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(57)【要約】
【課題】時間強度波形を構成する光の波長成分（周波数
成分）を制御することを可能とする。
【解決手段】強度スペクトル関数及び位相スペクトル関
数を含む周波数領域の第１波形関数に対してフーリエ変
換を行い、時間強度波形関数及び時間位相波形関数を含
む時間領域の第２波形関数を生成する。第２波形関数に
対し、所望の波形に基づく時間強度波形関数の置き換え
を行う。所望の波長帯域に従って予め生成されたターゲ
ットスペクトログラムに第２波形関数のスペクトログラ
ムが近づくように、第２波形関数を修正する。修正後の
第２波形関数に対して逆フーリエ変換を行い、周波数領
域の第３波形関数を生成する。第３波形関数の強度スペ
クトル関数又は位相スペクトル関数に基づいてデータを
生成する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間光変調器を制御するデータを作成する装置であって、
　強度スペクトル関数及び位相スペクトル関数を含む周波数領域の第１波形関数に対して
フーリエ変換を行い、時間強度波形関数及び時間位相波形関数を含む時間領域の第２波形
関数を生成するフーリエ変換部と、
　前記第２波形関数に対し、所望の波形に基づく前記時間強度波形関数の置き換えを行う
関数置換部と、
　前記所望の波形及び所望の波長帯域に従って予め生成されたターゲットスペクトログラ
ムに前記第２波形関数のスペクトログラムが近づくように前記第２波形関数を修正する波
形関数修正部と、
　修正後の前記第２波形関数に対して逆フーリエ変換を行い、周波数領域の第３波形関数
を生成する逆フーリエ変換部と、
　前記第３波形関数の強度スペクトル関数又は位相スペクトル関数に基づいて前記データ
を生成するデータ生成部と、
　を備える、データ作成装置。
【請求項２】
　前記波形関数修正部は、前記第２波形関数のスペクトログラムと前記ターゲットスペク
トログラムとの類似度を表す評価値を算出し、前記評価値が所定の条件を満たすように前
記第２波形関数を修正する、請求項１に記載のデータ作成装置。
【請求項３】
　前記波形関数修正部は、前記第２波形関数を修正するために、前記時間強度波形関数又
は前記時間位相波形関数を変更する、請求項１または２に記載のデータ作成装置。
【請求項４】
　前記ターゲットスペクトログラムを生成するターゲット生成部を更に備え、
　前記ターゲット生成部は、
　前記所望の波形を実現するための強度スペクトル関数及び位相スペクトル関数を含む周
波数領域の第３波形関数に対してフーリエ変換を行い、時間強度波形関数及び時間位相波
形関数を含む時間領域の第４波形関数を生成するフーリエ変換部と、
　前記第４波形関数のスペクトログラムの波長帯域を、前記所望の波長帯域に従って修正
するスペクトログラム修正部と、
　を有する、請求項１～３のいずれか一項に記載のデータ作成装置。
【請求項５】
　入力光を出力する光源と、
　前記入力光を分光する分光素子と、
　分光後の前記入力光の強度スペクトルもしくは位相スペクトルの少なくともいずれか一
方を変調し、変調光を出力する空間光変調器と、
　前記変調光を集光する光学系と、
　を備え、
　前記空間光変調器は、請求項１～４のいずれか一項に記載のデータ作成装置により作成
された前記データに基づいて前記入力光の強度スペクトルもしくは位相スペクトルの少な
くともいずれか一方を変調する、光制御装置。
【請求項６】
　空間光変調器を制御するデータを作成する方法であって、
　強度スペクトル関数及び位相スペクトル関数を含む周波数領域の第１波形関数に対して
フーリエ変換を行い、時間強度波形関数及び時間位相波形関数を含む時間領域の第２波形
関数を生成するフーリエ変換ステップと、
　前記第２波形関数に対し、所望の波形に基づく前記時間強度波形関数の置き換えを行う
関数置換ステップと、
　前記所望の波形及び所望の波長帯域に従って予め生成されたターゲットスペクトログラ
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ムに前記第２波形関数のスペクトログラムが近づくように前記第２波形関数を修正する波
形関数修正ステップと、
　修正後の前記第２波形関数に対して逆フーリエ変換を行い、周波数領域の第３波形関数
を生成する逆フーリエ変換ステップと、
　前記第３波形関数の強度スペクトル関数又は位相スペクトル関数に基づいて前記データ
を生成するデータ生成ステップと、
　を含む、データ作成方法。
【請求項７】
　空間光変調器を制御するデータを作成するプログラムであって、
　強度スペクトル関数及び位相スペクトル関数を含む周波数領域の第１波形関数に対して
フーリエ変換を行い、時間強度波形関数及び時間位相波形関数を含む時間領域の第２波形
関数を生成するフーリエ変換ステップと、
　前記第２波形関数に対し、所望の波形に基づく前記時間強度波形関数の置き換えを行う
関数置換ステップと、
　前記所望の波形及び所望の波長帯域に従って予め生成されたターゲットスペクトログラ
ムに前記第２波形関数のスペクトログラムが近づくように前記第２波形関数を修正する波
形関数修正ステップと、
　修正後の前記第２波形関数に対して逆フーリエ変換を行い、周波数領域の第３波形関数
を生成する逆フーリエ変換ステップと、
　前記第３波形関数の強度スペクトル関数又は位相スペクトル関数に基づいて前記データ
を生成するデータ生成ステップと、
　をコンピュータに実行させる、データ作成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ作成装置、光制御装置、データ作成方法、及びデータ作成プログラム
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　非特許文献１には、空間光変調器（Spatial Light Modulator：ＳＬＭ）を用いて位相
スペクトルを変調することにより、光パルスを成形する技術が開示されている。この文献
では、所望の光パルス波形を得るための位相スペクトルを、反復フーリエ法を用いて算出
している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】M. Hacker, G. Stobrawa, T. Feurer, “Iterative Fourier transform
algorithm for phase-only pulse shaping”, Optics Express, Vol. 9, No. 4, pp.191-
199,13 August 2001
【非特許文献２】Olivier Ripoll, Ville Kettunen, Hans Peter Herzig, “Review ofit
erative Fouriertransform algorithms for beam shaping applications”, OpticalEngi
neering, Vol. 43, No. 11, pp.2549-2556, November 2004
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば超短パルス光といった種々の光の時間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ＳＬＭによって変調するものがある。このよう
な技術では、光の時間強度波形を所望の波形に近づけるための位相スペクトル及び強度ス
ペクトルを算出し、その位相スペクトル及び強度スペクトルを光に与えるための変調パタ
ーンをＳＬＭに呈示させる。
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【０００５】
　しかしながら、従来のこのような技術においては、時間強度波形の形状の制御しかでき
ず、時間強度波形を構成する光の波長成分（周波数成分）を制御することはできない。例
えば、複数のパルスを含む出力光を生成する場合、複数のパルス毎に波長を異ならせるこ
とができれば、レーザ加工装置、超高速撮像カメラ、テラヘルツ波発生装置など様々な装
置への応用が可能となる。
【０００６】
　本発明は、時間強度波形を構成する光の波長成分（周波数成分）を制御することが可能
なデータ作成装置、光制御装置、データ作成方法、及びデータ作成プログラムを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、一形態のデータ作成装置は、空間光変調器を制御する
データを作成する装置であって、強度スペクトル関数及び位相スペクトル関数を含む周波
数領域の第１波形関数に対してフーリエ変換を行い、時間強度波形関数及び時間位相波形
関数を含む時間領域の第２波形関数を生成するフーリエ変換部と、第２波形関数に対し、
所望の波形に基づく時間強度波形関数の置き換えを行う関数置換部と、所望の波形及び所
望の波長帯域に従って予め生成されたターゲットスペクトログラムに第２波形関数のスペ
クトログラムが近づくように第２波形関数を修正する波形関数修正部と、修正後の第２波
形関数に対して逆フーリエ変換を行い、周波数領域の第３波形関数を生成する逆フーリエ
変換部と、第３波形関数の強度スペクトル関数又は位相スペクトル関数に基づいてデータ
を生成するデータ生成部と、を備える。
【０００８】
　一形態のデータ作成方法は、空間光変調器を制御するデータを作成する方法であって、
強度スペクトル関数及び位相スペクトル関数を含む周波数領域の第１波形関数に対してフ
