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(57)【要約】
【課題】ノズルにより生成される液体状薄膜の表面に現
れるスジ状の波とテラヘルツ波との干渉に起因するノイ
ズの重畳を抑制し、液体試料の真の分光情報を感度よく
計測することができるようにする。
【解決手段】テラヘルツ波発生用半導体１２から発生さ
れるテラヘルツ波を２つに分光するテラヘルツ波分光部
１３と、試料液膜１０１を透過したテラヘルツ波と参照
液膜１０２を透過したテラヘルツ波とを集束させるテラ
ヘルツ波集束部１４と、集束されたテラヘルツ波を検出
するテラヘルツ波検出用半導体１５とを備え、試料液膜
１０１を透過したテラヘルツ波と、参照液膜１０２を透
過したテラヘルツ波とが干渉した状態で検出されるよう
にして、試料液膜１０１に生じているスジ状の波による
ノイズと、参照液膜１０２に生じているスジ状の波によ
るノイズとを相殺させることができるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テラヘルツ波が伝播する経路中に液体試料を配置し、当該液体試料を透過したテラヘル
ツ波の特性を時間分解計測するテラヘルツ時間分解分光装置であって、
　テラヘルツ光源から発生されるテラヘルツ波を２つに分光するテラヘルツ波分光部と、
　上記テラヘルツ波分光部により分光された一方のテラヘルツ波が伝播する経路中に配置
された試料液膜を透過したテラヘルツ波と、上記テラヘルツ波分光部により分光された他
方のテラヘルツ波が伝播する経路中に配置された参照液膜を透過したテラヘルツ波とを集
束させるテラヘルツ波集束部と、
　上記テラヘルツ波集束部により集束されたテラヘルツ波を検出するテラヘルツ波検出部
とを備えたことを特徴とするテラヘルツ時間分解分光装置。
【請求項２】
　上記一方のテラヘルツ波が伝播する経路および上記他方のテラヘルツ波が伝播する経路
の少なくとも一方に、テラヘルツ波の遅延量を可変設定する可変光学遅延部を更に備えた
ことを特徴とする請求項１に記載のテラヘルツ時間分解分光装置。
【請求項３】
　上記可変光学遅延部が有する反射ミラーの移動に合わせて、上記試料液膜および上記参
照液膜の少なくとも一方の配置位置を移動させる液膜移動部を更に備えたことを特徴とす
る請求項２に記載のテラヘルツ時間分解分光装置。
【請求項４】
　フェムト秒レーザ光源から放射されるレーザ光を、上記テラヘルツ光源を動作させるた
めのポンプ光と、上記テラヘルツ波検出部に入射するテラヘルツ波が作り出す微弱電流を
増大させるためのサンプリング光との２つに分けるレーザ光分光部と、
　上記サンプリング光が伝播する経路中に、当該サンプリング光の遅延量を可変設定する
時間分解用可変光学遅延部とを更に備え、
　上記テラヘルツ波分光部および上記テラヘルツ波集束部は、上記ポンプ光に応じて上記
テラヘルツ波光源により発生される上記テラヘルツ波が伝播する経路中に設けられている
ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のテラヘルツ時間分解分光装置。
【請求項５】
　ポンプと、
　上記ポンプの作用により送り出される計測対象の液体を用いて上記試料液膜を生成する
試料液膜生成部と、
　上記ポンプの作用により送り出される参照用の液体を用いて上記参照液膜を生成する参
照液膜生成部とを更に備え、
　上記試料液膜生成部および上記参照液膜生成部はそれぞれ、液体タンクを有する容器、
配管およびノズルを備えて構成され、上記ポンプが上記液体タンクから上記配管を介して
液体を吸い上げて、吸い上げた液体を上記配管を介して上記ノズルに導出し、上記ノズル
から上記液体を噴出させることにより、上記試料液膜および上記参照液膜を形成するよう
に構成し、
　上記溶液タンク内の液体に熱的外乱を与える温度制御部を更に備えたことを特徴とする
