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光源装置

技術分野

０００1 この発明は、スーパーコンティニューム (S pe con n ) 光を出カするための

光源装置に関するものである。

背景技術

０００2 広帯域光源のひとつである C 光源は、その高出力性、広帯域性、スペクトル平坦

性などの観点から、様々な応用分野へ適用が期待される重要な光源である。このょぅ

な C光源装置として様々な構成が提案されているが、光ファイバ内で C光を生成

する構成は、簡便であり、相互作用長を容易に長くでき、かつスペクトル制御も容易

であることから、一般的に広く用いられている。

０００3 なお、このょぅな C光源装置としては、例えば特許文献 に記載されたコヒーレント

広帯域光源や、非特許文献 に記載された広帯域近赤外パルスレーザ光源が知ら

れている。

特許文献 1 特開平 6０744 号公報

非特許文献 1 奥野他 5名、「光ファイバーの非線形性を応用した広帯域近赤外パル

スレーザ光源」、第2 回近赤外フオーラム講演要旨集、近赤外研究会、2００5年皿

月、 7 3

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 発明者らは、従来の C光源装置について検討した結果、以下のょぅな課題を発見

した。すなわち、応用分野にょっては、 C光のスペクトル形状を変えつつ利用したい
場合がある。

０００5 例えば、赤外分光測定において複数の物質の濃度を順に測定する際、該複数の

物質それぞれに固有の吸収波長にあわせて C光のスペクトル形状を変えることがで

きれば、測定精度がょり向上する。しかしながら、従来の C光源装置には、このょぅ

に C光のスペクトル波形を全体的又は部分的に変形することが困難であった。



０００6 また、赤外分光測定において被測定対象物が低散乱体であるときには、散乱光を

精度よく測定するために、被測定対象物へ照射される c光のパワーを強くしたい場

合がある。逆に、 c光と被測定対象物との相互作用による被測定対象物の劣ィビや

変質を回避するために、被測定対象物へ照射される c光のパワーを弱くしたい場合

もある。しかも、 c光のパワーを調節する際には、測定精度を保つために c光のス

ペクトル波形を維持しながらパワーを調節できることが望まれる。

０００7 さらに、光ファイバを利用した c光の生成は、光ファイバに強いパルス光 (種パル

ス光)を人射することにより実現される。そして、光ファイバから出射される c光もパ

ルス状となり、その繰り返し周波数は、種パルス光の繰り返し周波数と一致する。この

よぅな周期的なパルス状の c光は、例えば被測定対象物の蛍光寿命の波長依存性

を調べる際などに用いられる。特に、繰り返し周波数が ，以下であれば種パ

ルス光の一パルスあたりのエネルギーを容易に大きくできる。そのため、例えば帯域

幅5００ といった極めて広帯域な c光が容易に得られ、蛍光寿命の波長依存性

を調べる際に好適である。しかしながら、このよぅな場合、パルスの繰り返し周波数が

固定されていると、様々な被測定対象物の蛍光寿命の長さに応じた周期で c光を

照射することができない。その結果、従来の c光源装置では、測定精度や測定効率

が低く抑えられていた。

０００8 この発明は上述のよぅな課題を解決するためになされたものであり、 c光を生成す

る基本構造を備えるとともに、出射される c光のスペクトル波形を全体的又は部分

的に変形するための構造、出射される c光のスペクトル波形を維持しつつ c光の

パワーを変ィビさせるための構造、及び、 c光を含むパルス列の繰り返し周波数を任

意に変更するための構造のいずれかをさらに備えた光源装置を提供することを目的

としている。

課題を解決するための手段

０００9 この発明に係る光源装置は、基本構造として、光パルス列又は連続光である種光

を出射する種光源と、該種光からスペクトル幅が拡大された c光を生成する光ファイ

バを備える。

００1０ 第 実施例に係る光源装置は、種光源と、 c光生成用の光ファイバと、 c光のス



ペクトル波形を全体的又は部分的に変形させるためのスペクトル整形手段を備える。

また、この第 実施例に係る光源装置は、主に、種光として光パルス列を利用する第

構成と、種光として連続光を利用する第2構成がある。

００11 光パルス列を種光として利用する、第 実施例に係る第 構成の光源装置によれば

、スペクトル整形手段によって、 C光のスペクトル波形が全体的又は部分的に変形

可能になる。これにより、例えば赤外分光測定において複数の物質の濃度を順に測

定する際に、該複数の物質それぞれに固有の吸収波長にあわせて C光のスペクト

ル形状を変えることができ、測定精度がより向上する。

００12 また、第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段が、光

パルス列に含まれる各パルスの最大パワーを変ィビさせることにより C光のスペクトル

形状を変ィビさせてもよい。これにより、 C光のスペクトル幅の拡大・縮小や、スペクト

ル強度の波長依存性の変更が可能になる。

００13 第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、種光源に

含まれる励起用レーザ光源の出カパワーを変ィビさせることにより、光パルス列に含ま

れる各パルスの最大パワーを変ィビさせてもよい。励起用レーザ光源の出カパワーは

、励起用レーザ光源へ供給される電流量によって容易に制御可能である。したがっ
て、当該第 構成の光源装置によれば、光パルス列に含まれる各パルスの最大パワ

ーを、励起用レーザ光源の電流量れ㌧た一つのパラメータを用いて容易に変ィビさ

せることができる。

００14 第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、種光源と

光ファイバとの間に光結合された増幅率可変の光増幅器を含んでもよい。光パルス

列に含まれる各パルスの最大パワーを光増幅器によって増幅し、かつ増幅率を任意

に調節することにより、 C光のスペクトル形状が容易に制御可能になる。また、この

場合、種光源の出カパワーは一定でもよいので、光パルス列が安定的に得られる。

さらに、この場合、光増幅器に入射される光のスペクトル形状と、光増幅器から出射さ

れる光のスペクトル形状とは、互いに異なっていてもよい。光ファイバに入射される光

パルス列の各パルスの最大パワーに加え、光増幅器における光パルス列のスペクト

ル形状の変ィビをも考慮することにより、 C光のスペクトル形状を所望の形状により近



づけることができる。

００15 第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、種光源と

光ファイバとの間に配置された減衰率可変の光減衰器であってもよい。光パルス列

に含まれる各パルスの最大パワーは、この光減衰器によって減衰され、かつ減衰率

が任意に調節されることにより、光パルス列の雑音特性、時間波形、及びスペクトル

形状には大きな影響を与えずに光パルス列の各パルスの最大パワーを制御すること

が可能になる。したがって、この第 実施例に係る第 構成の光源装置によれば、 C

光のスペクトル整形が精度よく制御される。

００16 また、第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、種

率を変ィビさせてもよい。このよぅに光結合効率を変ィビさせることによっても光パルス列

に含まれる各パルスの最大パワーを変ィビさせられる。この構成によっても、 c光のス

ペクトル整形が好適に制御可能になるとともに、光増幅器や光減衰器が適用される

場合と比較して損失が低く抑えられる。

００17 第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、種光源と

光ファイバとの間に光学的に接続された状態で配置され、該光ファイバに入射される

光パルス列に含まれる各パルスの時間波形を変ィビさせることにより c光のスペクトル

形状を変ィビさせてもよい。この構成によっても、 c光のスペクトル形状を好適に変ィビ

させることができる。

００18 第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、種光源と

光ファイバとの間に光学的に接続された状態で配置され、該光ファイバに入射される

光パルス列の中心波長を変ィビさせることにより c光のスペクトル形状を変ィビさせても

よい。 c光のスペクトル形状は、光ファイバの分散特性及び光パルス列の中心波長

の影響を受ける。したがって、このよぅなスペクトル整形手段を備えた当該光源装置

によれば、 c光のスペクトル形状を好適に変ィビさせることができる。

００19 第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、種光源と

光ファイバとの間に光学的に接続された状態で配置され、該光ファイバに入射される

光パルス列のチャープ特性を変ィビさせることにより c光のスペクトル形状を変ィビさせ



てもよい。パルス内の波長変ィヒ、すなわちチヤ一プ特性を可変にすることによっても、

C光のスペクトル形状を好適に変化させることができる。

００2０ 第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、種光源と

光ファイバとの間に光学的に接続された状態で配置され、該光ファイバに入射される

光パルス列のスペクトル形状を変ィビさせてもよい。このよぅなスペクトル整形手段によ

っても C光のスペクトル整形が可能である。

００2 1 第 実施例に係る第 構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、種光源と

光ファイバとの間に光学的に接続され、該光ファイバに入射される光パルス列の偏波

方向を変ィヒさせることにより C光のスペクトル形状を変ィビさせてもよい。 C光のスペ

クトル形状は、光パルス列の偏波及び光ファイバの偏波依存性の影響を受ける。した

がって、このよぅなスペクトル整形手段を備えた当該光源装置によれば、 C光のスペ

クトル形状の好適な変更が可能になる。

００22 一方、第 実施例に係る第2構成の光源装置も、種光源と、 C光生成用の光ファイ

バと、スペクトル整形手段を備えるが、種光として連続光を利用する。光ファイバヘ人

射される光が連続光であっても、該連続光が比較的高いパワーを有していれば光フ

ァイバ内で C光が生成され得る。そして、このよぅな第2構成の光源装置によれば、

スペクトル整形手段によって、 C光のスペクトル波形を全体的又は部分的に変形で

きる。したがって、例えば赤外分光測定において複数の物質の濃度を順に測定する

際に、該複数の物質それぞれに固有の吸収波長にあわせて C光のスペクトル整形

が可能になるので、測定精度がより向上する。

００23 第 実施例に係る第2構成の光源装置において、光ファイバに入射される連続光の

パワーは w以上であるのが好ま 、。この場合、光ファイバ内において帯域数

以上の C光が好適に生成され得る。

００24 なお、第 実施例に係る第 又は第構成の光源装置において、光ファイバに入射さ

れる種光 (光パルス列又は連続光)の波長範囲には波長 ０ が含まれるのが好

ま 、。この場合、光ファイバの低損失波長範囲での効率的な C光生成が可能にな

る。

００25 第 実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、



光ファイバの出射端に光学的に接続された帯域可変フイルタを含んでもよい。この場

合、 C光のスペクトル形状を、所望の帯域幅を有する形状に容易に変化させること

ができる。

００26 第 実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、

光ファイバの温度を制御することにより C光のスペクトル形状を変ィビさせてもよい。こ

のよぅなスペクトル整形手段によっても光ファイバの分散特性を好適に変ィビさせ得る

ので、 C光のスペクトル形状を好適に変化させることができる。また、この場合、スペ

クトル整形手段は、光ファイバに接して設けられた温調素子を含んでもよい。この構

成により、光ファイバの温度を容易に制御できる。

００27 また、第 実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、スペクトル整形手

段は、 C光を装置外部へ出射するための光導波路に形成された曲率可変の曲部

であってもよい。 C光の光導波路にこのよぅな曲部が設けられることによって、 C光

に任意の曲げ損失を与え、スペクトル形状を好適に変ィビさせることができる。

００28 第 実施例に係る第 又は第2構成の光源装置は、光ファイバの出射端に光学的

に接続された C光のスペクトル形状を検出する検出手段をさらに備えてもよい。この

検出手段が C光のスペクトル形状を検出することにより、該検出されたスペクトル形

状の情報を利用してスペクトル整形手段をフイードバック制御することが可能になる。

この場合、スペクトル整形の制御を高精度かつ安定的に行ぅことが可能になる。

００29 第 実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、 C光のスペクトル幅は、

光ファイバに入射される種光 (光パルス列又は連続光)のスペクトル幅の ０倍以上で

あるのが好ま 、。 C光のスペクトル幅が光パルス列 (又は連続光)のスペクトル幅

の ０倍以上になると、光パルス列や光ファイバの特性 (非線形性)の揺らぎに起因し

た C光のスペクトル形状の変形が顕著になる。したがって、このよぅな場合、スペクト

ル整形手段によって C光のスペクトル形状を任意に変形させるのが望ま 、。

００3０ 第 実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、波長 4００ における

C光のスペクトル強度は、波長 6００ における C光のスペクトル強度よりも3d

以上大きいのが好ま 、。例えば生体などに対して赤外分光測定を〒ぅ場合、波長

4００ 付近は水分に吸収される波長帯なので、当該波長帯における C光のスペク



トル強度を他の波長帯 (例えば波長 6００ )より3d 以上大きくしておくことにより、

この波長帯におけるスペクトル情報の欠落を回避して測定精度を高めることができる

００3 1 第 実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、波長 56０ 付近にお

ける C光のスペクトル強度は、平坦であるのが好ま 、。例えば赤外分光測定により

グルコース濃度の変化を測定する場合、波長 56０ 付近の波長帯において吸収

ピーク波長がグルコース濃度に応じてシフトする現象を利用することがある。このとき

、波長 56０ 付近における C光のスペクトル強度が平坦であれば、グルコース濃

度の変化を高精度に測定することが可能になる。なお、ここでいぅ「波長 56０ 付

近」とは、例えば波長 ０ 以上 ０ 以下の範囲をいぅ。また、「スペクトル強

度が平坦」とは、例えば当該波長範囲における最大スペクトル強度と最小スペクトル

強度との差が最大スペクトル波長の5０ 以下であること利づ。

００32 第 実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、スペクトル整形手段は、

件を制御してもよい。例えば、種光源の出力用ファ小 と C光生成用の光ファ小油
の融着条件を変更することにより接続損失を制御することができる。この融着点にお

ける損失の波長依存性により出射される C光のスペクトル形状を変形させることが可

能になる。このよぅに、 C光生成用の光ファイバの光人射端と種光源の出力用ファイ

バとの融着点において、融着条件を制御すれば、より高い効果が得られる。すなわち

、融着条件を任意に変更することにより、 C光生成用の光ファイバと出力用ファイバ

との融着点における分散変ィビや損失波長依存性などに起因して、人射される種光に

対する C光生成用の光ファイバにおける C特性が変ィビすることになるため、該 C

光生成用の光ファイバから出射される C光のスペクトル形状も所望の形状に制御す

ることができる。

００33 次に、第2実施例に係る光源装置は、種光源と、 C光生成用の光ファイバと、 C

光のパワーを変ィビさせるためのパワー調節手段を備える。また、この第2実施例に係

る光源装置も、主に、種光として光パルス列を利用する第 構成と、種光として連続

光を利用する第2構成がある。



００34 光パルス列を種光として利用する、第2実施例に係る第 構成の光源装置において

、パワー調節手段は、 C光のスペクトル帯域に含まれる一部または全波長城におい

て、当該光源装置から出射される C光のスペクトル波形が維持された状態で、該S

C光のパワーを変ィビさせる。このよぅな第 構成の光源装置によれば、パワー調節手

段によって、測定に必要な波長城における C光のスペクトル波形を維持しながら、

該波長城における C光のパワーを任意に調節できる。なお、この明細書において、

「 C光のスペクトル波形」とは、該 C光のスペクトル強度特性における、波長軸に沿

った起伏の状態をいぅ。また、「スペクトル波形が維持される」とは、各波長における変

ィヒ前後のスペクトル強度の比が当該波長城に亘ってほぼ一律であることをいぅ。

００35 第2実施例に係る第 構成の光源装置において、パワー調節手段は、光パルス列

に含まれる各パルスのパワー波形の尖頭値を変ィヒさせることにより C光のパワーを

変化させてもよい。この場合、 C光のスペクトル波形を好適に維持しつつ、 C光の

パワーを所望の強さに変ィビさせることができる。

００36 第2実施例に係る第 構成の光源装置において、パワー調節手段は、種光源に含

まれる励起用レーザ光源の出カパワーを変ィビさせることにより、光パルス列に含まれ

る各パルスのパワー波形の尖頭値を変ィビさせてもよい。励起用レーザ光源の出カパ

ワーは、励起用レーザ光源へ供給される電流量によって容易に制御可能である。し

たがって、励起パワーを変ィビさせる当該光源装置によれば、光パルス列に含まれる

各パルスのパワー波形の尖頭値を、励起用レーザ光源の電流量といった一つのパラ

メータを用いて容易に変ィビさせることができる。

００37 第2実施例に係る第 構成の光源装置において、パワー調節手段は、種光源と光

ファイバとの間に光学的に接続された状態で配置された増幅率可変の光増幅器を含

んでもよい。光パルス列に含まれる各パルスのパワー波形の尖頭値を光増幅器によ

って増大させ、かつ増幅率を任意に調節すること[こより、 C光のパワーを所望の強さ

に容易に制御できる。この場合、種光源の出カパワーは一定でもよいので、光パルス

列が安定的に得られる。なお、光増幅器に入射される光のスペクトル形状と、光増幅

器から出射される光のスペクトル形状とは互いに異なっていてもよい。光ファイバに入

射される光パルス列の各パルスのパワー波形の尖頭値に加え、光増幅器における光



パルス列のスペクトル形状の変ィビをも考慮することにより、 C光のスペクトル波形を

好適に維持しつつ、 C光のパワーを所望の強さにより精度よく近づけることができる

００38 第2実施例に係る第 構成の光源装置において、パワー調節手段は、種光源と光

ファイバとの間に光学的に接続された状態で配置された減衰率可変の光減衰器を含

んでもよい。光パルス列に含まれる各パルスのパワーを光減衰器によって減衰させ、

かつ減衰率を任意に調節することにより、光パルス列の雑音特性、時間波形、及びス

ペクトル形状には影響を与えずに光パルス列の各パルスのパワー波形の尖頭値を

制御することができる。したがって、光減衰器が適用された当該光源装置によれば、

C光のパワーを所望の強さにより精度よく近づけることができる。

００39 第2実施例に係る第 構成の光源装置において、パワー調節手段は、種光源と光

せてもよい。種光源と光ファイバとの光結合効率を変ィビさせることにより、光パルス列

に含まれる各パルスのパワー波形の尖頭値を変ィビさせることができる。この場合、 c

光のパワーを好適に制御できるとともに、光増幅器や光減衰器が適用された場合と

比較して光損失を低く抑えることができる。

００4０ 第2実施例に係る第 構成の光源装置において、パワー調節手段は、光ファイバに

入射される光パルス列に含まれる各パルスの時間波形を変ィビさせることにより c光
のスペクトル波形を維持してもよい。この場合、 c光のスペクトル波形を好適に維持

しつつ c光のパワーを変ィビさせることができる。

００41 第2実施例に係る第 構成の光源装置において、パワー調節手段は、光ファイバに

入射される光パルス列の中心波長を変ィビさせることにより c光のスペクトル波形を維

持してもよい。 c光のスペクトル波形は、光ファイバの分散特性及び光パルス列の

中心波長の影響を受ける。したがって、光パルス列の中心波長を変ィビさせる当該光

源装置によれば、 c光のスペクトル波形を好適に維持しつつ c光のパワーを変ィビ

させることができる。

００42 第2実施例に係る第 構成の光源装置において、パワー調節手段は、光ファイバに

入射される光パルス列のスペクトル形状を変ィビさせることにより c光のスペクトル波



形を維持してもよい。この場合、 c光のスペクトル波形を好適に維持しつつ c光の

パワーを変ィビさせることができる。

００43 第2実施例に係る第 構成の光源装置において、パワー調節手段は、光ファイバに

入射される光パルス列の偏波方向を変ィビさせることにより c光のスペクトル波形を維

持してもよい。 c光のスペクトル波形は、光パルス列の偏波及び光ファイバの偏波

依存性の影響を受ける。したがって、偏波方向を変ィビさせる当該光源装置によれば

Sc光のスペクトル波形を好適に維持しつつ c光のパワーを変化させることができ

る。

００44 一方、第2実施例に係る第2構成の光源装置も、種光源と、 c光生成用の光ファイ

バと、スペクトル整形手段を備えるが、種光として連続光を利用する。パワー調節手

段は、 c光のスペクトル帯域に含まれる一部又は全波長城において、当該光源装

置から出射される c光のスペクトル波形が維持された状態で、 c光のパワーを変

ィビさせる。光ファイバヘ人射される光が連続光であっても、該連続光が比較的高いパ

ワーを有していれば光ファイバ内で c光が好適に生成され得る。そして、当該光源

装置によれば、パワー調節手段によって、測定に必要な波長城における c光のス

ペクトル波形を維持しながら、該波長城における c光のパワーを変ィビさせることがで

きる。

００45 第2実施例に係る第2構成の光源装置において、光ファイバに入射される連続光の

パワーは、 o w以上であるのが好ま 、。この場合、光ファイバ内で c光を好適

に生成される。

００46 また、第2実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、光ファイバに入射

される種光 (光パルス列スは連続光)の波長範囲は、波長 ０ を含むのが好ま
、。この場合、光ファイバの低損失波長領域での効率的な c光生成が可能になる

００47 第2実施例に係る第 又は第2構成の光源装置は、光ファイバの温度を制御する温

度制御手段をさらに備えてもよい。この構成は、光ファイバの分散特性を好適に変ィビ

させ得るので、当該光源装置から出射される c光のスペクトル波形をさらに好適に

維持しつつ c光のパワーを所望の値により精度よく近づけることができる。また、温



度制御手段は、光ファイバに接して設けられた温調素子を含むのが好ま 、。光ファ

イバの温度を容易に制御できるからである。

００48 第2実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、パワー調節手段は、 c

光を装置外部へ出射するための光導波路に形成された曲率可変の曲部を含んでも

よい。 c光の光導波路にこのよぅな曲部が設けられることにより、 c光に任意の曲

げ損失を与え、 c光のスペクトル波形を好適に維持しつつ c光のパワーを変ィビさ

せることができる。

００49 第2実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、パワー調節手段は、光フ

ァイバの出射端に光学的に接続された状態で配置された減衰率可変の光減衰器を

含んでもよい。このよぅな光減衰器が適用された当該光源装置によれば、例えば減衰

率の波長依存性が十分に低い光減衰器を用いて c光を減衰させることにより、 c
光のスペクトル波形を好適に維持しつつ c光のパワーを変ィビさせることができる。ま

た、波長城における光減衰器の最大減衰率と最小減衰率との差は2０d 以下である

のが好ま 、。なぜなら、2０d 以上の可変減衰量に対して損失の波長依存性を一

定に保つのは容易ではなく、このよぅなものを求めると減衰器が高価になる。また、通

常の用途では強度が2０d 変化すれば十分である。

００5０ 第2実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、パワー調節手段は、光フ

ァイバの出射端に光学的に接続された状態で配置された増幅率可変の光増幅器を

含んでもよい。このよぅな光増幅器が適用された当該光源装置によれば、例えば増幅

率の波長依存性が十分に低い光増幅器を用いて c光を増幅することにより、 c光
のスペクトル波形を好適に維持しつつ c光のパワーを変ィビさせることができる。

００5 1 第2実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、パワー調節手段は、 c
光の繰り返し周波数を変ィビさせることにより c光のパワーを変ィビさせてもよい。この