ーリエ変換を行い、時間強度波形関数及び時間位相波形関数を含む時間領域の第２波形関
数を生成するフーリエ変換ステップと、第２波形関数に対し、所望の波形に基づく時間強
度波形関数の置き換えを行う関数置換ステップと、所望の波形及び所望の波長帯域に従っ
て予め生成されたターゲットスペクトログラムに第２波形関数のスペクトログラムが近づ
くように第２波形関数を修正する波形関数修正ステップと、修正後の第２波形関数に対し
て逆フーリエ変換を行い、周波数領域の第３波形関数を生成する逆フーリエ変換ステップ
と、第３波形関数の強度スペクトル関数又は位相スペクトル関数に基づいてデータを生成
するデータ生成ステップと、を含む。
【０００９】
　一形態のデータ作成プログラムは、空間光変調器を制御するデータを作成するプログラ
ムであって、強度スペクトル関数及び位相スペクトル関数を含む周波数領域の第１波形関
数に対してフーリエ変換を行い、時間強度波形関数及び時間位相波形関数を含む時間領域
の第２波形関数を生成するフーリエ変換ステップと、第２波形関数に対し、所望の波形に
基づく時間強度波形関数の置き換えを行う関数置換ステップと、所望の波形及び所望の波
長帯域に従って予め生成されたターゲットスペクトログラムに第２波形関数のスペクトロ
グラムが近づくように第２波形関数を修正する波形関数修正ステップと、修正後の第２波
形関数に対して逆フーリエ変換を行い、周波数領域の第３波形関数を生成する逆フーリエ
変換ステップと、第３波形関数の強度スペクトル関数又は位相スペクトル関数に基づいて
データを生成するデータ生成ステップと、をコンピュータに実行させる。
【００１０】
　これらの装置、方法、及びプログラムにおいては、周波数領域の第１波形関数に対して
フーリエ変換を行うことにより時間領域の第２波形関数を生成したのち、第２波形関数に
対し、所望の波形に基づく時間強度波形関数の置き換えを行う。時間強度波形関数の置き
換えののち、逆フーリエ変換の前に、ターゲットスペクトログラムに第２波形関数のスペ
クトログラムが近づくように第２波形関数を修正する。このターゲットスペクトログラム
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は所望の波形及び所望の波長帯域に従って予め生成されたものであり、この処理によって
、第２波形関数の波長帯域は、所望の波長帯域に修正される。従って、第２波形関数を逆
フーリエ変換して得られる第３波形関数もまた、所望の波長帯域内の関数となる。そして
、空間光変調器を制御するデータは、第３波形関数の強度スペクトル関数又は位相スペク
トル関数に基づいて生成される。以上より、上記の装置、方法、及びプログラムによれば
、時間強度波形を構成する光の波長成分（周波数成分）を制御することが可能となる。
【００１１】
　一形態のデータ作成装置、データ作成方法、及びデータ作成プログラムにおいて、波形
関数修正部（波形関数修正ステップ）は、第２波形関数のスペクトログラムとターゲット
スペクトログラムとの類似度を表す評価値を算出し、評価値が所定の条件を満たすように
第２波形関数を修正してもよい。例えばこのような方式によって、第２波形関数のスペク
トログラムがターゲットスペクトログラムに近づくように第２波形関数を精度良く修正す
ることができる。
【００１２】
　一形態のデータ作成装置、データ作成方法、及びデータ作成プログラムにおいて、波形
関数修正部（波形関数修正ステップ）は、第２波形関数を修正するために、時間強度波形
関数又は時間位相波形関数を変更してもよい。例えばこのような方式によって、ターゲッ
トスペクトログラムに第２波形関数のスペクトログラムが近づくように第２波形関数を好
適に修正することができる。
【００１３】
　一形態のデータ作成装置、データ作成方法、及びデータ作成プログラムは、ターゲット
スペクトログラムを生成するターゲット生成部（ターゲット生成ステップ）を更に備え、
ターゲット生成部（ターゲット生成ステップ）は、所望の波形を実現するための強度スペ
クトル関数及び位相スペクトル関数を含む周波数領域の第３波形関数に対してフーリエ変
換を行い、時間強度波形関数及び時間位相波形関数を含む時間領域の第４波形関数を生成
するフーリエ変換部（フーリエ変換ステップ）と、第４波形関数のスペクトログラムの波
長帯域を、所望の波長帯域に従って修正するスペクトログラム修正部（スペクトログラム
修正ステップ）と、を有してもよい。データ作成装置、データ作成方法、及びデータ作成
プログラムがこのようなターゲット生成部（ターゲット生成ステップ）を備えることによ
って、予めターゲットスペクトログラムを好適に生成することができる。
【００１４】
　また、一形態の光制御装置は、入力光を出力する光源と、入力光を分光する分光素子と
、分光後の入力光の強度スペクトルもしくは位相スペクトルの少なくともいずれか一方を
変調し、変調光を出力する空間光変調器と、変調光を集光する光学系と、を備え、空間光
変調器は、上記いずれかのデータ作成装置により算出されたデータに基づいて入力光の強
度スペクトルもしくは位相スペクトルの少なくともいずれか一方を変調する。この光制御
装置によれば、上記いずれかのデータ作成装置により作成されたデータに基づいて空間光
変調器を制御することによって、時間強度波形を構成する光の波長成分（周波数成分）を
制御することが可能となる。
【００１５】
　また、一形態の計算機合成ホログラムは、上記いずれかのデータ作成方法によって作成
される。この計算機合成ホログラムによって空間光変調器を制御すれば、時間強度波形を
構成する光の波長成分（周波数成分）を制御することが可能となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によるデータ作成装置、光制御装置、データ作成方法、及びデータ作成プログラ
ムによれば、時間強度波形を構成する光の波長成分（周波数成分）を制御することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１】本発明の一実施形態に係る光制御装置の構成を概略的に示す図である。
【図２】光制御装置が備える光学系の構成を示す図である。
【図３】ＳＬＭの変調面を示す図である。
【図４】（ａ）単パルス状の入力光のスペクトル波形を示す図である。（ｂ）入力光の時
間強度波形を示す図である。
【図５】（ａ）ＳＬＭにおいて矩形波状の位相スペクトル変調を与えたときの出力光のス
ペクトル波形を示す図である。（ｂ）出力光の時間強度波形を示す図である。
【図６】位相スペクトル設計部及び強度スペクトル設計部の内部構成を示すブロック図で
ある。
【図７】反復フーリエ変換法による位相スペクトルの計算手順を示す図である。
【図８】位相スペクトル設計部におけるスペクトル位相の計算手順を示す図である。
【図９】強度スペクトル設計部におけるスペクトル強度の計算手順を示す図である。
【図１０】ターゲット生成部におけるターゲットスペクトログラムの生成手順の一例を示
す図である。
【図１１】強度スペクトルを算出する手順の一例を示す図である。
【図１２】（ａ）（ｂ）ターゲットスペクトログラムの作成過程を示す図である。
【図１３】対応する各ターゲットスペクトログラムに対して評価値が所定の条件を満足し
た各スペクトログラムに含まれる２つのドメインの中心波長と、ドメイン間の中心波長間
隔とを示すグラフである。
【図１４】（ａ）ターゲットスペクトログラムの２つのドメインの中心波長の組み合わせ
が（８００ｎｍ，８００ｎｍ）であるときのスペクトル波形を示すグラフである。（ｂ）
（ａ）のスペクトル波形をフーリエ変換して得られた出力光の時間強度波形を示すグラフ
である。
【図１５】（ａ）ターゲットスペクトログラムの２つのドメインの中心波長の組み合わせ
が（８０２ｎｍ，７９８ｎｍ）であるときのスペクトル波形を示すグラフである。（ｂ）
（ａ）のスペクトル波形をフーリエ変換して得られた出力光の時間強度波形を示すグラフ
である。
【図１６】（ａ）第２実施例にて用いられたターゲットスペクトログラムを示す図である
。（ｂ）（ａ）のターゲットスペクトログラムに基づいて算出されたスペクトログラムで
ある。
【図１７】（ａ）第２実施例にて用いられたターゲットスペクトログラムを示す図である
。（ｂ）（ａ）のターゲットスペクトログラムに基づいて算出されたスペクトログラムで
ある。
【図１８】（ａ）図１６（ｂ）のスペクトログラムから算出されたスペクトル波形を示す
グラフである。（ｂ）（ａ）のスペクトル波形をフーリエ変換して得られた出力光の時間
強度波形を示すグラフである。
【図１９】（ａ）図１７（ｂ）のスペクトログラムから算出されたスペクトル波形を示す
グラフである。（ｂ）（ａ）のスペクトル波形をフーリエ変換して得られた出力光の時間
強度波形を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照しながら本発明によるデータ作成装置、光制御装置、データ作成
方法、及びデータ作成プログラム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、重複する説明を省略する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態に係る光制御装置１Ａの構成を概略的に示す図である。図
２は、光制御装置１Ａが備える光学系１０の構成を示す図である。本実施形態の光制御装
置１Ａは、入力光Ｌａから、該入力光Ｌａとは異なる任意の時間強度波形を有する出力光
Ｌｄを生成する。図１に示されるように、光制御装置１Ａは、光源２、光学系１０、及び