請求項１～４の何れか１項に記載のテラヘルツ時間分解分光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テラヘルツ時間分解分光装置に関し、特に、テラヘルツ波が伝播する経路中
に液体試料を配置し、当該液体試料を透過したテラヘルツ波の特性を時間分解計測する装
置に用いて好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　電磁波は、その波長により紫外線、赤外線、マイクロ波、テラヘルツ波などと呼ばれて
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いる。電磁波を用いて物質の種々の特性を計測する技術は、一般的に分光計測もしくは分
光と呼ばれ、その計測装置は分光装置と呼ばれている。ここで、用いる電磁波の波長領域
によって、観測できる現象が大きく変わる。例えば分子の現象では、紫外線では電子状態
を、赤外線では振動状態を、マイクロ波では回転状態をそれぞれ観測することが可能であ
る。
【０００３】
　また、分光法は、電磁波によって計測される物理量によって、吸収分光法または発光分
光法に分類される。吸収分光法では、試料に電磁波を入射させ、試料を通過中または反射
中に電磁波と試料とが相互作用することによって生じる電磁波の変化から、試料の物理的
性質あるいは化学的性質を計測する。発光分光法では、何らかの方法で試料から電磁波を
放出させ、その電磁波の強さを計測する。
【０００４】
　測定する物理量が時間に対してどのように変化するかを計測するには、時間分解分光が
行われる。この時間分解分光法では、超短パルスレーザを使用し、過渡スペクトルを測定
することで、フェムト秒レベルの極めて速い反応であっても進行する様子を観察すること
が可能である。テラヘルツ時間領域分光法は、テラヘルツ波の波形を直接測定することに
よって得られる電磁波の時間波形をフーリエ変換し、テラヘルツ波の振幅と位相の情報を
得る分光法である。
【０００５】
　ところで、分光計測の対象となる被計測物質には、ガス状、固体状、液体状などの形態
がある。それぞれの形態に応じて、電磁波が適切に透過するように被計測物質の設置方法
が工夫されている。例えば、液体状の試料について精度の高い計測を行うには、被計測対
象として分光装置に配置する試料は、電磁波が透過する程度に薄く形成する必要があり、
また、被計測物質以外の不純物が混入しないように設置しなければならない。特に、液体
試料をテラヘルツ波で分光計測する場合には、水分子によるテラヘルツ波の吸収効果が強
いため、検知しようとする計測信号のＳＮ比の悪化を防ぐために、液体を板状の均一な薄
膜にし、板状の部分にテラヘルツ波を透過させて計測を行う必要がある。
【０００６】
　一般に、液体試料の計測では、ガラスなどの電磁波を透過する材料で作られた容器（一
般的には溶液セルと呼ばれる）に試料を挟みこみ、溶液セルの外部から電磁波を入射し、
溶液セルを透過した電磁波を計測している。しかしながら、液体試料を溶液セルに挟み込
んで計測すると、液体試料の分光情報に対してセル材料の分光情報が計測信号にノイズと
して重畳し、真の分光情報を計測する妨げとなる。
【０００７】
　従来、このような問題に鑑みて、溶液セルを用いることなく、ノイズの少ない分光情報
を計測可能にすること目的とした液体薄膜化装置が提案されている（例えば、特許文献１
参照）。この特許文献１に記載の液体薄膜化装置では、液体試料を直接薄膜状にするノズ
ルを用い、ノズルにより生成される液膜の表面に音波または超音波によって表面波を生じ
させることにより、液膜表面の平坦性を低下させ、ノズルの欠点である電磁波の干渉性を