場合、 c光のスペクトル波形を好適に維持しつつ c光のパワーを変ィビさせることが

できる。

００52 なお、種光源が光パルス列を出射する場合であっても、この第2実施例に係る光源

装置におけるパワー調節手段が、光ファイバに入射される光パルス列の繰り返し周

波数を変ィビさせることにより、 c光の繰り返し周波数を変ィビさせてもよい。この場合、



C光のスペクトル波形を好適に維持しつつ C光の繰り返し周波数を変ィビさせること

ができる。また、光ファイバに入射される光パルス列に含まれる各光パルスのパワー

００53 また、第2実施例に係る第 又は第2構成の光源装置は、光ファイバの出射端に光

学的に接続された、 c光のパワー及びスペクトル形状のぅち少なくとも一方を検出す

る検出手段をさらに備えてもよい。この検出手段が c光のパワー及びスペクトル形

状のぅち少なくとも一方を検出することにより、この検出結果を利用してパワー調節手

段をフイードバック制御することが可能になる。この場合、 c光のスペクトル波形の維

持、及び c光のパワー制御を高精度かつ安定的に行ぅことが可能になる。

００54 第2実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、 c光のスペクトル幅は、

光ファイバに入射される種光 (光パルス列又は連続光)のスペクトル幅の ０倍以上で

あるのが好ま 、。 c光のスペクトル幅が光パルス列 (又は連続光)のスペクトル幅

の ０倍以上になると、光パルス列や光ファイバの特性 (非線形性)の揺らぎに起因し

た c光のスペクトル形状の変形が顕著となる。したがって、このよぅな場合、測定に

必要な波長城における c光のパワーをパワー調節手段によって任意に変ィビさせる

のが望ま 、。

００55 次に、第3実施例に係る光源装置は、種光源と、 c光生成用の光ファイバ ( c光
を含む c光パルス列を生成する) と、 c光パルス列の繰り返し周波数を変更するた

めの周波数調節手段を備える。また、この第3実施例に係る光源装置も、主に、種光

として光パルス列を利用する第 構成と、種光として連続光を利用する第2構成があ

る。

００56 光パルス列を種光として利用する、第3実施例に係る第 構成の光源装置によれば

、周波数調節手段によって、 c光パルス列の繰り返し周波数を任意に変更すること

ができる。この場合、例えば被測定対象物の蛍光寿命の波長依存性を調べる際に、

様々な被測定対象物の蛍光寿命の長さに応じた周期で c光を照射できるので、測

定精度や測定効率を向上できる。その他、非線形現象の一つである四光波混合を

利用した光サンプリング波形モニタにおいて、被測定波形に対し最適なタイミングで



のサンプリングが可能になる。その結果、モニタ精度を効果的に向上できる利点や、

あるいは、光周波数コムにおいて、コムの間隔 (すなわち光の波長間隔)を調節でき

る利点もある。

００57 第3実施例に係る第 構成の光源装置において、周波数調節手段は、種光源が光

パルス列を出射する際の繰り返し周波数を変更する。このよぅに、周波数調節手段が

種光源を直接に制御して光パルス列の繰り返し周波数を任意に調節することにより、

簡易な構成によって C光パルス列の繰り返し周波数を変更することができる。

００58 また、第3実施例に係る第 構成の光源装置において、周波数調節手段は、分波

部と、遅延部と、合波部を備えてもよい。分波部は、種光源と光ファイバとの間に光学

的に接続された状態で配置され、光パルス列を複数の光導波路へ分波する。遅延

部は、複数の光導波路のぅち一部の光導波路に設けられ、光パルス列を時間的に遅

延させる。合波部は、複数の光導波路からの光パルス列を合波する。このよぅに、分

波された光パルス列の一部を遅延させて他の光パルス列と合波する構成を周波数調

節手段が有することにより、 C光パルス列の繰り返し周波数を好適に変更できる。

００59 第3実施例に係る第 構成の光源装置において、周波数調節手段は、種光源と光

ファ小 との間に光学的に接続され、光パルス列から周期的にパルスを取り出すこと

によって該光パルス列の繰り返し周波数を変化させてもよい。この場合、周波数調節

手段が C光パルス列の繰り返し周波数を好適に変更できる。また、光パルス列の繰

り返し周波数を変ィビさせる当該光源装置は、周波数調節手段と光ファイバとの間に

光学的に接続された状態で配置された光増幅器をさらに備えてもよい。この構成で

は、周波数調節手段によって取り出された後のパルスが増幅されることにより、高パワ

ーの光パルス列を効率的に生成できる。そのため、 C光パルス列のスペクトル広帯

域ィビが効率良く実現できる。

００6０ 第3実施例に係る第 構成の光源装置において、周波数調節手段は、光ファイバ

の出射端に光学的に接続され、 C光パルス列から周期的にパルスを取り出すことに

よって該 C光パルス列の繰り返し周波数を変ィビさせてもよい。この場合、周波数調

節手段が C光パルス列の繰り返し周波数を好適に変更できるとともに、 C光パルス

列の平均パワーを低下方向に容易に調整できる。



００6 1 第3実施例に係る第 構成の光源装置において、周波数調節手段におけるパルス

取り出し周期は、任意に変更可能であってもよい。この場合、 C光パルス列の繰り返

し周波数を変ィビさせる自由度が増す。

００62 第3実施例に係る第 構成の光源装置において、 C光パルス列のスペクトル幅は

、光ファイバが受ける光パルス列のスペクトル幅の ０倍以上であるのが好ま 、。 C

光パルス列のスペクトル幅が光パルス列のスペクトル幅の ０倍以上になると、光パル

ス列や光ファイバ特性の揺らぎに起因した C光パルス列のスペクトル形状の変形が

顕著となる。したがって、このよぅな場合、周波数調節手段によって C光パルス列の

繰り返し周波数を制御するのが望ま 、。また、 C光パルス列の繰り返し周波数は

任意に変更可能であるので、 C光パルス列のスペクトル制御の自由度も高まる。

００63 また、第3実施例に係る第 構成の光源装置は、種光源と光ファイバとの間に光学

的に接続された状態で配置された、光パルス列に含まれる各パルスの最大パワーを

変ィビさせるパルス強度調節手段をさらに備えてもよい。この構成により、 C光パルス

列のスペクトル形状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列に含まれる各パルスの

最大パワーやスペクトル強度が好適に制御できる。このよぅなパルス強度調節手段は

、増幅率可変の光増幅器や減衰率可変の光減衰器によって好適に実現され得る。

また、パルス強度調節手段は、種光源と光ファイバとの間の光軸のずれを利用して種

光源と光ファイバとの光結合効率を変ィビさせ、光パルス列に含まれる各パルスの最

大パワーを変ィビさせることによっても実現され得る。

００64 第3実施例に係る第 構成の光源装置は、種光源と光ファイバとの間に光学的に接

続された状態で配置され、光ファイバに入射する光パルス列の偏波方向を変ィビさせ

る偏波調節手段をさらに備えてもよい。偏波依存性が大きい光ファイバが適用される

場合、このよぅな偏波調節手段を種光源と光ファイバとの間に配置することによって、

C光パルス列のスペクトル形状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列に含まれ

る各パルスの最大パワーやスペクトル強度を好適に制御することができる。

００65 一方、第3実施例に係る第2構成の光源装置も、種光源と、 C光生成用の光ファイ

バ ( C光を含む C光パルス列を生成する) と、 C光パルス列の繰り返し周波数を

変更するための周波数調節手段を備えるが、種光として連続光を利用する。光ファイ



バヘ人射される光が連続光であっても、該連続光が比較的高いパワーを有していれ

ば光ファイバ内で C光が好適に生成され得る。そして、このよぅな第2構成の光源装

置によれば、周波数調節手段によって、 C光パルス列の繰り返し周波数を変更でき

る。したがって、上述のよぅに種光として光パルス列を利用した第 構成の光源装置と

同様に、蛍光寿命の波長依存性の測定における測定精度及び測定効率の向上、光

サンプリング波形モニタにおけるモニタ精度の向上、あるいは光周波数コムにおける

コム間隔の調節などを好適に実現できる。

００66 この第3実施例に係る第2構成の光源装置において、周波数調節手段は、連続光

のパワーを変ィビさせることにより C光パルス列の繰り返し周波数を変化させてもよい
。光ファイバヘ人射させる連続光のパワーを変ィビさせると、該光ファイバ内において

生成されるパルスの条件が変ィビするため、該パルスの繰り返し周波数も変ィビする。し

たがって、当該装置によれば、 C光パルス列の繰り返し周波数を好適に変ィビさせる

ことができる。

００67 第3実施例に係る第2構成の光源装置において、光ファイバが受ける連続光のパワ

ーは、5００ W以上であるのが好ま 、。この場合、光ファイバ内におけるパルス条

件を好適に変ィビさせ得るので、 C光パルス列の繰り返し周波数を好適に変ィビさせる

ことができる。

００68 第3実施例に係る第 又は第2構成の光源装置は、光ファイバの出射端と光学的に

接続された、 C光パルス列の繰り返し周波数を検出する検出手段をさらに備えても

よい。この検出手段が C光パルス列の繰り返し周波数を検出することにより、繰り返

し周波数を周波数調節手段ヘフィードバックすることが可能になる。したがって、検出

手段を備えた当該光源装置によれば、繰り返し周波数の制御を高精度かつ安定的

に行ぅことができる。

００69 第3実施例に係る第 又は第2構成の光源装置は、光ファイバの温度を制御するた

めの温度制御手段をさらに備えてもよい。この構成により、光ファイバの分散特性を

好適に変ィビさせ得るので、 C光パルス列のスペクトル形状をほぼ一定に維持しつつ
SC光パルス列に含まれる各パルスの最大パワーやスペクトル強度が好適に制御で

きる。



００7０ 第3実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、 C光パルス列を装置外

部へ出射するための光導波路が曲部を有してもよい。この場合、該曲部はその曲率

が可変であるのが好ま 、。 C光パルス列の光導波路にこのよぅな曲部が設けられ

ることで、 C光パルス列に任意の曲げ損失を与え、スペクトル形状を好適に変ィビさ

せ得る。

００7 1 第3実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、 C光パルス列の繰り返

し周波数は、 z以上 G z以下であるのが好ましく、周波数調節手段による調節

可能範囲の幅は、該調節可能範囲における中心周波数値の2０ 以上であるのが好

ま 、。この場合、例えば蛍光寿命の波長依存性の測定における測定周期、光サン

プリング波形モニタにおけるサンプリング周期、光周波数コムにおけるコム間隔など

の微調整が好適に行える。

００72 第3実施例に係る第 又は第2構成の光源装置において、 C光パルス列の繰り返

し周波数は、 ０ z以 OO z以下であってもよく、周波数調節手段による調

節可能範囲の幅は、 ０ z以上であってもよい。この場合、例えば蛍光寿命の波

長依存性の測定において多くの物質の応答特性が好適に測定可能になる。また、例

えば光サンプリング波形モニタにおいてサンプリング周期に対して充分な調節可能

範囲が得られる。

００73 なお、この発明に係る各実施例は、以下の詳細な説明及び添付図面によりさらに

十分に理解可能となる。これら実施例は単に例示のために示されるものであって、こ

の発明を限定するものと考えるべきではない。

００74 また、この発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な説明から明らかになる。しかし

ながら、詳細な説明及び特定の事例はこの発明の好適な実施例を示すものではある

が、例示のためにのみ示されているものであって、この発明の思想及び範囲における

様々な変形および改良はこの詳細な説明から当業者には自明であることは明らかで

ある。

発明の効果

００75 この発明に係る光源装置によれば、種光源及び C光を生成するための光ファイバ

とともに、スペクトル整形手段、パワー調節手段、及び周波数調節手段のいずれかを



備えることにより、種々の効果が得られる。例えば、スペクトル整形手段により、出射さ

れる C光のスペクトル形状の全体的又は部分的な変形が可能になる。また、パワー

調節手段により、出射される C光のスペクトル波形を維持しつつ C光のパワー変更

が可能になる。さらに、周波数調節手段により、 C光パルス列の繰り返し周波数の

変更が可能になる。

図 は、この発明に係る光源装置の第 実施例の代表的な構成を示す図である。

図2 は、第 実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源の第 構成を示す図

である。

図3 は、第 実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源の第2構成を示す図

である。

図4 は、第 実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源の第3構成を示す図

である。

図5 は、集光レンズ及び光ファイバ間の位置関係に対する該光ファイバへの入射光

波形の変ィビを説明するための図である。

図6 は、光ファイバから出射された c光のスペクトル形状の一例 (s ) と、帯域

可変フイルタを通過した c光のスペクトル形状の一例 (s ０2及びs 3) とを示

すグラフである。

図7 は、赤外分光測定について説明するための図である。

図8 は、第 実施例に係る光源装置の第 変形例の構成及び動作を説明するため

の図である。

図9 は、第 実施例に係る光源装置の第2変形例の構成を示す図である。

図1０は、第 実施例に係る光源装置の第3及び第4変形例それぞれの構成を示す

ブロック図である。

図11 は、第 実施例に係る光源装置の第5変形例の構成を示すブロック図である。

図12 は、第 実施例に係る光源装置の第6変形例の構成を示す図である。

図13 は、図 2に示された第6変形例に係る光源装置の動作を説明するための図で

ある。



図14 は、この発明に係る光源装置の第2実施例の代表的な構成を示す図である。

図 5 は、第2実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源の第 構成を示す図

である。

図16 は、第2実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源の第2構成を示す図

である。

図17 は、第2実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源の第3構成を示す図

である。

図18 は、第2実施例に係る光源装置において、時分割多重処理部からの出力波形

を示すグラフである。

図19 は、第2実施例に係る光源装置の光ファイバにおいて生成された c光のスペ

クトル形状の一例を示すグラフである。

図2０は、第2実施例に係る光源装置の第 及び第2変形例それぞれの構成を示す

図である。

図2 1 は、第2実施例に係る光源装置の第3及び第4変形例それぞれの構成を示す

図である。

図22 は、第2実施例に係る光源装置の第5及び第6変形例それぞれの構成を示す

図である。

図23 は、第2実施例に係る光源装置の第7変形例の構成を示す図である。

図24 は、第2実施例に係る光源装置における光減衰器からの出力光のスペクトル

形状の一例を示すグラフである。

図25 は、第2実施例に係る光源装置の第8変形例の構成及びづ差を説明するため

の図である。

図26 は、第2実施例に係る光源装置の第9及び第 ０変形例それぞれの構成を示

すブロック図である。

図27 は、第2実施例に係る光源装置の第皿変形例の構成を示すブロック図である

図28 は、この発明に係る光源装置の第3実施例の代表的な構成を示す図である。

図29 は、第3実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源の第 構成を示す図



である。

図3０は、第3実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源の第2構成を示す図

である。

図3 1 は、第3実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源の第3構成を示す図

である。

図32 は、第3実施例に係る光源装置において、時分割多重処理部からの出力波形

を示すグラフである。

図33 は、第3実施例に係る光源装置の光ファイバにおいて生成された C光パルス

列のスペクトル形状を示すグラフである。

図34 は、蛍光寿命の波長依存性の測定にっいて説明するための図である。

図35 は、四光波混合現象を利用した光サンプリング波形モニタにっいて説明する

ための図である。

図36 は、第3実施例に係る光源装置の第 及び第2変形例それぞれの構成を示す

図である。

図37 は、第3実施例に係る光源装置の第3及び第4変形例の構成を示すブロック図

である。

図38 は、第3実施例に係る光源装置の第5変形例の構成を示すブロック図である。

図39 は、第3実施例に係る光源装置の第6変形例の構成を示すブロック図である。

符号の説明

０ a～O …光源装置、 ０2 ０2a～０2c・‥パルス光源 (種光源)、０3 …光

軸調整部、 ０4 …帯域可変フィルタ、 ０5 …パルス圧縮・拡大器、 ０6 …光減衰器、

０7 …パルス整形部、 ０8 …スペクトル整形部、 ０9 …温調素子、 …光ファイバ

2…コリメータレンズ、 3…集光レンズ、 4 6 7…制御部、 5 …光

増幅器、 5…周波数制御部、 8 …検出器、 9 …分波器、 2０…連続光源 (種

光源) 、 2 …半導体レーザ素子、 22a ・‥ 変調器、 22b 24c 52…信号

発生器、 23…キャビティ、 24a ・‥反射ミラー、 24b…ピェゾモータ、 25…可飽

和吸収ミラー、 28 b共添加ガラス板、 3 …第 の駆動部、 32…第2の駆

動部、P …光パルス列、P2 SC光、P3…連続光。



2０ a～2０ ・‥光源装置、2０2 2０2a～2０2c・‥パルス光源 (種光源)、2０3 2０

4 …時分割多重処理部、2０5 …パルス取出部、2０6 …信号発生器、2０7 …光減衰

器、2０8 …光軸調整部、2０9 …パルス圧縮・拡大器、2 ０…光増幅器、2 …光フ

ァイバ、2 a・‥温調素子、2 2 2 5 2 8 …光増幅器、2 4 …光減衰器、2 6

パルス整形部、2 7a～2 7c・‥制御部、2 9 …パワー調節部、22０…連続光源 (種

光源)、22 …半導体レーザ素子、222a ・‥ 変調器、222b 224c 252…信号

発生器、223…キャビティ、224a ・‥反射ミラー、224b…ピエゾモータ、225…可飽

和吸収ミラー、228 b共添加ガラス板、23０…検出器、23 4 …分波器、

232 233 242～244 光導波路 234 遅延器 235 245 合波器 242a 2

43a・‥遅延路、25 …光ス不ソチ、252…信号発生器、28 …第 の駆動部、282

第2の駆動部、P …光パルス列、P2 SC光、P3…連続光。

3０ a～3０ …光源装置、3０2 3０2a～3０2c・‥パルス光源 (種光源)、3０3 3０

4 …時分割多重処理部、3０5 …パルス取出部、3０6 …信号発生器、3０7～3０9 …制

御部、3 …光ファ小 、3 2 3 3 3 8 …光増幅器、3 4 3 5 …周波数制御部

3 6 …検出器、3 6a・‥波長可変フィルタ、3 6b…光検出素子、3 6c・‥P 回

路、3 7 …分波器、32０ 連続光源、32 …半導体レーザ素子、322a ・‥ 変調器

322b 324c 352…信号発生器、323…キャビティ、324a・‥反射ミラー、324b

ピェゾモータ、325…可飽和吸収ミラー、328 b共添加ガラス板、33 4
…分波器、332 333 342～344…光導波路、334 …遅延器、335 45…合波