変調パターン算出装置（データ作成装置）２０を備える。
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【００２０】
　光源２は、光学系１０に入力される入力光Ｌａを出力する。光源２は例えば固体レーザ
光源等のレーザ光源であり、入力光Ｌａは例えばコヒーレントなパルス光である。光学系
１０は、ＳＬＭ１４を有しており、変調パターン算出装置２０からの制御信号ＳＣをＳＬ
Ｍ１４に受ける。光学系１０は、光源２からの入力光Ｌａを、任意の時間強度波形を有す
る出力光Ｌｄに変換する。変調パターンは、ＳＬＭ１４を制御するためのデータであり、
複素振幅分布の強度あるいは位相分布の強度をファイルに出力されたデータである。変調
パターンは、例えば、計算機合成ホログラム（Computer-Generated Holograms(CGH)）で
ある。
【００２１】
　図２に示されるように、光学系１０は、回折格子１２、レンズ１３、ＳＬＭ１４、レン
ズ１５、及び回折格子１６を有する。回折格子１２は本実施形態における分光素子であり
、光源２と光学的に結合されている。ＳＬＭ１４はレンズ１３を介して回折格子１２と光
学的に結合されている。回折格子１２は、入力光Ｌａを波長成分毎に分光する。なお、分
光素子として、回折格子１２に代えてプリズム等の他の光学部品を用いてもよい。入力光
Ｌａは、回折格子１２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
波長成分を含む光Ｌｂは、レンズ１３によって各波長成分毎に集光され、ＳＬＭ１４の変
調面に結像される。レンズ１３は、光透過部材からなる凸レンズであってもよく、凹状の
光反射面を有する凹面鏡であってもよい。
【００２２】
　ＳＬＭ１４は、入力光Ｌａとは異なる任意の時間強度波形を有する出力光Ｌｄを生成す
るために、光Ｌｂの位相変調と強度変調とを同時に行う。また、ＳＬＭ１４は、位相変調
のみ、または強度変調のみを行ってもよい。ＳＬＭ１４は、例えば位相変調型である。一
実施例では、ＳＬＭ１４はＬＣＯＳ（Liquid crystal on silicon）型である。図３は、
ＳＬＭ１４の変調面１７を示す図である。図３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。方向Ａは、回折格子１２による分光方向である。この変調面１７
はフーリエ変換面として働き、複数の変調領域１７ａのそれぞれには、分光後の対応する
各波長成分が入射する。ＳＬＭ１４は、各変調領域１７ａにおいて、入射した各波長成分
の位相及び強度を他の波長成分から独立して変調する。なお、本実施形態のＳＬＭ１４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。
【００２３】
　ＳＬＭ１４によって変調された変調光Ｌｃの各波長成分は、レンズ１５によって回折格
子１６上の一点に集められる。このときのレンズ１５は、変調光Ｌｃを集光する集光光学
系として機能する。レンズ１５は、光透過部材からなる凸レンズであってもよく、凹状の
光反射面を有する凹面鏡であってもよい。また、回折格子１６は合波光学系として機能し
、変調後の各波長成分を合波する。すなわち、これらのレンズ１５及び回折格子１６によ
り、変調光Ｌｃの複数の波長成分は互いに集光・合波されて出力光Ｌｄとなる。
【００２４】
　レンズ１５よりも前の領域（スペクトル領域）と、回折格子１６よりも後ろの領域（時
間領域）とは、互いにフーリエ変換の関係にあり、スペクトル領域における位相変調は、
時間領域における時間強度波形に影響する。従って、出力光Ｌｄは、ＳＬＭ１４の変調パ
ターンに応じた、入力光Ｌａとは異なる所望の時間強度波形を有することとなる。ここで
、図４（ａ）は、一例として、単パルス状の入力光Ｌａのスペクトル波形（スペクトル位
相Ｇ１１及びスペクトル強度Ｇ１２）を示し、図４（ｂ）は、該入力光Ｌａの時間強度波
形を示す。また、図５（ａ）は、一例として、ＳＬＭ１４において矩形波状の位相スペク
トル変調を与えたときの出力光Ｌｄのスペクトル波形（スペクトル位相Ｇ２１及びスペク
トル強度Ｇ２２）を示し、図５（ｂ）は、該出力光Ｌｄの時間強度波形を示す。図４（ａ
）及び図５（ａ）において、横軸は波長（ｎｍ）を示し、左の縦軸は強度スペクトルの強
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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４（ｂ）及び図５（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。この例では、矩形波状の位相スペクトル波形を出力光Ｌｄに与えるこ
とにより、入力光Ｌａのシングルパルスが、出力光Ｌｄとして高次光を伴うダブルパルス
に変換されている。なお、図５に示されるスペクトル及び波形は一つの例であって、様々
な位相スペクトル及び強度スペクトルの組み合わせにより、出力光Ｌｄの時間強度波形を
様々な形状に整形することができる。
【００２５】
　再び図１を参照する。変調パターン算出装置２０は、例えば、パーソナルコンピュータ
；スマートフォン、タブレット端末などのスマートデバイス；あるいはクラウドサーバな
どのプロセッサを有するコンピュータである。変調パターン算出装置２０は、ＳＬＭ１４
と電気的に接続されており、出力光Ｌｄの時間強度波形を所望の波形に近づけるための位
相変調パターンを算出し、該位相変調パターンを含む制御信号ＳＣをＳＬＭ１４に提供す
る。本実施形態の変調パターン算出装置２０は、所望の波形を得る為の位相スペクトルを
出力光Ｌｄに与える位相変調用の位相パターンと、所望の波形を得る為の強度スペクトル
を出力光Ｌｄに与える強度変調用の位相パターンとを含む位相パターンをＳＬＭ１４に呈
示させる。そのために、変調パターン算出装置２０は、任意波形入力部２１と、位相スペ
クトル設計部２２と、強度スペクトル設計部２３と、変調パターン生成部（データ生成部
）２４とを有する。すなわち、変調パターン算出装置２０に設けられたコンピュータのプ
ロセッサは、任意波形入力部２１の機能と、位相スペクトル設計部２２の機能と、強度ス
ペクトル設計部２３の機能と、変調パターン生成部２４の機能とを実現する。それぞれの
機能は、同じプロセッサにより実現されてもよいし、異なるプロセッサにより実現されて
もよい。
【００２６】
　コンピュータのプロセッサは、変調パターン算出プログラム（データ作成プログラム）
によって、上記の各機能を実現することができる。故に、変調パターン算出プログラムは
、コンピュータのプロセッサを、変調パターン算出装置２０における任意波形入力部２１
、位相スペクトル設計部２２、強度スペクトル設計部２３、及び変調パターン生成部２４
として動作させる。変調パターン算出プログラムは、コンピュータの内部または外部の記
憶装置（記憶媒体）に記憶される。記憶装置は、非一時的記録媒体であってもよい。記録
媒体としては、フレキシブルディスク、ＣＤ、ＤＶＤ等の記録媒体、ＲＯＭ等の記録媒体
、半導体メモリ、クラウドサーバ等が例示される。
【００２７】
　任意波形入力部２１は、操作者からの所望の時間強度波形の入力を受け付ける。操作者
は、所望の時間強度波形に関する情報（例えばパルス幅など）を任意波形入力部２１に入
力する。所望の時間強度波形に関する情報は、位相スペクトル設計部２２及び強度スペク
トル設計部２３に与えられる。位相スペクトル設計部２２は、その時間強度波形に基づい
て、対応する出力光Ｌｄの位相スペクトルを算出する。強度スペクトル設計部２３は、そ
の時間強度波形に基づいて、対応する出力光Ｌｄの強度スペクトルを算出する。変調パタ
ーン生成部２４は、位相スペクトル設計部２２において求められた位相スペクトルと、強
度スペクトル設計部２３において求められた強度スペクトルとを出力光Ｌｄに与えるため
の位相変調パターン（例えば、計算機合成ホログラム）を算出する。そして、算出された
位相変調パターンを含む制御信号ＳＣが、ＳＬＭ１４に提供され、ＳＬＭ１４は、制御信
号ＳＣに基づいて制御される。
【００２８】
　図６は、位相スペクトル設計部２２及び強度スペクトル設計部２３の内部構成を示すブ
ロック図である。図６に示されるように、位相スペクトル設計部２２及び強度スペクトル
設計部２３は、フーリエ変換部２５、関数置換部２６、波形関数修正部２７、逆フーリエ
変換部２８、及びターゲット生成部２９を有する。ターゲット生成部２９は、フーリエ変
換部２９ａ及びスペクトログラム修正部２９ｂを含む。これらの各構成要素の機能につい
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ては、後に詳述する。
【００２９】
　ここで、所望の時間強度波形は時間領域の関数として表され、位相スペクトルは周波数
領域の関数として表される。従って、所望の時間強度波形に対応する位相スペクトルは、
例えば、所望の時間強度波形に基づく反復フーリエ変換によって得られる。図７は、反復
フーリエ変換法による位相スペクトルの計算手順を示す図である。まず、周波数ωの関数
である初期の強度スペクトル関数Ａ0（ω）及び位相スペクトル関数Ψ0（ω）を用意する
（図中の処理番号（１））。一例では、これらの強度スペクトル関数Ａ0（ω）及び位相
スペクトル関数Ψ0（ω）はそれぞれ入力光Ｌａのスペクトル強度及びスペクトル位相を
表す。次に、強度スペクトル関数Ａ0（ω）及び位相スペクトル関数Ψn（ω）を含む周波
数領域の波形関数（ａ）を用意する（図中の処理番号（２））。
【数１】

