JP 3809908 B2 2006.8.16

(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
少なくとも制御光が焦点を結ぶように配置された光吸収層膜と、
少なくとも前記光吸収層膜に、前記光吸収層膜が吸収する波長帯域から選ばれる波長の制
御光と、前記光吸収層膜が吸収しない波長帯域から選ばれる波長の信号光とを各々収束さ
せて照射する手段と、
前記光吸収層膜を含み、前記光吸収層膜が前記制御光を吸収した領域およびその周辺領域
に起こる温度上昇に起因して可逆的に生ずる屈折率の分布に基づいた熱レンズを用いるこ
とによって、制御光が照射されず熱レンズが形成されない場合は前記収束された信号光が
通常の開き角度で出射する状態と、制御光が照射されて熱レンズが形成される場合は前記
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収束された信号光が通常の開き角度よりも大きい開き角度で出射する状態とを、前記制御
光の照射の有無に対応させて実現させる熱レンズ形成素子と、
通常の開き角度で前記熱レンズ形成素子から出射する前記信号光をそのまま、または、受
光レンズによって前記通常の開き角度を変更させた後、通過させる穴を設けた鏡であって
、通常よりも大きい開き角度で前記熱レンズ形成素子から拡がりながら出射する前記信号
光をそのまま、または、前記受光レンズによって前記通常よりも大きい開き角度を変更さ
せた後、反射することによって光路を変更させる鏡と、
を備えることを特徴とする光路切替装置。
【請求項２】
少なくとも制御光が焦点を結ぶように配置された光吸収層膜と、
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少なくとも前記光吸収層膜に、前記光吸収層膜が吸収する波長帯域から選ばれる波長の制
御光と、前記光吸収層膜が吸収しない波長帯域から選ばれる波長の信号光とを各々収束さ
せて照射する手段と、
前記光吸収層膜を含み、前記光吸収層膜が前記制御光を吸収した領域およびその周辺領域
に起こる温度上昇に起因して可逆的に生ずる屈折率の分布に基づいた熱レンズを用いるこ
とによって、制御光が照射されて熱レンズが形成される場合は前記収束された信号光が収
束されたまま出射する状態と、制御光が照射されず熱レンズが形成されない場合は前記収
束された信号光が通常の開き角度で出射する状態とを、前記制御光の照射の有無に対応さ
せて実現させる熱レンズ形成素子と、
収束されたまま前記熱レンズ形成素子から出射する前記収束された信号光が通過する穴を
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設けた鏡であって、通常の開き角度で前記熱レンズ形成素子から出射する前記信号光をそ
のまま、または、前記開き角度を変更させるために設けられた受光レンズを透過させた後
、反射することによって光路を変更させる鏡と、
を備えることを特徴とする光路切替装置。
【請求項３】
少なくとも光吸収層膜を含む熱レンズ形成素子中の光吸収層膜に、前記光吸収層膜が吸収
する波長帯域から選ばれる波長の制御光と、前記光吸収層膜が吸収しない波長帯域から選
ばれる波長の信号光とを各々収束させて照射し、少なくとも前記制御光が前記光吸収層膜
内において焦点を結ぶように前記光吸収層膜の配置を調整し、前記光吸収層膜が前記制御
光を吸収した領域およびその周辺領域に起こる温度上昇に起因して可逆的に生ずる屈折率
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の分布に基づいた熱レンズを用いることによって、制御光が照射されず熱レンズが形成さ
れない場合は前記収束された信号光が通常の開き角度で前記熱レンズ形成素子から出射す
る状態と、制御光が照射されて熱レンズが形成される場合は前記収束された信号光が通常
の開き角度よりも大きい開き角度で前記熱レンズ形成素子から出射する状態とを、前記制
御光の照射の有無に対応させて実現させ、
制御光が照射されず熱レンズが形成されない場合は、通常の開き角度で前記熱レンズ形成
素子から出射する前記信号光をそのまま、または、受光レンズによって前記通常の開き角
度を変更させた後、前記信号光が通過する穴を設けた鏡の穴を通して直進させ、
一方、制御光が照射されて熱レンズが形成される場合は、通常よりも大きい開き角度で前
記熱レンズ形成素子から拡がりながら出射する前記信号光をそのまま、あるいは、受光レ
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ンズによって前記拡がりの開き角度を変更させた後、前記穴付ミラーの反射面を用いて反
射することによって光路を変更させることを特徴とする光路切替方法。
【請求項４】
少なくとも光吸収層膜を含む熱レンズ形成素子中の光吸収層膜に、前記光吸収層膜が吸収
する波長帯域から選ばれる波長の制御光と、前記光吸収層膜が吸収しない波長帯域から選
ばれる波長の信号光とを各々収束させて照射し、少なくとも前記制御光が前記光吸収層膜
内において焦点を結ぶように前記光吸収層膜の配置を調整し、前記光吸収層膜が前記制御
光を吸収した領域およびその周辺領域に起こる温度上昇に起因して可逆的に生ずる屈折率
の分布に基づいた熱レンズを用いることによって、制御光が照射されて熱レンズが形成さ
れる場合は前記収束された信号光が収束されたまま前記熱レンズ形成素子から出射する状
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態と、制御光が照射されず熱レンズが形成されない場合は前記収束された信号光が通常の
開き角度で前記熱レンズ形成素子から出射する状態とを、前記制御光の照射の有無に対応
させて実現させ、
制御光が照射されて熱レンズが形成される場合は、収束されたまま前記熱レンズ形成素子
から出射する前記収束された信号光を、信号光が通過する穴を設けた鏡の穴を通して直進
させ、
一方、制御光が照射されず熱レンズが形成されない場合は、通常の開き角度で前記熱レン
ズ形成素子から出射する前記信号光の光路をそのまま、または、受光レンズによって前記
拡がりの開き角度を変更させた後、前記穴付ミラーの反射面を用いて反射することによっ
て光路を変更させることを特徴とする光路切替方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光通信分野および光情報処理分野で用いられる光路切替装置および光路切替方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
インターネットおよび会社内・家庭内イントラネットの普及にともなうネットワークトラ
フィックの爆発的増加に対応するため、電気信号を経由しない光路切替装置（光スイッチ
）、すなわち、光−光直接スイッチが求められている。光ファイバー、光導波路、あるい
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は、空間を伝搬する光の進む道筋、すなわち、光路を切り替える装置・方法としては、例
えば、光導波路内または光導波路間で光路を切り替える空間分割型、多重化された複数の
波長の光を波長に応じた光路へ分割して切り替える波長分割多重型、一定時間毎に時分割
多重化された光の光路を切り替える時分割多重型、空間を伝搬する光の光路を鏡やシャッ
ターなどを用いて空間的に分割・合成するフリースペース型などの方式が知られている。
これらの方式は、各々多重化することも複数を組み合わせて使用することもできる。
【０００３】
空間分割型光スイッチには、方向性結合器を利用するもの、光分岐器で光信号のコピーを
作り、ゲート素子により光をオン・オフするもの、交差またはＹ分岐の交差部分で導波路
の屈折率を変化させることで、導波路を伝搬してきた光を透過させたり反射させるものな
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どが提案されているが、まだ研究開発段階である。マッハツェンダー干渉計型光導波路ス
イッチの導波路の屈折率を変化させるために電気ヒーター加熱による熱光学効果を用いる
ものが実用化に近づいているといわれているが、応答速度が１ミリ秒程度と遅いだけでな
く、光スイッチを動作させるために電気信号を用いなければならない、という欠点を有す
る。
【０００４】
フ リ ー ス ペ ー ス 型 光 ス イ ッ チ に は 、 マ イ ク ロ ・ エ レ ク ト ロ ・ メ カ ニ カ ル ・ シ ス テ ム （ Micr
o Electro Mechanical System; Ｍ Ｅ Ｍ Ｓ と 略 記 さ れ る 。 ） 、 励 起 子 吸 収 ・ 反 射 ス イ ッ チ
（ Exciton Absorption Reflection Switch； Ｅ Ａ Ｒ Ｓ ス イ ッ チ と 略 記 さ れ る ） 、 多 段 ビ ー
ムシフタ型光スイッチ、ホログラム型光スイッチ、液晶スイッチなどが検討されている。
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これらは、機械的可動部分がある、偏波依存性があるなどの課題があり、まだ充分実用段
階にあるとはいえない。
【０００５】
一方、光学素子に光を照射することで引き起こされる透過率変化や屈折率変化を利用し、
直接、光で光の強度や周波数を変調する、全光型光学素子や光制御方式の研究が盛んに行
われている。本発明者らは、全光型光素子等による新たな情報処理技術の開発を目指して
、有機色素凝集体をポリマーマトリックスに分散した有機ナノパーティクル光熱レンズ形
成素子（非特許文献１参照）を用いて、光制御方式の研究を行って来た。現在、制御光（
６３３ｎｍ）により信号光（７８０ｎｍ）の変調を行う方式で、制御光と信号光を同軸・
同焦点入射させることを特徴とし、制御光の吸収により過渡的に形成される熱レンズによ
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り信号光が屈折されるという動作原理の素子を開発しており、約２０ナノ秒の高速応答が
達成されている。光応答性組成物からなる光学素子に制御光を照射し、制御光とは異なる
波長帯域にある信号光の透過率および／または屈折率を可逆的に変化させることにより前
記光学素子を透過する前記信号光の強度変調および／または光束密度変調を行う光制御方
法であって、前記制御光および前記信号光を各々収束させて前記光学素子へ照射し、かつ
、前記制御光および前記信号光のそれぞれの焦点の近傍（ビームウエスト）の光子密度が
最も高い領域が前記光学素子中において互いに重なり合うように前記制御光および前記信
号光の光路を調整することを特徴とする光制御方法が開示されている（特許文献１から特
許文献７参照）。光応答性組成物からなる光学素子に、互いに波長の異なる制御光および
信号光を照射し、前記制御光の波長は前記光応答性組成物が吸収する波長帯域から選ばれ
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るものとし、前記光応答性組成物が前記制御光を吸収した領域およびその周辺領域に発生
する温度上昇に起因する密度変化の分布に基づいた熱レンズを可逆的に形成させ、前記熱
レンズを透過する信号光の強度変調および／または光束密度変調を行う光制御方法が開示
されている（特許文献８参照）。そして、上記光学素子として例えば色素／樹脂膜や色素
溶液膜が用いられ、制御光のパワー２ないし２５ｍＷにおける制御光照射に対する信号光
の応答時間は、２マイクロ秒未満と記載されている（特許文献８参照）。
【０００６】
ここで熱レンズ効果とは、光吸収の中心部分において光を吸収した分子などが光を熱に変
換し、この熱が周囲に伝搬されることにより温度分布が生じ、その結果、光透過媒体の屈
折率が光吸収中心から外部へ向けて球状に変化して光吸収中心の屈折率が低く外部へ向け
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て屈折率が高くなる分布を生じ、これが凹レンズのように機能するような光の屈折効果を
示す。熱レンズ効果は分光分析の分野で古くから利用されており、現在では分子１個によ
る光吸収をも検出するような超高感度分光分析も可能になっている（非特許文献２及び非
特許文献３参照）。
【０００７】
熱レンズ効果ないし熱による屈折率変化を用いて光路を偏向させる方式として、発熱抵抗
体で媒体に熱を与え、媒体内に屈折率分布を生じさせ、光を偏向する方法が開示されてい
る（特許文献９参照）。しかしながら、上述の手法は、発熱抵抗体で発熱させ、熱伝導で
媒体を加熱することになるので、「熱の拡がり」という問題を本来的に有する。つまり、
熱の拡がりにより、広い面積内で微細な熱勾配を与えることができず、所望の屈折率分布
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を得るのが困難である。更に、発熱抵抗体の微細加工は半導体集積回路で用いられている
フォトリソグラフィ技術を採用しても、現実には一定の限界を有し、素子が大型化せざる
を得ない。素子が大型化すれば、それにともない光学系も複雑かつ大型化する。また、発
熱抵抗体で発熱させ、熱伝導で媒体を加熱することになるので、応答が遅く、屈折率変化
の周波数を上げることができないという不具合を本質的な問題として有している。
【０００８】
また、光応答組成物からなる光学素子と、該光学素子にくさび形の光強度分布で光を照射
するための強度分布調整手段とから少なくとも構成され、制御光により前記光学素子中に
屈折率分布を形成し、該屈折率分布により前記制御光とは異なる波長の信号光の偏向を行
うことを特徴とする光学素子を用いた偏向素子が開示されている（特許文献１０参照）。