器、342a 343a・‥遅延路、35 …光ス不ソチ、36０…光増幅器、P …光パルス列、

P2 SC光パルス列。

発明を実施するための最良の形態

００78 以下、この発明に係る光源装置の各実施例を、図 ～39を参照しながら詳細に説

明する。なお、図面の説明においては同一又は相当部分には同一符号を付し、重複

する説明を省略する。

００79 第 実施柳
まず、この発明に係る光源装置の第 実施例を、図 ～3を参照して詳細に説明

する。図 は、この発明に係る光源装置の第1実施例の代表的な構成を示す図である



。第1実施例に係る光源装置として、図 の領域 (a) に示された光源装置 ０ a は、パ

ルス光源 ０2 と、光軸調整部 ０3 と、光ファイバ皿 と、コリメータレンズ 2 と、集光

レンズ 3 を備える。このパルス光源 ０2 が種光源であり、電源装置から電源供給を

受けて種光として光パルス列P を出射する。

００8０ 光ファイバ は、コリメータレンズ 2及び集光レンズ 3 を介してパルス光源 ０

2 と光学的に接続されており、光パルス列P を受けて、パルス状のスーパーコンテイ

ニューム (S pe con n ) 光P 2を出射する。具体的に、光ファイバ は、光

パルス列P が有するスペクトル幅を例えば2倍以上に拡大することにより、 C光P 2

を生成する。なお、光パルス列P の波長範囲は、 ０ を含むのが好ましく、該

波長範囲の中心波長が 5 5０ 付近にあるのがより好ま 、。この場合、光ファイバ

皿 の低損失波長領域での効率的な C光生成が可能になる。

００8 1 光軸調整部 ０3 は、 C光P 2のスペクトル形状を変形するためのスペクトル整形手

段に含まれる。光軸調整部 ０3 は、パルス光源 ０2 と光ファイバ皿 との間の光軸ず

れを利用してパルス光源 ０2 と光ファイバ皿 との光結合効率を変化させる。これに

より、光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワーが変ィビすることになる。当該光

源装置 ０ a において、光軸調整部 ０3 は、集光レンズ 3 を変位させる第 の駆動

き日 3 と、光ファイバ の光人射端を変位させる第2の駆動部 3 2 とを備える。第

の駆動部 3 は、集光レンズ 3 を光軸方向及び光軸方向と交差する方向に変位さ

せて、パルス光源 ０2 と光ファイバ皿 との光結合効率を変ィビさせる。第2の駆動部

3 2 は、光ファイバ の光人射端を光軸方向と交差する方向に変位させて、パル

ス光源 ０2 と光ファイバ との光結合効率を変ィビさせる。

００8 2 一方、この第1実施例に係る光源装置として、図 の領域 (b ) に示された光源装置

０ b は、パルス光源 ０2 と、帯域可変フイルタ ０4 と、光ファイバ皿 と、コリメータレ

ンズ 2 と、集光レンズ 3 を備える。なお、パルス光源 ０2 、光ファイバ 、コリメ

ータレンズ 2 、及び集光レンズ 3 の構成及び機能は、上述の光源装置 ０ a の

場合と同様である。

００8 3 帯域可変フイルタ ０4 は、 C光P 2のスペクトル形状を変形するためのスペクトル整

形手段に含まれる。帯域可変フイルタ ０4 は、光ファイバ の光出射端に光学的



に接続されており、光ファイバ から出射される C光P2の帯域幅を制限するととも

に、制限する帯域幅やその中心波長を変動させることができる。 C光P2は、帯域可

変フィルタ ０4を通過して、光源装置 ０ bの外部へ出射される。

００84 ここで、図2は、第 実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源 ０2の第 構

成として、パルス光源 ０2aの構成を示す図である。パルス光源 ０2aは、いわゆるア

クティブ (能動)モード同期型の超短パルス光発生源であり、リング型共振器によって

構成されている。すなわち、パルス光源 ０2aは、半導体レーザ素子 2 と、 変調

器 22"と、 変調器 22"を駆動する信号発生器 22b と、リング状のキヤビティ(

光導波路 ) 23とを有する。半導体レーザ素子 2 は、ヵプラ 23a を介してキヤビテ

ィ 23のリング状部分と光学的に接続されている。また、キヤビティ 23のリング状部

分は、ヵプラ 23c を介して出力用光導波路 23dと光学的に接続されている。キヤビ

ティ 23のリング状部分には、ェルビウム添加光ファイバ ( ) 23b 、及び 変調

器 22 が光学的に直列接続されている。

００85 所定周波数の電気的パルス信号を信号発生器 22b が 変調器 22a に送ると、

変調器 22a における光損失が該周波数に応じた周期で減少する。キヤビティ 2

3のリング状部分へは半導体レーザ素子 2 から励起光が人射される。そして、この

励起光によって励起された光に含まれる各モードの位相が同期したときに発振が生

じるよぅに 変調器 22a を制御すれば、パルス幅が数フェムト秒程度の超短パルス

レーザ光が生じて出力用光導波路 23dから外部へ周期的に出射される。図 の領

域 (a) 及び (b) に示された光源装置 ０ a ０ bそれぞれは、この周期的な超短パ

ルス光を、光パルス列P として利用する。なお、光パルス列P の繰り返し周波数は、

信号発生器 22bから 変調器 22aへ送られる電気的パルス信号の周波数と一

致する。

００86 図3は、パルス光源 ０2 (第1実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源)の

第2構成として、パルス光源 ０2bの構成を示す図である。パルス光源 ０2bは、いわ

ゆるパッシブ (受動)モード同期型の超短パルス光発生源であり、リング型共振器によ

って構成されている。すなわち、パルス光源 ０2bは、半導体レーザ素子 2 と、リン

グ状のキヤビティ(光導波路 ) 23と、反射ミラー 24a と、反射ミラー 24a に取り付け



られたピエゾモータ 24bと、ピエゾモータ 24b を駆動する信号発生器 24c を備え

る。なお、半導体レーザ素子 2 がキヤビティ 23と光学的に接続されている点、キヤ

ビティ 23が出力用光導波路 23dを有する点、及び、キヤビティ 23のリング状部分

に 3bが光学的に接続されている点は、上述の第 構成のパルス光源 ０2 (
図2) と同様である。

００87 パルス光源 ０2bには、上述のパルス光源 ０2aにおける 変調器 22a に代えて

反射ミラー 24a が設けられている。反射ミラー 24a は、キヤビティ 23のリング状部

分の一部を構成しており、反射ミラー 24a の位置が振動することによってキヤビティ
23のリング状部分の長さが周期的に変化する。反射ミラー 24a の振動は、ピエゾモ

ータ 24b によって与えられる。また、その振動周波数は、ピエゾモータ 24b を駆動

する信号発生器 24c によって制御される。

００88 所定周波数の電気的パルス信号を信号発生器 24c がピエゾモータ 24b に送ると

、キヤビティ 23の長さが該周波数に応じた周期で変動する。キヤビティ 23のリング

状部分へは半導体レーザ素子 2 から励起光が人射される。そして、キヤビティ 23

の長さがソリトン条件を満たす瞬間に、パルス幅が数フェムト秒程度の超短パルスレ

ーザ光が発生する。この超短パルス光は、光パルス列P として出力用光導波路 23

dから外部へ周期的に出射される。このとき、光パルス列P の繰り返し周波数は、信

号発生器 24c からピエゾモータ 24bへ送られる電気的パルス信号の周波数と一致

する。なお、パルス光源 2bでは、反射ミラー 24a を機械的に駆動することによって

周期的な超短パルス光を発生させているため、 変調器 22a を電気的に駆動する

構成のパルス光源 ０2 (図2) と比較して、光パルス列P の繰り返し周波数が小さく

なる傾向がある。

００89 また、図4は、パルス光源 ０2の第3構成として、パルス光源 ０2cの構成を示す図

である。パルス光源 ０2cは、いわゆるパッシブ (受動)モード同期型の超短パルス光

発生源であり、 Y 共添加ガラスによる固体レーザによって構成されている。すな

わち、パルス光源 ０2cは、半導体レーザ素子 2 と、可飽和吸収体及び反射鏡が

一体に構成された可飽和吸収ミラー 25と、コリメータレンズ 26a と、プリズム 26b

及び 26c と、出力用ヵプラ 26dと、ミラー 27a～27c と、 b共添加ガラス板



28を備える。なお、半導体レーザ素子 2 及びコリメータレンズ 26a 以外の構成要

素は、レーザ発振のためのキヤビティC を構成している。

００9０ 半導体レーザ素子 2 から出射された励起光は、コリメータレンズ 26a及びミラー

27a を介して Y 共添加ガラス板 28に達し、 b共添加ガラス板 28を励起

する。 b共添加ガラス板 28は、可飽和吸収ミラー 25、プリズム 26b及び 2

6c、出力用ヵプラ 26d、並びにミラー 27a～27cからなるキヤビティC 上に配置

されている。キヤビティC を進む光は、 b共添加ガラス板 28によって増幅され

つつ、可飽和吸収ミラー 25と出力用ヵプラ 26dとの間で往復する。

００9 1 可飽和吸収ミラー 25は、弱い光を吸収し、強い光を反射する性質を有する。可飽

和吸収ミラー 25に到達した光に含まれる各モードの位相が同期したときに光の強

度が極大となるので、この瞬間にのみ可飽和吸収ミラー 25は反射ミラーとして機能

し、レーザ発振が生じる。したがって、このレーザ光はパルス幅が数フェムト秒程度の

超短パルス光となり、光パルス列P として出力用ヵプラ 26dから外部へ出射される

。このとき、光パルス列P の繰り返し周波数は、キヤビティC の長さに応じた値とな

る。

００92 上述のよぅな構成を有する光源装置 ０ a ０ bそれぞれの動作について説明す

る。なお、パルス光源 ０2としては、図2～4に示されたパルス光源 ０2a～０2cのぅ

ちいずれが適用され、光パルス列P を出射する。光パルス列P は、パルス幅が数フ

ェムト秒程度の超短パルス光が周期的に並べられた構造を有する。光パルス列P は

、コリメータレンズ 2によってコリメートされた後、集光レンズ 3によって集光される

。なお、パルス光源 ０2から出射される光パルス列P の各光パルスの最大パワーは

例えば7０～8０W程度である。また、光パルス列P の繰り返し周波数は例えば5０

z程度である。光パルス列P のパルス幅は、例えば3００フェムト秒以下である。

また、光パルス列P の時間平均パワーは、例えば7０～8０ W程度である。

００93 光パルス列P は、集光レンズ 3によって集光された後、光ファイバ へ人射さ

れる。そして、光ファイバ における非線形光学効果 (断熱的ソリトン圧縮効果) に

よって各光パルスのスペクトル帯域幅が2倍以上に拡張されたパルス状の C光P2

が生成される。 C光P2は、光源装置 ０ aの光出射端から外部へ出射される。



００94 光源装置 ０ a (図 の領域 (a) ) において、パルス光源 ０2と光ファイバ 皿の光

人射端との光結合効率は、光軸調整部 ０3によって任意に設定される。具体的には

、集光レンズ 3の光軸と光ファイバ の入射端の光軸とのずれ量、あるいは集光

レンズ 3の焦点位置と光ファイバ 皿の入射端位置とのずれ量を、第 及び第2の

駆動部 3 及び 32によって変化させることにより、パルス光源 ０2と光ファイバ皿

との光結合効率が調節される。

００95 ここで、図5の領域 a 、集光レンズ 3の光軸と光ファイバ の入射端の光軸

とが一致し、かつ集光レンズ 3の焦点位置と光ファイバ皿 の入射端位置とが一致

している場合 (すなわち、パルス光源 ０2と光ファイバ皿 の光人射端との光結合効

率が最大である場合) における、光ファイバ への入射波形P の一例を示すグ

ラフである。また、図5の領域 (b) は、集光レンズ 3の光軸と光ファイバ の入射

端の光軸とがずれている場合、あるいは集光レンズ 3の焦点位置と光ファイバ皿

の入射端の位置とがずれている場合における、光ファイバ への入射波形P の

一例を示すグラフである。

００96 パルス光源 ０2と光ファイバ の光人射端との光結合効率が最大である場合、

光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワーが W とすると(図5の領域 (a) 参照

) 、集光レンズ 3の光軸と光ファイバ の入射端の光軸とがずれている場合、あ

場合、光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワーは W よりも小 、刮 W とな

る (図5の領域 (b)参照)。このよぅに、光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワ

ーが変化すると、光ファ小 における非線形光学効果によって生じる C光P2の

スペクトル形状が変形する。このことを利用して、光源装置 ０ a (図 の領域 (a) )で

は、 C光P2のスペクトル形状が所望の形状になるよぅに、パルス光源 ０2と光ファイ

バ 皿の光人射端との光結合効率を変ィビさせる。

００97 また、光源装置 ０ b (図 の領域 (b) )では、光ファイバ から出射された C光P

2のスペクトル帯域幅を帯域可変フイルタ ０4によって変ィビさせる。ここで、図6は、光

ファイバ から出射された C光P2のスペクトル形状の一例 (スペクトルSP と

、帯域可変フイルタ ０4を通過した C光P2のスペクトル形状の一例 (スペクトルSP



０2 SP ０3) とを示す。なお、図6において、スペクトルSP ０3は、帯域可変フイルタ

０4の通過帯域幅がスペクトルS P ０2よりも 心い場合のスペクトルである。また、図

6において、縦軸は規格ィビされたスペクトル強度である。図6に示されたよぅに、光源

装置 ０ b (図 の領域 (b) )では、 C光P2のスペクトル形状のぅち主に帯域幅に係

る形状が、所望の形状になるよぅに帯域可変フイルタ ０4によって好適に変ィビする。

００98 なお、以上の説明では、光軸調整部 ０3を備える光源装置 ０ aと帯域可変フイル

タ ０4を備える光源装置 ０ bとを説明したが、この第1実施例に係る光源装置は、

光軸調整部 ０3及び帯域可変フイルタ ０4の双方を備えるとさらに好ま 、。この構

成により、 C光P2のスペクトル形状を変化させる際の自由度が増す。

００99 以上に説明したよぅに、第 実施例に係る光源装置 ０ a ０ bそれぞれによれば

、光軸調整部 ０3又は帯域可変フイルタ ０4によって、 C光P2のスペクトル形状を

任意に変形することができる。これにより、例えば赤外分光測定において複数の物質

の濃度を順に測定する際に、該複数の物質それぞれに固有の吸収波長にあわせて

C光のスペクトル形状を変えることができるので、測定精度がより向上する。

０1００ ここで、図7は、赤外分光測定について説明するための図である。図7の領域 (a) に

示されたよぅに、まず、光源装置 O a ( O b)から出射された C光P2が被測定対

象物 ０に照射される。そして、被測定対象物 ０を透過した光が検出器 ０2

によって検出される。このとき、被測定対象物 ０に照射された C光P2のぅち、被

測定対象物 ０に含まれる物質に固有の吸収波長と一致する波長成分は、当該

物質の濃度に応じて被測定対象物 ０ に吸収される。したがって、 C光P2のスペ

クトル形状と被測定対象物 ０を透過した光のスペクトル形状とを比較することによ

り、被測定対象物 ０に含まれる当該物質の濃度が判る。

０1０1 図7の領域 (b) は、光源装置 ０ a又は光源装置 ０ bから出射される C光P2の

スペクトル形状の一例を示す。例えば、被測定対象物 ０が水分を含むもの (生体

など)である場合、波長 4００ (図7の領域 (b) 中に示された波長 )付近は水分に

吸収される波長帯となる。そこで、当該波長帯における C光のスペクトル強度を他の

波長帯 (例えば波長 6００ )よりも例えば3d 以上大きくしておくことにより、この波

長帯におけるスペクトル情報の欠落を回避して測定精度を高めることができる。した



がって、このよぅな場合には、 C 光P 2 のスペクトル形状が例えば図7 の領域 ( b ) に示

されたスペクトルS P ０4 のよぅな形状になるよぅに、光軸調整部 ０3 及び 又は帯域

可変フイルタ ０4 によって C 光P 2 のスペクトル形状を変形させるのが好ま 、。

０1 ０2 ゼロ分散波長が 4 ００ 以上かつ 6 ００ 以下にあり、光パルス列の入力波長

が当該ゼロ分散波長よりも長波長側にあるよぅに調整されることにより、波長 4 ００

における C 光のスペクトル強度を波長 6 ００ における C 光のスペクトル強度より

も3 以上大きくすることが可能になる。勿論、外部フイルタが使用されてもよい。

０1 ０3 また、例えば被測定対象物 ０ に含まれるグルコース濃度の変ィビを測定する場

合、波長 5 6 ０ (図7 の領域 ( b ) に示された波長 ) 付近の波長帯域内において吸

収ピーク波長が水分子の水素結合の影響を受けてグルコース濃度に応じてシフトす

る現象を利用することがある ( 例えば、特開平 ０ 325794参照 ) 。このとき、波長 5

6 ０ 近における C 光P 2 のスペクトル強度が平坦であれば、吸収ピーク波長が

変ィビしても該ピーク波長における C 光P 2 の強度はほぼ一定になる。これにより、グ

ルコース濃度の変ィビを高精度に測定することが可能となる。したがって、このよぅな場

合においても、 C 光P 2 のスペクトル形状が例えば図7 の領域 ( b ) に示されたスペクト

ルS P 4 のよぅな形状になるよぅに、光軸調整部 ０3 及び 又は帯域可変フイルタ

０4 によって C 光P 2 のスペクトル形状を変形させるのが好ま 、。このよぅに、被測定

物質の吸収ピーク波長の近傍で平坦なスペクトル強度特性を C 光P 2 が有すること

により、吸収ピーク波長のシフトれ、った微小な変ィビを感度よく検出できる。なお、こ

のときのスペクトル強度特性の平坦度は、最大スペクトル強度の5 ０ 以内であること

が好ま 、。

０1 ０4 例えば光パルス列の入力波長が 5 6 ０ 以下であり光パルス列の入力波長よりも

光ファイバのゼロ分散波長が短波長側にあるよぅに調整されることにより、波長 5 6 ０

付近における C 光のスペクトル強度を平坦にすることができる。また、光パルス

列の入力波長が 5 ００～ ０ にあり入力波長での光ファイバの波長分散値が負

であるよぅに調整されることによっても、波長 5 6 ０ 付近における C 光のスペクト

ル強度を平坦にすることができる。勿論、外部フイルタが使用されてもよい。

０1 ０5 また、例えば被測定対象物 ０ に含まれるグルコース濃度、 濃度、
2

又は O
X



濃度を測定する場合、これら物質が大きな吸収特性を示す波長2・ (図7の領

域 (b) に示された波長C)付近の波長帯における C光P2のスペクトル強度が大きい
ことが好ま 、。したがって、このよぅな場合には、 C光P2のスペクトル形状がスペク

トルSP ０5のよぅな形状になるよぅに、光軸調整部 ０3及び 又は帯域可変フィルタ

０4によ 、って C光P2のスペクトル形状を変形させるのが好ま 。

０1０6 図 の領域 (a) に示された光源装置 ０ aは、スペクトル整形手段として光軸調整部

０3を含み、この光軸調整部 ０3がパルス光源 ０2と光ファイバ皿 との間の光軸

ずれを利用してパルス光源 ０2と光ファイバ皿 との光結合効率を変ィビさせることで

、光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワーを変化させている。この構成により

SC光P2のスペクトル整形が好適に制御できるとともに、パルス光源 ０2と光ファイ

バ との間に光増幅器や光減衰器を用いる場合と比較して、光損失を低く抑える

ことができる。

０1０7 また、図 の領域 (b) に示された光源装置 ０ bは、スペクトル整形手段として帯域

可変フィルタ ０4を含み、この帯域可変フィルタ ０4が光ファイバ 皿の出射端に光

学的に接続されている。この構成により、 C光P2のスペクトル形状が、所望の帯域

幅を有する形状に容易に変形させられる。

０1０8 なお、光源装置 ０ a (又は光源装置 ０ b) において、 C光P2のスペクトル幅は

、光ファイバ が受ける光パルス列P のスペクトル幅の ０倍以上であってもよい。

C光P2のスペクトル幅が光パルス列P のスペクトル幅の ０倍以上になると、光パ

ルス列P や光ファイバ の特性 (非線形性)の揺らぎに起因した C光P2のスペク

トル形状の変形が顕著になる。したがって、このよぅな場合、スペクトル整形手段にの

第 実施例では、光軸調整部 ０3及び帯域可変フィルタ ０4) によって C光P2のス

ペクト 、ル整形を制御するのが望ま 。

０1０9 (第 実施例の第 変形例)

図8は、第 実施例に係る光源装置の第 変形例の構成を示す図である。この図8

において、領域 a 、第 変形例に係る光源装置 ０ cの構成を示す図であり、当

該光源装置 ０ cは、パルス光源 ０2と、パルス圧縮・拡大器 ０5と、光ファイバ皿

を備える。パルス光源 ０2及び光ファイバ皿 の構成及び機能については、上述の



光源装置 ０ a ０ bの場合と同様なので、詳細な説明を省略する。

０11０ パルス圧縮・拡大器 ０5は、 C光P 2のスペクトル形状を変形させるためのスペクト

ル整形手段に含まれる。具体的に、パルス圧縮・拡大器 ０5は、パルス光源 ０2と光

ファ小 皿 との間に光学的に接続された状態で配置されている。このパルス圧縮・

拡大器 ０5が光パルス列P に含まれる各光パルスの時間幅や高さ (最大パワー) と

いったパルス形状を変ィビさせることにより、 C光P 2のスペクトル形状が所望の形状

に変形される。パルス圧縮・拡大器 ０5としては、例えば可変分散補償器などの分散

デバイスが好適である。

０111 ここで、図8の領域 (b) は、光パルス列P に含まれる各パルスの時間幅を変化させ

た場合における、 C光P 2のスペクトル形状の変ィビが示されている。なお、図8の領

域 (b) は、光ファイバ の長さを ０ 、光パルス列P の時間平均パワーを ００

Wとしたときのスペクトルである。また、図8の領域 (b) において、スペクトルS P ０6は

光パルス列P のパルス時間幅を2００フェムト秒としたときのスペクトルを示し、スペク

トルS P ０7は光パルス列P のパルス時間幅を ・5ピコ秒としたときのスペクトルを示

し、スペクトルS P ０8は光パルス列P のパルス時間幅を ピコ秒としたときのスペクト

ルを示す。また、図8の領域 (b) において、縦軸は規格ィビされたスペクトル強度である

０112 この図8の領域 (b) に示されたよぅに、パルス圧縮・拡大器 ０5 によって光パルス列

P に含まれる各光パルスの時間幅を変ィビさせることにより、 C光P 2のスペクトル形

状 (主にスペクトル帯域幅) を効果的に変形させることができる。したがって、この第

実施例におけるスペクトル整形手段は、当該第 変形例におけるパルス圧縮・拡大

器 ０5によって好適に実現される。

０113 (第 実施例の第2変形例)