添え字ｎは、第ｎ回目のフーリエ変換処理後を表す。最初（第１回目）のフーリエ変換処
理の前においては、位相スペクトル関数Ψn（ω）として上述した初期の位相スペクトル
関数Ψ0（ω）が用いられる。ｉは虚数である。
【００３０】
　続いて、上記関数（ａ）に対して周波数領域から時間領域へのフーリエ変換を行う（図
中の矢印Ａ１）。これにより、時間強度波形関数ｂn（ｔ）及び時間位相波形関数Θn（ｔ
）を含む周波数領域の波形関数（ｂ）が得られる（図中の処理番号（３））。
【数２】

続いて、上記関数（ｂ）に含まれる時間強度波形関数ｂn（ｔ）を、所望の波形に基づく
時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）に置き換える（図中の処理番号（４）、（５））
。

【数３】

【数４】

続いて、上記関数（ｄ）に対して時間領域から周波数領域への逆フーリエ変換を行う（図
中の矢印Ａ２）。これにより、強度スペクトル関数Ｂn（ω）及び位相スペクトル関数Ψn

（ω）を含む周波数領域の波形関数（ｅ）が得られる（図中の処理番号（６））。
【数５】

【００３１】
　続いて、上記関数（ｅ）に含まれる強度スペクトル関数Ｂn（ω）を拘束するため、初
期の強度スペクトル関数Ａ0（ω）に置き換える（図中の処理番号（７））。
【数６】
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以降、上記の処理（１）～（７）を複数回繰り返し行うことにより、波形関数中の位相ス
ペクトル関数Ψn（ω）が表す位相スペクトル形状を、所望の時間強度波形に対応する位
相スペクトル形状に近づけることができる。最終的に得られる位相スペクトル関数ΨIFTA

（ω）が、所望の時間強度波形を得るための変調パターンの基になる。
【００３２】
　しかしながら、上述したような反復フーリエ法では、時間強度波形を制御することはで
きるが、時間強度波形を構成する周波数成分（帯域波長）を制御することはできないとい
う問題がある。例えば出力光Ｌｄが複数の光パルスを含む場合、光パルス毎に波長を異な
らせることができれば、レーザ加工装置、超高速撮像カメラ、テラヘルツ波発生装置など
様々な装置への応用が可能となる。
【００３３】
　そこで、本実施形態の変調パターン算出装置２０は、以下に説明する算出方法を用いて
、変調パターンの基になる位相スペクトル関数及び強度スペクトル関数を算出する。図８
は、位相スペクトル設計部２２における位相スペクトル関数の計算手順を示す図である。
まず、周波数ωの関数である初期の強度スペクトル関数Ａ0（ω）及び位相スペクトル関
数Φ0（ω）を用意する（図中の処理番号（１））。一例では、これらの強度スペクトル
関数Ａ0（ω）及び位相スペクトル関数Φ0（ω）はそれぞれ入力光Ｌａのスペクトル強度
及びスペクトル位相を表す。次に、強度スペクトル関数Ａ0（ω）及び位相スペクトル関
数Φ0（ω）を含む周波数領域の第１波形関数（ｇ）を用意する（処理番号（２－ａ））
。但し、ｉは虚数である。
【数７】

【００３４】
　続いて、位相スペクトル設計部２２のフーリエ変換部２５は、上記関数（ｇ）に対して
周波数領域から時間領域へのフーリエ変換を行う（図中の矢印Ａ３）。これにより、時間
強度波形関数ａ0（ｔ）及び時間位相波形関数φ0（ｔ）を含む時間領域の第２波形関数（
ｈ）が得られる（フーリエ変換ステップ、処理番号（３））。

【数８】

【００３５】
　続いて、位相スペクトル設計部２２の関数置換部２６は、次の数式（ｉ）に示されるよ
うに、時間強度波形関数ｂ0（ｔ）に、任意波形入力部２１において入力された所望の波
形に基づく時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）を代入する（処理番号（４－ａ））。
【数９】

【００３６】
　続いて、位相スペクトル設計部２２の関数置換部２６は、次の数式（ｊ）に示されるよ
うに、時間強度波形関数ａ0（ｔ）を時間強度波形関数ｂ0（ｔ）で置き換える。すなわち
、上記関数（ｈ）に含まれる時間強度波形関数ａ0（ｔ）を、所望の波形に基づく時間強
度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）に置き換える（関数置換ステップ、処理番号（５））。

【数１０】

【００３７】
　続いて、位相スペクトル設計部２２の波形関数修正部２７は、置き換え後の第２波形関
数（ｊ）のスペクトログラムが、所望の波長帯域に従って予め生成されたターゲットスペ
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クトログラムに近づくように第２波形関数を修正する。まず、置き換え後の第２波形関数
（ｊ）に対して時間－周波数変換を施すことにより、第２波形関数（ｊ）をスペクトログ
ラムＳＧ0,k（ω，ｔ）に変換する（図中の処理番号（５－ａ））。添え字ｋは、第ｋ回
目の変換処理を表す。
【００３８】
　ここで、時間－周波数変換とは、時間波形のような複合信号に対して、周波数フィルタ
処理または数値演算処理（窓関数をずらしながら乗算して、各々の時間に対してスペクト
ルを導出する処理）を施し、時間、周波数、信号成分の強さ（スペクトル強度）からなる
３次元情報に変換することをいう。また、本実施形態では、その変換結果（時間、周波数
、スペクトル強度）を「スペクトログラム」と定義する。
【００３９】
　時間－周波数変換としては、例えば、短時間フーリエ変換（Short-Time Fourier Trans
form；ＳＴＦＴ）やウェーブレット変換（ハールウェーブレット変換、ガボールウェーブ
レット変換、メキシカンハットウェーブレット変換、モルレーウェーブレット変換）など
がある。
【００４０】
　また、所望の波長帯域に従って予め生成されたターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅ
ｔＳＧ0（ω，ｔ）をターゲット生成部２９から読み出す。このターゲットスペクトログ
ラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）は、目標とする時間波形（時間強度波形とそれを構成
する周波数成分）と概ね同値であり、処理番号（５－ｂ）のターゲットスペクトログラム
関数において生成される。
【００４１】
　次に、位相スペクトル設計部２２の波形関数修正部２７は、スペクトログラムＳＧ0,k