取り除くようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１―１２７９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献１では、ノズルにより生じる液体状薄膜の表面が極めて平坦であると、液
膜の表面と裏面との間の多重干渉が起こってノイズを生じるため、これを防ぐことを目的
として、液膜の表面に音波または超音波の波を発生させるようにしている。しかしながら
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、実際には、ノズルによって全く平坦な液体状薄膜を作ることは極めて困難である。実際
には、液膜面にはスジ状の波が生じることがある。そして、このスジ状の波の大きさがテ
ラヘルツ波の波長と同程度となる場合には、干渉効果が生じ、それに起因したノイズが計
測信号に重畳してしまう。
【００１０】
　一般に、テラヘルツ時間分解分光において計測に使用するテラヘルツ波の帯域は、１～
３ＴＨｚ程度である。テラヘルツ波は、１ＴＨｚでの波長は３００ミクロン、３ＴＨｚで
の波長は１００ミクロンである。この場合、ノズルによって生成される液膜の表面に現れ
るスジ状の波は、計測に使用するテラヘルツ波の波長と同程度の寸法となるため、干渉に
よるノイズを発生させてしまう。
【００１１】
　また、ノズルから液体を噴出させるための動力源としてポンプを用いると、ポンプ特有
の脈動が発生し、送り出す液体に振動を作り出してしまう。この液体の振動は、ノズルか
ら液体が噴出されることによって形成される液膜にも伝わり、液膜上に生じているスジ状
の波を振動させる。その結果、液膜を通過するテラヘルツ波は、あたかも、自分の波長と
同じ寸法の波が振動している網目を通過するような状況となり、計測信号にノイズを重畳
させてしまうことは避けられない。
【００１２】
　本発明は、このような問題を解決するために成されたものであり、ノズルにより生成さ
れる液体状薄膜の表面に現れるスジ状の波とテラヘルツ波との干渉に起因するノイズの重
畳を抑制し、液体試料の真の分光情報を感度よく計測することができるようにすることを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記した課題を解決するために、本発明では、テラヘルツ光源から発生されるテラヘル
ツ波を２つに分光し、一方のテラヘルツ波が試料液膜を透過するとともに、他方のテラヘ
ルツ波が参照液膜を透過するようにし、試料液膜および参照液膜を透過したそれぞれのテ
ラヘルツ波を集束させて検出するようにしている。
【発明の効果】
【００１４】
　上記のように構成した本発明によれば、試料液膜を透過したテラヘルツ波と、参照液膜
を透過したテラヘルツ波とが干渉した状態で検出されることとなるので、試料液膜に生じ
ているスジ状の波によるノイズと、参照液膜に生じているスジ状の波によるノイズとを相
殺させることができる。このとき、試料液膜と参照液膜とが同じ液体から作られたもので
あれば、試料液膜の真の分光情報も参照液膜の真の分光情報によって相殺される。これに
対し、試料液膜が参照液膜と異なる特性を有するものであれば、その異なる特性以外の分
光情報が相殺されて、当該異なる特性、つまり試料液膜の特徴的な特性に関する分光情報
のみが検出されることとなる。これにより、本発明によれば、液膜の表面に現れるスジ状
の波とテラヘルツ波との干渉に起因するノイズの重畳を抑制し、液体試料の真の分光情報
を感度よく計測することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態によるテラヘルツ時間分解分光装置の構成例を示す図である。
【図２】液膜を生成するための本実施形態による液体循環装置の構成例を示す図である。
【図３】液膜を生成するための本実施形態による液体循環装置の他の構成例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本実施形態によるテラ