図9は、第 実施例に係る光源装置の第2変形例の構成を示す図である。この図9

に示された第2変形例に係る光源装置 O dは、連続光源 2０と、減衰率可変の光

減衰器 ０6と、光ファイバ皿 と、帯域可変フイルタ ０4を備える。光ファイバ 及

び帯域可変フイルタ ０4の構成及び機能については、上述の光源装置 ０ a ０

bと同様である。



０114 この第2変形例において、連続光源 2０は、連続光P 3を出射する種光源である。

連続光源 2０は、光減衰器 ０6を介して光ファイバ へ連続光P 3を提供する。な

お、光ファイバ へ人射される種光が連続光であっても、該連続光が比較的高い
パワーを有していれば光ファイバ 内で C光P 2が生成され得る。

０115 光減衰器 ０6は、 C光P 2のスペクトル形状を変形するするためのスペクトル整形

手段に含まれる。具体的に、光減衰器 ０6は、連続光P 3のパワーを変化させること

により、 C光P 2のスペクトル形状を変形させる。すなわち、光ファイバ へ人射さ

れる連続光P 3のパワーを変ィビさせると、光ファイバ 内において生成されるパルス

( C光P2) の条件が変ィビするため、 C光P 2のスペクトル形状も変形する。したがっ
て、この第 実施例におけるスペクトル整形手段も、当該第2変形例のよぅに減衰率

可変の光減衰器 ０6によって好適に実現される。

０116 なお、この第2変形例において、光ファイバ に入射される連続光P 3のパワーは

O O W以上であることが好ま 、。これにより、光ファイバ 内において C光P 2

を好適に発生させ得る。また、この第2変形例のよぅに、光ファイバ の光出力端側

に帯域可変フイルタ ０4がさらに配置されることにより、 C光P 2のスペクトル形状を

所望の形状により近づけることができる。

０117 (第 実施例の第3変形例)

図 ０の領域 (a) 、第1実施例に係る光源装置の第3変形例の構成を示すブロック

図である。この図 ０の領域 (a) に示された第3変形例に係る光源装置 O e は、パル

ス光源 ０2と、パルス整形部 ０7と、光ファ小㍉ と、制御部 4を備える。パルス

光源 ０2及び光ファイバ の構成については、上述の光源装置 ０ a ０ bと同

様である。

０118 パルス整形部 ０7は、 C光P 2のスペクトル形状を変形させるためのスペクトル整

形手段を含み、パルス光源 ０2と光ファイバ皿 との間に光学的に接続された状態

で配置されている。パルス整形部 ０7には、例えば図 の領域 (a) に示された光軸調

整部 ０3、図8の領域 (a) に示されたパルス圧縮・拡大器 ０5 (第 変形例) 、あるい
は図9に示された光減衰器 ０6 (第2変形例) が適用可能である。

０119 また、パルス整形部 ０7に帯域可変フイルタが適用され、光ファイバ に入射さ



れる光パルス列P のスペクトル形状 (特に、スペクトル幅及び中心波長の少なくとも

一方) を変ィビさせることにより C光P 2のスペクトル整形が行われてもよい。 C光P 2

のスペクトル形状は、光ファイバ における分散特性の影響の他、光パルス列P

のスペクトル幅及び中心波長の影響を受けるので、パルス光源 ０2と光ファイバ皿

との間に帯域可変フィルタが光学的に接続された状態で配置されることにより、 C光

P 2のスペクトル形状を好適に変ィビさせることができる。

０12０ また、パルス整形部 ０7は、光ファイバ に入射される光パルス列P の偏波方

向を変ィビさせることにより C光P 2のスペクトル整形を実現することもできる。 C光P 2

のスペクトル形状は、光パルス列P の偏波及び光ファイバ における偏波依存性

の影響を受けるので、光パルス列P の偏波方向を変ィビさせることにより、 C光P2の

スペクトル形状を好適に変化させることができる。

０121 制御部 4もまた、 C光P 2のスペクトル形状を変形させるためのスペクトル整形手

段として機能する。すなわち、制御部 4は、パルス光源 ０2の励起用レーザ光源 (

例えば、図2～4に示された半導体レーザ素子 2 ) の出カパワーを制御するための

制御信号S をパルス光源 ０2へ送る。これにより、励起用レーザ光源の出カパワー

を変ィビさせることにより、光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワーを変ィビさせ
る。例えば上述の第2変形例 (図9参照)では、光減衰器 ０6を用いて光パルス列P

の各パルスの最大パワーを変ィビさせているが、励起用レーザ光源の出カパワーを変

ィビさせることによっても光パルス列P の各パルスの最大パワーを容易に変ィビさせ得

る。しかも、励起用レーザ光源の出カパワーは、励起用レーザ光源へ供給される電

流量によって容易に制御可能である。したがって、この構成により、光パルス列P の

各パルスの最大パワーを、励起用レーザ光源の電流量れ、った一つのパラメータを

用いて容易に変ィビさせることができる。

０122 制御部 4は、光ファイバ の温度を制御することにより C光P 2のスペクトル形

状を変形させるスペクトル整形手段として機能する。すなわち、制御部 4は、光ファ

イバ の温度制御を行ぅための制御信号S を、光ファイバ に接して設けられた

べルチェ素子などの温調素子 ０9へ送る。これにより、光ファイバ の分散特性を

好適に変ィビさせ得るので、 C光P 2のスペクトル形状を好適に変ィビさせることができ



る。なお、光ファイバ は、温調素子 ０9の温度を伝導し易くするため、コイル状に

巻回されるのが好ま 、。

０123 制御部 4は、所望のスペクトル形状を有する C光P 2を得るために、パルス整形

部 ０7を制御する。例えば、パルス整形部 ０7が光軸調整部 ０3を含む場合、制御

部 4は、図 の領域 (a) に示された第 及び第2の駆動部 3 3 2を駆動するた

めの駆動信号を、制御信号S としてパルス整形部 ０7へ送る。また、パルス整形き

０7がパルス圧縮・拡大器 ０5 (図8の領域 (
)
を含む場合や、パルス整形部 ０7が

光減衰器 ０6 (図9) を含む場合には、制御部 4は、パルス圧縮・拡大器 ０5や光

減衰器 ０6を制御するための制御信号S をパルス整形部 ０7へ送る。これにより、

所望のスペクトル形状を有する C光P 2を好適に得ることができる。

０124 (第 実施例の第4変形例)

図 ０の領域 (b) は、第1実施例に係る光源装置の第4変形例の構成を示すブロック

図である。この図 ０の領域 (b) に示された第4変形例に係る光源装置 O fは、パル

ス光源 ０2 (又は連続光源 2０) と、スペクトル整形部 ０8と、光ファイバ皿 と、光増

幅器 5と、制御部 6を備える。パルス光源 ０2 (連続光源 2０)及び光ファイバ

皿の構成については、上述の光源装置 ０ a ０ bと同様である。

０125 光増幅器 5は、 C光P 2のスペクトル形状を変形させるためのスペクトル整形手

段に含まれ、この光増幅器 5が光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワーを

変ィビさせることにより C光P 2のスペクトル形状を変ィビさせる。光増幅器 5は増幅

率が可変である。そのため、光増幅器 5は、その増幅率を制御するための制御信

号S を制御部 6から受け、該制御信号S に応じた増幅率でパルス光源 ０2から

の光パルス P (又は連続光源 2０からの連続光P3) を増幅する。

０126 この第4変形例のよぅに、スペクトル整形手段は、パルス光源 ０2 (連続光源 2０) と

光ファイバ皿 との間に光学的に接続された状態で配置された、増幅率可変の光増

幅器 5を含んでもよい。この構成により、 C光P 2のスペクトル整形が容易に制御

され得る。また、種光源としてパルス光源 ０2が適用される場合、光パルス列P の各

パルスの最大パワーは一定でもよいので、光パルス列P が安定的に得られる。また

、この場合、光増幅器 5に入射される光のスペクトル形状と、光増幅器 5から出



射される光のスペクトル形状とは互いに異なっていてもよい。光ファイバ に入射さ

れる光パルス列P の各パルスの最大パワーに加え、光増幅器 5における光パル

ス列P のスペクトル形状の変ィビをも考慮することにより、 C光P 2のスペクトル形状を

所望の形状により近づけることができる。

０127 スペクトル整形部 ０8は、 C光P 2のスペクトル形状を変形させるための別のスペク

トル整形手段に含まれる。スペクトル整形部 ０8には、例えば図9に示された第2変

形例における帯域可変フィルタ ０4が適用可能である。また、スペクトル整形部 ０8

は、 C光P 2を装置外部へ出射するための光導波路に形成された曲率可変の曲部

であってもよい。 C光P 2を出射するための光導波路にこのよぅな曲部が設けられる

ことにより、 C光P 2に任意の曲げ損失が与えられ、 C光P 2のスペクトル形状を好

適に変化させることができる。スペクトル整形部 ０8は、 C光P 2のスペクトル形状を

制御するための制御信号S を制御部 6から受け、該制御信号S に応じたスペクト

ル形状となるよぅに通過帯域を変ィビさせるか、あるいは光導波路の曲率を変ィビさせる

。これにより、 C光P 2のスペクトル整形が好適に制御され得る。

０128 制御部 6は、上述の制御信号S 及びS の他、第3変形例における制御部 4と

同様に、パルス光源 ０2 (連続光源 2０) の励起用レーザ光源の出カパワーを制御

するための制御信号S をパルス光源 ０2 (連続光源 2０)へ送る。このとき、励起用

レーザ光源の出カパワーを変ィビさせることにより、光パルス P (連続光P3) の最大

パワーを変ィビさせる。また、制御部 6は、光ファイバ の温度制御を行ぅための

制御信号S を、光ファイバ に接して設けられた温調素子 ０9へ送ることにより、

光ファイバ の分散特性を変ィビさせる。

０129 (第 実施例の第5変形例)

図 、第1実施例に係る光源装置の第5変形例の構成を示すブロック図である。

この図皿に示された第5変形例に係る光源装置 O は、パルス光源 ０2と、パルス

整形部 ０7と、光ファイバ皿 と、制御部 7と、検出器 8と、分波器 9を備える

。パルス光源 ０2、パルス整形部 ０7、及び光ファイバ 皿の構成については、上述

の光源装置 ０ a ０bと同様である。

０13０ 検出器 8は、 C光P 2のスペクトル形状を検出するための検出手段に含まれる。



検出器 8は、光ファイバ の出射端と分波器 9を介して光学的に接続されて

おり、 C光P2の一部を取り込む。検出器 8は、波長可変フイルタ 8aと、光検出

素子 8bと、信号処理部 8cを備える。検出器 8に取り込まれた一部の C光P

2は、波長可変フイルタ 8aを通過した後に光検出素子 8bにおいて光電変換さ

れ、周期的な電気信号となる。そして、この電気信号に基づいて、信号処理部 8c

においてスペクトル形状 (各周波数毎のスペクトル強度) が検出される。この検出結果

は、制御ｧ 7へ送られる。

０131 制御部 7は、検出器 8によって検出された C光P2のスペクトル形状に基づい
て、パルス光源 ０2の励起用レーザ光源の出カパワーを変ィビさせるための制御信号

S 、光ファイバ 皿の温度制御を行ぅための制御信号S 、及びパルス整形部 ０7を

制御するための制御信号S を生成し、それぞれパルス光源 ０2、温調素子 ０9、及

びパルス整形部 ０7へ送る。このよぅに、検出器 8によって C光P2のスペクトル

形状を検出することにより、検出結果を利用してスペクトル整形手段 (パルス整形き

０7、制御部 7)をフイードバック制御することが可能になる。その結果、この第5変

形例に係る光源装置 は、スペクトル整形の制御を高精度かつ安定的に行ぅこと

ができる。

０132 (第 実施例の第6変形例)

従来、出射される C光のスペクトルは、 C光生成用の光ファイバに入射される種

光、例えば光パルス列及び該 C光生成用の光ファイバによって、その C特性が限

定される。そのため、種光源 (例えばパルス光源)及び C光生成用の光ファイバが組

み上げられた後は、大きく C特性を制御することは望めなかった。そこで、この第

実施例に係る光源装置の第6変形例では、スペクトル整形手段として、 C光生成用

の光ファイバの端部における融着条件を制御することにより、該融着点におけて分散

や損失特性に対して積極的に適当な波長特性を持たせることを特徴としている。この

構成によれば、 C光生成用の光ファイバが設置された後であっても C光のスペクト

ル整形が可能になる。融着プロセス自体は単純かつ信頼性の高い技術であるため、

経時劣化を考慮する必要もない。

０133 図 2は、第 実施例に係る光源装置の第6変形例の構成を示す図である。図 2に



示されたよぅに、第6変形例に係る光源装置 O は、パルス光P を出射するパルス

光源 ０2 (又は連続光を出射する連続光源 2０) と、 C光生成用の光ファイバ皿

を備える。この光ファイバ の光人射端とパルス光源 ０2の出力用ファ小 とは矢

印J で示された箇所で融着接続されている。また、光ファイバ 皿の光出射端も、矢

J 2で示された箇所で他の光ファ小 と融着接続されている。光ファイバ におい
て生成された C光P 2は融着荊2を通過して当該光源装置 O の外部に出射され

る。

０134 なお、スペクトル整形手段としての融着点は、光ファイバ皿 の光人射端のみ、光

出射端のみ、又は、光人射端と光出射端の両方において損失の波長依存性を与え

ることにより C光P 2のスペクトル整形を制御する。光ファイバ 皿に融着接続される

光ファイバは、例えば波長 ・3 近傍に零分散波長を有するシングルモード光フ

ァイバ、波長 ・5 5 近傍に零分散波長を有する分散シフト光ファイバ、力ルコゲ

ナイドファ小 、中心コアの屈折率が標準的なシングルモード光ファ小 よりも遥かに

高い高デルタファ小 、ビスマスガラスファ小 、テルライトガラスや鉛ガラスを主成分

とするソフトガラスファイバなどが適用可能である。また、エルビウムなどが添加された

希土類添加光ファイバも適用可能である。さらに、融着荊 及び 又は融着荊2で

は、融着接続された光ファイバ同士を引き延ばすことによりテ一パーファイバ構造を

実現してもよい。この場合、テ一パー状部分においても C光P 2の生成が促進され、

C光P 2のスペクトル特性をよりダイナミックに制御することが可能になる。

０135 図 3は、図 2に示された第6変形例に係る光源装置 O の動作を説明するため

の図である。図 3 中の領域 (a) には、融着点 における減衰スペクトルが示されてお

り、 ０2は融着に伴ぅ損失がない状態で減衰スペクトルを示し、 ０は長波長

側において損失が増加するよぅ融着損失に波長依存性が与えられた減衰スペクトル

を示す。

０136 融着に伴ぅ損失がない場合 (減衰スペクトル ０2) 、光ファイバ で生成される

C光のスペクトルが、図 3の領域 (b) 中に示されたスペクトルS P である。一方、

融着荊 において融着損失に波長依存性が与えられた場合 (減衰スペクトル ０

) 、光ファイバ で生成される C光のスペクトルは、図 3の領域 (b) 中に示され



たスペクトルS P ０9のよぅに、励起波長 几 よりも長波長側において平坦部分が
P P

狭められた形状になる。

０137 以上のよぅに、スペクトル整形手段として、光ファイバ皿 の少なくとも一方の端部に

おける融着条件を制御するこの第6変形例に係る光源装置 O によっても出射され

る C光のスペクトル整形を好適に実現することができる。

０138 以上に説明した本発明に係る光源装置は、上記実施形態及び各変形例に限らず

、様々な変形や構成要素の付加が可能である。例えば、上記実施形態や各変形例

において、本発明に係るスペクトル整形手段の様々な態様を説明したが、本発明に

係る光源装置は、上記した各スペクトル整形手段のぅち任意の複数の手段を組み合

わせて構成されてもよい。

０139 (第2実施例)

以下、この発明に係る光源装置の第2実施例を、図 4～2 7を参照して詳細に説明

する。

０14０ 図 4 は、この発明に係る光源装置の第2実施例の代表的な構成を示す図である。

まず、図 4の領域 (a) に示された光源装置2０ a は、パルス光源2０2と、時分割多重

処理部2０3 と、光ファイバ2 を備える。パルス光源2０2は、この第2実施例における

種光源であり、電源装置から電源供給を受けて光パルス列P を出射する。

０14 1 光ファイバ 2 は、時分割多重処理部2０3を介してパルス光源2０2と光結合されて

おり、光パルス列P を受けて、スーパーコンティニューム (S pe con n ) 光を

含むパルス状の C光P 2を出射する。具体的に、光ファイバ 2 は、光パルス列P

が有するスペクトル幅を例えば2倍以上に拡大することにより、 C光P 2を生成する。

なお、光パルス列P の中心波長は、 ０ 付近にあることが好ま 、。これにより

、光ファイバ 2 の低損失波長領域での効率的な C光生成が可能になる。

０142 時分割多重処理部2０3は、 C光P 2のパワーを変ィビさせるためのパワー調節手段

に含まれる。時分割多重処理部2０3は、光パルス列P の繰り返し周波数を変ィビさせ

ることによって C光P 2の繰り返し周波数を変ィビさせ、その結果として、 C光P 2の時

間平均パワーを変ィビさせる。

０143 時分割多重処理部2０3は、パルス光源2と光ファイバ 2 との間に光学的に接続さ



れた状態で配置されており、分波器23 と、複数の光導波路232 233と、遅延器23

4と、合波器235 を備える。分波器23 は、パルス光源2０2からの光パルス列P を光

導波路232 233へ分波する。遅延器234 は、光パルス列P を時間的に遅延させる

。また、遅延器234 は、光導波路232 233のぅち一方にの第2実施例では光導波

路232) もしくは両方に設けられる。合波器235 は、光導波路232 33からの光パ

ルス列P を合波する。なお、分波器23 には、光パルス列P を光導波路232 233

へ分波するか、あるいは、遅延器234 が設けられていない光導波路 (光導波路233)