30

この方式は、光で光を制御する点では優れたものであるが、偏向角度が３０度以内という
制約があり、光路切替方向を自由に設定することができないという問題がある。
【０００９】
【非特許文献１】
平賀隆、田中教雄、早水紀久子、守谷哲郎著、色素会合体・凝集体の作成・構造評価・光
物性、「電子技術総合研究所彙報」、通商産業省工業技術院電子技術総合研究所発行、第
５９巻、第２号、２９−４９頁（１９９４年）
【非特許文献２】
藤原祺多夫、不破敬一郎、小林孝嘉著、レーザー誘起熱レンズ効果とその比色法への応用
、「化学」、化学同人発行、第３６巻、第６号、４３２−４３８頁（１９８１年）
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【非特許文献３】
北森武彦、澤田嗣郎著、光熱変換分光分析法、「ぶんせき」、日本分析化学会発行、１９
９４年３月号、１７８−１８７頁
【特許文献１】
特開平８−２８６２２０号公報
【特許文献２】
特開平８−３２０５３５号公報
【特許文献３】
特開平８−３２０５３６号公報
【特許文献４】
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特開平９−３２９８１６号公報
【特許文献５】
特開平１０−９０７３３号公報
【特許文献６】
特開平１０−９０７３４号公報
【特許文献７】
特開平１０−１４８８５２号公報
【特許文献８】
特開平１０−１４８８５３号公報
【特許文献９】

10

特開昭６０−１４２２１号公報
【特許文献１０】
特開平１１−１９４３７３号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、電気回路や機械的可動部分を用いずに故障のない、耐久性の高い、偏波依存性
のない、光路切替の角度および方向を自由に設定可能な、信号光の光強度減衰が少なく多
重連結使用が可能な光路切替装置および光路切替方法を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
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上記の目的を達成するため、本発明の光路切替装置は、少なくとも制御光が焦点を結ぶよ
うに配置された光吸収層膜と、少なくとも前記光吸収層膜に、前記光吸収層膜が吸収する
波長帯域から選ばれる波長の制御光と、前記光吸収層膜が吸収しない波長帯域から選ばれ
る波長の信号光とを各々収束させて照射する手段と、前記光吸収層膜を含み、前記光吸収
層膜が前記制御光を吸収した領域およびその周辺領域に起こる温度上昇に起因して可逆的
に生ずる屈折率の分布に基づいた熱レンズを用いることによって、制御光が照射されず熱
レンズが形成されない場合は前記収束された信号光が通常の開き角度で拡がりながら出射
する状態と、制御光が照射されて熱レンズが形成される場合は前記収束された信号光が通
常の開き角度よりも大きい開き角度で出射する状態とを、前記制御光の照射の有無に対応
させて実現させる熱レンズ形成素子と、通常の開き角度で前記熱レンズ形成素子から出射
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する前記信号光をそのまま、または、受光レンズによって前記通常の開き角度を変更させ
た後、通過させる穴を設けた鏡であって、通常よりも大きい開き角度で前記熱レンズ形成
素子から拡がりながら出射する前記信号光をそのまま、または、前記受光レンズによって
前記通常よりも大きい開き角度を変更させた後、反射することによって光路を変更させる
鏡と、を備えることを特徴とするものである。
【００１２】
上記の目的を達成するため、本発明の他の光路切替装置は、また、少なくとも制御光が焦
点を結ぶように配置された光吸収層膜と、少なくとも前記光吸収層膜に、前記光吸収層膜
が吸収する波長帯域から選ばれる波長の制御光と、前記光吸収層膜が吸収しない波長帯域
から選ばれる波長の信号光とを各々収束させて照射する手段と、前記吸収層膜を含み、前
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記光吸収層膜が前記制御光を吸収した領域およびその周辺領域に起こる温度上昇に起因し
て可逆的に生ずる屈折率の分布に基づいた熱レンズを用いることによって、制御光が照射
されて熱レンズが形成される場合は前記収束された信号光が収束されたまま出射する状態
と、制御光が照射されず熱レンズが形成されない場合は前記収束された信号光が通常の開
き角度で出射する状態とを、前記制御光の照射の有無に対応させて実現させる熱レンズ形
成素子と、収束されたまま前記熱レンズ形成素子から出射する前記収束された信号光が通
過する穴を設けた鏡であって、通常の開き角度で前記熱レンズ形成素子から出射する前記
信号光をそのまま、あるいは、前記開き角度を変更させるために設けられた受光レンズを
透過させた後、反射することによって光路を変更させる鏡と、を備えることを特徴とする
ものである。
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【００１３】
上記の目的を達成するため、本発明の光路切替方法は、少なくとも光吸収層膜を含む熱レ
ンズ形成素子中の光吸収層膜に、前記光吸収層膜が吸収する波長帯域から選ばれる波長の
制御光と、前記光吸収層膜が吸収しない波長帯域から選ばれる波長の信号光とを各々収束
させて照射し、少なくとも前記制御光が前記光吸収層膜内において焦点を結ぶように前記
光吸収層膜の配置を調整し、前記光吸収層膜が前記制御光を吸収した領域およびその周辺
領域に起こる温度上昇に起因して可逆的に生ずる屈折率の分布に基づいた熱レンズを用い
ることによって、制御光が照射されず熱レンズが形成されない場合は前記収束された信号
光が通常の開き角度で前記熱レンズ形成素子から出射する状態と、制御光が照射されて熱
レンズが形成される場合は前記収束された信号光が通常の開き角度よりも大きい開き角度
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で前記熱レンズ形成素子から出射する状態とを、前記制御光の照射の有無に対応させて実
現させ、制御光が照射されず熱レンズが形成されない場合は、通常の開き角度で前記熱レ
ンズ形成素子から出射する前記信号光をそのまま、または、受光レンズによって前記通常
の開き角度を変更させた後、前記信号光が通過する穴を設けた鏡の穴を通して直進させ、
一方、制御光が照射されて熱レンズが形成される場合は、通常よりも大きい開き角度で前
記熱レンズ形成素子から拡がりながら出射する前記信号光をそのまま、または、受光レン
ズによって前記拡がりの開き角度を変更させた後、前記穴付ミラーの反射面を用いて反射
することによって光路を変更させることを特徴とするものである。
【００１４】
上記の目的を達成するため、本発明の他の光路切替方法は、また、少なくとも光吸収層膜
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を含む熱レンズ形成素子中の光吸収層膜に、前記光吸収層膜が吸収する波長帯域から選ば
れる波長の制御光と、前記光吸収層膜が吸収しない波長帯域から選ばれる波長の信号光と
を各々収束させて照射し、少なくとも前記制御光が前記光吸収層膜内において焦点を結ぶ
ように前記光吸収層膜の配置を調整し、前記光吸収層膜が前記制御光を吸収した領域およ
びその周辺領域に起こる温度上昇に起因して可逆的に生ずる屈折率の分布に基づいた熱レ
ンズを用いることによって、制御光が照射されて熱レンズが形成される場合は前記収束さ
れた信号光が収束されたまま前記熱レンズ形成素子から出射する状態と、制御光が照射さ
れず熱レンズが形成されない場合は前記収束された信号光が通常の開き角度で前記熱レン
ズ形成素子から出射する状態とを、前記制御光の照射の有無に対応させて実現させ、制御
光が照射されて熱レンズが形成される場合は、収束されたまま前記熱レンズ形成素子から
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出射する前記収束された信号光を、信号光が通過する穴を設けた鏡の穴を通して直進させ
、一方、制御光が照射されず熱レンズが形成されない場合は、通常の開き角度で前記熱レ
ンズ形成素子から出射する前記信号光の光路をそのまま、または、受光レンズによって前
記拡がりの開き角度を変更させた後、前記穴付ミラーの反射面を用いて反射することによ
って光路を変更させることを特徴とするものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
［熱レンズ形成素子］
本発明において、熱レンズ形成素子としては例えば積層膜型構造を有するものを好適に用
いることができ、その積層膜の構成としては例えば以下のような組み合わせを挙げること
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ができる。
【００１６】
（１）光吸収層膜単独。ただし、光吸収層膜は、文字通り「光吸収膜」単独の単層膜、あ
るいは、「光吸収膜／熱レンズ形成層」という２層構造、または、「光吸収膜／熱レンズ
形成層／光吸収膜」という３層構造の積層型薄膜のいずれであっても良い。なお、以下の
（２）から（１０）の「光吸収層膜」も上記同様の構造を含むものとする。
【００１７】
（２）光吸収層膜／保温層膜
（３）保温層膜／光吸収層膜／保温層膜
（４）光吸収層膜／伝熱層膜
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（５）伝熱層膜／光吸収層膜／伝熱層膜
（６）光吸収層膜／保温層膜／伝熱層膜
（７）伝熱層膜／光吸収層膜／保温層膜
（８）伝熱層膜／光吸収層膜／保温層膜／伝熱層膜
（９）伝熱層膜／保温層膜／光吸収層膜／保温層膜
（１０）伝熱層膜／保温層膜／光吸収層膜／保温層膜／伝熱層膜
（１１）屈折率分布型レンズ／（光透過層／）上記（１）ないし（１０）の熱レンズ形成
素子
（１２）屈折率分布型レンズ／（光透過層／）上記（１）ないし（１０）の熱レンズ形成
素子／（光透過層／）屈折率分布型レンズ
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なお、上記「（光透過層／）」とは、必要に応じて光透過層を設けることを意味する。更
に、必要に応じて光の入射面および出射面に反射防止膜（ＡＲコート膜）を設けても良い
。
【００１８】
熱レンズ形成素子の構成の一例を例示した断面図を図５に示す。図５に例示するように、
熱レンズ形成素子５００は、制御光５０９および信号光５０８の入射側から、例えば、屈
折率分布型レンズ５０７／光透過層５０６／伝熱層膜５０１／光吸収層膜５０３／熱レン
ズ形成層５０５／光吸収層膜５０４／伝熱層膜５０２の順に積層されてなる。なお、図５
に示す制御光５０９の光線は模式的なものであり、各層膜間における屈折を省略している
。
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【００１９】
光吸収層膜、熱レンズ形成層、保温層膜、伝熱層膜、光透過層、および屈折率分布型レン
ズの材料、作成方法、各々の膜厚などについて、以下に、順を追って説明する。
【００２０】
なお、本発明で用いられる光吸収層膜、熱レンズ形成層、保温層膜、伝熱層膜、光透過層
、および屈折率分布型レンズの材料は、その機能に支障をきたさない範囲において、加工
性を向上させたり、光学素子としての安定性・耐久性を向上させるため、添加物として公
知の酸化防止剤、紫外線吸収剤、一重項酸素クエンチャー、分散助剤などを含有しても良
い。
【００２１】
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［光吸収層膜の材料］
本発明で用いられる熱レンズ形成素子中の光吸収層膜に用いられる光吸収性の材料として
は、公知の種々のものを使用することができる。
【００２２】
本発明で用いられる熱レンズ形成素子中の光吸収層膜に用いられる光吸収性材料の例を具
体的に挙げるならば、例えば、ＧａＡｓ、ＧａＡｓＰ、ＧａＡｌＡｓ、ＩｎＰ、ＩｎＳｂ
、ＩｎＡｓ、ＰｂＴｅ、ＩｎＧａＡｓＰ、ＺｎＳｅなどの化合物半導体の単結晶、前記化
合物半導体の微粒子をマトリックス材料中へ分散したもの、異種金属イオンをドープした
金属ハロゲン化物（例えば、臭化カリウム、塩化ナトリウムなど）の単結晶、前記金属ハ
ロゲン化物（例えば、臭化銅、塩化銅、塩化コバルトなど）の微粒子をマトリックス材料
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中へ分散したもの、銅などの異種金属イオンをドープしたＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＳｅＳ
、ＣｄＳｅＴｅなどのカドミウムカルコゲナイドの単結晶、前記カドミウムカルコゲナイ
ドの微粒子をマトリックス材料中に分散したもの、シリコン、ゲルマニウム、セレン、テ
ルルなどの半導体単結晶薄膜、多結晶薄膜ないし多孔質薄膜、シリコン、ゲルマニウム、
セレン、テルルなどの半導体微粒子をマトリックス材料中へ分散したもの、ルビー、アレ
キサンドライト、ガーネット、Ｎｄ：ＹＡＧ、サファイア、Ｔｉ：サファイア、Ｎｄ：Ｙ
ＬＦなど、金属イオンをドープした宝石に相当する単結晶（いわゆるレーザー結晶）、金
属イオン（例えば、鉄イオン）をドープしたニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ3 ）、ＬｉＢ3
Ｏ5 、ＬｉＴａＯ3 、ＫＴｉＯＰＯ4 、ＫＨ2 ＰＯ4 、ＫＮｂＯ3 、ＢａＢ2 Ｏ2 などの強誘電性
結晶、金属イオン（例えば、ネオジウムイオン、エルビウムイオンなど）をドープした石