ヘルツ時間分解分光装置の構成例を示す図である。本実施形態のテラヘルツ時間分解分光
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装置は、テラヘルツ波が伝播する経路中に液体試料を配置し、当該液体試料を透過したテ
ラヘルツ波の特性を時間分解計測するものである。具体的には、液体試料を透過したテラ
ヘルツ波の時間波形を検出し、その検出信号をフーリエ変換して、テラヘルツ波の周波数
毎の振幅と位相の情報を得る。光源としては、励起光であるフェムト秒レーザパルスを用
いる。
【００１７】
　図１に示すように、本実施形態のテラヘルツ時間分解分光装置は、フェムト秒レーザ光
源１０、レーザ光分光部１１、テラヘルツ波発生用半導体１２（特許請求の範囲のテラヘ
ルツ光源に相当）、テラヘルツ波分光部１３、テラヘルツ波集束部１４、テラヘルツ波検
出用半導体１５（特許請求の範囲のテラヘルツ波検出部に相当）、時間分解用可変光学遅
延部１６、バランス用可変光学遅延部１７（特許請求の範囲の可変光学遅延部に相当）お
よびテラヘルツ信号検出装置２０を備えて構成されている。
【００１８】
　レーザ光分光部１１は、フェムト秒レーザ光源１０から放射されるレーザ光（フェムト
秒レーザパルス）を、テラヘルツ光源であるテラヘルツ波発生用半導体１２を動作させる
ためのポンプ光と、テラヘルツ波検出部であるテラヘルツ波検出用半導体１５に入射して
いるテラヘルツ波が作り出す微弱電流を増大させるためのサンプリング光との２つに分け
る。具体的に、レーザ光分光部１１は、半透過ミラーにより構成される。
【００１９】
　テラヘルツ波分光部１３は、テラヘルツ波発生用半導体１２から発生されるテラヘルツ
波を２つに分光する。具体的に、テラヘルツ波分光部１３は、放物面ミラー１３ａ、三角
プリズム１３ｂおよび２つの反射ミラー１３ｃ，１３ｄにより構成される。
【００２０】
　テラヘルツ波発生用半導体１２から発生されたテラヘルツ波は、放物面ミラー１３ａに
よって反射し、収差なく平行な光線束として出力される。この光線束としてのテラヘルツ
波は、三角プリズム１３ｂの２つの面でそれぞれ反射し、２つの方向に分光される。そし
て、一方の方向に分光されたテラヘルツ波は、反射ミラー１３ｃによって反射され、試料
液膜１０１を透過する。他方の方向に分光されたテラヘルツ波は、反射ミラー１３ｄによ
って反射され、参照液膜１０２を透過する。なお、試料液膜１０１および参照液膜１０２
については詳細を後述する。
【００２１】
　テラヘルツ波集束部１４は、試料液膜１０１を透過したテラヘルツ波と、参照液膜１０
２を透過したテラヘルツ波とを集束させる。具体的に、テラヘルツ波集束部１４は、放物
面ミラー１４ａ、三角プリズム１４ｂおよび２つの反射ミラー１４ｃ，１４ｄにより構成
される。
【００２２】
　試料液膜１０１を透過した一方のテラヘルツ波は、反射ミラー１４ｃおよび三角プリズ
ム１４ｂを順次反射して、放物面ミラー１４ａへ入射する。一方、参照液膜１０２を透過
した他方のテラヘルツ波は、反射ミラー１４ｄおよび三角プリズム１４ｂを順次反射して
、放物面ミラー１４ａへ入射する。放物面ミラー１４ａは、三角プリズム１４ｂから平行
に入射する光線束（試料液膜１０１と透過したテラヘルツ波および参照液膜１０２を透過
したテラヘルツ波の束）を収差なくテラヘルツ波検出用半導体１５の焦点に集める。
【００２３】
　テラヘルツ波検出用半導体１５は、テラヘルツ波集束部１４により集束されたテラヘル
ツ波を検出し、その波形を表すテラヘルツ波信号を出力する。テラヘルツ信号検出装置２
０は、このテラヘルツ波信号を検出し、当該検出信号をフーリエ変換することにより、テ
ラヘルツ波の周波数毎の振幅と位相の情報を得る。
【００２４】
　時間分解用可変光学遅延部１６は、レーザ光分光部１１により分光された一方のレーザ