（ω，ｔ）とターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）とのパターンマ
ッチングを行い、類似度（どの程度一致しているか）を調べる。本実施形態では、類似度
を表す指標として、評価値を算出する。そして、続く処理番号（５－ｃ）では、得られた
評価値が、所定の終了条件を満たすか否かの判定を行う。条件を満たせば処理番号（６）
へ進み、満たさなければ処理番号（５－ｄ）へ進む。処理番号（５－ｄ）では、第２波形
関数に含まれる時間位相波形関数φ0（ｔ）を任意の時間位相波形関数φ0,k（ｔ）に変更
する。時間位相波形関数を変更した後の第２波形関数は、ＳＴＦＴなどの時間－周波数変
換により再びスペクトログラムに変換される。以降、上述した処理番号（５－ａ）～（５
－ｃ）が繰り返し行われる。こうして、スペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）がターゲッ
トスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）に次第に近づくように、第２波形関数
が修正される（波形関数修正ステップ）。
【００４２】
　その後、位相スペクトル設計部２２の逆フーリエ変換部２８は、修正後の第２波形関数
に対して逆フーリエ変換を行い（図中の矢印Ａ４）、周波数領域の第３波形関数（ｋ）を
生成する（逆フーリエ変換ステップ、処理番号（６））。
【数１１】

この第３波形関数（ｋ）に含まれる位相スペクトル関数Φ0,k（ω）が、最終的に得られ
る所望の位相スペクトル関数ΦTWC-TFD（ω）となる。この位相スペクトル関数ΦTWC-TFD

（ω）が、変調パターン生成部２４に提供される。
【００４３】
　図９は、強度スペクトル設計部２３におけるスペクトル強度の計算手順を示す図である
。なお、処理番号（１）から処理番号（５－ｃ）までは、上述した位相スペクトル設計部
２２におけるスペクトル位相の計算手順と同様なので説明を省略する。強度スペクトル設
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計部２３の波形関数修正部２７は、スペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）とターゲットス
ペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）との類似度を示す評価値が所定の終了条件
を満たさない場合、第２波形関数に含まれる時間位相波形関数φ0（ｔ）は初期値で拘束
しつつ、時間強度波形関数ｂ0（ｔ）を任意の時間強度波形関数ｂ0,k（ｔ）に変更する（
処理番号（５－ｅ））。時間強度波形関数を変更した後の第２波形関数は、ＳＴＦＴなど
の時間－周波数変換により再びスペクトログラムに変換される。以降、処理番号（５－ａ
）～（５－ｃ）が繰り返し行われる。こうして、スペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）が
ターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）に次第に近づくように、第２
波形関数が修正される（波形関数修正ステップ）。
【００４４】
　その後、強度スペクトル設計部２３の逆フーリエ変換部２８は、修正後の第２波形関数
に対して逆フーリエ変換を行い（図中の矢印Ａ４）、周波数領域の第３波形関数（ｍ）を
生成する（逆フーリエ変換ステップ、処理番号（６））。
【数１２】

【００４５】
　続いて、処理番号（７－ｂ）では、強度スペクトル設計部２３のフィルタ処理部が、第
３波形関数（ｍ）に含まれる強度スペクトル関数Ｂ0,k（ω）に対し、入力光Ｌａの強度
スペクトルに基づくフィルタ処理を行う（フィルタ処理ステップ）。具体的には、強度ス
ペクトル関数Ｂ0,k（ω）に係数αを乗じた強度スペクトルのうち、入力光Ｌａの強度ス
ペクトルに基づいて定められる各波長毎のカットオフ強度を超える部分をカットする。全
ての波長域において、強度スペクトル関数αＢ0,k（ω）が入力光Ｌａのスペクトル強度
を超えないようにするためである。一例では、波長毎のカットオフ強度は、入力光Ｌａの
強度スペクトル（本実施形態では初期の強度スペクトル関数Ａ0（ω））と一致するよう
に設定される。その場合、次の数式（ｎ）に示されるように、強度スペクトル関数αＢ0,

k（ω）が強度スペクトル関数Ａ0（ω）よりも大きい周波数では、強度スペクトル関数Ａ

TWC-TFD（ω）の値として強度スペクトル関数Ａ0（ω）の値が取り入れられる。また、強
度スペクトル関数αＢ0,k（ω）が強度スペクトル関数Ａ0（ω）以下である周波数では、
強度スペクトル関数ＡTWC-TFD（ω）の値として強度スペクトル関数αＢ0,k（ω）の値が
取り入れられる（図中の処理番号（７－ｂ））。
【数１３】

この強度スペクトル関数ＡTWC-TFD（ω）が、最終的に得られる所望のスペクトル強度と
して変調パターン生成部２４に提供される。
【００４６】
　変調パターン生成部２４は、位相スペクトル設計部２２において算出された位相スペク
トル関数ΦTWC-TFD（ω）により示されるスペクトル位相と、強度スペクトル設計部２３
において算出された強度スペクトル関数ＡTWC-TFD（ω）により示されるスペクトル強度
とを出力光Ｌｄに与えるための位相変調パターン（例えば、計算機合成ホログラム）を算
出する（データ生成ステップ）。
【００４７】
　ここで、図１０は、ターゲット生成部２９におけるターゲットスペクトログラムＴａｒ
ｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）の生成手順の一例を示す図である。ターゲットスペクトログラム
ＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）は、目標とする時間波形（時間強度波形とそれを構成する
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数成分（波長帯域成分）を制御するために極めて重要な工程である。図１０に示されるよ
うに、ターゲット生成部２９は、まずスペクトル波形（初期の強度スペクトル関数Ａ0（
ω）及び初期の位相スペクトル関数Φ0（ω））、並びに所望の時間強度波形関数Ｔａｒ
ｇｅｔ0（ｔ）を入力する。また、所望の周波数（波長）帯域情報を含む時間関数ｐ0（ｔ
）を入力する（処理番号（１））。
【００４８】
　次に、ターゲット生成部２９は、例えば図７に示された反復フーリエ変換法、或いは非
特許文献１または２に記載された方法を用いて、時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）
を実現するための位相スペクトル関数ΦIFTA（ω）を算出する（処理番号（２））。
【００４９】
　続いて、ターゲット生成部２９は、先に得られた位相スペクトル関数ΦIFTA（ω）を利
用した反復フーリエ変換法により、時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）を実現するた
めの強度スペクトル関数ＡIFTA（ω）を算出する（処理番号（３））。ここで、図１１は
、強度スペクトル関数ＡIFTA（ω）を算出する手順の一例を示す図である。
【００５０】
　まず、初期の強度スペクトル関数Ａk=0（ω）及び位相スペクトル関数Ψ0（ω）を用意
する（図中の処理番号（１））。次に、強度スペクトル関数Ａk（ω）及び位相スペクト
ル関数Ψ0（ω）を含む周波数領域の波形関数（ｏ）を用意する（図中の処理番号（２）
）。
【数１４】