のみに光パルス列P を導くかを選択するための光ス不ソチが設けられている。この場

合、合波器235から出力される平均パワーは一定に保たれた状態で繰り返し周波数

を変えることが可能になる。また、光導波路232 233のいずれか一方に光を実効的

に遮断する光シヤッタや光ス不ソチ、光可変減衰器などが挿入されていてもよい。この

場合、合波器235から出力されるパルス光のエネルギーを変えずに繰り返し周波数

を変えることが可能になる。

０144 図 4の領域 (b) に示された光源装置2０ bは、パルス光源2０2と、時分割多重処

理部2０4と、光ファイバ2 を備える。パルス光源2０2及び光ファイバ2 の構成及

び機能は、上述の光源装置2０ aと同様である。

０145 時分割多重処理部2０4は、 C光P2のパワーを変ィビさせるためのパワー調節手段

を含む。時分割多重処理部2０4は、図 4の領域 (a) に示された時分割多重処理部2

０3と同様に、光パルス列P の繰り返し周波数を変ィビさせることによって C光P2の

繰り返し周波数を変ィビさせる。その結果、 C光P2の時間平均パワーが変ィビする。

０146 時分割多重処理部2０4は、パルス光源2０2と光ファイバ2 との間に光学的に接

続された状態で配置されており、分波器24 と、複数の光導波路242～244 と、合波

器245 を備える。分波器24 は、パルス光源2０2からの光パルス列P を光導波路2

42～244へ分波する。合波器245 は、光導波路242～244からの光パルス列P を

合波する。

０147 光導波路242～244のぅち一部の光導波路24 2 243は、それぞれ遅延路242a

243a を有する。遅延路24 2a 243aは、光導波路24 2 243を通る光パルス列P を

時間的に遅延させるための部分であり、時分割多重処理部2０4における遅延部を構



成している。なお、遅延路242a は遅延路243a よりも長く、光パルス列P の遅延時間

は、光導波路242 、光導波路243 、光導波路244 の順に長い。なお、分波器24 に

は、光パルス列P を光導波路242～244へ分波するか、あるいは、遅延路が設けら

れていない光導波路 (光導波路244) のみに光パルス列P を導くかを選択するため

の光ス不ソチが設けられている。この場合、合波器245から出力される平均パワーは

一定に保たれた状態で繰り返し周波数を変えることが可能になる。また、光導波路2

42、光導波路243 、及び光導波路244 のいずれかに光を実効的に遮断する光シヤ

、ソタや光ス不ソチ、光可変減衰器などが挿入されていてもよい。この場合、合波器45

から出力されるパルス光のェネルギーを変えずに繰り返し周波数を変えることが可能

になる。

０148 図 5は、第2実施例に係る光源装置に適用されるパルス光源2０2の第 構成とし

て、パルス光源2０2"の構成を示す図である。パルス光源2０2"は、いわゆるアクティ

ブ (能動)モード同期型の超短パルス光発生源であり、リング型共振器によって構成

されている。すなわち、パルス光源2０2aは、半導体レーザ素子22 と、 変調器2

22a と、 変調器222a を駆動する信号発生器222b と、リング状のキヤビティ(光導

波路 ) 223 を備える。半導体レーザ素子22 は、ヵプラ223a を介してキヤビティ223

のリング状部分と光学的に接続されている。また、キヤビティ223 のリング状部分は、

ヵプラ223c を介して出力用光導波路223 dと光学的に接続されている。キヤビティ2

23のリング状部分には、ェルビウム添加光ファイバ ( )223b、及び 変調器2

22 が光学的に直列接続されている。

０149 所定周波数の電気的パルス信号を信号発生器222b が 変調器222a に送ると、

変調器222a における光損失が該周波数に応じた周期で減少する。キヤビティ22

3のリング状部分へは半導体レーザ素子22 から励起光が人射される。そして、この

励起光によって励起された光に含まれる各モードの位相が同期したときに発振が生

じるよぅに 変調器222a を制御すれば、パルス幅が数フェムト秒程度の超短パルス

レーザ光が生じ、この超短パルスレーザ光が出力用光導波路223 dから外部へ周期

的に出射される。図 4の領域 (a) 及び (b) に示された光源装置2０ a 2０ bでは、こ

の周期的な超短パルス光が光パルス列P として利用される。このとき、光パルス列P



の繰り返し周波数は、信号発生器222b から 変調器222a へ送られる電気的パ

ルス信号の周波数と一致する。

０15０ 図 6は、パルス光源2０2の第2構成として、パルス光源2０2bの構成を示す図であ

る。パルス光源2０2bは、いわゆるパッシブ (受動)モード同期型の超短パルス光発生

源であり、リング型共振器によって構成されている。すなわち、パルス光源2０2bは、

半導体レーザ素子22 と、リング状のキヤビティ(光導波路 ) 223 と、反射ミラー224a

と、反射ミラー224a に取り付けられたピエゾモータ224b と、ピエゾモータ224b を駆

動する信号発生器224c とを有する。なお、半導体レーザ素子22 がキヤビティ223

と光学的に接続されている点、キヤビティ223 が出力用光導波路223 dを有する点、

及び、キヤビティ223 のリング状部分に 223bが光学的に接続されている点は、

上記パルス光源2０2a (図 5) と同様である。

０151 パルス光源2０2bでは、上述のパルス光源2０2aの 変調器222a に代えて反射ミ

ラー224a が設けられている。反射ミラー224a は、キヤビティ223 のリング状部分の一

部を構成しており、反射ミラー224a の位置が振動することによってキヤビティ223 のリ

ング状部分の長さが周期的に変化する。反射ミラー224a の振動は、ピエゾモータ22

4bによって与えられる。また、その振動周波数は、ピエゾモータ224b を駆動する信

号発生器224c によって制御される。

０152 所定周波数の電気的パルス信号を信号発生器224c がピエゾモータ224b に送ると

、キヤビティ223 の長さが該周波数に応じた周期で変動する。キヤビティ223 のリング

状部分へは半導体レーザ素子22 から励起光が人射される。そして、キヤビティ223

の長さがソリトン条件を満たす瞬間に、パルス幅が数フェムト秒程度の超短パルスレ

ーザ光が発生する。この超短パルス光は、光パルス列P として出力用光導波路223

dから外部へ周期的に出射される。このとき、光パルス列P の繰り返し周波数は、信

号発生器224c からピエゾモータ224b へ送られる電気的パルス信号の周波数と一致

する。なお、パルス光源2０2bでは、反射ミラー224a を機械的に駆動することによっ
て周期的な超短パルス光を発生させているため、 変調器222a を電気的に駆動

する構成のパルス光源2０2 と比較して、光バルス の繰り返し周波数がⅡ、さくな

る傾向がある。



０153 また、図 7は、パルス光源2０2の第3構成として、パルス光源2０2cの構成を示す

図である。パルス光源2０2cは、いわゆるパッシブ (受動)モード同期型の超短パルス

光発生源であり、 Y 共添加ガラスによる固体レーザによって構成されている。す

なわち、パルス光源2０2cは、半導体レーザ素子22 と、可飽和吸収体及び反射鏡

が一体に構成された可飽和吸収ミラー225 と、コリメータレンズ226a と、プリズム226

b及び226c と、出力用ヵプラ226 dと、ミラー227a～227c と、 b共添加ガラス板

228 と、透明媒質229 を備える。半導体レーザ素子22 及びコリメータレンズ226a 以

外の構成要素は、レーザ発振のためのキヤビティC を構成している。また、透明媒

質229 は必要に応じて設けられる。

０154 半導体レーザ素子22 から出射された励起光は、コリメータレンズ226a 及びミラー

227a を介して Y 共添加ガラス板228 に到達する。これにより、 b共添加ガ

ラス板228 が励起される。 b共添加ガラス板228 は、可飽和吸収ミラー225 、プ

リズム226b 及2び26c 、出力用ヵプラ226 d、並びにミラー227a ～227c からなるキヤ

ビティC 上に配置されている。キヤビティC を進む光は、 b共添加ガラス板22

8によって増幅されつつ、可飽和吸収ミラー25と出力用ヵプラ26dとの間で往復する

０155 可飽和吸収ミラー225 は、弱い光を吸収し、強い光を反射する性質を有する。可飽

和吸収ミラー225 に到達した光に含まれる各モードの位相が同期したときに光の強

度が極大となる。そのため、この瞬間にのみ可飽和吸収ミラー225 は反射ミラーとし

て機能し、レーザ発振が生じる。したがって、このレーザ光はパルス幅が数フェムト秒

程度の超短パルス光となり、光パルス列P として出力用ヵプラ226 dから外部へ出射

される。このとき、光パルス列P の繰り返し周波数は、キヤビティC の長さに応じた

値となる。

０156 次に、上述のよぅに構成された光源装置2０ a 2０ bのぅち、光源装置2０ aの動

作について説明する。なお、光源装置2０ bの動作は光源装置2０ aの動作とほぼ

同様である。

０157 図 5～7に示されたパルス光源2０2a～2０2cのぅちいずれかの構成を有するパ

ルス光源2０2は、光パルス列P を時分割多重処理部2０3へ出射する。光パルス列



P 、パルス幅が数フェムト秒程度の超短パルス光が周期的 (周期 ) に並んで構

成される。このとき、時分割多重処理部2０3 において、光パルス列P が光導波路 23

2、233 へ分波されるよぅに分波器23 が設定されている場合には、光パルス列P が

光導波路 232 23 3へ分波される。そして、一方の光導波路 232 へ進んだ光パルス

列P には、遅延器234 によって例えば ( 2)秒だけ遅延が生じる。その後、光導

波路 232 23 3それぞれに進んだ光パルス列P は合波器235 において再び合波さ

れる。また、時分割多重処理部2０3において、光パルス列P が光導波路 232 へ分

波されないよぅに分波器23 が設定されている場合には、光パルス列P は光導波路

233 を進む。

０158 ここで、図 8の領域 (a) 及び (b) は、分波器23 において光パルス列P が分波さ

れない場合及び分波される場合のそれぞれにおける、時分割多重処理部2０3から

の出力波形P 及びP を示すグラフである。分波器23 において光パルス
2

列P
2 ０

が分波されない場合には、図 8の領域 (a) に示された出力波形P のよぅに、
2

パル

ス光源2０2から出射された光パルス列P がそのまま時分割多重処理部2０3からの

出力波形となり、周期 で光パルスが並んだ波形となる。他方、分波器23 において

光パルス列P が分波された場合には、図 8の領域 (b) に示された出力波形P
2

の

よぅに、パルス光源2０2から出射された光パルス列P の周期 の半分の周期 (二

2)で光パルスが並んだ波形となる。

０159 この場合、分波器23 において分波されることによる各パルスの強度低下分を、例

えば半導体レーザ素子22 (図 5～図 7参照)への供給電流量を増加させて補ぅと

よい。これにより、図 8の領域 (a) 及び (b) に示されたよぅに、出力波形P における
2

各光パルスの尖頭値は、出力波形P における各光パルスの尖頭値と同等 ( W)
2

になる。このよぅに、光ファイバ2 に入射される光パルス列P に含まれる各光パル

スのパワー波形の尖頭値を維持しつつ、光パルス列P の繰り返し周波数を変ィビさせ
ることが好ま 、

０16０ なお、出力波形P 及びP の各光パルスの尖頭値 Wは、例えば8０Wである
2 2００

。また、出力波形P の繰り返し周波数 (すなわち光パルス列P の周期 の逆数
2

は例えば25 zであり、出力波形P の繰り返し周波数は例えば5０ zである。
2



また、出力波形P 及びP におけるパルス幅は、例えば2００フェムト秒である。ま
2００ 2００

た、出力波形P の時間平均パワーは例えば
2００

4０ Wであり、出力波形P の時間
2

平均パワーは例えば8０ Wである。

０161 時分割多重処理部2０3からのこのよぅな出力波形は、光ファイバ2 へ人射される

。そして、光ファイバ2 における非線形光学効果 (断熱的ソリトン圧縮効果) によっ
て各光パルスのスペクトル帯域幅が2倍以上に拡張された C光P 2が生成される。こ

のとき生成される C光P 2の繰り返し周波数は、光ファイバ皿へ人射する光パルス列

P の繰り返し周波数と一致する。 C光P 2は、光源装置2０ aの光出射端から外部

へ出射される。なお、光ファイバ2 の非線形部分の長さ (相互作用長) は、例えば2

とするとよい。

０162 ここで、図 9は、光ファイバ2 において生成された C光P 2のスペクトルである。

図 9 において、スペクトルS P 2０は図 8の領域 (a) に示された出力波形P
2

に対

応する C光P 2のスペクトルであり、スペクトルS P 2０2は図 8の領域 (b) に示された

出力波形P に対応する C光P 2のスペクトル形状である。なお、図 9において、
2００

縦軸は規格ィビされたスペクトル強度である。

０163 図 9のスペクトルS P 2０ とスペクトルS P 2０2とを比較すると、光ファイバ2 へ人

射する光パルス列P の繰り返し周波数の値に比例して、 C光P 2のトータルパワー (

時間平均パワー) が増大していることが判る。また、スペクトルS P 2０及びスペクトル

S P 2０2それぞれのスペクトル波形 (波長軸に沿った起伏の状態) はほぼ同じになっ
ている。すなわち、変化前後のスペクトル強度の比が全帯域に亘ってほぼ等しくなっ
ており、スペクトル波形が好適に維持されていることが判る。

０164 すなわち、この第2実施例では、 C光P 2の繰り返し周波数の変ィビに拘わらず、 C

光P 2に含まれる個々の光パルスのスペクトル形状が同じとなる。したがって、 C光P

2の時間平均パワー及びスペクトル波形は、 C光P 2の繰り返し周波数に応じた個々

のスペクトル強度の重ね合わせとなる。これにより、 C光P 2のスペクトル波形を維持

しつつ、繰り返し周波数に比例して C光P 2のパワーを変ィビさせることができる。

０165 このよぅに、第2実施例に係る光源装置2０ a (又は光源装置2０ b) によれば、時分

割多重処理部2０3 (又は時分割多重処理部2０4) によって、光源装置2０ aから出射



される C光P 2のスペクトル波形を維持しながら、 C光P 2のパワー (時間平均パワ

ー) を変ィビさせることができる。これにより、例えば赤外分光測定において被測定対

象物が低散乱体であるときに、 C光P 2のスペクトル波形を維持しつつ、被測定対象

物へ照射される C光P 2の時間平均パワーを強くできるので、測定精度を高めること

ができる。また、 C光のスペクトル波形を維持しつつ、被測定対象物へ照射されるS

C光P 2の時間平均パワーを好適に弱くできるので、 C光P 2と被測定対象物との相

互作用による被測定対象物の劣ィビや変質を回避できる。

０166 (第2実施例の第 変形例)

図2０の領域 (a) 、第2実施例に係る光源装置の第 変形例の構成を示す図であ

る。この図2０の領域 (a) に示された第 変形例に係る光源装置2０ cは、パルス光源

2０2と、パルス取出部2０5と、光ファイバ2 を備える。パルス光源2０2及び光ファイ

バ2 の構成については、上述の光源装置2０ a 2０ bと同様なので詳細な説明を

省略する。

０167 パルス取出部2０5は、 C光P 2のパワーを可変にするためのパワー調節手段に含

まれる。パルス取出部2０5は、光パルス列P の繰り返し周波数を変ィヒさせることによ

って C光P 2の繰り返し周波数を変ィビさせる。その結果、パルス取出部2０5は、 C

光P 2の時間平均パワーを変ィビさせる。

０168 具体的に、パルス取出部2０5は、パルス光源2０2と光ファイバ2 との間に光学的

に接続された状態で配置されており、光ス不ソチ25 と、信号発生器252 を備える。

光ス不ソチ25 は、パルス光源2０2から出射された光パルス列P から周期的に光パ

ルスを取り出すための構成要素である。また、信号発生器252 は、光ス不ソチ25 を

駆動するための構成要素である。

０169 信号発生器252 は、光パルス列P の繰り返し周期の整数倍周期の電気的パルス

信号を、光ス不ソチ25 に送る。これにより、光パルス列P に含まれる光パルスのぅち

、電気的パルス信号のタイミングと一致した光パルスが、パルス取出部5から出射され

る。このよぅに、パルス取出部2０5は、パルス光源2０2から出射された光パルス列P

から周期的に光パルスを取り出すことにより、光ファイバ2 へ人射する光パルス列P

の繰り返し周波数を変化させる。



０17０ このとき、光ファイバ2 から出射される C光P2の繰り返し周波数は、光ファイバ2

皿へ人射する光パルス列P の繰り返し周波数と一致することになる。したがって、こ

の第 変形例に係る光源装置2０ c によれば、 C光P2の繰り返し周波数を好適に

変ィビさせることができるので、上述の光源装置2０ a 2０ bと同様に、光源装置2０

cから出射される C光P2のスペクトル波形を好適に維持しつつ、 C光P2の時間平

均パワーを変ィビさせることができる。なお、信号発生器252 は、光源装置2０ cの外

部に設けられていてもよい。また、パルス取出部2０5におけるパルス取り出し周期は

可変であるのが好ましく、この場合、 C光P2の時間平均パワーを変ィビさせるための

自由度が増す。

０171 (第2実施例の第2変形例)

図2０の領域 (b) は、第2実施例に係る光源装置の第2変形例の構成を示す図であ

る。この図2０の領域 (b) に示された第2変形例に係る光源装置2０ dは、パルス光源

2０2と、信号発生器2０6と、光ファイバ2 と、光増幅器2 2を備える。パルス光源2

０2及び光ファ小 2 の構成については、上述の光源装置2０ a 2０ bと同様であ

る。

０172 信号発生器2０6は、 C光P2のパワーを可変にするためのパワー調節手段でに含

まれる。信号発生器2０6は、光パルス列P の繰り返し周波数を変ィビさせることによっ
て C光P2の繰り返し周波数を変ィビさせる。その結果、信号発生器2０6は、 C光P2

の時間平均パワーを変ィビさせる。

０173 具体的に、信号発生器2０6は、パルス光源2０2が光パルス列P を出射する際の

繰り返し周波数を変ィビさせる。例えば、パルス光源2０2が図 5に示された第 構成

のパルス光源2０2aである場合、信号発生器2０6は、信号発生器222b に相当する。

また、パルス光源2０2が図 6に示された第2構成のパルス光源2０2bである場合、信

号発生器2０6は、信号発生器224c に相当する。このよぅに、信号発生器2０6がパル

ス光源2０2を直接に制御して光パルス列P の繰り返し周波数を変更することにより、

簡易な構成によって C光P2の繰り返し周波数を変ィビさせ、これによって C光P2の

時間平均パワーを変化させることができる。

０174 光増幅器2 2は、パルス光源2０2と光ファイバ2 との間に光学的に接続された状



態で配置されている。光増幅器2 2は、パルス光源2０2から出射された光パルス列P

を増幅するための構成要素であり、例えばエルビウム添加光ファイバ ( ) によっ
て構成される。この光増幅器2 2は、例えば、光ファイバ2 へ人射される光パルス

列P の繰り返し周波数が変わった場合でも各パルスのパワー波形の尖頭値をほぼ

一定に制御するために用いられる。

０175 (第2実施例の第3変形例)

図2 の領域 (a) 、第2実施例に係る光源装置の第3変形例の構成を示す図であ

る。この図2 の領域 (a) に示された第3変形例に係る光源装置2０ e は、パルス光源

2０2と、減衰率可変の光減衰器2０7と、光ファイバ2 を備える。パルス光源2０2及

び光ファイバ2 の構成については、上述の光源装置2０ a 2０ bと同様である。

０176 光減衰器2０7は、 C光P 2のパワーを変ィビさせるためのパワー調節手段に含まれ

る。この第3変形例では、パワー調節手段は光パルス列P に含まれる各パルスのパ

ワー波形の尖頭値を変ィビさせることにより、 C光P 2のパワーを変ィビさせる。具体的

に、光減衰器2０7は、パルス光源2０2と光ファイバ2 との間に光学的に接続された

状態で配置されており、パルス光源2０2から出射された光パルス列P に含まれる各

パルスのパワー波形の尖頭値を減少させる。また、光減衰器2０7の減衰率は可変で

あり、光パルス列P に含まれる各パルスのパワー波形の尖頭値を任意の減衰率で

減少できる。

０177 上述の変形例のよぅに光パルス列P の繰り返し周波数を変化させる以外にも、例

えば当該第3変形例のよぅに光パルス列P に含まれる各パルスのパワー波形の尖頭

値を変ィビさせることにより、光源装置2０ eから出射される C光のスペクトル波形を好

適に維持しつつ、 C光のパワーを所望の強さに変ィビさせることができる。また、この

第3変形例のよぅに、光パルス列P に含まれる各パルスのパワー波形の尖頭値を光

減衰器7によって減少させ、かつ減衰率を可変とすることにより、光パルス列P の雑

音特性、時間波形、及びスペクトル形状には影響を与えずに光パルス列P の各パ

ルスのパワー波形の尖頭値を制御できる。したがって、この第3変形例に係る光源装

置2０ e によれば、 C光P 2の時間平均パワーを所望の強さにより精度よく近づける

ことができる。



０178 (第2実施例の第4変形例)

図2 の領域 (b) は、第2実施例に係る光源装置の第4変形例の構成を示す図であ

る。この図2 の領域 (b) に示された第4変形例に係る光源装置2０ は、パルス光源

2０2と、光軸調整部2０8と、光ファイバ2 と、コリメータレンズ2 3aと、集光レンズ2

3bを備える。パルス光源2０2及び光ファイバ2 の構成については、上述の光源

装置2０ a 2０ bと同様である。また、コリメータレンズ2 3a及び集光レンズ2 3bは

、パルス光源2０2と光ファイバ2 との間に配置されている。光パルス列P は、コリメ

ータレンズ2 3aによってコリメートされた後、集光レンズ2 3bによって集光される。

０179 光軸調整部2０8は、 C光P 2のパワーを変化させるためのパワー調節手段に含ま

れる。光軸調整部2０8は、パルス光源2０2と光ファイバ2 との間の光軸ずれを利用

してパルス光源2０2と光ファイバ2 との光結合効率を変ィビさせる。このとき、光パル

ス列P に含まれる各パルスのパワー波形の尖頭値が変ィビするため、 C光P 2のパワ

ーを変ィビさせることができる。この第4変形例における光軸調整部2０8は、集光レン

ズ2 3bを変位させる第 の駆動部28 と、光ファイバ2 の光人射端を変位させる

第2の駆動部282 を備える。第 の駆動部28 は、集光レンズ2 3bを光軸方向及び

光軸方向と交差する方向に変位させて、パルス光源2０2と光ファイバ2 との光結

合効率を変ィビさせる。第2の駆動部282 は、光ファイバ2 の光人射端を光軸方向と

交差する方向に変位させて、パルス光源2０2と光ファイバ2 との光結合効率を変

ィビさせる。

０18０ この第4変形例のよぅに、パワー調節手段 (光軸調整部2０8) は、パルス光源2０2と

光ファイバ2 との間の光軸ずれを利用してパルス光源2０2と光ファイバ2 との光

結合効率を変化させることにより、光パルス列P に含まれる各パルスのパワー波形

の尖頭値を変ィビさせてもよい。これにより、光源装置2０ から出射される C光P 2の

スペクトル波形を好適に維持しつつ C光P 2の時間平均パワーを変ィビさせ得るととも

に、光増幅器や光減衰器を用いる場合 (例えば上記第3変形例) と比較して、光損失

を低く抑えることができる。

０181 (第2実施例の第5変形例)