光であるサンプリング光が伝播する経路中に設けられ、当該サンプリング光の遅延量を可
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変設定する。この時間分解用可変光学遅延部１６は、２つの反射ミラー１６ａ，１６ｂを
有しており、この反射ミラー１６ａ，１６ｂが矢印Ａの方向に物理的に平行移動可能に構
成されている。これにより、サンプリング光の遅延時間を可変にしている。この時間分解
用可変光学遅延部１６は、サンプリング光がテラヘルツ波検出部１５に到達するタイミン
グをずらしながらテラヘルツ波の時間変化を計測するために用いられる。
【００２５】
　バランス用可変光学遅延部１７は、テラヘルツ波分光部１３で分光された２つのテラヘ
ルツ波のうち、参照液膜１０２を透過するテラヘルツ波が伝播する経路上に設けられ、当
該テラヘルツ波の遅延量を可変設定する。このバランス用可変光学遅延部１７は、上述し
た２つの反射ミラー１３ｄ，１４ｄを有しており、この反射ミラー１３ｄ，１４ｄが矢印
Ｂの方向に物理的に平行移動可能に構成されている。このバランス用可変光学遅延部１７
は、テラヘルツ波分光部１３にて２分したテラヘルツ波について、液膜を含む光路の差が
無くなってバランスするように、参照液膜１０２側のテラヘルツ波の遅延量を調整するた
めに用いられる。
【００２６】
　図２は、試料液膜１０１および参照液膜１０２を生成するための液体循環装置の構成例
を示す図である。図２に示すように、本実施形態の液体循環装置は、チューブポンプ２１
と、計測対象の液体を用いて試料液膜１０１を生成する試料液膜生成部２２Ｓと、参照用
の液体を用いて参照液膜１０２を生成する参照液膜生成部２２Ｒとを備えて構成されてい
る。
【００２７】
　試料液膜生成部２２Ｓは、容器２３Ｓ、往路配管２４Ｓ、復路配管２５Ｓおよびノズル
２６Ｓを備えて構成されている。容器２３Ｓには、液体タンク２３Ｓａが設けられている
。同様に、参照液膜生成部２２Ｒは、容器２３Ｒ、往路配管２４Ｒ、復路配管２５Ｒおよ
びノズル２６Ｒを備えて構成されている。容器２３Ｒには、液体タンク２３Ｒａが設けら
れている。このように、試料液膜生成部２２Ｓおよび参照液膜生成部２２Ｒは、全く同じ
構成を有しており、構造的および機構的に同じものとなっている。
【００２８】
　チューブポンプ２１は、試料液膜生成部２２Ｓの液体タンク２３Ｓａから復路配管２５
Ｓを介して計測対象の液体を吸い上げて、吸い上げた液体を往路配管２４Ｓを介してノズ
ル２６Ｓに導出する。そして、ノズル２６Ｓから液体が噴出されることにより、試料液膜
１０１が形成される。試料液膜１０１は、水滴となって液体タンク２３Ｓａに溜まり、チ
ューブポンプ２１によって再び吸い上げられる。
【００２９】
　また、チューブポンプ２１は、参照液膜生成部２２Ｒの液体タンク２３Ｒａから復路配
管２５Ｒを介して参照用の液体を吸い上げて、吸い上げた液体を往路配管２４Ｒを介して
ノズル２６Ｒに導出する。そして、ノズル２６Ｒから液体が噴出されることにより、参照
液膜１０２が形成される。参照液膜１０２は、水滴となって液体タンク２３Ｒａに溜まり
、チューブポンプ２１によって再び吸い上げられる。
【００３０】
　このように、液体タンク２３Ｓａ内の液体が試料液膜生成部２２Ｓ内を循環し、その循
環の過程でノズル２６Ｓにより試料液膜１０１が形成されるようになっている。また、液
体タンク２３Ｒａ内の液体が試料液膜生成部２２Ｒ内を循環し、その循環の過程でノズル
２６Ｒにより参照液膜１０２が形成されるようになっている。なお、試料液膜１０１およ
び参照液膜１０２は共に、その液膜面にスジ状の波が生じている。また、チューブポンプ
２１特有の脈動の影響を受けて、スジ状の波が振動している。
【００３１】
　本実施形態では、試料液膜生成部２２Ｓと同じ構成の参照液膜生成部２２Ｒを設け、テ