添え字ｋは、第ｋ回目のフーリエ変換処理後を表す。最初（第１回目）のフーリエ変換処
理の前においては、強度スペクトル関数Ａk（ω）として上記の初期強度スペクトル関数
Ａk=0（ω）が用いられる。ｉは虚数である。
【００５１】
　続いて、上記関数（ｏ）に対して周波数領域から時間領域へのフーリエ変換を行う（図
中の矢印Ａ５）。これにより、時間強度波形関数ｂk（ｔ）を含む周波数領域の波形関数
（ｐ）が得られる（図中の処理番号（３））。
【数１５】

【００５２】
　続いて、上記関数（ｐ）に含まれる時間強度波形関数ｂk（ｔ）を、所望の波形に基づ
く時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）に置き換える（図中の処理番号（４）、（５）
）。

【数１６】

【数１７】

【００５３】
　続いて、上記関数（ｒ）に対して時間領域から周波数領域への逆フーリエ変換を行う（
図中の矢印Ａ６）。これにより、強度スペクトル関数Ｃk（ω）及び位相スペクトル関数
Ψk（ω）を含む周波数領域の波形関数（ｓ）が得られる（図中の処理番号（６））。
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【数１８】

続いて、上記関数（ｓ）に含まれる位相スペクトル関数Ψk（ω）を拘束するため、初期
の位相スペクトル関数Ψ0（ω）に置き換える（図中の処理番号（７－ａ））。
【数１９】

【００５４】
　また、逆フーリエ変換後の周波数領域における強度スペクトル関数Ｃk（ω）に対し、
入力光Ｌａの強度スペクトルに基づくフィルタ処理を行う。具体的には、強度スペクトル
関数Ｃk（ω）により表される強度スペクトルのうち、入力光Ｌａの強度スペクトルに基
づいて定められる各波長毎のカットオフ強度を超える部分をカットする。一例では、波長
毎のカットオフ強度は、入力光Ｌａの強度スペクトル（例えば初期の強度スペクトル関数
Ａk=0（ω））と一致するように設定される。その場合、次の数式（ｕ）に示されるよう
に、強度スペクトル関数Ｃk（ω）が強度スペクトル関数Ａk=0（ω）よりも大きい周波数
では、強度スペクトル関数Ａk（ω）の値として強度スペクトル関数Ａk=0（ω）の値が取
り入れられる。また、強度スペクトル関数Ｃk（ω）が強度スペクトル関数Ａk=0（ω）以
下である周波数では、強度スペクトル関数Ａk（ω）の値として強度スペクトル関数Ｃk（
ω）の値が取り入れられる（図中の処理番号（７－ｂ））。

【数２０】

上記関数（ｓ）に含まれる強度スペクトル関数Ｃk（ω）を、上記数式（ｕ）によるフィ
ルタ処理後の強度スペクトル関数Ａk（ω）に置き換える。
【００５５】
　以降、上記の処理（１）～（７－ｂ）を繰り返し行うことにより、波形関数中の強度ス
ペクトル関数Ａk（ω）が表す強度スペクトル形状を、所望の時間強度波形に対応する強
度スペクトル形状に近づけることができる。最終的に、強度スペクトル関数ＡIFTA（ω）
が得られる。
【００５６】
　再び図１０を参照する。以上に説明した処理番号（２）、（３）における位相スペクト
ル関数ΦIFTA（ω）及び強度スペクトル関数ＡIFTA（ω）の算出によって、これらの関数
を含む周波数領域の第３波形関数（ｖ）が得られる（処理番号（４））。

【数２１】

ターゲット生成部２９のフーリエ変換部２９ａは、上の波形関数（ｖ）をフーリエ変換す
る。これにより、時間領域の第４波形関数（ｗ）が得られる（処理番号（５））。

【数２２】

【００５７】
　ターゲット生成部２９のスペクトログラム修正部２９ｂは、時間－周波数変換により第
４波形関数（ｗ）をスペクトログラムＳＧIFTA（ω，ｔ）に変換する（処理番号（６））
。そして、処理番号（７）では、所望の周波数（波長）帯域情報を含む時間関数ｐ0（ｔ
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）を基にスペクトログラムＳＧIFTA（ω，ｔ）を修正することにより、ターゲットスペク
トログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）を生成する。例えば、２次元データにより構成
されるスペクトログラムＳＧIFTA（ω，ｔ）に現れる特徴的パターンを部分的に切り出し
、時間関数ｐ0（ｔ）を基に当該部分の周波数成分の操作を行う。以下、その具体例につ
いて詳細に説明する。
【００５８】
　例えば、所望の時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）として時間間隔が２ピコ秒であ
るトリプルパルスを設定した場合について考える。このとき、スペクトログラムＳＧIFTA

（ω，ｔ）は、図１２（ａ）に示されるような結果となる。なお、図１２（ａ）において
横軸は時間（単位：フェムト秒）を示し、縦軸は波長（単位：ｎｍ）を示す。また、スペ
クトログラムの値は、図の明暗によって示されており、明るいほどスペクトログラムの値
が大きい。このスペクトログラムＳＧIFTA（ω，ｔ）において、トリプルパルスは２ピコ
秒間隔で時間軸上に分かれたドメインＤ1、Ｄ2、及びＤ3として現れる。ドメインＤ1、Ｄ

2、及びＤ3の中心（ピーク）波長は８００ｎｍである。
【００５９】
　仮に出力光Ｌｄの時間強度波形のみを制御したい（単にトリプルパルスを得たい）場合
には、これらのドメインＤ1、Ｄ2、及びＤ3を操作する必要はない。しかし、各パルスの
周波数（波長）帯域を制御したい場合には、これらのドメインＤ1、Ｄ2、及びＤ3の操作
が必要となる。すなわち、図１２（ｂ）に示されるように、波長軸（縦軸）に沿った方向
に各ドメインＤ1、Ｄ2、及びＤ3を互いに独立して移動させることは、それぞれのパルス
の構成周波数（波長帯域）を変更することを意味する。このような各パルスの構成周波数
（波長帯域）の変更は、時間関数ｐ0（ｔ）を基に行われる。
【００６０】
　例えば、ドメインＤ2のピーク波長を８００ｎｍで据え置き、ドメインＤ1及びＤ3のピ
ーク波長がそれぞれ－２ｎｍ、＋２ｎｍだけ平行移動するように時間関数ｐ0（ｔ）を記
述するとき、スペクトログラムＳＧIFTA（ω，ｔ）は、図１２（ｂ）に示されるターゲッ
トスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）に変化する。例えばスペクトログラム
にこのような処理を施すことによって、時間強度波形の形状を変えずに、各パルスの構成
周波数（波長帯域）が任意に制御されたターゲットスペクトログラムを作成することがで
きる。
【００６１】
　以上に説明した、本実施形態による変調パターン算出装置（データ作成装置）２０、光
制御装置１Ａ、変調パターン算出方法（データ作成方法）、計算機合成ホログラム、及び
変調パターン算出プログラム（データ作成プログラム）によって得られる効果について説
明する。前述したとおり、本実施形態では、周波数領域の第１波形関数（ｇ）に対してフ
ーリエ変換を行うことにより時間領域の第２波形関数（ｈ）を生成したのち、第２波形関
数（ｈ）に対し、所望の波形に基づく時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）の置き換え
を行う。その後、第２波形関数に対して逆フーリエ変換を行い、周波数領域の第３波形関
数（ｋ）及び（ｍ）を生成する。そして、第３波形関数（ｋ）の位相スペクトル関数Φ0,