図22の領域 a 、第2実施例に係る光源装置の第5変形例の構成を示す図であ



る。この図2 2の領域 (a) 示された第5変形例に係る光源装置2 は、パルス光源

2０2と、減衰率可変の光減衰器2０7と、パルス圧縮・拡大器2０9と、光ファイバ2

を備える。パルス光源2０2及び光ファイバ2 の構成については、上述の光源装置

2０ a 2０ bと同様である。また、光減衰器2０7の構成については、上述の第3変形

例 (図2 の領域 (
)

と同様である。

０182 パルス圧縮・拡大器2０9は、光減衰器2０7とともにパワー調節手段を構成する。具

体的に、パルス圧縮・拡大器2０9は、パルス光源2０2と光ファイバ2 との間におい
て光減衰器2０7と光学的に直列接続されている。この構成において、光パルス列P

に含まれる各光パルスの時間波形を変ィビさせることにより、 C光P 2のスペクトル波

形が好適に維持される。パルス圧縮・拡大器2０9としては、例えば可変分散補償器

などの分散デバイスが好適である。

０183 この第5変形例のよぅに、パワー調節手段がパルス圧縮・拡大器2０9をさらに含むこ

とにより、光源装置2０ から出射される C光P 2のスペクトル波形が更に好適に維

持される。

０184 (第2実施例の第6変形例)

図22の領域 (b) は、第2実施例に係る光源装置の第6変形例の構成を示す図であ

る。この図2 2の領域 (b) に示された第6変形例に係る光源装置2０ は、連続光源2

2０と、増幅率可変の光増幅器2 ０と、光ファイバ2 を備える。光ファイバ2 の構

成については、上述の光源装置2０ a 2０ bと同様である。

０185 連続光源22０は、連続光P 3を出射する種光源である。連続光源22０は、光増幅器

2 ０を介して光ファイバ2 へ連続光P 3を提供する。なお、光ファイバ2 へ人射さ

れる光が連続光であっても、該連続光が比較的高いパワーを有していれば光ファイ

バ2 内で C光P 2が生成され得る。このとき、光ファイバ2 に入射される連続光P

3のパワーは O W以上であるのが好ま 、。これにより、光ファイバ2 内におい
て C光P 2を好適に発生させ得る。

０186 また、光増幅器2 ０は、 C光P 2のパワーを変ィビさせるためのパワー調節手段に

含まれる。光増幅器2 ０は、連続光P 3のパワーを変化させることにより、 C光P 2の

パワーを所望の値に変ィビさせる。すなわち、光ファイバ2 へ人射される連続光P 3



のパワーを変ィビさせると、光ファイバ2 内におけるパルス状の C光P 2の生成条件

が変ィビする。そのため、パルス状の C光P 2の繰り返し周波数も変ィビすることになる。

このよぅに、当該第6変形例によれば、パワー手段 (光増幅器2 ０) によって C光P 2

の繰り返し周波数を変ィビさせ得るので、上述の光源装置2０ 、2０ bと同様に、光

源装置2０ から出射される C光P 2のスペクトル波形を好適に維持しつつ、 C光P

2の時間平均パワーを変ィビさせることができる。

０187 (第2実施例の第7変形例)

図23は、第2実施例に係る光源装置の第7変形例の構成を示す図である。この図2

3に示された第7変形例に係る光源装置2０ は、パルス光源2０2 (又は連続光源22

０) と、光ファイバ2 と、コリメータレンズ2 3aと、集光レンズ2 3bと、減衰率可変の

光減衰器2 4を備える。パルス光源2０2 (連続光源22０)及び光ファイバ2 の構成

については、上述の光源装置2０ a 2０ bと同様である。また、コリメータレンズ2 3

a及び集光レンズ2 3bの構成は、上述の第4変形例 (図2 (b) ) と同様である。

０188 光減衰器2 4は、 C光P 2のパワーを変ィビさせるためのパワー調節手段に含まれ

る。光減衰器2 4は、光ファイバ2 の光出射端に光学的に接続されており、光ファ

イバ2 から出射される C光P 2のスペクトル波形をほぼ維持したまま、 C光P 2の

時間平均パワーを減衰する。具体的に、光減衰器2 4は、 C光P 2のスペクトル帯

域のぅち全波長城又は測定に利用される一部の波長城での C光P 2のスペクトル波

形をほぼ維持したまま、 C光P 2からなる光パルスのパワー波形の尖頭値を減衰す

る。

０189 この第7変形例では、 C光P 2の全スペクトル波長城、あるレ ま C光P 2の全スペク

トル帯域のぅち測定に利用される一部の波長城における光減衰器2 4の減衰率の波

長依存性が、無視できる程度に十分に 、さいのが好ま 、。例えば、当該波長城に

おける光減衰器2 4の最大減衰率と最小減衰率との差が 2０d 以下であるのが好ま
、。また、測定に必要な減衰率の変ィロ範囲 (例えば Od ) における減衰率の波長

依存性は、所望の波長帯において無視できる程度に 、さいのが好ま 、。なお、 C

光P 2の一部の波長城における減衰率の波長依存性が小さな光減衰器2 4としては

、例えば当該帯域以外の光を遮断するフィルタ型光減衰器が挙げられる。



０19０ ここで、図24の領域 (a) 、光減衰器2 4の減衰率の波長依存性が、 C光P 2の

全スペクトル帯域において十分に 、さい場合における、光減衰器2 4からの出力光

のスペクトルを示す。また、図24の領域 (b) は、光減衰器2 4の減衰率の波長依存

性が、 C光P 2のスペクトル帯域のぅち一部帯域において十分に小さい場合におけ

る、光減衰器2 4からの出力光のスペクトルを示す。なお、図24の領域 (a) 及び (b)

において、スペクトルS P 2０3 SP2 ０6は光減衰器2 4に入射する前の C光P 2のス

ペクトルを示しており、スペクトルS P 2０4 SP2 ０7は光減衰器2 4における減衰率が

2d のときの出力光スペクトルを示しており、スペクトルS P 2０5 SP2 8は光減衰器

2 4における減衰率が6d のときの出力光スペクトルを示している。また、図24の領

域 (
)
及び図24 (b) において、縦軸は規格ィビされたスペクトル強度である。

０191 図24の領域 (a) (又は図24の領域 (b) ) に示されたよぅに、この第7変形例に係る光

源装置2０ によれば、 C光P 2のスペクトル帯域の全部又は一部における減衰後の

出力光スペクトルの波長依存性が、減衰率に依らず好適に維持されることが判る。こ

のよぅに、第7変形例に係る光源装置2０ によれば、光源装置2０ から出射されるS

C光P 2のスペクトル波形の全部又はは一部を好適に維持しつつ、 C光P 2の光強

度 (すなわち時間平均パワー) を変ィビさせることができる。

０192 (第2実施例の第8変形例)

図25の領域 (a) 、第2実施例に係る光源装置の第8変形例の構成を示す図であ

る。この図2 5の領域 (a) に示された第8変形例に係る光源装置2０ は、パルス光源

2０2 (又は連続光源22０) と、光ファイバ2 と、増幅率可変の光増幅器2 5を備え

る。パルス光源2０2 (連続光源22０)及び光ファイバ2 の構成については、上述の

光源装置2０ a 2０ bと同様である。

０193 光増幅器2 5は、 C光P 2のパワーを変ィビさせるためのパワー調節手段に含まれ

る。光増幅器2 5は、光ファイバ2 の光出射端に光学的に接続された状態で配置

されており、光ファイバ2 から出射される C光P 2のスペクトル波形をほぼ維持した

まま、 C光P 2の時間平均パワーを増幅する。具体的に、光増幅器2 5は、 C光P 2

のスペクトル帯域のぅち該光増幅器2 5によって増幅される波長帯域内での C光P

2のスペクトル波形をほぼ維持したまま、 C光P 2からなる光パルスのパワー波形の



尖頭値を当該帯域において増幅する。このよぅな光増幅器2 5としては、例えばCバ

ンドから バンドに亘る広い波長城 ( 535 ～6０5 )での増幅が可能なエルビウム

添加光ファイバ ( )などが好適に用いられる。

０194 ここで、図25の領域 (b) は、光増幅器 5からの出力光スペクトルを示す。なお、図2

5の領域 (b) において、スペクトルS P2０9は光増幅器2 5に入射する前の C光P2

のスペクトルを示し、スペクトルS P2 ０は光増幅器2 5における増幅率が2・5d の

ときの出力光スペクトルを示し、スペクトルS P2 は光増幅器2 5における増幅率が

6d のときの出力光スペクトルを示している。また、図25の領域 (b) において、縦軸

は規格ィビされたスペクトル強度である。

０195 図25の領域 (b) に示されたよぅに、この第8変形例に係る光源装置2０ によれば、

光増幅器2 5によって増幅される帯域 (図25の領域 (b) 中に示された帯域 ) におい
て、増幅後の出力光のスペクトル波形の波長依存性が、増幅率に依らず好適に維持

されることが判る。このよぅに、第8変形例に係る光源装置2０ によれば、光源装置2

から出射される C光P2のスペクトル波形の全部又は一部を好適に維持しつつ、

C光P2の光強度 (すなわち時間平均パワー) を変ィビさせることができる。

０196 (第2実施例の第9変形例)

図26の領域 (a) 、第2実施例に係る光源装置の第9変形例の構成を示すブロッ

ク図である。この図26の領域 (a) に示された第9変形例に係る光源装置2０ は、パ

ルス光源2０2と、光ファ小 2 と、パルス整形部2 6と、制御部2 7aを備える。パ

ルス光源2０2及び光ファイバ2 の構成については、上述の光源装置2０ a 2０ b

と同様である。

０197 パルス整形部2 6は、 C光P2のパワーを変更するためのパワー調節手段に含ま

れ、パルス光源2０2と光ファイバ2 との間に光学的に接続された状態で配置され

ている。パルス整形部2 6には、例えば図 4の領域 (a) 及び (b) に示された光源装

置2０ a 2０ bにおける時分割多重処理部2０3 ０4、図2０の領域 (a) に示された

第 変形例におけるパルス取出部2０5、図2 の領域 (a) に示された第3変形例にお

ける光減衰器2０7、図2 の領域 (b に示された第4変形例における光軸調整部2０8

、あるいは図22の領域 (a) に示された第5変形例におけるパルス圧縮・拡大器2０9な



どが適用可能である。

０198 上述の構成に加え、パルス整形部2 6には例えば帯域可変フィルタ等が適用可能

である。この場合、光ファイバ2 に入射される光パルス列P のスペクトル形状 (特に

中心波長) を変ィビさせることにより C光P 2のスペクトル波形を維持してもよい。 C光

P 2のスペクトル形状は、光ファイバ2 の分散特性の影響の他、光パルス列P のス

ペクトル形状、特に中心波長の影響を受ける。したがって、パルス光源2０2と光ファイ

バ2 との間に帯域可変フィルタが挿入されることにより、光源装置2０ から出射さ

れる C光P 2のスペクトル波形をさらに好適に維持しつつ、 C光P 2の時間平均パワ

ーを変ィビさせることができる。

０199 また、上述の構成に加え、パルス整形部2 6は、光ファイバ2 に入射される光パ

ルス列P の偏波方向を変ィビさせることにより C光P 2のパワーを変化させてもよい。

C光P 2のスペクトル形状は、光パルス列P の偏波及び光ファイバ2 の偏波依存

性の影響を受ける。したがって、この構成によれば、当該第9変形例に係る光源装置

2０ から出射される C光P 2のスペクトル波形を更に好適に維持しつつ、 C光P 2

の時間平均パワーを変ィビさせることができる。

０2００ この第9変形例における制御部2 7aもまた、 C光P 2のパワーを可変にするため

のパワー調節手段として機能する。すなわち、制御部2 7aは、パルス光源2０2の励

起用レーザ光源 (例えば、図 5～7に示された半導体レーザ素子22 ) の出カパワ

ーを制御するための電気的な制御信号S をパルス光源2０2へ送る。この制御により

励起用レーザ光源の出カパワーを変ィビさせ、光パルス列P に含まれる各パルスの

パワー波形の尖頭値を変ィビさせる。例えば上述の第3変形例 (図2 の領域 (a) 参照

)では、光減衰器2０7を用いて光パルス列P の各パルスのパワー波形の尖頭値を

変ィビさせているが、励起用レーザ光源の出カパワーを変ィビさせることによっても光パ

ルス列P の各パルスのパワー波形の尖頭値を容易に変ィビさせ得る。しかも、励起用

レーザ光源の出カパワーは、励起用レーザ光源へ供給する電流量によって容易に

制御可能である。したがって、この構成により、光パルス列P の各パルスのパワー波

形の尖頭値を、励起用レーザ光源の電流量れ、った一つのパラメータを用いて容易

に変ィビさせることができる。これにより、当該第9変形例に係る光源装置2０ から出



射される C光P2のスペクトル波形を好適に維持しつつ C光P2の時間平均パワー

を容易に変ィビさせることができる。

０2０1 また、制御部2 7 は、光パルス列P の繰り返し周波数を変ィビさせることにより、 C

光P2のパワーを可変にすることもできる。すなわち、制御部2 7aは、パルス光源2０

2のキヤビティ長を変ィビさせるための制御信号S をパルス光源2０2へ送る。このとき、

パルス光源2０2から出射される光パルス列P の繰り返し周波数が変ィビするので、S

C光P2の繰り返し周波数が変化する。その結果、 C光P2の時間平均パワーが変化

する。制御信号S は、例えば図 7に示された第3構成のパルス光源2０2cの可飽和

吸収ミラー225やミラー227cの位置を制御するための信号発生器などへ送られる。

そして、可飽和吸収ミラー225及びミラー227cが制御信号S に応じて位置を変える

ことにより、キヤビティC の長さを変ィヒさせることができる。これにより、 C光P2の繰

り返し周波数を好適に変ィビさせ、当該第9変形例に係る光源装置2０ から出射され

る C光P2のスペクトル波形を維持しつつ C光P2の時間平均パワーを容易に変ィビ

させることができる。

０2０2 制御部2 7aは、光ファイバ2 の温度を制御することにより、当該第9変形例に係

る光源装置2０ から出射される C光P2のスペクトル波形をより好適に維持する。

すなわち、制御部2 7aは、光ファイバ2 の温度制御を行ぅための電気的な制御信

号S を、光ファイバ2 に接して設けられたぺルチェ素子などの温調素子2 aへ送

る。これにより、光ファイバ2 の分散特性を好適に変ィビさせ得るので、光源装置2０

から出射される C光P2のスペクトル波形を更に好適に維持しつつ、 C光P2の

パワーを所望の値により精度よく近づけることができる。なお、光ファ小 2 は、温

調素子2 aの温度が伝導され易くするため、コイル状に巻回されるのが好ま 、。

０2０3 制御部2 7aは、 C光P2のスペクトル波形を維持しつつ所望のパワーを得るため

に、パルス整形部2 6を電気的に制御する。例えば、パルス整形部2 6が時分割多

重処理部2０3 ０ (図 4の領域 (a) 及び (b) )を含む場合、分波器23 4 に設

けられた光ス不ソチを制御するための制御信号S がパルス整形部2 6へ送られる。

パルス整形部2 6がパルス取出部2０5 (図2０の領域 (a を含れ場合、信号発生器

252を制御するための制御信号S がパルス整形部2 6へ送られる。パルス整形部2



6が光減衰器2０7 (図2 の領域 (
")

やパルス圧縮・拡大器2０9 (図22の領域 (
")

を含む場合、制御部2 7aは、これらを制御するための制御信号S をパルス整形部2

6へ送る。パルス整形部2 6が光軸調整部2０8 (図2 の領域 (b) )を含む場合、制

御部2 7aは、第 及び第2の駆動部28 282 を駆動するための駆動信号を、制御

信号S としてパルス整形部2 6へ送る。

０2０4 このよぅに、パルス整形部2 6を電気的に制御する制御部2 7aを備えることにより

、当該第9変形例に係る光源装置2０ から出射される C光P2のスペクトル波形や

時間平均パワーの自動制御又は遠隔制御が可能となる。また、部品の入れ替え等も

必要なく、 C光P2の時間平均パワーを所望の値に容易に調整できる。また、被測

定対象部ごとに異なるパワーに調整する場合においても、調整を短時間で行ぅことが

できる。

０2０5 (第2実施例の第 ０変形例)

図26の領域 (b) は、第2実施例に係る光源装置の第 ０変形例の構成を示すブロッ

ク図である。この図26の領域 (b) に示された第 ０変形例に係る光源装置2０ は、

パルス光源2０2 (又は連続光源22０) と、光ファイバ2 と、制御部2 7bと、光増幅

器2 8と、パワー調節部2 9を備える。パルス光源2０2 (連続光源22０)及び光ファイ

バ2 の構成については、上述の光源装置2０ a 2０ bと同様である。

０2０6 光増幅器2 8は、 C光P2のパワーを変ィビさせるためのパワー調節手段に含まれ

る。この光増幅器2 8は、光パルス列P に含まれる各パルスのパワー波形の尖頭値

を変ィビさせることにより C光P2の時間平均パワーを変ィビさせる。光増幅器2 8は増

幅率は可変であり、その増幅率を制御するための制御信号S を制御部2 7aから受

け、該制御信号S に応じた増幅率でパルス光源2０2からの光パルス P (又は連

続光源22０からの連続光P3) を増幅する。

０2０7 この第 ０変形例のよぅに、パワー調節手段は、パルス光源2０2 (連続光源22０) と

光ファイバ2 との間に光学的に接続された状態で配置された増幅率可変の光増幅

器2 8であってもよい。これにより、 C光P2のパワーを所望の強さに容易に制御で

きる。この場合、パルス光源2０2 (連続光源22０の出カパワーは一定でもよいので、

光パルス列P を安定して得られる。また、この場合、光増幅器2 8に入射される光の



スペクトル形状と、光増幅器2 8から出射される光のスペクトル形状とが互いに異な

っていてもよい。光ファイバに入射される光パルス列P の各パルスのパワー波形の

尖頭値に加え、光増幅器2 8における光パルス列P のスペクトル形状の変ィビをも考

慮することにより、光源装置2０ から出射される C光P2のスペクトル波形を好適に

維持しつつ、SC光P2のパワーを所望の強さにより精度よく近づけることができる。

０2０8 パワー調節部2 9は、 C光P2のパワーを変ィビさせるための別のパワー調節手段

に含まれる。パワー調節部2 9には、例えば図23に示された第7変形例に係る光減

衰器2 4、あるいは図25の領域 (a) に示された第8変形例に係る光増幅器2 5が適

用可能である。また、パワー調節部2 9は、 C光P2を装置外部へ出射するための

光導波路に形成された曲率可変の曲部であってもよい。 C光P2を出射するための

光導波路にこのよぅな曲部が設けられることによって、 C光P2に任意の曲げ損失を

与え、 C光P2のスペクトル波形を好適に維持しつつ C光P2のパワーを変ィビさせる

ことができる。パワー調節部2 9は、 C光P2のスペクトル波形及び時間平均パワー

を制御するための制御信号S を制御部2 7bから受ける。そして、パワー調節部2 9

は、該制御信号S に応じたスペクトル波形及び時間平均パワーとなるよぅに増幅率

や減衰率を変化させるか、あるいは光導波路の曲率を変ィビさせる。

０2０9 制御部2 7bは、上述の制御信号S 、S の他、第9変形例における制御部2 7aと

同様に、パルス光源2０2 (連続光源22０)の励起用レーザ光源の出カパワーを制御

するための制御信号S をパルス光源2０2 (連続光源22０)へ送る。これにより、励起

用レーザ光源の出カパワーを変化させることにより、光パルス列P のパワー波形の

尖頭値 (連続光P3の最大パワー)を変ィビさせる。また、制御部2 7bは、光ファイバ2

皿の温度制御を行ぅための制御信号S を、光ファイバ2 に接して設けられた温調

素子2 aへ送ることにより、光ファイバ2 の分散特性を変ィビさせる。

０2 1０ (第2実施例の第皿変形例)