ラヘルツ波分光部１３により２分したテラヘルツ波を試料液膜１０１および参照液膜１０
２の両方を透過させた後に集光させて検出することにより、振動するスジ状の波によって
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計測信号に重畳するノイズを相殺することができるようにしている。
【００３２】
　具体的には、試料液膜生成部２２Ｓの液体タンク２３Ｓａと参照液膜生成部２２Ｒの液
体タンク２３Ｒａとに同じ液体を貯蔵し、当該同じ液体を１つのチューブポンプ２１で吸
い上げて循環させて、試料液膜１０１および参照液膜１０２を形成する。そして、この試
料液膜１０１および参照液膜１０２を透過させたテラヘルツ波をテラヘルツ波検出用半導
体１５にて検出し、テラヘルツ波検出用半導体１５から出力されるテラヘルツ波信号をテ
ラヘルツ信号検出装置２０にて検出する。
【００３３】
　このとき、参照液膜１０２側のテラヘルツ波の光路に付加しているバランス用可変光学
遅延部１７を操作することで、試料液膜１０１側のテラヘルツ波と参照液膜１０２側のテ
ラヘルツ波とで液膜を含む光路の差が無くなるように調整することができる。すなわち、
バランス用可変光学遅延部１７を操作して参照液膜１０２側のテラヘルツ波の遅延量を変
えることにより、テラヘルツ信号検出装置２０にて検出されるテラヘルツ波信号がゼロと
なるように調整することができる。
【００３４】
　このようにテラヘルツ波信号がゼロになる状況においては、試料液膜１０１を透過した
テラヘルツ波と参照液膜１０２を透過したテラヘルツ波とがバランスしている状況である
。したがって、このバランス状況を作り出したバランス用可変光学遅延部１７の状態を維
持したまま、試料液膜生成部２２Ｓの液体タンク２３Ｓａに貯蔵する試料液体として、参
照液膜生成部２２Ｒの液体タンク２３Ｒａに貯蔵する参照液体と異なる液体を用いると、
バランス状態からのズレを極めて敏感に検知することができるようになる。
【００３５】
　すなわち、同じ液体を用いて試料液膜１０１および参照液膜１０２を形成し、両液膜１
０１，１０２を透過したテラヘルツ波がバランスする状態を作り出した後、試料液膜生成
部２２Ｓの液体タンク２３Ｓａに計測対象の液体を貯蔵し、試料液膜１０１を形成してテ
ラヘルツ波を透過させる。すると、振動するスジ状の波によって計測信号に重畳するノイ
ズは相殺されたまま、計測対象の液体に特有の特性を表した分光情報を、参照液膜１０２
を透過したテラヘルツ波の特性の差分として敏感に検出することが可能となる。
【００３６】
　例えば、参照液膜生成部２２Ｒの液体タンク２３Ｒａに製造直後の飲料製品を貯蔵し、
試料液膜生成部２２Ｓの液体タンク２３Ｓａに返品された飲料製品を貯蔵してテラヘルツ
時間分解分光計測を行うことにより、試料液膜１０１に生じているスジ状の波によるノイ
ズの影響を受けることなく、返品された飲料製品に特有の特性を表した真の分光情報を検
出することが可能となる。例えば、返品された飲料製品に何らかの毒物の分子が混入して
いると、その毒物由来の分光情報を敏感にテラヘルツ波信号として検知することができる
。
【００３７】
　なお、図１に示した構成（少なくとも、テラヘルツ波発生用半導体１２からテラヘルツ
波検出用半導体１５までの経路部分の構成）および図２に示した構成を真空容器で覆い、
テラヘルツ波発生用半導体１２により発生されるテラヘルツ波を真空中で伝播させるよう
にするのが好ましい。また、容器２３Ｓ，２３Ｒは、テラヘルツ波に対して透明な材料（
ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラスなど）で構成するのが好ましい。さらに、容器２
３Ｓ，２３Ｒのテラヘルツ波の経路上に、テラヘルツ波が通過するビーム通過穴を設ける
のが更に好ましい。
【００３８】
　以上詳しく説明したように、本実施形態では、テラヘルツ波発生用半導体１２から発生