k（ω）、及び第３波形関数（ｍ）の強度スペクトル関数Ｂ0,k（ω）に基づいて変調パタ
ーンを生成する。これにより、所望の波形を実現するための変調パターンを好適に生成す
ることができる。
【００６２】
　加えて、本実施形態では、時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）の置き換えののち、
逆フーリエ変換の前に、ターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）に第
２波形関数のスペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）が近づくように第２波形関数を修正す
る。このターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）は所望の波長帯域に
従って予め生成されたものであり、この処理によって、第２波形関数の波長帯域は、所望
の波長帯域に修正される。従って、第２波形関数を逆フーリエ変換して得られる第３波形
関数（ｋ）及び（ｍ）もまた、所望の波長帯域内の関数となる。そして、上述したように
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変調パターンは、第３波形関数（ｋ）の位相スペクトル関数Φ0,k（ω）、及び第３波形
関数（ｍ）の強度スペクトル関数Ｂ0,k（ω）に基づいて生成される。以上より、本実施
形態によれば、任意の時間強度波形を構成する光の波長成分（周波数成分）を制御するこ
とが可能となる。
【００６３】
　また、本実施形態のように、波形関数修正部２７は、第２波形関数のスペクトログラム
ＳＧIFTA（ω，ｔ）とターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）との類
似度を表す評価値を算出し、評価値が所定の条件を満たすように第２波形関数を修正して
もよい。例えばこのような方式によって、第２波形関数のスペクトログラムＳＧIFTA（ω
，ｔ）がターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）に近づくように第２
波形関数を精度良く修正することができる。
【００６４】
　また、本実施形態のように、波形関数修正部２７は、第２波形関数を修正するために、
時間強度波形関数ｂ0,k（ｔ）又は時間位相波形関数φ0,k（ｔ）を変更してもよい。例え
ばこのような方式によって、第２波形関数のスペクトログラムＳＧIFTA（ω，ｔ）がター
ゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）に近づくように第２波形関数を好
適に修正することができる。
【００６５】
　なお、変調パターン算出装置、変調パターン算出方法、及び変調パターン算出プログラ
ムは、本実施形態に限られるものではなく、様々な変更が可能である。例えば、本実施形
態では、位相スペクトル設計部２２が位相スペクトル関数ΦTWC-TFD（ω）を算出し、強
度スペクトル設計部２３が強度スペクトル関数ＡTWC-TFD（ω）を算出し、変調パターン
生成部２４が、双方の関数に基づいて変調パターンを生成しているが、変調パターン生成
部は、位相スペクトル関数ΦTWC-TFD（ω）及び強度スペクトル関数ＡTWC-TFD（ω）のう
ち一方に基づいて変調パターンを生成してもよい。
【００６６】
　また、波形関数修正部２７が第２波形関数をスペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）に変
換する際（図８及び図９の処理番号（５－ａ））の時間－周波数変換として、本実施形態
では短時間フーリエ変換（ＳＴＦＴ）及びウェーブレット変換を例示している。時間－周
波数変換処理において重要なことは、時間波形を「時間－周波数情報」であるスペクトロ
グラムＳＧ0,k（ω，ｔ）へ変換することにある。本実施形態では、時間波形のうち時間
強度波形のみを制御する手法（例えば非特許文献１,２）と異なり、その時間波形を構成
する周波数成分（帯域成分）を制御することを主な目的としており、時間波形から時間強
度情報と周波数（帯域）情報とを抽出することに意味があるからである。つまり、時間－
周波数変換としては、ＳＴＦＴ及びウェーブレット変換に限らず、時間波形から周波数情
報を抽出し得る様々な変換処理を適用することができる。
【００６７】
　また、本実施形態では、波形関数修正部２７が、第２波形関数のスペクトログラムＳＧ

IFTA（ω，ｔ）とターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）との類似度
を示す評価値を用いて、これらが互いにどの程度近いかを判定している（図８及び図９の
処理番号（５－ｃ））。ターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）は、
所望の時間波形が、どのような時間強度形状及び周波数（帯域）情報を含むかを表すもの
であり、いわば目標値（設計図）の役割を果たす。従って、本実施形態の評価値は、波形
制御精度を示す指標の一つとなり得る。
【００６８】
　一方、スペクトログラムＳＧIFTA（ω，ｔ）は、周波数ω及び時間tといった２つの変
数を含むので、画像としても扱うことができる。従って、スペクトログラムＳＧIFTA（ω
，ｔ）とターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）とがどの程度一致し
ているかを調べることは、画像解析における各種のパターンマッチング手法を用いた差違
抽出作業であると考えることができる。故に、類似度を示す評価値を利用する方法の他に
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も、例えば、画像の特徴量（周波数や時間軸方向に限定した輪郭・形状など）を抽出して
パターンのマッチング度合いを評価する方法や、画像を複数の部分に分割して部分毎に評
価する方法などを適用することもできる。
【００６９】
　また、本実施形態では、波形関数修正部２７が、評価値が所定の条件を満たさない（ス
ペクトログラムＳＧIFTA（ω，ｔ）とターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（
ω，ｔ）とが乖離している）場合に、時間位相波形関数φ0,k（ｔ）または時間強度波形
関数ｂ0,k（ｔ）を他の任意のものへ変更する（図８の処理番号（５－ｄ）、図９の処理
番号（５－ｅ））。これらの関数φ0,k（ｔ）、ｂ0,k（ｔ）を変更する方法としては、様
々な方法がある。最も簡易な方法としては、関数φ0,k（ｔ）、ｂ0,k（ｔ）をランダムに
変化させる方法がある。また、例えばシミュレーテッドアニーリング法などにより、一定
のルールに従い（確率過程に伴い）関数φ0,k（ｔ）、ｂ0,k（ｔ）の解を探索する方法も
適用可能である。或いは、どのような関数φ0,k（ｔ）、ｂ0,k（ｔ）を用いると評価値が
良くなるかの指標が得られる場合には、その指標を活用してもよい。例えば、処理番号（
５－ａ）にて算出される評価値の大きさや処理番号（５－ｃ）における判定結果を、関数
φ0,k（ｔ）、ｂ0,k（ｔ）の変更の際にフィードバックしてもよい。具体的には、スペク
トログラムＳＧIFTA（ω，ｔ）とターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，
ｔ）との差分値を基に、新たなスペクトログラムNewＳＧ0（ω，ｔ）を作成し、そのNew
ＳＧ0（ω，ｔ）を逆スペクトログラム変換することで、時間波形の形に変形する。この
ようなスペクトログラム上での演算を経て得られたNewＳＧ0（ω，ｔ）を逆スペクトログ
ラム変換することで得られる時間波形の時間位相や時間強度関数には、例えば、どのよう
な関数φ0,k（ｔ）、ｂ0,k（ｔ）を用いると評価値が良くなるかに関する（スペクトログ
ラム上での演算に基づく）指標が含まれる。従って、適宜この指標を時間位相波形関数φ

0,k（ｔ）または時間強度波形関数ｂ0,k（ｔ）の修正にフィードバック利用する手法が考
えられる。
【００７０】
　また、ターゲット生成部２９がターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，
ｔ）を生成する際、図１０に示される処理番号（２）において、時間強度波形関数Ｔａｒ
ｇｅｔ0（ｔ）を実現するための位相スペクトル関数ΦIFTA（ω）を算出する。このとき
、図７に示された反復フーリエ変換法、或いは非特許文献１または２に記載された方法を
用い得ることを先に述べたが、位相スペクトル関数ΦIFTA（ω）の算出方法はこれらに限
られず、時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）の生成を実現し得るような、解析的若し
くは近似的に求められる位相スペクトル関数ΦIFTA（ω）を用いても良い。
【００７１】
　また、ターゲット生成部２９がターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，
ｔ）を生成する際、図１０に示される処理番号（３）において、時間強度波形関数Ｔａｒ
ｇｅｔ0（ｔ）を実現するための強度スペクトル関数ＡIFTA（ω）を算出する。このとき
、図９に示された、改良された反復フーリエ変換法を用いて強度スペクトル関数ＡIFTA（
ω）を算出する例を先に述べたが、強度スペクトル関数ＡIFTA（ω）の算出方法はこれに
限られず、時間強度波形関数Ｔａｒｇｅｔ0（ｔ）の生成を実現し得るような、解析的若
しくは近似的に求められる強度スペクトル関数ＡIFTA（ω）を用いても良い。
【００７２】
　なお、クラウドサーバなどの遠隔地に存在するコンピュータを用いて、本実施形態の変
調パターン算出方法（データ作成方法）に基づいて変調パターン（例えば、計算機合成ホ
ログラム）を作成し、作成された変調パターンに関するデータをユーザーに送信してもよ
い。
【００７３】
　（第１実施例）
　上記実施形態の変調パターン算出方法（データ作成方法）に基づく計算を行って、周波
数（波長）帯域の制御を含めた時間波形の制御が可能であることを確かめた。この計算に
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おいては、波長帯域が半値全幅で５ｎｍであるシングルパルスを入力光Ｌａとして設定し
、２ピコ秒間隔のダブルパルスを出力光Ｌｄとして設定した。この場合、ターゲットスペ
クトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ（ω，ｔ）は、２つのドメインを含む。本実施例では、図
１２（ｂ）に示された方法により、この２つのドメインを波長軸方向に平行移動した（す
なわち各パルスを構成する周波数（波長）帯域を変更した）５つのターゲットスペクトロ
グラムＴａｒｇｅｔＳＧ（ω，ｔ）を用意した。具体的には、２つのドメインの中心波長
（ピーク波長）の組み合わせがそれぞれ（８００ｎｍ，８００ｎｍ）、（８０１ｎｍ，７
９９ｎｍ）、（８０２ｎｍ，７９８ｎｍ）、（８０３ｎｍ，７９７ｎｍ）、及び（８０４
ｎｍ，７９６ｎｍ）である５種類のターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω
，ｔ）を用意した。そして、図８に示された方法を用いて位相スペクトル関数ΦTWC-TFD