50

(8)

JP 3809908 B2 2006.8.16

英ガラス、ソーダガラス、ホウケイ酸ガラス、その他のガラスなどのほか、マトリックス
材料中に色素を溶解または分散したもの、および、非晶質の色素凝集体を好適に使用する
ことができる。
【００２３】
これらの中でも、マトリックス材料中に色素を溶解または分散したものは、マトリックス
材料および色素の選択範囲が広く、かつ熱レンズ形成素子への加工も容易であるため、特
に好適に用いることができる。
【００２４】
本発明の光路切替装置および光路切替方法で用いることができる色素の具体例としては、
例えば、ローダミンＢ、ローダミン６Ｇ、エオシン、フロキシンＢなどのキサンテン系色
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素、アクリジンオレンジ、アクリジンレッドなどのアクリジン系色素、エチルレッド、メ
チルレッドなどのアゾ色素、ポルフィリン系色素、フタロシアニン系色素、３，３
エチルチアカルボシアニンヨージド、３，３

−ジ

−ジエチルオキサジカルボシアニンヨージ

ドなどのシアニン色素、エチル・バイオレット、ビクトリア・ブルーＲなどのトリアリー
ルメタン系色素、ナフトキノン系色素、アントラキノン系色素、ナフタレンテトラカルボ
ン酸ジイミド系色素、ペリレンテトラカルボン酸ジイミド系色素などを好適に使用するこ
とができる。
【００２５】
本発明の光路切替装置および光路切替方法では、これらの色素を単独で、または、２種以
上を混合して使用することができる。
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【００２６】
本発明の光路切替装置および光路切替方法で用いることのできるマトリックス材料は、
（１）本発明の光路切替装置および光路切替方法で用いられる光の波長領域で透過率が高
いこと、
（２）本発明の光路切替装置および光路切替方法で用いられる色素または種々の微粒子を
安定性良溶解または分散できること、
という条件を満足するものであれば任意のものを使用することができる。
【００２７】
無機系のマトリックス材料としては、例えば金属ハロゲン化物の単結晶、金属酸化物の単
結晶、金属カルコゲナイドの単結晶、石英ガラス、ソーダガラス、ホウケイ酸ガラスなど
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の他、いわゆるゾルゲル法で作成された低融点ガラス材料などを使用することができる。
【００２８】
また、有機系のマトリックス材料としては、例えば種々の有機高分子材料を使用すること
ができる。その具体例としては、ポリスチレン、ポリ（α−メチルスチレン）、ポリイン
デン、ポリ（４−メチル−１−ペンテン）、ポリビニルピリジン、ポリビニルホルマール
、ポリビニルアセタール、ポリビニルブチラール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコー
ル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニルエチ
ルエーテル、ポリビニルベンジルエーテル、ポリビニルメチルケトン、ポリ（Ｎ−ビニル
カルバゾール）、ポリ（Ｎ−ビニルピロリドン）、ポリアクリル酸メチル、ポリアクリル
酸エチル、ポリアクリル酸、ポリアクリロニトリル、ポリメタクリル酸メチル、ポリメタ
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クリル酸エチル、ポリメタクリル酸ブチル、ポリメタクリル酸ベンジル、ポリメタクリル
酸シクロヘキシル、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸アミド、ポリメタクリロニトリ
ル、ポリアセトアルデヒド、ポリクロラール、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオ
キシド、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート
類（ビスフェノール類＋炭酸）、ポリ（ジエチレングリコール・ビスアリルカーボネイト
）類、６−ナイロン、６，６−ナイロン、１２−ナイロン、６，１２−ナイロン、ポリア
スパラギン酸エチル、ポリグルタミン酸エチル、ポリリジン、ポリプロリン、ポリ（γ−
ベンジル−Ｌ−グルタメート）、メチルセルロース、エチルセルロース、ベンジルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、アセチルセルロー
ス、セルローストリアセテート、セルローストリブチレート、アルキド樹脂（無水フタル
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酸＋グリセリン）、脂肪酸変性アルキド樹脂（脂肪酸＋無水フタル酸＋グリセリン）、不
飽和ポリエステル樹脂（無水マレイン酸＋無水フタル酸＋プロピレングリコール）、エポ
キシ樹脂（ビスフェノール類＋エピクロルヒドリン）、ポリウレタン樹脂、フェノール樹
脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、キシレン樹脂、トルエン樹脂、グアナミン樹脂などの樹脂
、ポリ（フェニルメチルシラン）などの有機ポリシラン、有機ポリゲルマンおよびこれら
の共重合・共重縮合体が挙げられる。また、二硫化炭素、四フッ化炭素、エチルベンゼン
、パーフルオロベンゼン、パーフルオロシクロヘキサンまたはトリメチルクロロシラン等
、通常では重合性のない化合物をプラズマ重合して得た高分子化合物などを使用すること
ができる。更に、これらの有機高分子化合物に色素の残基をモノマー単位の側鎖として、
もしくは架橋基として、共重合モノマー単位として、または重合開始末端として結合させ
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たものをマトリックス材料として使用することもできる。更に、前記の色素残基とマトリ
ックス材料が化学結合を形成していても良い。
【００２９】
これらのマトリックス材料中へ色素を溶解または分散させるには公知の方法を用いること
ができる。例えば、色素とマトリックス材料を共通の溶媒中へ溶解して混合した後、溶媒
を蒸発させて除去する方法、ゾルゲル法で製造する無機系マトリックス材料の原料溶液へ
色素を溶解または分散させてからマトリックス材料を形成する方法、有機高分子系マトリ
ックス材料のモノマー中へ、必要に応じて溶媒を用いて、色素を溶解または分散させてか
ら該モノマーを重合ないし重縮合させてマトリックス材料を形成する方法、色素と有機高
分子系マトリックス材料を共通の溶媒中に溶解した溶液を、色素および熱可塑性の有機高

20

分子系マトリックス材料の両方が不溶の溶剤中へ滴下し、生じた沈殿を濾別し乾燥してか
ら加熱・溶融加工する方法などを好適に用いることができる。色素とマトリックス材料の
組み合わせおよび加工方法を工夫することで、色素分子を凝集させ、「Ｈ会合体」や「Ｊ
会合体」などと呼ばれる特殊な会合体を形成させられることが知られているが、マトリッ
クス材料中の色素分子をこのような凝集状態もしくは会合状態を形成する条件で使用して
も良い。
【００３０】
また、これらのマトリックス材料中へ前記の種々の微粒子を分散させるには公知の方法を
用いることができる。例えば、前記微粒子をマトリックス材料の溶液、または、マトリッ
クス材料の前駆体の溶液に分散した後、溶媒を除去する方法、有機高分子系マトリックス

30

材料のモノマー中へ、必要に応じて溶媒を用いて、前記微粒子を分散させてから該モノマ
ーを重合ないし重縮合させてマトリックス材料を形成する方法、微粒子の前駆体として、
例えば過塩素酸カドミウムや塩化金などの金属塩を有機高分子系マトリックス材料中へ溶
解または分散した後、硫化水素ガスで処理して硫化カドミウムの微粒子を、または、熱処
理することで金の微粒子を、それぞれマトリックス材料中に析出させる方法、化学的気相
成長法、スパッタリング法などを好適に用いることができる。
【００３１】
色素を単独で、光散乱の少ない非晶質状態（アモルファス）の薄膜として存在させること
ができる場合は、マトリックス材料を用いずに、非晶質色素膜を光吸収層膜として用いる
こともできる。

