＴＥとＴＭがコヒー
レントな状態の場合、干渉してサニャック干渉計の出力誤差を生じる。この問題があるた
めに前記のように光源から光カプラを経由してＹ分岐型のニオブ酸リチウム光導波路に至
る光路をシングルモード光ファイバで構成した場合、前記偏波ゆらぎの影響により出力の
誤差（ドリフト）が生じるため、全て偏波面保存光ファイバで構成することが一般的であ
った。
しかし従来構成の光ファイバジャイロにおいては、温度勾配にともなう周期変動バイアス
はむしろあまり観測されない、それは光源から光集積回路に至る光学系を、光ファイバカ
プラを含め偏波面保存光ファイバで構成するからである。
光学系の偏波面保存性は複屈折性によるものであり、偏波面保存光ファイバではその複屈
折性のために２つの直交する直線偏波モード間に伝送速度の差違がある。すなわち偏波軸
として遅相軸（ＴＭモード）と速相軸（ＴＥモード）とがあり、通常の光ファイバジャイ
ロに用いられるスーパールミネセンスダイオード（ＳＬＤ）のような光源の光のコヒーレ
ンス（可干渉性）に対しては、偏波面保存光ファイバを数 10cm伝送すれば両偏波モード光
の間に可干渉性はなくなっている。上記のような光集積回路内での消光すべき迷光の不規
則な再結合があっても、その迷光と伝送モード光との間に可干渉性がなければバイアスは
生じないし、その位相関係に基づく温度依存の周期性もありえない。
【０００７】
（試作品の性能試験）
　光集積回路とシングルモード光ファイバで構成した光ファイバコイル間の光路を長さ２
Ｌ、４Ｌ（後述する）の偏波面保存光ファイバを用いて構成し、光源から光カプラを経由
してＹ分岐型のニオブ酸リチウム光導波路 をシングルモード光ファイバで構成
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した場合の時間に対する温度変化による出力例（バイアス）を図３に、また、同光路を全
て偏波面保存光ファイバで構成した場合の時間に対する温度変化による出力例（バイアス
）を図４に示す。
　図３及び図４の比較から光源から光ファイバカプラを経由してＹ分岐型のニオブ酸リチ
ウム光導波路に至る光路を偏波ゆらぎの無い偏波面保存光ファイバで構成した場合にドリ
フト（バイアス）が抑圧されていることがわかる。
【０００８】
（課題）
従来光路に用いられている偏波面保存光ファイバは高価であり、特に偏波面保存光ファイ
バカプラは２本の光ファイバの偏波軸を揃えて作製する製造工程の不容易からとりわけ高
価であるため、生産コスト低減の障害となっていた。発明者らは光ファイバジャイロ光学
系の低コスト化のために光源から光集積回路に至る光学系を従来の偏波面保存光学系から
安価なシングルモード系に置換することを考えたが、この際これらを単にシングルモード
化してしまうと、２つの偏波モード間の可干渉性が失われていないため、上記迷光の再結
合による出力バイアスが発現することを発見した。
本発明は、かかる消光すべき光集積回路内の迷光の再結合による出力バイアスを抑圧しな
がら光ファイバジャイロ光学系のシングルモード化を図ってそのコストの低減を達成する
ものである。
また、本発明は、Ｙ分岐型ニオブ酸リチウム光導波路の３箇所のファイバ接続部に短尺の
偏波面保存光ファイバを配置することで前述したように光源から光集積回路間での偏波揺
らぎの影響を抑えると共に光ファイバコイル部でのシングルモード光ファイバの使用を可
能としたものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明の光ファイバジャイロは、光集積回路の光源側に接続
された偏波面保存ファイバはその複屈折性により偏波面保存ファイバ伝搬により直交成分
間に群遅延を与え、群遅延時間差が光のコヒーレント時間より大きくなった場合は直交成
分間に相関がない状態とする。この状態であれば光源から光ファイバカプラ間を偏波面保
存ファイバに代えてシングルモード光ファイバで構成することが可能であり、前記の様に