（ω）を、図９に示された方法を用いて強度スペクトル関数ＡTWC-TFD（ω）を、それぞ
れ算出した。
【００７４】
　図１３は、対応する各ターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）に対
して評価値が所定の条件を満足した各スペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）に含まれる２
つのドメインの中心波長と、ドメイン間の中心波長間隔とを示すグラフである。縦軸は各
ドメインの中心波長を示し、横軸はドメイン間の中心波長間隔を示している。また、グラ
フＧ３１及びＧ３２は、ターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ0（ω，ｔ）に含
まれる一方及び他方のドメインの中心波長をそれぞれ結ぶ直線であり、グラフＧ３３及び
Ｇ３４は、スペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）に含まれる一方及び他方のドメインの中
心波長をそれぞれ結ぶ近似曲線である。この結果から、隣接するパルスの波長帯域差が例
えば４ｎｍ以内であるときに、周波数（波長）帯域を含めた時間波形の制御が可能である
ことが示された。すなわち、入力光Ｌａの波長帯域の半値全幅（５ｎｍ）の範囲内におい
て、任意の波長帯域への変更が概ね可能であることが示された。言い換えれば、ターゲッ
トスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ（ω，ｔ）のドメインを波長軸方向に移動する際、
入力光Ｌａの波長帯域内で移動することが望ましい。
【００７５】
　図１４（ａ）は、ターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ（ω，ｔ）の２つのド
メインの中心波長の組み合わせを（８００ｎｍ，８００ｎｍ）と設定し、図８、図９に示
された方法を用いて得られたスペクトル波形（スペクトル位相Ｇ４１及びスペクトル強度
Ｇ４２）を示すグラフである。図１４（ｂ）は、図１４（ａ）のスペクトル波形をフーリ
エ変換して得られた出力光Ｌｄの時間強度波形を示すグラフである。また、図１５（ａ）
は、ターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ（ω，ｔ）の２つのドメインの中心波
長の組み合わせを（８０２ｎｍ，７９８ｎｍ）と設定し、図８、図９に示された方法を用
いて得られたスペクトル波形（スペクトル位相Ｇ５１及びスペクトル強度Ｇ５２）を示す
グラフである。図１５（ｂ）は、図１５（ａ）のスペクトル波形をフーリエ変換して得ら
れた出力光Ｌｄの時間強度波形を示すグラフである。
【００７６】
　図１４（ａ）と図１５（ａ）とを比較すると、各ドメインの中心波長が８００ｎｍ，８
００ｎｍである場合（図１４（ａ））、位相スペクトル（Ｇ４１）はステップ状であり、
且つ、強度スペクトル（Ｇ４２）の裾付近の波長において位相スペクトル（Ｇ４１）に折
り返しが生じている。これに対し、各ドメインの中心波長が８０２ｎｍ，７９８ｎｍであ
る場合（図１５（ａ））、スペクトル強度（Ｇ５２）の裾付近の波長に近づくに従って位
相スペクトル（Ｇ５１）のステップが滑らかになり、且つ、位相スペクトル（Ｇ５１）の
折り返しが生じていない。このことから、出力光Ｌｄの周波数（波長）帯域を制御するた
めに、出力光Ｌｄの位相スペクトルに明確な違いが生じることがわかる。
【００７７】
　また、図１４（ｂ）と図１５（ｂ）とを比較すると、出力光Ｌｄの周波数（波長）帯域
の制御の違いにかかわらず、同様の時間強度波形が得られることがわかる。
【００７８】
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　（第２実施例）
　続いて、７本のパルスを有する出力光Ｌｄを生成し、各パルスの波長帯域を互いに異な
らせる実施例について説明する。図１６（ａ）及び図１７（ａ）は、本実施例にて用いら
れたターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ（ω，ｔ）を示す。図１６（ａ）は各
パルスの波長帯域を制御しない（等しくする）場合を示し、図１７（ａ）は各パルスの波
長帯域を互いに異ならせた場合を示す。また、図１６（ｂ）及び図１７（ｂ）は、それぞ
れ図１６（ａ）及び図１７（ａ）のターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ（ω，
ｔ）に基づいて算出されたスペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）である。なお、これらの
図において、横軸は時間（単位：フェムト秒）を示し、縦軸は波長（単位：ｎｍ）を示す
。また、スペクトログラムの値は、図の明暗によって示されており、明るいほどスペクト
ログラムの値が大きい。本実施例では、ターゲットスペクトログラムＴａｒｇｅｔＳＧ（
ω，ｔ）及びスペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）が、パルスの本数と同じ数のドメイン
Ｄ１～Ｄ７を含んでいる。
【００７９】
　図１８（ａ）は、図１６（ｂ）のスペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）に対応する時間
波形（第２波形関数）から算出されたスペクトル波形（スペクトル位相Ｇ６１及びスペク
トル強度Ｇ６２）を示すグラフである。図１８（ｂ）は、図１８（ａ）のスペクトル波形
をフーリエ変換して得られた出力光Ｌｄの時間強度波形を示すグラフである。また、図１
９（ａ）は、図１７（ｂ）のスペクトログラムＳＧ0,k（ω，ｔ）に対応する時間波形（
第２波形関数）から算出されたスペクトル波形（スペクトル位相Ｇ７１及びスペクトル強
度Ｇ７２）を示すグラフである。図１９（ｂ）は、図１９（ａ）のスペクトル波形をフー
リエ変換して得られた出力光Ｌｄの時間強度波形を示すグラフである。
【００８０】
　図１８（ａ）と図１９（ａ）とを比較すると、各ドメインの中心波長が互いに等しい場
合（図１８（ａ））と、各ドメインの中心波長が互いに異なる場合（図１９（ａ））とで
、出力光Ｌｄの位相スペクトルに明確な違いが生じることがわかる。一方、図１８（ｂ）
と図１９（ｂ）とを比較すると、出力光Ｌｄの周波数（波長）帯域の制御の違いにかかわ
らず、同様の時間強度波形が得られることがわかる。
【００８１】
　本発明によるデータ作成装置、光制御装置、データ作成方法、及びデータ作成プログラ
ムは、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
、上記実施形態では入力光をＳＬＭへ導く光学系（回折格子１２及びレンズ１３）と、出
力光を生成する光学系（レンズ１５及び回折格子１６）とを別個に設けているが、これら
の光学系は共通であってもよい。その場合、ＳＬＭは反射型であることが好ましい。
【符号の説明】
【００８２】
　１Ａ…光制御装置、２…光源、１０…光学系、１２，１６…回折格子、１３，１５…レ
ンズ、１７…変調面、１７ａ…変調領域、２０…変調パターン算出装置、２１…任意波形
入力部、２２…位相スペクトル設計部、２３…強度スペクトル設計部、２４…変調パター
ン生成部、２５…フーリエ変換部、２６…関数置換部、２７…波形関数修正部、２８…逆
フーリエ変換部、２９…ターゲット生成部、２９ａ…フーリエ変換部、２９ｂ…スペクト
ログラム修正部、Ｄ１～Ｄ７…ドメイン、Ｌａ…入力光、Ｌｄ…出力光、ＳＣ…制御信号
。
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