40

【００３２】
また、色素を単独で、光散乱を起こさない微結晶凝集体として存在させることができる場
合は、マトリックス材料を用いずに、色素の微結晶凝集体を光吸収層膜として用いること
もできる。本発明で用いられる熱レンズ形成素子におけるように、光吸収層膜としての色
素微結晶凝集体が、熱レンズ形成層（樹脂など）、伝熱層膜（ガラスなど）および／また
は保温層膜（樹脂など）と積層されて存在する場合、前記色素微小結晶の粒子径が前記信
号光の波長と制御光の波長を比べて短い方の波長の１／５を超えない大きさであれば、実
質的に光散乱を起こさない。
【００３３】
［光吸収層膜の材料、信号光の波長帯域、および制御光の波長帯域の組み合わせ］
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本発明の光路切替装置および光路切替方法で使用される光吸収層膜の材料、信号光の波長
帯域、および制御光の波長帯域は、これらの組み合わせとして、使用目的に応じて適切な
組み合わせを選定し用いることができる。
【００３４】
具体的な設定手順としては、例えば、まず、使用目的に応じて信号光の波長ないし波長帯
域を決定し、これを制御するのに最適な光吸収層膜の材料と制御光の波長の組み合わせを
選定すれば良い。または、使用目的に応じて信号光と制御光の波長の組み合わせを決定し
てから、この組み合わせに適した光吸収層膜の材料を選定すれば良い。
【００３５】
［光吸収層膜の材料の組成、光吸収層膜中の光吸収層膜の膜厚、および熱レンズ形成層の

10

膜厚］
本発明の光路切替装置および光路切替方法で用いられる熱レンズ形成素子において、光吸
収層膜は、「光吸収膜」単独の単層膜、あるいは、「光吸収膜／熱レンズ形成層」という
２層構造、または、「光吸収膜／熱レンズ形成層／光吸収膜」という３層構造の積層型薄
膜のいずれであっても良く、光吸収層膜全体の厚さは、収束された前記制御光の共焦点距
離の２倍を超えないことが好ましい。更に、一層高速な応答速度を目指す場合は、前記積
層型薄膜からなる光吸収層膜の厚さは、収束された前記制御光の共焦点距離の１倍を超え
ないことが好ましい。
【００３６】
このような条件の中で、本発明で用いられる光吸収層膜の材料の組成および光吸収層膜中

20

の光吸収膜（１または２枚）の膜厚については、これらの組み合わせとして、光吸収層膜
を透過する制御光および信号光の透過率を基準にして設定することができる。例えば、ま
ず、光吸収層膜の材料の組成の内、少なくとも制御光あるいは信号光を吸収する成分の濃
度を決定し、次いで、熱レンズ形成素子を透過する制御光および信号光の透過率が特定の
値になるよう光吸収層膜中の光吸収膜（１または２枚）の膜厚を設定することができる。
または、まず、例えば装置設計上の必要に応じて、光吸収層膜中の光吸収膜（１または２
枚）の膜厚を特定の値に設定した後、熱レンズ形成素子を透過する制御光および信号光の
透過率が特定の値になるよう光吸収層膜の材料の組成を調整することができる。
【００３７】
本発明の光路切替装置および光路切替方法で用いられる熱レンズ形成素子から、できる限

30

り低い光パワーで充分な大きさおよび高速度の熱レンズ効果を引き出すために最適な、光
吸収層膜を透過する制御光および信号光の透過率の値は、それぞれ、次に示す通りである
。
【００３８】
本発明の光路切替装置および光路切替方法で用いられる熱レンズ形成素子においては、熱
レンズ形成素子中の光吸収層膜を伝播する制御光の透過率が９０％ないし０％になるよう
光吸収層膜中の光吸収成分の濃度および存在状態の制御、光吸収層膜中の光吸収膜（１ま
たは２枚）の膜厚設定を行うことが推奨される。
【００３９】
一方、制御光を照射しない状態において、熱レンズ形成素子中の光吸収層膜を伝播する信

40

号光の透過率が下限として１０％以上、また、上限としては１００％に限りなく近づくよ
う光吸収層膜中の光吸収成分の濃度および存在状態の制御、光吸収層膜中の光吸収膜（１
または２枚）の膜厚設定を行うことが推奨される。
【００４０】
光吸収層膜中の熱レンズ形成層膜厚の下限は、以下に記載するように、熱レンズ形成層の
材料に応じて選定される。
【００４１】
［光吸収層膜中の熱レンズ形成層の材料および熱レンズ形成層の膜厚］
単層の光吸収膜そのものが、熱レンズ形成層として作用しても良いが、光吸収と熱レンズ
形成の機能を別々の材料に分担させて、各々選択された最適の材料を積層して使用するこ
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とが好ましい。
【００４２】
光吸収層膜中の熱レンズ形成層の材料としては液体、液晶、および、固体の材料を用いる
ことができる。特に、熱レンズ形成層が、非晶質の有機化合物、有機化合物液体、および
液晶からなる群から選ばれる有機化合物からなると好適である。なお、熱レンズ形成層の
材質が液晶および液体の場合、例えば、光吸収膜および／または伝熱層膜を自己形態保持
性の材質で作成し、熱レンズ形成層の厚さに相当する空乏を設け、そこへ流動状態の熱レ
ンズ形成層材料を注入することで、熱レンズ形成層を作成することができる。一方、熱レ
ンズ形成層の材質が固体の場合は、熱レンズ形成層の片面または両面に光吸収膜を積層さ
せて作成すれば良い。

10

【００４３】
熱レンズ形成層の材質は単一でなくとも良く、例えば、複数種類の固体の積層膜であって
も良く、また、固体と液体を積層させたものであっても良い。
【００４４】
熱レンズ形成層の厚さは、用いる材料の種類にもよるが、数ナノメートルから数百μｍの
範囲の厚さであれば良く、数十ナノメートルから数十μｍの範囲であれば特に好適である
。
【００４５】
前述のように、熱レンズ形成層と１または２枚の光吸収膜を積層してなる光吸収層膜の合
計の厚さは、収束された前記制御光の共焦点距離の２倍を超えないことが好ましい。

20

【００４６】
光吸収層膜中の熱レンズ形成層の材料としては液体、液晶、および、固体の材料を用いる
ことができるが、いずれの場合も屈折率の温度依存性が大きい材料が好ましい。
【００４７】
代 表 的 な 有 機 化 合 物 液 体 お よ び 水 の 屈 折 率 温 度 依 存 性 の 物 性 値 は 文 献 ［ D.Solimini: J.Ap
pl.Phys.,vol.37,3314(1966)］ に 記 載 さ れ て い る 。 波 長 ６ ３ ３ ｎ ｍ の 光 に 対 す る 屈 折 率 の
温度変化［単位：１／Ｋ］は、水（０．８×１０

‑4

）よりもメタノール（３．９×１０

）などのアルコールが大きく、更に、シクロペンタン（５．７×１０
．４×１０

‑4

）、クロロホルム（５．８×１０

化炭素（７．７×１０

‑4

‑4

‑4

‑4

）、ベンゼン（６

）、ベンゼン（６．４×１０

‑4

）、二硫

）などの非水素結合性有機溶剤が大きい。
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【００４８】
光吸収層膜中の熱レンズ形成層の材料として液晶を用いる場合、液晶としては、公知の任
意のものを使用することができる。具体的には、種々のコレステロール誘導体、４
−ブトキシベンジリデン−４−シアノアニリン、４
シアノアニリンなどの４

−アルコキシベンジリデン−４−シアノアニリン類、４

トキシベンジリデン−４−ｎ−ブチルアニリン、４
ベンゼン、４−（４

ン類、４

−メトキ

−アルコキシベンジリデンアニリン類、４

−シアノベンジリデン−４−ｎ−ブチトキシアニリン、４
−ｎ−ヘキシルオキシアニリンなどの４

−エ

−メトキシベンジリデンアミノアゾ

−メトキシベンジリデン）アミノビフェニル、４−（４

シベンジリデン）アミノスチルベンなどの４

−ｎ

−ｎ−ヘキシルベンジリデン−４−

−シアノベンジリデン−４

−シアノベンジリデン−４−アルコキシアニリ
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−ｎ−ブトキシカルボニルオキシベンジリデン−４−メトキシアニリン、ｐ−

カルボキシフェニル・ｎ−アミルカーボネイト、ｎ−ヘプチル・４−（４

−エトキシフ

ェノキシカルボニル）フェニルカーボネイトなどの炭酸エステル類、４−ｎ−ブチル安息
香酸・４

−エトキシフェニル、４−ｎ−ブチル安息香酸・４

ル、４−ｎ−ペンチル安息香酸・４
香酸・４

−アルコキシフェニルエステル類、４，４

ベンゼン、４，４

−オクチルオキシフェニ

−ヘキシルオキシフェニルなどの４−アルキル安息
−ジ−ｎ−アミルオキシアゾキシ

−ジ−ｎ−ノニルオキシアゾキシベンゼンなどのアゾキシベンゼン誘

導体、４−シアノ−４

−ｎ−オクチルビフェニル、４−シアノ−４

フェニルなどの４−シアノ−４

−ｎ−ドデシルビ

−アルキルビフェニル類などの液晶、および（２Ｓ，３

Ｓ）−３−メチル−２−クロロペンタノイック酸・４

，４

−オクチルオキシビフェニ
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−（２−メチルブチル）ビフェニル−４−カルボン酸・４−ヘキシルオキシフェ

ニル、４

−オクチルビフェニル−４−カルボン酸・４−（２−メチルブチル）フェニル

などの強誘電性液晶を使用することができる。
【００４９】
光吸収層膜中の熱レンズ形成層の材料として固体の材料を用いる場合は、光散乱が小さく
屈折率の温度依存性の大きな、非晶質の有機化合物が特に好適である。具体的には、前記
マトリックス材料と同様に、種々の有機高分子材料の中から光学用樹脂として公知のもの
を選定して使用することができる。文献［技術情報協会編、「最新光学用樹脂の開発、特
性 と 高 精 度 部 品 の 設 計 、 成 形 技 術 」 、 技 術 情 報 協 会 (1993)、 P.35］ に 記 載 さ れ て い る 光 学
用樹脂の屈折率の温度変化［単位：１／Ｋ］は、例えば、ポリ（メタクリル酸メチル）１
．２×１０

‑4

、ポリカーボネート１．４×１０

‑4

、ポリスチレン１．５×１０

‑4

10

である。

これらの樹脂を光吸収層膜中の熱レンズ形成層の材料として好適に使用することができる
。
【００５０】
前記有機溶剤の屈折率温度依存性は前記光学用樹脂の場合よりも大きいというメリットが
ある反面、制御光照射による温度上昇が有機溶剤の沸点に到達すると沸騰してしまうとい
う問題がある（高沸点の溶剤を用いる場合は問題ない）。これに対して、揮発性不純物を
徹底的に除去した光学用樹脂は、例えばポリカーボネートの場合、制御光照射による温度
上昇が２５０℃を超えるような過酷な条件においても使用可能である。
【００５１】