されるテラヘルツ波をテラヘルツ波分光部１３によって２つに分光し、一方のテラヘルツ
波が試料液膜１０１を透過するとともに、他方のテラヘルツ波が参照液膜１０２を透過す
るようにし、試料液膜１０１および参照液膜１０２を透過したそれぞれのテラヘルツ波を
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集束させてテラヘルツ波検出用半導体１５により検出するようにしている。
【００３９】
　このように構成した本実施形態によれば、試料液膜１０１を透過したテラヘルツ波と、
参照液膜１０２を透過したテラヘルツ波とが干渉した状態で検出されることとなるので、
試料液膜１０１に生じているスジ状の波によるノイズと、参照液膜１０２に生じているス
ジ状の波によるノイズとを相殺させることができる。このとき、試料液膜１０１が参照液
膜１０２と異なる特性を有するものであれば、その異なる特性以外の分光情報が相殺され
て、当該異なる特性、つまり試料液膜１０１の特徴的な特性に関する分光情報のみが検出
されることとなる。これにより、本実施形態によれば、液膜の表面に現れるスジ状の波と
テラヘルツ波との干渉に起因するノイズの重畳を抑制し、液体試料の真の分光情報を感度
よく計測することができる。
【００４０】
　図３は、液体循環装置の他の構成例を示す図である。なお、図３において、図２に示し
た構成要素と同一の機能を有する構成要素には同一の符号を付している。図３に示す液体
循環装置は、図２に示した構成に加えて、液体タンク２３Ｓａ，２３Ｒａ内の液体に熱的
外乱を与える温度制御部を更に備えている。温度制御部は、加熱／冷却素子３１Ｓ，３１
Ｒと、当該加熱／冷却素子３１Ｓ，３１Ｒを駆動する駆動回路３２とから構成されている
。加熱／冷却素子３１Ｓ，３１Ｒは、例えばペルチェ素子により構成することが可能であ
る。
【００４１】
　試料液膜１０１および参照液膜１０２の液膜面にスジ状の波が生じる原因は、ノズル２
６の出口で形成される液体の乱流である。ノズル２６の小さな穴から噴出する液体の乱流
は、当該ノズル２６の穴から飛び出す液体の粘性が関係している。すなわち、液体の乱流
は、液体の粘度が高いほど少なくなる。そして、液体の粘度は、液体の温度に強く依存す
る。すなわち、液体の温度が低くなるほど粘度が上がる。
【００４２】
　図３に示す液体循環装置では、加熱／冷却素子３１Ｓ，３１Ｒを用いて液体タンク２３
Ｓａ，２３Ｒａ内の液体の温度を下げることにより、液体の粘度を上げることが可能とな
っている。その結果、ノズル２６から噴出する液体の乱流を減らして、試料液膜１０１お
よび参照液膜１０２におけるスジ状の波の発生を低減させることができる。試料液膜１０
１および参照液膜１０２に発生するスジ状の波が少なければ、光学系のバランスによるノ
イズの相殺効果も高まる。
【００４３】
　例えば、ジュースやお茶のように粘度が比較的低い飲料製品を計測対象とする場合は、
上記のように加熱／冷却素子３１Ｓ，３１Ｒを用いて液体タンク２３Ｓａ，２３Ｒａ内の
液体の温度を下げることにより、試料液膜１０１および参照液膜１０２に発生するスジ状
の波を低減し、光学系のバランスによるノイズの相殺効果を高めることができる。
【００４４】
　一方、計測対象とする液体には、オリーブオイルや乳液（化粧品）など、極めて粘度の
高いものも含まれる。この場合、最大の加圧力がそれほど高くないチューブポンプ２１を
用いて液体循環装置を構成すると、高粘度の液体に対してチューブポンプ２１の加圧力が
不足することがある。この場合は、加熱／冷却素子３１Ｓ，３１Ｒを用いて液体タンク２
３Ｓａ，２３Ｒａ内の液体の温度を上げることにより、液体の粘度を低減させ、チューブ
ポンプ２１の稼働範囲内で液体を循環させることが可能となる。
【００４５】
　以上のように、加熱／冷却素子３１Ｓ，３１Ｒを用いて、液体タンク２３Ｓａ，２３Ｒ