ＴＭモードがＴＥに対してコヒーレントな状態になってしまうことを回避することができ
る。
また、光集積回路の光ファイバコイル側に接続された２本の偏波面保存ファイバは途中で
固有軸が 45度で接続されておりデポラライザとして作用する。このような構成の場合、光
ファイバコイルを偏波面保存光ファイバに代えてシングルモード光ファイバで構成するこ
とが可能であり（例えば、ＳＰＩＥ , vol.2292, pp.166-176　参照）、本発明によればＹ
分岐型のニオブ酸リチウム光導波路の３箇所の光ファイバ接続部のみ短尺の偏波面保存光
ファイバで構成することでそれ以外の光路と光ファイバコイルをシングルモード光ファイ
バで構成することが可能である。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明は、光源から光集積回路（Ｙ分岐型ニオブ酸リチウム光導波路）へ至る光学系に短
尺の偏波面保存光ファイバを配置することで前述した光源から光集積回路間での偏波揺ら
ぎの影響を抑えると共に光集積回路から光ファイバコイルへ至る光学系に短尺の偏波面保
存光ファイバとデポラライザを配置することで光ファイバコイルとしてシングルモード光
ファイバの使用を可能にする。
さらにそれぞれ当該接合部位からシングルモード光ファイバによる光ファイバコイルとの
接続点までの長さが偏波面保存光ファイバの直交軸で生じる位相遅れが少なくとも光のコ
ヒーレント長より大きくなるものであるためには、下記の条件を満たすように偏波面保存
光ファイバの長さを設定すればよく、容易に具現化できる。
Ｌλ／Ｂ＞Ｌｃ
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ここでＢはビート長（典型値２ｍｍ）、λは光の波長（典型値 0.83μ m）、Ｌｃは光のコ
ヒーレント長（ FOGの典型値 50μ m）を示し、以上の典型値の場合にＬ＞ 0.12mである。
上記式において、Ｌ／Ｂは直交成分の伝送速度の違いによる位相差を表し、Ｌλ／Ｂは直
交成分の wave　 front間の距離を表し、これがコヒーレント長Ｌｃより大きくすれば偏波
揺らぎの影響を抑えることができることを意味している。
【００１１】
図２を参照して本発明の光ファイバジャイロの構成例を説明する。
光ファイバジャイロは、光源からの光を光ファイバに入射せしめ、光ファイバカプラを通
過させて偏光子の機能と分岐光導波路とを有する基板型光集積回路（Ｙ分岐型ニオブ酸リ
チウム光導波路）に導入し、その光集積回路で分岐された光を光ファイバコイルの両端に
右回り光及び左回り光として入射させ、光ファイバコイルを伝搬したその両光を光集積回
路で再び合波し干渉させ、その干渉光を光ファイバカプラから受光器に導入してその強度
を電気信号に変換し、その電気信号から光ファイバコイルの軸方向回りに印加される回転
角速度を検出する。この光ファイバジャイロの動作は、図１に示した従来の光ファイバジ
ャイロの動作説明と同様である。
光ファイバジャイロにおいて、光源から光集積回路に至る光ファイバ光学系のうち、光集
積回路に接続する端部にはその両偏波モード間で光源光のコヒーレント時間を少なくとも
越えるだけの長さＬを有する偏波面保存光ファイバが適用され、その長さＬの偏波面保存
光ファイバの光源側端点と光源とを結ぶ間はすべてシングルモード光ファイバ及びシング
ルモード光ファイバカプラで構成される。
また、前記光集積回路の光導波路と前記長さＬの偏波面保存光ファイバとの接続は、光導
波路のＴＭモード軸と偏波面保存光ファイバの遅延軸（ＴＭ）とが一致するように軸合わ
せ（すなわち、偏波面が一致している）されている。
なお光集積回路内のＴＭ（消光モードであり迷光成分）、ＴＥ両モード間で生じる遅延に
ついても、同様の趣旨においてこれが偏波面保存光ファイバの群遅延の作用に対する相殺
作用を奏することを避ける必要から、光ファイバと光集積回路の導波路との接合は、遅相
軸（ＴＭ）どうし、速相軸（ＴＥ）どうしを一致させるよう配慮する必要がある。