20

［保温層膜］
保温層膜として気体を用いる場合は、空気の他、窒素、ヘリウム、ネオン、アルゴンなど
の不活性ガスを好適に用いることができる。
【００５２】
保温層膜として液体を用いる場合は、熱伝導率が光吸収層膜と同等か光吸収層膜よりも小
さい材質であって、かつ、制御光および信号光を透過し、光吸収層膜の材質を溶解または
腐食しないものであれば、任意の液体を用いることができる。例えば、光吸収層膜がシア
ニン色素を含有したポリメタクリル酸メチルからなる場合、流動性パラフィンを用いるこ
とができる。
【００５３】
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保温層膜として固体を用いる場合は、熱伝導率が光吸収層膜（光吸収膜および熱レンズ形
成層）と同等か光吸収層膜よりも小さい材質であって、かつ、制御光および信号光を透過
し、光吸収層膜や伝熱層膜の材質と反応しないものであれば、任意の固体を用いることが
できる。例えば、光吸収膜がシアニン色素を含有したポリメタクリル酸メチルからなる場
合、色素を含まないポリメタクリル酸メチル［３００Ｋにおける熱伝導率０．１５Ｗｍ
Ｋ

‑1

‑1

］を保温層膜として用いることができる。

【００５４】
［伝熱層膜の材料］
伝熱層膜としては、熱伝導率が光吸収層膜よりも大きい材質が好ましく、制御光および信
号光を透過し、光吸収層膜や保温層膜の材質と反応しないものであれば、任意のものを用
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いることができる。熱伝導率が高く、かつ、可視光線の波長帯域における光吸収が小さい
Ｋ

‑1

］、サ

］、石英単結晶［ｃ軸に平行方向で同１０．４Ｗｍ

‑1

Ｋ

材質として、例えば、ダイアモンド［３００Ｋにおける熱伝導率９００Ｗｍ
ファイア［同４６Ｗｍ

‑1

Ｋ

‑1

、石英ガラス［同１．３８Ｗｍ

‑1

Ｋ

‑1

］、硬質ガラス［同１．１０Ｗｍ

‑1

Ｋ

‑1

‑1

‑1

］

］などを伝

熱層膜として好適に用いることができる。
【００５５】
［光透過層の材料］
本発明で用いられる熱レンズ形成素子は、前記制御光の収束手段としての屈折率分布型レ
ンズが、光透過層を介して前記制御光の入射側に積層されて設けられていても良いが、光
透過層の材質としては、固体の保温層膜および／または伝熱層膜の材質と同様のものを使
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用することができる。光透過層は、文字通り、前記制御光および信号光を効率良く透過さ
せるだけでなく、屈折率分布型レンズを熱レンズ形成素子構成要素として接着するための
ものである。いわゆる紫外線硬化型樹脂や電子線硬化型樹脂の内、前記制御光および信号
光の波長帯域の光透過率の高いものを特に好適に用いることができる。
【００５６】
［熱レンズ形成素子の作成方法］
本発明で用いられる熱レンズ形成素子の作成方法は、熱レンズ形成素子の構成および使用
する材料の種類に応じて任意に選定され、公知の方法を用いることができる。
【００５７】
例えば、熱レンズ形成素子中の光吸収膜に用いられる光吸収性の材料が、前述のような単

10

結晶の場合、単結晶の切削・研磨加工によって、光吸収膜を作成することができる。
【００５８】
例えば、色素を含有したマトリックス材料からなる光吸収膜、光学用樹脂からなる熱レン
ズ形成層、および光学ガラスを伝熱層膜として組み合わせて用いた「伝熱層膜／光吸収膜
／熱レンズ形成層／光吸収膜／伝熱層膜」という構成の熱レンズ形成素子を作成する場合
、以下に列挙するような方法によって、まず、伝熱層膜上に光吸収膜を作成することがで
きる。
【００５９】
色素およびマトリックス材料を溶解した溶液を、伝熱層膜として用いられるガラス板上に
塗布法、ブレードコート法、ロールコート法、スピンコート法、ディッピング法、スプレ

20

ー法などの塗工法で塗工するか、あるいは、平版、凸版、凹版、孔版、スクリーン、転写
などの印刷法で印刷して光吸収膜を形成する方法を用いても良い。この場合、光吸収膜の
形成にゾルゲル法による無機系マトリックス材料作成方法を利用することもできる。
【００６０】
電着法、電解重合法、ミセル電解法（特開昭６３−２４３２９８号公報）などの電気化学
的成膜手法を用いることができる。
【００６１】
更に、水の上に形成させた単分子膜を移し取るラングミア・ブロジェット法を用いること
ができる。
【００６２】
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原料モノマーの重合ないし重縮合反応を利用する方法として、例えば、モノマーが液体の
場合、キャスティング法、リアクション・インジェクション・モールド法、プラズマ重合
法、および、光重合法などが挙げられる。
【００６３】
昇華転写法、蒸着法、真空蒸着法、イオンビーム法、スパッタリング法、プラズマ重合法
、ＣＶＤ法、有機分子線蒸着法、などの方法を用いることもできる。
２成分以上の有機系光学材料を溶液または分散液状態で各成分毎に設けた噴霧ノズルから
高真空容器内に噴霧して基板上に堆積させ、加熱処理することを特徴とする複合型光学薄
膜の製造方法（特許公報第２５９９５６９号）を利用することもできる。
【００６４】

40

以上のような固体の光吸収膜の作成方法は、例えば、固体の有機高分子材料からなる保温
層膜を作成する場合にも、好適に使用することができる。
【００６５】
次いで、熱可塑性の光学用樹脂を用いて熱レンズ形成層を作成する場合、真空ホットプレ
ス法（特開平４−９９６０９号公報）を用いて「伝熱層膜／光吸収膜／熱レンズ形成層／
光吸収膜／伝熱層膜」という構成の熱レンズ形成素子を作成することができる。すなわち
、熱可塑性光学用樹脂の粉末またはシートを、上記の方法で表面に光吸収膜を形成した２
枚の伝熱層膜（ガラス板）で挟み、高真空下、加熱・プレスすることによって、上記構成
の積層型薄膜素子を作成することができる。
【００６６】
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［屈折率分布型レンズの材料と作成方法］
本発明で用いられる熱レンズ形成素子は、前記制御光の収束手段としての屈折率分布型レ
ンズが、光透過層を介して前記制御光の入射側に積層されて設けられていても良いが、こ
の屈折率分布型レンズの材料と作成方法としては、公知の、任意のものを使用することが
できる。
【００６７】
例えば、モノマーの浸透・拡散現象を利用して、屈折率分布型の屈折率分布型レンズを有
機 高 分 子 系 材 質 で 作 成 す る こ と が で き る ［ M.Oikawa,K.Iga,T.Sanada: Jpn.J.Appl.Phys,2
0(1),L51‑L54(1981)］ 。 す な わ ち 、 モ ノ マ ー 交 換 技 術 に よ っ て 、 屈 折 率 分 布 レ ン ズ を 平 坦
な基板上にモノリシックに作ることができ、例えば、低屈折率プラスチックとしてのメタ

10

クリル酸メチル（ｎ＝１．４９４）を、３．６ｍｍφの円形ディスクのマスクのまわりか
ら、高屈折率をもつポリイソフタル酸ジアクリル（ｎ＝１．５７０）の平坦なプラスチッ
ク基板中へ拡散させる。
【００６８】
また、無機イオンの拡散現象を利用し、屈折率分布型の屈折率分布型レンズを無機ガラス
系 材 質 で 作 成 す る こ と が で き る ［ M.Oikawa,K.Iga:

Appl.Opt.,21(6),1052‑1056(1982)］

。すなわち、ガラス基板にマスクを付けてからフォトリソグラフィの手法により直径百μ
ｍ前後の円形窓を設け、溶融塩に浸けてイオン交換により屈折率分布を形成させるに当た
り、数時間に渡って電界を印加してイオン交換を促進させることによって、例えば、直径
０．９ｍｍ、焦点距離２ｍｍ、開口数ＮＡ＝０．２３のレンズを形成させることができる

20

。
【００６９】
［ビームウエスト直径の計算］
本発明の光路切替装置および光路切替方法において熱レンズ効果を有効に利用するために
は、焦点（集光点）近傍の光子密度が最も高い領域、すなわち「ビームウエスト」におけ
る前記信号光のビーム断面積が、ビームウエストにおける前記制御光のビーム断面積を超
えないように前記信号光および前記制御光のビーム断面の形状および大きさをそれぞれ設
定することが好ましい。
【００７０】
以下、進行方向ビーム断面の電場の振幅分布、すなわち光束のエネルギー分布がガウス分

30

布となっているガウスビームの場合について述べる。なお、以下の説明では、ビーム収束
手段として集光レンズ（屈折率分布型レンズ）を用いる場合について説明するが、収束手
段が凹面鏡や屈折率分散型レンズであっても同様である。
【００７１】
ガウスビームを、図１などの集光レンズ３１などで、開き角２θで収束させたときの焦点
３０１近傍における光線束および波面３００の様子を図１２に示す。ここで、波長λのガ
ウスビームの直径２ωが最小になる位置を「ビームウエスト」という。以下、ビームウエ
スト直径を２ω0 で表すものとする。光の回折作用のため、２ω0 はゼロにはならず、有
限の値をもつ。なお、ビーム半径ωやω0 の定義は、ガウスビームのビーム中心部分のエ
ネルギーを基準として、エネルギーが１／ｅ

2

（ｅは自然対数の底）になる位置をビーム

40

中心から測ったときの距離であり、ビーム直径は２ωまたは２ω0 で表される。いうまで
もなく、ビームウエストの中心において、光子密度は最も高い。
【００７２】
ガウスビームの場合、ビームウエストから充分に遠方でのビーム拡がり角θは波長λおよ
びビームウエスト径ω0 と、次の式〔１〕で関係付けられる。
【００７３】
【数１】
π・θ・ω0

≒

λ

…〔１〕

ここで、πは円周率である。
【００７４】
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「ビームウエストから充分に遠方」という条件を満たす場合に限りこの式を用いて、集光
レンズに入射するビーム半径ω、集光レンズの開口数および焦点距離から、集光レンズで
集光されたビームウエスト径ω0 を計算することができる。
【００７５】
更に一般的に、有効開口半径ａおよび開口数ＮＡの集光レンズで、ビーム半径ωの平行ガ
ウスビーム（波長λ）を収束させた場合のビームウエスト直径２ω0 は、次の式〔２〕で
表すことができる。
【００７６】
【数２】
２ω0 ≒

ｋ・λ／ＮＡ

…〔２〕

10

【００７７】
ここで、係数ｋは代数的に解くことができないため、レンズ結像面での光強度分布につい
ての数値解析計算を行うことによって決定することができる。
【００７８】
集光レンズに入射するビーム半径ωと集光レンズの有効開口半径ａの比率を変えて、数値
解析計算を行うと、式〔２〕の係数ｋの値は以下のように求まる。
【００７９】
【数３】
ａ／ω