ａ内の液体の温度を制御することにより、スジ状の波の発生を低減させたり、チューブポ
ンプ２１に必要とされる加圧範囲を一定範囲内に収めたりすることができる。このため、
計測対象とする液体の粘度に応じて、開口寸法の異なるノズル２６に交換したり、加圧能
力の異なるチューブポンプ２１に交換したりする必要がなく、汎用性の高い液体循環装置
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を構築することが可能となる。
【００４６】
　なお、加圧能力が十分に高いポンプを用いる場合は、加熱／冷却素子３１Ｓ，３１Ｒの
代わりに、冷却のみを行うことが可能な冷却素子を用いるようにしてもよい。
【００４７】
　なお、上記実施形態では、テラヘルツ波が参照液膜１０２を透過する方の光路上にバラ
ンス用可変光学遅延部１７を設ける例について説明したが、試料液膜１０１側の光路上に
バランス用可変光学遅延部１７を設けるようにしてもよい。あるいは、試料液膜１０１側
の光路上および参照液膜１０２側の光路上の双方にバランス用可変光学遅延部１７を設け
るようにしてもよい。
【００４８】
　また、上記実施形態において、バランス用可変光学遅延部１７によってテラヘルツ波の
遅延量を調整する例について説明したが、当該バランス用可変光学遅延部１７が有する反
射ミラー１３ｄ，１４ｄの移動に合わせて、参照液膜１０２の配置位置を移動させる液膜
移動部を更に備えるようにしてもよい。例えば、ノズル２６Ｒを矢印Ｂの方向に物理的に
平行移動可能に構成することにより、液膜移動部を構成することが可能である。なお、試
料液膜１０１側の光路上にバランス用可変光学遅延部１７を設ける場合は、ノズル２６Ｓ
を物理的に平行移動可能に構成する。
【００４９】
　また、上記実施形態では、サンプリング光が伝播する経路中に時間分解用可変光学遅延
部１６を配置する例について説明したが、ポンプ光が伝播する経路中に時間分解用可変光
学遅延部１６を配置するようにしてもよい。
【００５０】
　また、上記実施形態では、液体循環装置にチューブポンプ２１を用いる例について説明
したが、これ以外のタイプのポンプを用いることも可能である。殆どのポンプには脈動が
発生するので、ノズル２６によって形成される液膜上に生じるスジ状の波に対して振動を
与えてしまうという問題が生じる。本実施形態によれば、どのようなタイプのポンプを用
いた場合でも、液膜の表面に現れるスジ状の波とテラヘルツ波との干渉に起因するノイズ
の重畳を抑制し、液体試料の真の分光情報を感度よく計測することが可能である。
【００５１】
　その他、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示した
ものに過ぎず、これによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないもので
ある。すなわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々
な形で実施することができる。
【符号の説明】
【００５２】
　１１　レーザ光分光部
　１２　テラヘルツ波発生用半導体（テラヘルツ波光源）
　１３　テラヘルツ波分光部
　１４　テラヘルツ波集束部
　１５　テラヘルツ波検出用半導体（テラヘルツ波検出部）
　１６　時間分解用可変光学遅延部
　１７　バランス用可変光学遅延部（可変光学遅延部）
　２１　チューブポンプ
　２２Ｓ　試料液膜生成部
　２２Ｒ　参照液膜生成部
　２６Ｓ，２６Ｒ　ノズル
　３１Ｓ，３１Ｒ　加熱／冷却素子
　３２　駆動回路
　１０１　試料液膜



(10) JP 2017-78599 A 2017.4.27

　１０２　参照液膜

【図１】 【図２】
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