さらに、前記光ファイバコイルはシングルモード光ファイバから構成され、この両端にそ
れぞれ第１及び第２の偏波面保存光ファイバが接続されてなり、それら両端の偏波面保存
光ファイバの偏波軸と前記光集積回路の分岐光導波路の偏波軸とが共に互いに４５度傾斜
して接続され（デポラライザ）、その第１の偏波面保存光ファイバは前記長さＬに対して
少なくとも２Ｌ以上、第２の偏波面保存光ファイバは少なくとも４Ｌ以上の長さをそれぞ
れ有している。従って、光源光のコヒーレンスに対して十分の群遅延を生じる偏波面保存
光ファイバの長さの１単位をＬとすれば、それぞれを１Ｌ ,２Ｌおよび４Ｌ以上の長さで
これらを作製することで、バイアスの完全に抑圧されたシングルモード光学系を主とする
安価な光ファイバジャイロが実現する。
【００１２】
本発明は光ファイバコイルとしてシングルモード光ファイバ以外のものも利用可能である
が、その低コスト化の趣旨からして、シングルモード光ファイバコイル型の光ファイバジ
ャイロに適用されることを好適とする。この際、コイル内での偏光解消の機能を果たす偏
波面保存光ファイバと本発明の特徴部となる光集積回路の光源側に適用される偏波面保存
光ファイバとの間で、さらに上記と同様の群遅延作用の相殺が一部でも起こらないように
、これら３者の間にも十分の長さの差異を設けておく。
尚、クローズループ方式光ファイバジャイロを用いて実施例を説明したが本発明はオープ
ンループ方式光ファイバジャイロにおいても同様に適用が可能である。
また、実施例では、集積回路としてＹ分岐型ニオブ酸リチウム光導波路を用いて説明した
が、例えば両偏波モードを伝送するチタン拡散型のニオブ酸リチウムの光導波路の一部に
局所的なデバイスとしての何らかの偏光子を組み込んで構成された光集積回路を用いるこ
ともできる。
【００１３】
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【発明の効果】
以上説明したように、光源から光集積回路に至る光ファイバ光学系のうち、光集積回路に
接続する端部には、その両偏波モード間で光源光のコヒーレンス時間を少なくとも越える
だけの群遅延時間差を生じる長さＬを有する偏波面保存光ファイバが適用され、その長さ
Ｌの偏波面保存光ファイバの光源側端点と光源とを結ぶ間はすべてシングルモード光ファ
イバ及びシングルモード光ファイバカプラで構成することにより、従来の光源から光ＩＣ
に至る光ファイバ光学系を高価な偏波面保存光ファイバを使用したＦＯＧバイアス性能（
図５参照）に比べて遜色のないＦＯＧバイアス性能（図６参照）を有し、安価な光ファイ
バジャイロを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のクローズループ方式光ファイバジャイロの構成例を示す図。
【図２】従来のクローズループ方式光ファイバジャイロの構成を示す図。
【図３】光源から光集積回路に至るまでの光ファイバ光学系を全てシングルモード光ファ
イバで構成した光ファイバジャイロの温度試験結果（温度変化に対するバイアスの変化）
を示す図。
【図４】光源から光集積回路に至るまでの光ファイバ光学系の光源側光ファイバの一部を
不十分な長さ（ 20cm程度 )だけ偏波面保存光ファイバに置換した光ファイバジャイロの温
度試験結果（温度変化に対するバイアスの変化）を示す図。
【図５】光源から光集積回路に至るまでの光ファイバ光学系を全て偏波面保存光ファイバ
で構成した光ファイバジャイロの温度試験結果（温度変化に対するバイアスの変化）を示
す図。
【図６】本発明の光源から光ＩＣに至るまでの光ファイバ光学系の光源側光ファイバの一
部を十分な長さ（１ｍ程度 )とした偏波面保存光ファイバを用いた光ファイバジャイロの
温度試験結果（温度変化に対するバイアスの変化）を示す図。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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