＝

１

のとき

ｋ

≒

０．９２

ａ／ω

＝

２

のとき

ｋ

≒

１．３

ａ／ω

＝

３

のとき

ｋ

≒

１．９

ａ／ω

＝

４

のとき

ｋ

≒

３

20

【００８０】
すなわち、集光レンズの有効開口半径ａよりもビーム半径ωが小さければ小さい程、ビー
ムウエスト径ω0 は大きくなる。
【００８１】
例えば、集光レンズとして開口数０．２５、有効開口半径約５ｍｍのレンズを用い、波長
７８０ｎｍの信号光を収束したとき、集光レンズに入射するビーム半径ωが５ｍｍであれ
ばａ／ωは約１で、ビームウエストの半径ω0 は１．４μｍ、ωが１．２５ｍｍであれば
ａ／ωは約４でω0 は４．７μｍと計算される。同様にして波長６３３ｎｍの制御光を収

30

束したとき、ビーム半径ωが５ｍｍであればａ／ωは約１で、ビームウエストの半径ω0
は１．２μｍ、ωが１．２５ｍｍであればａ／ωは約４でω0 は３．８μｍと計算される
。
【００８２】
この計算例から明らかなように、集光レンズの焦点近傍の光子密度が最も高い領域、すな
わちビームウエストにおける光ビームの断面積を最小にするには、集光レンズに入射する
光ビームの強度分布が平面波に近くなるまで、ビーム直径を拡大（ビームエキスパンド）
すれば良い。また、集光レンズへ入射するビーム直径が同一の場合、光の波長が短い程、
ビームウエスト径は小さくなることも判る。
【００８３】

40

前述のように、本発明の光路切替装置および光路切替方法において熱レンズ効果を有効に
利用するためには、ビームウエスト近傍の光子密度が最も高い領域における前記信号光の
ビーム断面積が、ビームウエストにおける前記制御光のビーム断面積を超えないように前
記信号光および前記制御光のビーム断面の形状および大きさをそれぞれ設定することが好
ましい。信号光および制御光ともにガウスビームを用いる場合であれば、以上の説明およ
び計算式にしたがって、集光レンズなどの収束手段で収束する前の平行ビームの状態で、
波長に応じて、信号光および制御光のビーム直径を、必要に応じてビームエキスパンドす
るなどして、調節することによって、ビームウエスト近傍の光子密度が最も高い領域にお
ける前記信号光のビーム断面積が、ビームウエストにおける前記制御光のビーム断面積を
超えないようにすることができる。ビームエキスパンドの手段としては、公知のもの、例
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えば２枚の凸レンズからなるケプラー型の光学系を用いることができる。
【００８４】
［共焦点距離Ｚｃの計算］
一般に、ガウスビームの場合、凸レンズなどの収束手段で収束された光束のビームウエス
ト近傍、すなわち、焦点を挟んで共焦点距離Ｚｃの区間においては、収束ビームはほぼ平
行光と見なすことができ、共焦点距離Ｚｃは、円周率π、ビームウエスト半径ω0 および
波長λを用いた式〔３〕で表すことができる。
【００８５】
【数４】
Ｚｃ

＝

πω0

2

／λ

…〔３〕

10

式〔３〕のω0 に式〔２〕を代入すると、式（４）が得られる。
【００８６】
【数５】
Ｚｃ

≒

π（ｋ／ＮＡ）

2

λ／４

…〔４〕

【００８７】
例えば、集光レンズとして開口数０．２５、有効開口半径約５ｍｍのレンズを用い、波長
７８０ｎｍの信号光を収束したとき、集光レンズに入射するビーム半径ωが５ｍｍであれ
ばａ／ωは約１で、ビームウエストの半径ω0 は１．４μｍ、共焦点距離Ｚｃは８．３μ
ｍ、ωが１．２５ｍｍであればａ／ωは約４でω0 は４．７μｍ、共焦点距離Ｚｃは８８
μｍと計算される。同様にして波長６３３ｎｍの制御光を収束したとき、ビーム半径ωが

20

５ｍｍであればａ／ωは約１で、ビームウエストの半径ω0 は１．２μｍ、共焦点距離Ｚ
ｃは６．７μｍ、ωが１．２５ｍｍであればａ／ωは約４でω0 は３．８μｍ、共焦点距
離Ｚｃは７１μｍと計算される。
【００８８】
［集光レンズおよび受光レンズの開口数］
本発明の光路切替装置および光路切替方法においては、信号光および制御光を同軸で集光
レンズによって収束させて熱レンズ形成素子中に焦点を結ぶように照射しているが、熱レ
ンズ形成素子から通常よりも大きい開き角度で出射する光を受光レンズで受光して平行光
にコリメートする場合、この受光レンズの開口数（以下、ＮＡと呼ぶ。）は、集光レンズ
のＮＡよりも大きくなるよう設定することが推奨される。更に受光レンズのＮＡは、集光
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レンズのＮＡの２倍以上が好ましい。ただし、集光レンズに入射するビーム半径ωよりも
集光レンズの有効開口半径ａが大きい（すなわちａ／ω＞１）の場合は、集光レンズの実
質的開口数は集光レンズの開口数よりも小さい。よって、受光レンズの開口数は、集光レ
ンズ開口数ではなく集光レンズの実質的開口数よりも大きく、２倍以上に設定することが
好ましい。受光レンズのＮＡを、集光レンズのＮＡの２倍以上とすることによって、信号
光のビーム直径が熱レンズ形成素子へ入射する際の２倍以上まで拡大されても、損失なし
に受光することが可能となる。
【００８９】
［光吸収層膜の最適膜厚］
光吸収層膜を構成する１または２枚の光吸収膜の厚さを変えず、熱レンズ形成層の厚さを

40

変えて試料を作製し、光学濃度一定で膜厚の異なる複数の熱レンズ形成素子について実験
した結果、上記のようにして計算される共焦点距離Ｚｃの２倍を光吸収層膜の膜厚の上限
としたとき、熱レンズ効果の光応答速度が充分高速になることが判った。
【００９０】
光吸収層膜の膜厚の下限については、熱レンズ効果が発揮できる限りにおいて、薄ければ
薄いほど好ましい。
【００９１】
［保温層膜の膜厚］
保温層膜の膜厚には、光応答の大きさおよび／または速度を最大にするような最適値（下
限値および上限値）が存在する。その値は熱レンズ形成素子の構成、光吸収層膜の材質お

50

(17)

JP 3809908 B2 2006.8.16

よび厚さ、保温層膜の材質、伝熱層膜の材質および厚さなどに応じて、実験的に決定する
ことができる。例えば、伝熱層膜として通常の硼硅酸ガラス、保温層膜および熱レンズ形
成層の材質としてポリカーボネート、光吸収膜としてプラチナフタロシアニンの蒸着膜を
用い、ガラス（伝熱層膜、膜厚１５０μｍ）／ポリカーボネート樹脂層（保温層）／プラ
チナフタロシアニン蒸着膜（光吸収膜、膜厚０．２μｍ）／ポリカーボネート樹脂層（熱
レンズ形成層、膜厚２０μｍ）／プラチナフタロシアニン蒸着膜（光吸収膜、膜厚０．２
μｍ）／ポリカーボネート樹脂層（保温層）／ガラス（伝熱層膜、膜厚１５０μｍ）とい
う構成の熱レンズ形成素子を作成した場合、保温層膜の膜厚は好ましくは５ｎｍから５μ
ｍであり、更に好ましくは５０ｎｍから５００ｎｍである。
【００９２】

10

［伝熱層膜の膜厚］
伝熱層膜の膜厚にも、光応答の大きさおよび／または速度を最大にするような最適値（こ
の場合は下限値）が存在する。その値は熱レンズ形成素子の構成、光吸収層膜の材質およ
び厚さ、保温層の材質および厚さ、伝熱層膜の材質などに応じて、実験的に決定すること
ができる。例えば、伝熱層膜として通常の硼硅酸ガラス、保温層膜および熱レンズ形成層
の材質としてポリカーボネート、光吸収膜としてプラチナフタロシアニンの蒸着膜を用い
、ガラス（伝熱層膜、膜厚１５０μｍ）／ポリカーボネート樹脂層（保温層）／プラチナ
フタロシアニン蒸着膜（光吸収膜、膜厚０．２μｍ）／ポリカーボネート樹脂層（熱レン
ズ形成層、膜厚２０μｍ）／プラチナフタロシアニン蒸着膜（光吸収膜、膜厚０．２μｍ
）／ポリカーボネート樹脂層（保温層）／ガラス（伝熱層膜、膜厚１５０μｍ）という構
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成の熱レンズ形成素子を作成した場合、伝熱層膜の厚さの下限は、好ましくは１０μｍ、
更に好ましくは１００μｍである。なお、伝熱層膜の膜厚の上限については光応答の大き
さおよび／または速度からの制約はないが、用いられる集光レンズおよび受光レンズの方
式、焦点距離および作動距離（ワーキングディスタンス）と整合させて設計する必要があ
る。
【００９３】
【実施例】
以下、本発明の実施形態について、実施例を参照しながら詳細に説明する。
【００９４】
［実施例１］
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図１には、実施例１の光路切替装置の概略構成が示されている。図１の光路切替装置は、
「制御光光源、ダイクロイックミラー、集光レンズ、熱レンズ形成素子、受光レンズ、お
よび穴付ミラー」からなる光路切替ユニットを３段直列に連結した場合を例示したもので
ある。光路切替ユニットの連結数は、原理的には１個以上であれば特に制限はないが、実
際には、光路切替ユニット１段当たりの信号光の透過率、光路切替装置に入射する信号光
の初期強度、および、最終的に必要な信号光強度から連結可能な段数が計算される。例え
ば、光路切替ユニット１段当たりの透過率が８０％であれば、３段直列連結の場合の総合
透過率は５１％となる。
【００９５】
以下、図１に示す３段直列構成の光路切替装置を例にして、詳細に説明する。なお、図１
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における集光レンズ３１および熱レンズ形成素子１の部分を抜き出した部分図を図２およ
び図３に、更に受光レンズ４１および穴付きミラー６１を加えた部分図を図４に示す。図
１ないし図４において、熱レンズ形成素子１を「伝熱層膜９１／光吸収層膜９２／伝熱層
膜９３」という３層構造として図示するが、これに限定されない。
【００９６】
光ファイバー１００からの入射信号光１１０をコリメートレンズ３０でビーム半径５．０
ｍｍのほぼ平行光線になるようにしている。本実施例では、信号光の光源として、発振波
長７８０ｎｍの半導体レーザーを用いている。発振波長１３５０ｎｍ、１５５０ｎｍの半
導体レーザー光を用いても良い。本実施例では、熱レンズ形成素子１，２および３に各々
熱レンズを形成させるための制御光１２１，１２２および１２３の制御光光源２１，２２
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および２３として、いずれも発振波長６５０ｎｍの半導体レーザーを用い、制御光の断続
によって信号光光路の切替を行っている。制御光１２１，１２２および１２３は、いずれ
もビーム半径４．５ｍｍの平行光線になるように、ビーム成形して用いている。制御光光
源のレーザーパワーは、集光レンズ３１，３２または３３のいずれの手前においても２な
いし１０ｍＷとしている。
【００９７】
制御光１２１，１２２および１２３、および、信号光１１０，１１１および１１２を共通
の集光レンズ３１，３２および３３で各々収束させて熱レンズ形成素子１，２および３へ
それぞれ照射している。制御光および信号光の各々のビームウエストが、熱レンズ形成素
子中において互いに重なり合うように、信号光と制御光をダイクロイックミラー５１，５