図27は、第2実施例に係る光源装置の第皿変形例の構成を示すブロック図である

。この図27に示された第皿変形例に係る光源装置2０ は、パルス光源2０2と、光

ファイバ2 と、パルス整形部2 6と、制御部2 7cと、検出器23０を備える。パルス

光源2０2、光ファイバ2 、及びパルス整形部2 6の構成については、上述の光源



装置2０ a 2０ bと同様である。

０2 11 検出器23０は、 C光P2の時間平均パワー及びスペクトル形状のぅち少なくとも一

方を検出するための検出手段に含まれる。検出器23０は、光ファイバ2 の出射端

と分波器2 bを介して光学的に接続されており、 C光P2の一部を取り込む。検出

器23０は、波長可変フイルタ23０aと、光検出素子23０bと、信号処理部23０cを備え

る。検出器23０に取り込まれた一部の C光P2は、波長可変フイルタ23０aを通過し

た後に光検出素子23０bにおいて光電変換され、周期的な電気信号となる。そして、

この電気信号に基づいて、信号処理部23０cにおいて時間平均パワー及びスペクト

ル形状のぅち少なくとも一方が検出される。この検出結果は、制御部2 7cへ送られる

０2 12 制御部2 7cは、検出器23０からの検出結果に基づいて、パルス光源2０2の励起

用レーザ光源の出カパワーを変ィビさせるための制御信号S 、光ファ小 2 の温度

制御を〒ぅための制御信号S 、及びパルス
2

整形部2 6を制御するための制御信号S

3
を生成する。生成された制御信号S 、制御信号S 2、及び制御信号S

3
は、それぞれ

パルス光源2０2、温調素子2 a、及びパルス整形部2 6へ送られる。このよぅに、検

出器23０によって C光P2の時間平均パワー及びスペクトル形状のぅち少なくとも一

方を検出することにより、検出結果を利用してパワー調節手段 (パルス整形部2 6

制御部2 7c) をフィードバック制御することが可能になる。すなわち、 C光P2のスペ

クトル波形の維持、及び C光P2のパワーの高精度かつ安定的な制御が可能になる

０2 13 この第2実施例に係る光源装置は、上述の構成に限らず、様々な変形や構成要素

の付加が可能である。例えば、上述の実施例及び変形例の説明において、パワー調

節手段の様々な態様を説明したが、この第2実施例に係る光源装置は、上述のパワ

ー調節手段のぅち任意の複数手段が組み合わされた構成であってもよい
０2 14 (第3実施例)

以下、この発明に係る光源装置の第3実施例を、図28～39を参照して詳細に説明

する。

０2 15 図28は、この発明に係る光源装置の第3実施例の代表的な構成を示す図である。



図28の領域 (a) に示された光源装置3０ aは、パルス光源3０2と、時分割多重処理

部3０3と、光ファイバ3 を備える。パルス光源3０2は、この第3実施例における種光

源であり、電源装置から電源供給を受けて光パルス列P を出射する。

０2 16 また、光ファイバ3 は、時分割多重処理部3０3を介してパルス光源3０2と光学的

に接続されており、光パルス列P を受けて、スーパーコンティニューム (S C pe co

n n m)光を含む C光パルス列P2を出射する。具体的に、光ファイバ3 は、光パ

ルス列P が有するスペクトル幅を例えば2倍以上に拡大することにより、 C光パルス

列P2を生成する。なお、光パルス列P の中心波長は、 ０ 付近にあることが好

ま 、。これにより、光ファイバ3 の低損失な領域で効率良く C光の生成が可能と

なる。

０2 17 時分割多重処理部3０3は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更するための

周波数調節手段を含む。時分割多重処理部3０3は、パルス光源3０2と光ファイバ3

との間に光学的に接続された状態で配置されており、分波器33 と、複数の光導波

路 332 及び333 と、遅延器334と、合波器335 を備える。分波器33 は、パルス光源

3０2からの光パルス列P を光導波路 332 及び333 へ分波する。遅延器3 34は、光

パルス列P を時間的に遅延させる。遅延器334は、光導波路 332 333のぅち一方 (

この第3実施例では光導波路 332) に設けられる。また、合波器335 は、光導波路 33

2、333 からの光パルス列P を合波する。なお、分波器33 には、光パルス列P を

光導波路 332 333へ分波するか、あるいは、遅延器334が設けられていない光導

波路 (光導波路433) のみに光パルス列P を導くかを選択するための光ス不ソチが

設けられている。

０2 18 図28の領域 (b) に示された光源装置3０ bは、パルス光源3０2と、時分割多重処

理部3０4と、光ファイバ3 を備える。パルス光源3０2及び光ファイバ3 の構成及

び機能は、上述の光源装置3０ aと同様である。

０2 19 時分割多重処理部3０4は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更するための

周波数調節手段に含まれる。時分割多重処理部3０4は、パルス光源3０2と光ファイ

バ3 との間に光学的に接続された状態で配置されており、分波器34 と、複数の

光導波路 34 2～344と、合波器345を備える。分波器34 は、パルス光源3０2からの



光パルス列P を光導波路342～344へ分波する。また、合波器345は、光導波路3

42～344からの光パルス列P を合波する。

０22０ 光導波路342～344のぅち一部の光導波路342 343には、それぞれ遅延路342

a、343aが配置されている。遅延路342a 343aは、光導波路342 343を通る光パ

ルス列P を時間的に遅延させるための部分であり、時分割多重処理部3０4における

遅延部を構成している。なお、遅延路342aは遅延路343aよりも長く、光パルス列P

の遅延時間は、光導波路342、光導波路343、光導波路344の順に長い。なお、分

波器34 には、光パルス列P を光導波路342～344へ分波するか、あるいは、遅延

路が設けられていない光導波路 (光導波路344) のみに光パルス列P を導くかを選

択するための光ス不ソチが設けられている。

０22 1 図29は、この第3実施例に係る光源装置に適用可能なパルス光源3０2の第 構成

として、パルス光源3０2"の構成を示す図である。パルス光源3０2"は、いわゆるアク

ティブ (能動)モード同期型の超短パルス光発生源であり、リング型共振器によって構

成されている。すなわち、パルス光源3０2aは、半導体レーザ素子32 と、 変調器

322aと、 変調器322aを駆動する信号発生器322bと、リング状のキヤビティ(光

導波路 ) 323を備える。半導体レーザ素子32 は、ヵプラ323aを介してキヤビティ32

3のリング状部分と光学的に接続されている。また、キヤビティ323のリング状部分は、

ヵプラ323cを介して出力用光導波路323dと光学的に接続されている。キヤビティ3

23のリング状部分には、ェルビウム添加光ファイバ ( )323b、及び 変調器3

22 が光学的に直列接続されている。

０222 所定周波数の電気的パルス信号を信号発生器322bが 変調器322aに送ると、

変調器322aにおける光損失が該周波数に応じた周期で減少する。キヤビティ32

3のリング状部分へは半導体レーザ素子32 から励起光が人射される。そして、この

励起光によって励起された光に含まれる各モードの位相が同期したときに発振が生

じるよぅに 変調器322aを制御すれば、パルス幅が数フェムト秒程度の超短パルス

レーザ光が生じて出力用光導波路323dから外部へ周期的に出射される。図28の領

域 (a) 及び (b) に示された光源装置3０ a 3０bは、この周期的な超短パルス光を、

光パルス列P として利用する。このとき、光パルス列P の繰り返し周波数は、信号発



生器322 bから 変調器322a へ送られる電気的パルス信号の周波数と一致する。

０223 また、図3０は、パルス光源3０2の第2構成として、パルス光源3０2bの構成を示す

図である。パルス光源3０2bは、いわゆるパッシブ (受動)モード同期型の超短パルス

光発生源であり、リング型共振器によって構成されている。すなわち、パルス光源3０

Zbは、半導体レーザ素子32 と、リング状のキヤビティ(光導波路 ) 323 と、反射ミラー

324aと、反射ミラー324aに取り付けられたピエゾモータ324bと、ピエゾモータ324b

を駆動する信号発生器324cを備える。なお、半導体レーザ素子32 がキヤビティ32

3と光結合されている点、キヤビティ323 が出力用光導波路 323 dを有する点、及び、

キヤビティ323 のリング状部分に 323bが光結合されている点は、上述のよぅな

第 構成のパルス光源3０2a (図29) と同様である。

０224 パルス光源3０2bは、第 構成のパルス光源3０2aにおける 変調器322a に代え

て反射ミラー324aが設けられている。反射ミラー324aは、キヤビティ323 のリング状

部分の一部を構成しており、反射ミラー324aの位置が振動することによってキヤビテ

ィ323 のリング状部分の長さが周期的に変化する。反射ミラー324aの振動は、ピエゾ

モータ324bによって与えられる。また、その振動周波数は、ピエゾモータ324bを駆

動する信号発生器324cによって制御される。

０225 所定周波数の電気的パルス信号を信号発生器324cがピエゾモータ324bに送ると

、キヤビティ323 の長さが該周波数に応じた周期で変動する。キヤビティ323 のリング

状部分へは半導体レーザ素子32 から励起光が人射される。そして、キヤビティ323

の長さがソリトン条件を満たす瞬間に、パルス幅が数フェムト秒程度の超短パルスレ

ーザ光が発生する。この超短パルス光は、光パルス列P として出力用光導波路 323

dから外部へ周期的に出射される。このとき、光パルス列P の繰り返し周波数は、信

号発生器324cからピエゾモータ324bへ送られる電気的パルス信号の周波数と一致

する。なお、パルス光源3０2bは、反射ミラー324aを機械的に駆動することによって

周期的な超短パルス光を発生させているため、 変調器322a を電気的に駆動する

構成のパルス光源3０2 と比較して、光パルス列P の繰り返し周波数が小さくなる傾

向がある。

０226 また、図3 は、パルス光源3０2の第3構成として、パルス光源3０2cの構成を示す



図である。パルス光源3０2cは、いわゆるパッシブ (受動)モード同期型の超短パルス

光発生源であり、 Y 共添加ガラスによる固体レーザによって構成されている。す

なわち、パルス光源3０2cは、半導体レーザ素子32 と、可飽和吸収体及び反射鏡

が一体に構成された可飽和吸収ミラー325と、コリメータレンズ326aと、プリズム326

b及び326cと、出力用ヵプラ326dと、ミラー327a～327cと、 b共添加ガラス板

328と、透明媒質329を備える。このぅち、半導体レーザ素子32 及びコリメータレン

ズ326a以外の構成要素は、レーザ発振のためのキヤビティC を構成している。また

、透明媒質329は必要に応じて設けられる。

０227 半導体レーザ素子32 から出射された励起光は、コリメータレンズ326a及びミラー

327aを介して Y 共添加ガラス板328に達し、 b共添加ガラス板328を励起

する。 b共添加ガラス板328は、可飽和吸収ミラー325、プリズム326b及び32

6c、出力用ヵプラ326d、並びにミラー327a～327cからなるキヤビティC 上に配置

されている。キヤビティC を進む光は、 b共添加ガラス板328によって増幅され

つつ、可飽和吸収ミラー325と出力用ヵプラ326dとの間で往復する。

０228 可飽和吸収ミラー325は、弱い光を吸収し、強い光を反射する性質を有する。可飽

和吸収ミラー325に到達した光に含まれる各モードの位相が同期したときに光の強

度が極大となるので、この瞬間にのみ可飽和吸収ミラー325は反射ミラーとして機能

し、レーザ発振が生じる。したがって、このレーザ光はパルス幅が数フェムト秒程度の

超短パルス光となり、光パルス列P として出力用ヵプラ326dから外部へ出射される

。このとき、光パルス列P の繰り返し周波数は、キヤビティC の長さに応じた値とな

る。

０229 以上のよぅな構成を有する光源装置3０ a 3０bのぅち、光源装置3０ aの動作に

ついて説明する。なお、光源装置3０ bの動作は光源装置3０ aの動作とほぼ同様

である。

０23０ 図29～3 に示されたパルス光源3０2a～3０2cのぅちいずれかの構成を有するパ

ルス光源3０2は、光パルス列P を時分割多重処理部3０3へ出射する。光パルス列

P は、パルス幅が数フェムト秒程度の超短パルス光が周期的 (周期 )に並んで構

成される。このとき、時分割多重処理部3０3において、光パルス列P が光導波路33



2、333 へ分波されるよぅに分波器33 が設定されている場合、光パルス列P が光導

波路 332 333へ分波される。そして、一方の光導波路 332 へ進んだ光パルス列P

には、遅延器334によって例えば ( 2)秒だけ遅延が生じる。その後、光導波路 3

32 333のそれぞれに進んだ光パルス列P は合波器335 において再び合波される

。また、時分割多重処理部3０3において、光パルス列P が光導波路 332 33へ分

波されないよぅに分波器33 が設定されている場合、光パルス列P は光導波路 333

を進む。

０23 1 ここで、図32の領域 (a) 及び (b) は、分波器33 において光パルス列P が分波さ

れない場合及び分波される場合のそれぞれにおける、時分割多重処理部3０3から

の出力波形P 及びP を示すグラフである。分波器33 において光パルス列P
3 3

が分波されない場合、図32の領域 (a) に示された出力波形P のよぅに、光パルス
3

列P がそのまま時分割多重処理部3０3からの出力波形となり、周期 で光パルスが

並んだ波形となる。他方、分波器3 3 において光パルス列P が分波された場合、図

32の領域 (b) に示された出力波形P
3

のよぅに、光パルス列P の周期 の半分の

周期 (二 2)で光パルスが並んだ波形となる。この場合、分波器33 において

分波されるため、出力波形P における各光パルスの最大パワー W は、出力波
3 2

形P における各光パルスの最大パワー W の約半分となる。
3

０232 なお、出力波形P の各光パルスの最大パワー W は例えば8０Wであり、
3

出力

波形P の各光パルスの最大パワー W は例えば4０Wである。また、出力波
3

形P
2

の繰り返し周波数 (すなわち光パルス列P の周期 の逆数) は例えば25 z
3

であり、出力波形P の繰り返し周波数は例えば5０ zである。出力波形P 及
3 3

びP におけるパルス幅は、例えば2００フェムト秒である。また、出力波形P 及
3 3

びP の時間平均パワーは、例えば4０ Wである。
3

０233 時分割多重処理部3０3からのこのよぅな出力波形は、光ファイバ3 へ人射される

。そして、光ファイバ3 における非線形光学効果 (断熱的ソリトン圧縮効果) によっ
て各光パルスのスペクトル帯域幅が2倍以上に拡張された C光パルス列P2が生成

される。 C光パルス列P2は、光源装置3０ aの光出射端から外部へ出射される。な

お、光ファイバ3 の非線形部分の長さ (相互作用長) は、例えば2 とするとよい。



０234 ここで、図33は、光ファイバ3 において生成された C光パルス列P2のスペクトル

である。図33において、スペクトルSP3０は図32の領域 (a) に示された出力波形P

に対応する C光パルス列P2のスペクトルを示し、スペクトルSP3 2は図32の領

域 (b) に示された出力波形P に対応する C光パルス列P2のスペクトルを示す。
3００

また、図33において、縦軸は規格ィビされたスペクトル強度である。

０235 図33のスペクトルSP3０ とスペクトルSP3 2とを比較すると、光ファイバ3 へ人

射する光パルスの最大パワーに応じてスペクトル強度が変ィビしているものの、全体的

なスペクトル形状は広帯域にわたっており、 C光として概ね好適であることが判る。

光源装置3０ aからは、このよぅなスペクトル形状を有する C光パルス列P2が、繰り

返し周波数 ( )又は ( )でもって繰り返し出射される。

０236 このよぅに、第3実施例に係る光源装置3 a (又は光源装置3０ b) によれば、時分

割多重処理部3０3によって、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を可変にできる。こ

れにより、例えば被測定対象物の蛍光寿命の波長依存性を調べる際に、様々な被

測定対象物の蛍光寿命の長さに応じた周期で C光を照射できるので、測定精度及

び測定効率を向上できる。あるいは、四光波混合現象を利用した光サンプリング波形

モニタにおいて、被測定波形に対し最適なタイミングでのサンプリングが可能となり、

モニタ精度を向上できる。さらには、光周波数コムにおいて、コムの間隔 (すなわち光

の波長間隔)を調節できる。

０237 ここで、図34は、蛍光寿命の波長依存性の測定について説明するための図である

。まず、光源装置3０ a (3０ b)から出射された C光パルス列P2が被測定対象3 ０

に照射される。そして、被測定対象物3 ０に含まれる測定対象物質が発した蛍光

が、波長可変フィルタ3 ０2を介して検出器3 ０3において検出される。このとき、波

長によって蛍光寿命が異なるので、各波長における蛍光寿命を順次測定することに

より、当該測定対象物質における蛍光寿命の波長依存性が判る。このよぅな測定方

法は、例えば、或る酸素飽和条件下におけるへモグロビンの蛍光寿命の波長依存性

を調べる際に用いられる。

０238 蛍光寿命の波長依存性の測定においては、例えば図34に示されたよぅに、蛍光強

度の時間遷移を示すグラフGが得られる。このグラフGは、 C光パルス列P2の繰り



返し周波数に応じた周期で得られる。したがって、測定対象物質の蛍光寿命に対し

て C光パルス列P2の繰り返し周波数が大きい(すなわち、パルス間隔が短い)場合

、隣り合ぅグラフGが互いに重なってしまい、正確な蛍光寿命の測定が難しくなる。こ

のよぅな場合、本実施形態の光源装置3 a (または3０ b) によれば、時分割多重処

理部3０3によって C光パルス列P2の繰り返し周波数を可変にできるので、被測定

対象物の蛍光寿命の長さに応じた周期で C光パルス列P2を照射できる。

０239 また、図35 (a ～(e は、四光波混合現象を利用した光サンプリング波形モニタに

ついて説明するための図である。この測定系では、図35の領域 (a) に示されたよぅに

、光源装置3０ a (3０ b)から出射された C光パルス列P2 (図35の領域 (b)参照。

周期 とする) が、波長可変フイルタ3 ０5を介して光ファイバ3 ０4aへ提供される。

また、測定対象である被測定光パルス列P3 (図35の領域 (c) 参照) が、光ファイバ3

０4bへ人射される。なお、波長可変フイルタ3 ０5は、 C光パルス列P2が有する広

帯域な波長成分のぅち、被測定光パルス列P3のサンプリングに適した波長成分のみ

透過するよぅに設定される。波長可変フイルタ3 ０5を透過した光及び被測定光パル

ス列P3は合波され(図35の領域 (d)参照) 、高非線形光ファイバ3 ０5へ送られる。

そして、この高非線形光ファイバ3 ０5における四光波混合現象により、被測定光パ

ルス列P3の波形に応じた最大パワーを有する周期 の変換光パルス列P4 (図35の

領域 (e) 参照) が生成される。その結果、変換光パルス列P4の包絡線 が、被測定

光パルス列P3の拡大波形として認識される。

０24０ 四光波混合現象を利用した光サンプリング波形モニタにおいては、被測定光パル

ス列P3の波形に対する C光パルス列P2の畳重タイミングが重要になる。すなわち、

図35の領域 (d) に示されたよぅに、被測定光パルス列P3の波形に対して C光パル

ス列P2の各パルスが少しずつずれて畳重 (サンプリング)することにより、図35の領

域 (e) に示された包絡線 を精度良く得られる。しかしながら、図35の領域 (c) に示さ

れた波形は被測定光パルス列P3の一例であって、被測定光パルス列P3の波形や

周波数は様々である。この第3実施例に係る光源装置3０ a (3０ b) によれば、被測

定光バルス の波形や周波数に応じて C光バルス の繰り返し周波数を変

ィビさせることにより、被測定光パルス列P3がどのよぅな波形、周波数であっても最適



なタイミングでのサンプリングが可能となるので、モニタ精度を向上できる。

０241 なお、光源装置3０ a (3０ b) において、 C光パルス列P2のスペクトル幅は、光フ

ァイバ皿が受ける光パルス列P のスペクトル幅の ０倍以上であってもよい。 C光パ

ルス列P2のスペクトル幅が光パルス列P のスペクトル幅の ０倍以上になると、光パ

ルス列P や光ファイバ皿の特性 (非線形性)の揺らぎに起因した C光パルス列P2

のスペクトル形状の変形が顕著になる。したがって、このよぅな場合、周波数調節手

段にの第3実施例では、時分割多重処理部3０3 3０4) によって C光パルス列P2

の繰り返し周波数を制御することが望ま 、。また、このよぅな場合、 C光パルス列P

2の繰り返し周波数を可変とすることにより、 C光パルス列P2のスペクトル制御の自

由度を高めることもできる。

０242 光源装置3０ a (3０ b) において、 C光パルス列P2の繰り返し周波数は z以

上かつ z以下であるのが好ましく、周波数調節手段 (時分割多重処理部3０3、3

０4) による可変範囲の幅は、該可変範囲における中心周波数値の2０ 以上である

のが好ま 、。これにより、例えば蛍光寿命の波長依存性の測定における測定周期

、光サンプリング波形モニタにおけるサンプリング周期、光周波数コムにおけるコム間

隔などの微調整を好適に行ぅことができる。

０243 光源装置3０ a (3０ b) において、 C光パルス列P2の繰り返し周波数は z以

上かつ ００ z以下であってもよく、周波数調節手段 (時分割多重処理部3０3 3０

4) による可変範囲の幅は、該可変範囲における中心周波数値の2０ 以上であって

もよい。特に、 ００ ，までの周波数領域で繰り返し周波数を2０ 以上変更できる

ので、、 C光パルス列P2のスペクトル形状を可変制御しつつ、光源装置3０ a (3０

b)の外部に設置される光検出器と同期を取ることによる安定的な低雑音検知が可能

になる。

０244 さらに、光源装置3０ a (3０ b) において、 C光パルス列P2の繰り返し周波数は

０ z以上かつ ００ z以下であってもよく、周波数調節手段 (時分割多重処理

部3０3 3０4) による可変範囲の幅は、 ０ z以上であってもよい。これにより、例

えば蛍光寿命の波長依存性の測定において多くの物質の応答特性を好適に測定で

きる。また、例えば光サンプリング波形モニタにおいて、サンプリング周期の充分な可



変範囲が得られる。

０245 (第3実施例の第 変形例)