10

２および５３を用いて同一光軸、かつ、信号光と制御光が互いに平行になるように調整し
ている。このようにすることによって、制御光ビームウエスト位置における光吸収によっ
て形成された熱レンズ効果を、効率良く信号光の進行方向変更に利用することが可能にな
る。
【００９８】
レーザー光をレンズで集光すると、ビームウエスト（集光点；焦点）での光強度分布は、
ガウス分布となる。光吸収膜で吸収される波長帯域のレーザー光を制御光として、前記光
吸収膜を含む熱レンズ形成素子に集光レンズを通して照射し、熱レンズ形成層を含む光吸
収層膜中で収束させると、光吸収膜がレーザー光を吸収して熱レンズ形成層の温度が上昇
し、その結果、屈折率が下がる。上記のようにガウス分布した光を照射すると、光強度の
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強いガウス分布の中心部分が収束されて照射されたところが「光吸収の中心」となり、そ
の部分の温度が最も高く、かつ、屈折率が一番小さくなる。光吸収の中心部分から外周へ
向けての光吸収が熱に変わり、更に周囲に伝搬される熱により熱レンズ形成層を含む光吸
収層膜の屈折率が光吸収中心から外部へ向けて球状に変化して光吸収中心の屈折率が低く
外部へ向けて屈折率が高くなる分布を生じ、これが凹レンズのように機能する。すなわち
、光は、屈折率の大きいところよりも小さいところで、速度が大きく、したがって、光強
度の強いガウス分布の中心部分が照射されたところを通過するときの光速は、光強度の弱
いガウス分布の周辺部分が照射されたところを通過するときの光速よりも大きい。よって
光は、光強度の弱いガウス分布の周辺部分が照射された方向に曲がる。これは、大気中で
の凹レンズと同じ動作である。
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【００９９】
本実施例では、熱レンズ形成素子１，２および３を通過した信号光を受光レンズ４１，４
２および４３でほぼ平行光にコリメートしている。この受光レンズの開口数（以下、ＮＡ
と呼ぶ。）は、集光レンズのＮＡよりも大きくなるよう設定している。本実施例では、集
光レンズのＮＡは０．２５、受光レンズのＮＡは０．５５を用いている。受光レンズのＮ
Ａは、集光レンズのＮＡの２倍以上が好ましい。この関係が満足されれば、集光レンズと
コリメートレンズのＮＡの組み合わせは、この実施例に限らない。受光レンズのＮＡを、
集光レンズのＮＡの２倍以上とすることによって、信号光のビーム直径が熱レンズ形成素
子へ入射する際の２倍以上まで拡大されても、損失なしに受光することが可能となる。な
お、本実施例では集光レンズと受光レンズの焦点距離は同一とし、集光レンズの有効直径
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は約１０ｍｍのものを用いた。
【０１００】
受光レンズ４１，４２および４３でコリメートした信号光を穴付ミラー６１，６２および
６３に入射させている。後に詳細に説明するように、この穴付ミラーを設けることで信号
光の光路を切り替えることが可能となる。
【０１０１】
光吸収層膜の吸収帯域にある波長の制御光と透過帯域の波長である信号光とを、図２（ａ
）に示すように熱レンズ形成素子１の光吸収層膜の入射面に近い位置５において焦点を結
ぶように同時に照射すると、図３（ａ）に示すように制御光により入射面に近い位置に形
成された熱レンズ５０により、信号光は断面がリング状に拡がるように拡散された出射光
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２０１として通常の出射光２００よりも大きい開き角度で出射する。一方、図２（ｂ）に
示すように熱レンズ形成素子の光吸収層膜の出射面に近い位置６において焦点を結ぶよう
に同時に照射すると、図３（ｂ）に示すように制御光により出射面に近い位置に形成され
た熱レンズ６０により、信号光は収束された出射光１１７として出射する。図２（ａ）お
よび図２（ｂ）のいずれの場合も、制御光を照射しないと、図３（ａ）および図３（ｂ）
に点線で示すように信号光は熱レンズ５０または６０の影響を受けることなく、信号光の
みが通常の開き角度の出射光２００として出射する。
【０１０２】
このような熱レンズ効果を調べるため、熱レンズ効果の有無と集光点位置の相違に対応し
た信号光ビーム断面における光強度分布の相違の測定を行った。すなわち、図１または図

10

４に概要を示す装置において、受光レンズ４１の開口数０．５５、集光レンズ３１の開口
数０．２５とし、穴付きミラー６１の代わりに図７に概要を示すような光強度分布測定器
７００を設置し、熱レンズ形成素子１を透過した信号光ビームの全てを受光レンズ４１で
受光し、平行光線として前記光強度分布測定器の受光部７０１（有効直径２０ｍｍ）へ入
射させ、信号光ビーム断面の光強度分布を測定した。測定結果を図８、図９、および、図
１０に示す。ここで、光強度分布測定器は、図７に示すように、受光部７０１（有効直径
２０ｍｍ）に対して幅１ｍｍの第一のスリット７０２を設け、第一のスリットの長さ方向
、すなわち図７において点７１０から点７２０の向きに、幅２５μｍの第二のスリット７
０３を一定速度で移動させて、２枚のスリットが作る１ｍｍ×２５μｍの長方形の窓を通
過した光の強度を、前記窓の移動位置に対応させて測定する装置である。前記窓の移動位
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置に対応させて光強度を測定するには、例えば、第二のスリット７０３の移動速度に同期
させたストレージオシロスコープ上に、前記窓を通過した光を受光した検出器の出力を記
録すれば良い。図８〜図１０は、以上のようにして、ストレージオシロスコープ上に記録
された信号光の光ビーム断面についての光強度分布を示すものであり、横軸（光ビーム断
面内の位置）は受光部７０１の中心を０として、図７の点７１０を負方向、点７２０を正
方向と座標を定めて表した位置に対応し、縦軸は光強度を表す。
【０１０３】
図８は、図４（ａ）の場合に対応し、熱レンズ形成素子１に制御光が入射せず、信号光の
みが入射した場合の前記信号光ビーム断面の光強度分布である。この場合の光強度分布は
、中心部分の強度が強く、周辺にいくにしたがって強度が弱まる分布（おおむね「ガウス
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分布」）である。したがって、この場合に充分な大きさの穴１６１を有する穴付きミラー
６１が図４（ａ）のように設置されていると、信号光ビーム１１１の全てが穴付きミラー
の穴１６１を通過することができる。ここで、平行光として集光レンズ３１（焦点距離ｆ
1

）へ入射する信号光のビーム直径をｄ1 、受光レンズ４１（焦点距離ｆ2 ）によって平行

光とされた信号光ビーム１１１のビーム直径をｄ2 とすると、
【数６】
ｆ1 ：ｆ2 ＝ｄ1 ：ｄ2

…〔５〕

であるから、ｄ2 は次の式によって求めることができる。
【０１０４】
【数７】
ｄ2 ＝（ｆ2 ／ｆ1 ）×ｄ1

40
…〔６〕

【０１０５】
穴付ミラー６１は、本実施例１では、信号光の光軸と４５度の角度をもって設置されてい
る。また、穴１６１を通過する信号光の断面は円形である。したがって、穴１６１の形状
は短径Ｄ1 、長径Ｄ2 の楕円である必要があり、Ｄ1 とＤ2 は次の式〔７〕の関係にある。
【０１０６】
【数８】
Ｄ2 ＝Ｄ1 ×√２

…〔７〕

【０１０７】
ここで、穴付きミラー６１の楕円形穴１６１の短径Ｄ1 は、式〔６〕から求められる信号
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光ビーム１１１のビーム直径ｄ2 よりも大きければ良い。ただし、Ｄ1 が大きすぎると制御
光の照射によってリング状に拡大された信号光の一部も通過してしまう。すなわち、Ｄ1
の最適値はｄ2 の１．０２倍ないし１．２倍であり、より好ましくは１．０１倍ないし１
．１倍である。
【０１０８】
本実施例１において、集光レンズ３１の焦点距離ｆ1 と受光レンズ４１の焦点距離ｆ2 は同
一とした。したがって、集光レンズ３１に入射する信号光１１０のビーム直径ｄ1 と受光
レンズによって平行光とされた信号光１１１のビーム直径ｄ2 は同一であり、前述のよう
に１０ｍｍである。したがって、本実施例１における穴付きミラー６１の楕円形穴１６１
の短径Ｄ1 は１０．２ｍｍないし１２ｍｍが好ましく、より好ましくは１０．１ｍｍない

10

し１１ｍｍであり、実際には１０．５ｍｍとした。Ｄ2 は式〔７〕から１４．８ｍｍであ
る。また、ミラーのサイズは、直径３０ｍｍのビームを４５度反射可能な大きさ（５０ｍ
ｍ角）のものを用いた。
【０１０９】
図９は、焦点（集光点）を熱レンズ形成素子１の集光レンズ３１に近い位置５（光の入射
側）に設定し、制御光を照射したときの信号光ビーム断面の光強度分布である。この場合
の光強度分布は、中心部分の光強度が弱く、周辺でリング状に光強度が増大する分布にな
っている。信号光ビーム断面の中心部の光強度は、制御光強度および熱レンズ形成素子１
と焦点の位置関係に依存して減少し、制御光強度が増すにしたがってい、ゼロに近づいて
いく。また、信号光強度の極大位置は、元のビーム直径よりも大きな値（直径約１５ｍｍ
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）であった。
【０１１０】
図１０に対応する熱レンズ効果の利用については、実施例２に記載する。
【０１１１】
以上、まとめると、図３（ａ）の光学配置において、制御光照射の有無に対応して、熱レ
ンズ形成素子を通過した信号光のビーム断面の光強度分布が図９のリング状分布（制御光
照射の場合）と図８のガウス分布（制御光非照射の場合）の間で切り替えられ、これを、
信号光ビーム断面の光強度分布の形状に適合した穴付きミラーによって、それぞれ別個に
取り出すことによって、信号光の光路の切替が可能となる。
【０１１２】
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穴付ミラー６１は、本実施例１では、信号光の光軸と４５度の角度をもって設置されてい
る。穴付きミラー６１のミラー面は、ガラス面上にアルミニウム膜をスパッターまたは蒸
着して作成した。穴付きミラー６１の穴１６１の部分は、ガラスに楕円状の穴を、４５度
傾けて開けて作成した。穴を開ける替わりに、楕円状にアルミニウム反射膜を付けなくて
も良いが、ガラス面には反射が数％あって信号光の減衰かつクロストークが起こるので、
穴を開ける方が好ましい。また、反射膜は、アルミニウムに限らず、用いる制御光と信号
光に反射がある材料であれれば良く、金、銀等でも良い。
【０１１３】
光路切替によって、信号光本来の進行方向から９０度方向変換して取り出した信号光（ス
イッチ信号光）２１１，２１２および２１３は、集光レンズ７１，７２および７３で集光
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して光ファイバー１１，１２および１３に入射させている。
【０１１４】
制御光の光源２１，２２および２３の全てが消灯している場合、信号光は熱レンズ効果を
受けず、信号光１１１，１１２、次いで１１３として出射する。出射信号光１１３を集光
レンズ４０によって集光して光ファイバー１０１に入射させている。
【０１１５】
なお、光ファイバー１１，１２，１３、または、１０１の代わりに検出器等に入射させて
、情報を電気信号に変換して取り出しても良い。
【０１１６】
ここで、熱レンズ形成素子１，２および３における制御光の透過率が０％でない限り、透