図36の領域 a 、第3実施例に係る光源装置の第 変形例の構成を示す図であ

る。この図36の領域 (a) 示された第 変形例に係る光源装置3０ cは、パルス光源

3０2と、パルス取出部3０5と、光ファイバ3 と、光増幅器3 8を備える。パルス光源

3０2及び光ファイバ3 の構成については、上述の光源装置3０ a 3０ bと同様な

ので詳細な説明を省略する。

０246 パルス取出部3０5は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更にするための周

波数調節手段を含む。パルス取出部3０5は、パルス光源3０2と光ファイバ3 との

間に光学的に接続された状態で配置されており、光ス不ソチ35 と、信号発生器352

を備える。光ス不ソチ35 は、パルス光源3０2から出射された光パルス列P から周期

的に光パルスを取り出すための構成要素である。また、信号発生器352 は、光ス不ソ

チ35 を駆動するための構成要素である。

０247 信号発生器352 は、光パルス列P の繰り返し周期の整数倍の周期の電気的パル

ス信号を、光ス不ソチ35 に送る。すると、光パルス列P に含まれる光パルスのぅち、

電気的パルス信号のタイミングと一致した光パルスが、パルス取出部3０5から出射さ

れる。このよぅに、パルス取出部3０5は、パルス光源3０2から出射された光パルス列P

から周期的に光パルスを取り出すことにより、光ファ小 3 へ人射する光パルス列

P の繰り返し周波数を変ィビさせることができる。そして、光ファイバ3 から出射され

る C光パルス列P2の繰り返し周波数は、光ファイバ3 へ人射する光パルス列P

の繰り返し周波数と一致する。したがって、この光源装置3０ cによれば、 C光パル

ス列P2の繰り返し周波数を好適に変更できる。なお、信号発生器352 は、光源装置

3０ cの外部に設けられていてもよい。

０248 また、パルス取出部3０5におけるパルス取り出し周期は、変更可能であるのが好ま
、。これにより、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変ィビさせる自由度が増す。し

たがって、光源装置3０ cの外部に設置される光検出器の周波数特性に応じた同期

の調整の自由度の向上、又は光源装置3０ cの外部に設置される画像処理装置の

走査速度に応じた同期の調整の自由度の向上などが期待できる。



０249 光増幅器3 8は、パルス取出部3０5と光ファイバ3 との間に光学的に接続された

状態で配置されている。光増幅器3 8は、パルス取出部3０5によって取り出された後

の光パルス列P を増幅する。光源装置3０ cは、このよぅな光増幅器3 8を備えるの

が好ま 、。この場合、高パワーの光パルス列P を効率的に生成できるので、 C光

パルス列P2のスペクトルの広帯域ィビを効率良く行ぅことができる。

０25０ (第3実施例の第2変形例)

図36の領域 (b) は、第3実施例に係る光源装置の第2変形例の構成を示す図であ

る。この図36の領域 (b) に示された第2変形例に係る光源装置3 dは、パルス光源

3０2と、信号発生器3０6と、光ファイバ3 と、光増幅器3 2を備える。パルス光源3

０2及び光ファ小 3 の構成については、上述の光源装置3０ a 3０ bと同様であ

る。

０25 1 信号発生器3０6は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更するための周波数

調節手段に含まれる。信号発生器3０6は、パルス光源3０2が光パルス列P を出射

する際の繰り返し周波数を変更する。例えば、パルス光源2が図29に示されたパル

ス光源3０2aである場合、信号発生器3０6は、信号発生器322 bに相当する。また、

パルス光源3０2が図3０に示されたパルス光源3０2bである場合、信号発生器3０6は

、信号発生器324cに相当する。このよぅに、信号発生器3０6がパルス光源3０2を直

接制御して光パルス列P の繰り返し周波数を変更することにより、簡易な構成によっ
て C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更できる。

０252 光増幅器3 2は、光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワーを変ィビさせるた

めのパルス強度調節手段に含まれる。光増幅器3 2は、パルス光源3０2と光ファイ

バ3 との間に光結合されている。光増幅器3 2は、パルス光源3０2から出射され

た光パルス列P を増幅するための構成要素であり、例えばエルビウム添加光ファイ

バ ( ) によって構成される。この光増幅器3 2は、光ファイバ3 へ人射する光

パルス列P の時間平均パワーを一定に制御したり、あるいは、 C光パルス列P2の

スペクトル形状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列P2に含まれる各パルスの

最大パワーやスペクトル強度を制御するために用いられる。当該第2変形例に係る光

源装置3０ dに限らず、第3実施例に係る光源装置は、このよぅな光増幅器3 2を備



えるのが好ましい。なお、第3実施例に係る光源装置は、このような光増幅器3 2に

代えて光減衰器を備えてもよく、あるいは、パルス光源3０2と光フアイバ3 との間の

構成を備えてもよい。

０253 また、第3実施例に係る光源装置は、光増幅器3 2に代えて、光ファイバ3 に入

射する光パルス列P の偏波方向を変ィビさせる偏波調節手段を備えてもよい。光ファ

イバ3 の偏波依存性が比較的大きい場合、このよぅな偏波調節手段をパルス光源

3０2と光ファイバ3 との間に設けることによって、 C光パルス列P2のスペクトル形

状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列P2に含まれる各パルス光の最大パワー

やスペクトル強度が好適に制御可能になる。

０254 (第3実施例の第3変形例)

図37の領域 (a) 、第3実施例に係る光源装置の第3変形例の構成を示すブロッ
ク図である。この図37の領域 (a) に示された第3変形例に係る光源装置3 eは、パ

ルス光源3０2と、制御部3０7と、光ファイバ3 を備える。パルス光源3０2及び光ファ

イバ3 の構成については、上述の光源装置3０ a 3０bと同様である。

０255 制御部3０7は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更するための周波数調節

手段に含まれる。制御部3０7は、パルス光源3０2のキヤビティ長を変化させるための

制御信号 をパルス光源3０2へ送る。これにより、パルス光源3０2から出射される光

パルス列P の繰り返し周波数を変ィビさせ、それによって C光パルス列P2の繰り返

し周波数を変ィビさせる。制御信号S は、例えば図3 に示された第3構成のパルス光

源3０2cにおける可飽和吸収ミラー325やミラー327cの位置を制御するための信号

発生器などへ送られる。そして、可飽和吸収ミラー325及びミラー327cが制御信号S

に応じて位置を変えることにより、キヤビティC の長さを変化させることができる。こ

れにより、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を好適に可変にできる。

０256 この第3変形例における制御部3０7は、光ファイバ3 の温度を制御するための温

度制御手段でもある。すなわち、制御部3０7は、光ファイバ3 の温度制御を行ぅた

めの制御信号S を、光ファイバ3 に設けられたぺルチェ素子などの温度制御素子

へ送る。これにより、光ファイバ3 の分散特性を好適に変ィビさせ得るので、 C光パ



ルス列P2のスペクトル形状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列P2に含まれる

各パルスの最大パワーやスペクトル強度を好適に制御できる。当該第3変形例に係

る光源装置3 eに限らず、第3実施例に係る光源装置は、このよぅな温度制御手段

を備えるのが好ま 、。

０257 (第3実施例の第4変形例)

図37の領域 (b) は、第3実施例に係る光源装置の第4変形例の構成を示すブロッ
ク図である。この図37の領域 (b) に示された第3変形例に係る光源装置3 fは、パ

ルス光源3０2と、制御部3０8と、光ファイバ3 と、光増幅器3 3と、周波数制御部3

4を備える。パルス光源3０2及び光ファイバ3 の構成については、上述の光源装

置3０ a 3０ bと同様である。

０258 光増幅器3 3は、光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワーを変ィビさせるた

パルス強度調節手段に含まれ、上述の第2変形例における光増幅器3 2と同様の構

成を有する。但し、当該第4変形例における光増幅器3 3は増幅率が可変であり、そ

の増幅率を制御するための制御信号 を制御部3０8から受ける。したがって、光増

幅器3 3は、該制御信号S に応じた増幅率でパルス光源3０2からの光パルス列P

を増幅する。なお、上述の第2変形例と同様に、当該第4変形例に係る光源装置3０

fは、このよぅな光増幅器3 3に代えて減衰率可変の光減衰器を備えてもよく、ある

いは、パルス光源3０2と光ファイバ3 との間の光軸ずれを利用してパルス光源3０2

と光ファイバ3 との光結合効率を変ィビさせる構成を備えてもよい。

０259 周波数制御部3 4は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更するための周波

数調節手段に含まれる。周波数制御部3 4は、例えば図28の領域 (
)
及び (b) に示

された光源装置3０ a 3０ bにおける時分割多重処理部3０3 3０4、あるいは図36

の領域 (a) に示された第 変形例におけるパルス取出部3０5と同様の内部構成を有

する。すなわち、周波数制御部3 4は、 C光パルス列P2に含まれる光パルスを増

加又は減少させることにより、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変ィビさせる。周

波数制御部3 4は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を制御するための制御信号

S を制御部3０8から受け、該制御信号S に応じた繰り返し周波数となるよぅに C光

パルス列P2の光パルスを増加又は減少させる。これにより、 C光パルス列P2の繰り



返し周波数を好適に変更できる。また、周波数制御部3 4がパルス取出部3０5 (図3

6の領域 (a) ) と同様の内部構成を有する場合には、 C光パルス列P2の平均パワー

を低下方向に容易に調整できる。

０26０ 制御部3０8は、上述の制御信号 、 の他、上述の第3変形例における制御部3０

7と同様に、パルス光源3０2のキヤビテイ長を変ィビさせるための制御信号 をパルス

光源3０2へ送る。また、制御部3０8は、光ファイバ3 の温度制御を行ぅための制御

信号S を、光ファイバ3 に設けられたぺルチェ素子などの温度制御素子へ送る。

０26 1 (第3実施例の第5変形例)

図38は、第3実施例に係る光源装置の第5変形例の構成を示すブロック図である。

図38に示された第5変形例に係る光源装置3 は、パルス光源2と、制御部3０9と

、光ファイバ3 と、周波数制御部3 5と、検出器3 6と、分波器3 7を備える。パル

ス光源3０2及び光ファイバ3 の構成については、状尾術の光源装置3０ a 3０ b

と同様である。

０262 周波数制御部3 5は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更するための周波

数調節手段に含まれる。周波数制御部3 5は、例えば図28の領域 (
)
及び (b) に示

された光源装置3０ a 3０ bにおける時分割多重処理部3０3 3０4、あるいは図36

の領域 (a) に示された第 変形例におけるパルス取出部3０5と同様の内部構成を有

する。すなわち、周波数制御部3 5は、光パルス列P に含まれる光パルスを増加ま

たは減少させることにより、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変ィビさせる。周波数

制御部3 5は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を制御するための制御信号S を

制御部3０9から受け、該制御信号 に応じた繰り返し周波数となるよぅに光パルス列

P の光パルスを増加または減少させる。

０263 検出器3 6は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を検出するための検出手段に

含まれる。検出器3 6は、光ファイバ3 の出射端と分波器3 7を介して光学的に

接続されており、 C光パルス列P2の一部を取り込む。検出器3 6は、波長可変フイ

ルタ3 6aと、光検出素子3 6bと、P 回路 3 6cを備える。検出器3 6に取り込ま

れた一部の C光パルス列P2は、波長可変フイルタ3 6aを通過した後に光検出素

子3 6bにおいて光電変換され、周期的な電気信号となる。そして、この電気信号に



基づいて、P 回路 3 6。において繰り返し周波数が検出される。検出された繰り返

し周波数の値は、制御部3０9へ送られる。

０264 制御部3０9は、検出器3 6によって検出された C光パルス列P2の繰り返し周波

数に基づいて、パルス光源3０2のキヤビテイ長を変ィビさせるための制御信号S 、光フ

ァ小 3 の温度制御を行ぅための制御信号S 、及び周波数制御部3 5を制御する

ための制御信号S を生成する。生成された制御信号S 、制御信号S 、及び制御信
5

号S は、それぞれパルス光源3０2、光ファイバ3 の温度制御素子、及び周波数制

御部3 5へ送られる。

０265 この第3実施例に係る光源装置は、当該第5変形例のよぅに、光ファイバ3 の出

射端と光学的に接続され C光パルス列P2の繰り返し周波数を検出する検出器3 6

を備えるのが好ま 、。この検出器3 6によって C光パルス列P2の繰り返し周波数

が検出されることにより、繰り返し周波数を周波数制御部3 5といった周波数調節手

段ヘフイードバックすることが可能になる。その結果、繰り返し周波数を高精度かつ安

定的な制御が可能になる。

０266 (第3実施例の第6変形例)

図39は、第3実施例に係る光源装置の第6変形例の構成を示すブロック図である。

図39に示された第6変形例に係る光源装置3 は、連続光源32０と、光増幅器36

と、光ファイバ3 を備える。光ファイバ3 の構成については、上述の光源装置3

O a 3０ bと同様である。

０267 当該第6変形例における連続光源32０は、連続光P6を出射する種光源である。連

続光源32０は、光増幅器36０を介して光ファイバ3 へ連続光P6を提供する。なお

、光ファイバ3 へ人射される光が連続光であっても、該連続光が比較的高いパワ

ーを有していれば光ファイバ3 内で C光パルス列P2が生成され得る。

０268 光増幅器36０は、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更するための周波数調

節手段である。具体的に、光増幅器36０は、連続光P6のパワーを変ィビさせることに

より、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を変更する。すなわち、光ファイバ3 へ人

射され乙連続光P6のパワーを変化させると、光ファイバ3 内において生成されるパ

ルス ( C光パルス列P2) の条件が変ィビする。これにより、 C光パルス列P2の繰り返



し周波数も変ィビすることになる。本質的に、連続光による広帯域光の生成は、入力強

度の揺らぎに起因したソリトンパルスの生成とその周波数シフト及び分裂により実現さ

れるため、生成パルスの時間間隔はランダムである。しかしながら、入カパワーの増

減や偏波の変ィビにより生成条件が変わるため、マクロに見た場合、繰り返し周波数の

増減を観察することは可能であると考える。当該第6変形例により、時間分解計測の

測定時間の短縮や光S の向上が図れる。

０269 なお、当該第6変形例において、光ファイバ3 が受ける連続光P6のパワーは5０

O W以上であるのが好ま 、。この場合、光ファイバ3 内における上記パルス条

件を好適に変ィビさせ得るので、 C光パルス列P2の繰り返し周波数を好適に変更す

ることができる。

０27０ この第3実施例に係る光源装置は、上述の構成に限らず、様々な変形や構成要素

の付加が可能である。例えば、第3実施例に係る光源装置は、 C光パルス列を装置

外部へ出射するための光導波路が曲部を有し、該曲部の曲率が可変であってもよい
光パルス列の光導波路にこのよぅな曲部が設けられることによって、 C光パル

ス列に任意の曲げ損失が与えられ、スペクトル形状を変化させることが可能になる。

０271 また、上述の各変形例では、光パルス列P に含まれる各パルスの最大パワーを増

減するために、光増幅器や光減衰器を用いている。これ以外にも、例えば種光源 (パ

ルス光源3 2a～3 2cなど) における励起用の半導体レーザ素子 (半導体レーザ素

子32 )の出カパワーを増減することにより、光パルス列P に含まれる各パルスの最

大パワーを増減してもよい。半導体レーザ素子の出カパワーは、駆動電流量を増減

することにより容易に制御できるので、この構成によれば、 C光パルス列のスペクト

ル形状を、一つのパラメータで容易に制御できる。

０272 光源装置が光増幅器を備える場合、光増幅器から出力される光のスペクトル形状

は、光増幅器や光減衰器へ入力される光のスペクトル形状と異なっていてもよい。こ

のよぅな場合には、光増幅器におけるスペクトル形状の変ィビを考慮することにより、光

ファイバから出力される C光パルス列P2のスペクトル形状を維持しつつ、各光パル

スの最大パワーあるレリまスペクトル強度をより自由に制御できる。また、この特性を実

現させるために、予め光増幅器中のスペクトル形状の変ィビを最適設計しておくことも



好適である。

０273 なお、第3実施例に係る光源装置において、光ファイバに入力される光パルス列P

の各パルスの時間波形は可変であってもよい。光パルス列P の平均パワーの変ィビ

に伴って各パルスの時間波形を変えることにより、 C光パルス列P2のスペクトル形

状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列P2に含まれる各パルスの最大パワーや

スペクトル強度のみを制御することが可能になる。

０274 第3実施例に係る光源装置において、光ファイバに入力される光パルス列P の中

心波長も可変であってもよい。光ファイバの分散特性に応じて、光パルス列P の平

均パワーや各パルスの時間波形と共に中心波長を変えることにより、 C光パルス列

P2のスペクトル形状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列P2に含まれる各パル

スの最大パワーやスペクトル強度のみを制御することが可能になる。

０275 第3実施例に係る光源装置において、光ファイバに入力される光パルス列P のス

ペクトル形状も変更可能である。光パルス列P の平均パワー、各パルスの時間波形

、及び中心波長などとともにスペクトル形状を変えることにより、 C光パルス列P2の

スペクトル形状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列P2に含まれる各パルスの

最大パワーやスペクトル強度のみを制御することが可能になる。

０276 また、この第3実施例に係る光源装置は、 C光パルス列P2のスペクトル形状を維

持したまま、各光パルスの最大パワーまたはスペクトル強度を変ィビさせる減衰率可変

の光減衰器を、光ファイバの出力端側に備えてもよい。この構成により、 C光パルス

列P2のスペクトル形状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列P2に含まれる各パ

ルスの最大パワーやスペクトル強度のみを制御することが可能になる。なお、このよぅ

な光減衰器は、 C光パルス列P2のスペクトル帯域幅内において、光透過特性の波

長依存性が無視できる程度に小 、刮亡とが好ま 。また、このよぅな光減衰器は、可

変減衰量が Od の間における、所望の波長での光透過特性の波長依存性が無視

できる程度に小刮亡とが好ま 、。この場合、 C光パルス列P2のスペクトル形状の

ぅち所望の波長帯域内の部分を取り出しつつその形状を維持し、かつ C光パルス

列P2に含まれる各パルスの最大パワーやスペクトル強度のみを制御することが可能

になる。



０277 さらに、第3実施例に係る光源装置は、 C光パルス列P2のスペクトル形状を維持

したまま、各光パルスの最大パワーまたはスペクトル強度を変ィビさせる増幅率可変の

光増幅器を、光ファイバの出力端側に備えてもよい。この構成により、 C光パルス列

P2のスペクトル形状をほぼ一定に維持しつつ、 C光パルス列P2に含まれる各パル

スの最大パワーやスペクトル強度のみを制御することが可能になる。

０278 以上の本発明の説明から、本発明を様々に変形しぅることは明らかである。そのよぅ

な変形は、本発明の思想および範囲から逸脱するものとは認めることはできず、すべ

ての当業者にとって自明である改良は、以下の請求の範囲に含まれるものである。

産業上の利用可能，性

０279 この発明に係る光源装置は、近赤外領域の光を利用した種々の光計測装置にお

ける光源として好適に適用可能である。



請求の範囲

種光を出射する種光源と、

前記種光源に光学的に接続された光ファイバであって、前記種光源からの種光を

入力してスペクトル幅が拡大されたスーパーコンティニューム光を生成する光ファイ

バと、そして、

前記光ファイバにおいて生成されるスーパーコンティニューム光のスペクトル波形を

部分的に又は全体的に変形させるためのスペクトル整形手段を備えた光源装置。

2 種光を出射する種光源と、

前記種光源に光学的に接続された光ファイバであって、前記種光源からの種光を

入力してスペクトル幅が拡大されたスーパーコンティニューム光を生成する光ファイ

バと、そして、

前記スーパーコンティニューム光のスペクトル帯域全域又は該スペクトル帯域に含

まれる一部波長城において、当該光源装置から出射される前記スーパーコンティニ

ューム光のスペクトル波形を維持した状態で該スーパーコンティニューム光のパワー

を変ィビさせるためのパワー調節手段を備えた光源装置。

3 種光を出射する種光源と、

前記種光源に光学的に接続された光ファイバであって、前記種光源からの種光を

入力してスペクトル幅が拡大されたスーパーコンティニューム光を含むスーパーコン

ティニューム光パルス列を生成する光ファ小 と、そして、

前記スーパーコンティニューム光パルス列の繰り返し周波数を変更にするための周

波数調節手段を備えた光源装置。
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