50

(21)

JP 3809908 B2 2006.8.16

過率に相当する分の制御光も熱レンズ形成素子１，２および３を透過し、出射して来る。
この制御光が後段の熱レンズ形成素子に入射して誤動作ないしクロストークを起こすこと
を避けるため、熱レンズ形成素子１，２および３における制御光の透過率を０％に限りな
く近づける必要がある。更に、熱レンズ形成素子１，２および３の後ろまたは集光レンズ
４１，４２，および４３の後ろに波長選択透過フィルター（図示せず）を、設けることが
好ましい。これらの波長選択透過フィルターとしては、制御光の波長帯域の光を完全に遮
断し、一方、信号光の波長帯域の光を効率良く透過することのできるような波長選択透過
フィルターであれば、公知の任意のものを使用することができる。例えば、色素で着色し
たプラスチックやガラス、表面に誘電体多層蒸着膜を設けたガラスなどを用いることがで
きる。このような波長選択透過フィルター用材料からなる薄膜を集光レンズ４１，４２，

10

および４３の表面に塗工法、スパッタリング法などの手法で形成し、前記波長選択透過フ
ィルターとしての機能を発揮させても良い。
【０１１７】
本実施例の光路切替装置は、「制御光光源、ダイクロイックミラー、集光レンズ、熱レン
ズ形成素子、受光レンズ、および穴付ミラー」からなる光路切替ユニットを３段直列に連
結したものである。したがって、制御光を全て消灯している場合は信号光は直進して光フ
ァイバー１０１へ入射するのに対し、制御光２１を点灯した場合は信号光２１１が光ファ
イバー１１へ、制御光２１を消灯し制御光２２を点灯した場合は信号光２１２が光ファイ
バー１２へ、更に、制御光２１および２２を消灯し制御光２３を点灯した場合は信号光２
１３が光ファイバー１３へ、光路が切り替えられて出射する。

20

【０１１８】
本実施例１で用いている熱レンズ形成素子１を図６では熱レンズ形成素子６００としてそ
の概略構成を表す断面図を示す。熱レンズ形成素子６００へ信号光６０８および制御光６
０９が集光レンズ６１０によって集光されて照射される。なお、図６に示す制御光６０９
の光線は模式的なものであり、各層膜間における屈折を省略している。
【０１１９】
図６に示す伝熱層膜６０１／光吸収膜６０３／熱レンズ形成層６０５／光吸収膜６０４／
伝熱層膜６０２という構成の熱レンズ形成素子６００は、例えば以下の手順で作成するこ
とができる。
【０１２０】

30

真空蒸着装置にゲート弁を経由して接続された基板洗浄用真空容器の内部に中心波長１８
５ｎｍ、出力５Ｗの紫外線ランプを２灯および中心波長２５４ｎｍ、出力５Ｗの紫外線ラ
ンプ２灯を、紫外線が基板表面に照射されるような配置で取り付け、基板（伝熱層膜６０
１および６０２）としてガラス板（２４ｍｍ×３０ｍｍ×０．１５ｍｍ）を１枚以上、搬
入した後、真空容器内部に、大気圧下、直径０．０５μｍの微粒子を１００％捕集するガ
スフィルターを通過させた清浄な窒素ガスを満たして、内部に浮遊粉塵（直径０．１μｍ
以上）および汚染性ガスが検出されなくなるまで雰囲気を清浄化してから直径０．０５μ
ｍの微粒子を１００％捕集するガスフィルターを通過させた酸素ガスを導入し、酸素濃度
を６０％以上まで高めてから紫外線ランプを点灯し、１時間に渡り、基板表面の紫外線照
射処理およびオゾン処理を行った。以上の浄化処理終了後、基板洗浄用真空容器内部を排
気し、１０

‑4

Ｐａ以下の高真空状態にしてから、同じく１０

‑4

40

Ｐａ以下の高真空状態の真

空蒸着装置内へ基板を移送した。予め蒸着源に導入しておいたプラチナフタロシアニン（
組成式 Ｃ3 2 Ｈ1 6 Ｎ8 Ｐｔ）を抵抗線によって加熱し、６００℃まで加熱して、上記基板上
へ真空蒸着した。基板温度の制御は特に行わなかった。蒸着の進行を水晶振動子式膜厚計
でモニターし、膜厚が０．２μｍに到達した時点で蒸着源のシャッターを閉じ、蒸着を終
了した。
【０１２１】
このようにして基板上に作成した蒸着膜表面の走査型電子顕微鏡写真を撮影したところ、
上記条件で真空蒸着したプラチナフタロシアニンは外径３０ないし５０ｎｍの粒子状態で
存在していることが判った。この粒子径は本実施例１における信号光の波長（７８０ｎｍ
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）および制御光の波長（６３３ｎｍ）の１／１０未満であり、光散乱を起こさない大きさ
である。
【０１２２】
一方、ポリカーボネート樹脂（帝人化成製パンライトＬ１２５０（登録商標））１ｇをジ
クロロメタン１９ｇに溶解した溶液を撹拌しながらｎ−ヘキサン３００ｍｌ中へ注ぎ、析
出した樹脂小塊を濾過し、ｎ−ヘキサン３０ｍｌにて洗浄し、清浄な空気中で溶剤を除去
し、粒子外径が５０μｍ未満の微粉末になるよう粉砕した。このポリカーボネート樹脂微
粉末を１０

‑4

Ｐａ以下の高真空容器中、徐々に加熱して１００℃から１２０℃の温度範囲

で４８時間、脱気処理した。
【０１２３】

10

清浄な雰囲気下、先に作成したガラス基板上のプラチナフタロシアニン蒸着膜の上に、高
真空脱気処理した樹脂微粉末を散布し、その上にもう１枚のガラス基板上のプラチナフタ
ロシアニン蒸着膜を重ねて置き、これを高真空容器内に設置した加熱ステージ上に置き、
１０

‑4

Ｐａ以下まで排気し、２４０ないし２６０℃まで加熱し、一方、２４０ないし２６

０℃まで加熱した加圧板を押しつけ、５ｋｇｆ／ｃｍ

2

の圧力で真空ホットプレスを行っ

た。
【０１２４】
以上の手順によって、ガラス（伝熱層膜６０１、膜厚１５０μｍ）／プラチナフタロシア
ニン蒸着膜（光吸収膜６０３、膜厚０．２μｍ）／ポリカーボネート樹脂層（熱レンズ形
成層６０５、膜厚２０μｍ）／プラチナフタロシアニン蒸着膜（光吸収膜６０４、膜厚０

20

．２μｍ）／ガラス（伝熱層膜６０２、膜厚１５０μｍ）という構成の積層型熱レンズ形
成素子を作成した。この熱レンズ形成素子の透過率は、波長７８０ｎｍの信号光について
８１％、波長６３３ｎｍの制御光について０．０９％（事実上０％）であった。
【０１２５】
なお、熱レンズ形成層の膜厚は、樹脂粉末の散布量、加熱温度および加圧処理時間（数分
から数時間）を調整することによって、制御した。
【０１２６】
本実施例１の光路切替装置の光応答速度を測定するため、信号光を連続光とし、一方、制
御光を周波数数Ｈｚから１００ｋＨｚで、デューティ比１：１の矩形波断続光線として照
射し、光路切替された信号光の強度振幅の大小を比較した。
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【０１２７】
図１に示す制御光光源２１からの制御光１２１を光検出器に導いてオシロスコープ上で測
定した制御光の波形１２１０および制御光１２１の明滅に対応して光路切替された信号光
２１１を光検出器に導いてオシロスコープ上で測定した信号光の波形２１１０を図１３お
よび図１４に示す。なお、図１４の縦軸は図１３の場合の３倍に拡大されている。また、
制御光１２１を断続する矩形波の周波数を２００Ｈｚないし１００ｋＨｚに設定し、その
ときの信号光の断続に対応する信号光の波形２１１０の振幅Ｌを測定した結果を図１５に
示す。
【０１２８】
図１３において制御光１２１（図１）を断続する矩形波の周波数５００Ｈｚであり、この

40

ときの信号光の断続に対応する信号光の波形２１１０の振幅Ｌを基準の１とすると、制御
光１２１（図１）を断続する矩形波の周波数範囲０．２から２ｋＨｚにおいて、振幅Ｌは
、ほぼ１であった。すなわち、５００マイクロ秒で完全な光路切替が可能であることが確
認された。これは、電気ヒーターを用いた熱光学効果を用いた光スイッチ（応答速度はミ
リ秒オーダー）に比べ、２倍以上の高速応答である。
【０１２９】
更に周波数を高めた場合の例として、周波数２０ｋＨｚにおける信号光の波形２１１０を
図１４に示す。図１４から判るように熱レンズ効果による光路切替が完了しない内に制御
光を消灯すると、信号光の波形はのこぎりの刃状になり、振幅Ｌは小さくなっていく。す
なわち、熱レンズ効果の応答速度を超えると光路の切替は不完全になり、信号光の一部は
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光路切替されずに直進する。
【０１３０】
本実施例１の光路切替装置の耐久性を測定するため、信号光を連続光とし、一方、制御光
を周波数数１ｋＨｚで、デューティ比１：１の矩形波断続光線として照射し、光路切替さ
れた信号光の強度振幅の時間を比較した。その結果、連続１万時間経過しても、信号光の
強度振幅は減衰しなかった。
【０１３１】
本実施例１の光路切替装置の偏波依存性を検証するため、信号光および制御光に１枚の偏
光素子を挿入し、偏光角を種々変化させる実験を行ったが、偏波依存性は全く認められな
かった。

10

【０１３２】
［実施例２］
信号光ビーム断面における光強度分布の一例を表す図１０は、図３（ｂ）および図１１（
ｂ）に示すような光学配置の場合に対応し、焦点（集光点）を図２（ｂ）に示す熱レンズ
形成素子１の受光レンズ４１に近い位置６（光の出射側）に設定し、制御光を照射したと
きの信号光ビーム断面の光強度分布である。この場合は、中心部分の光強度が、制御光を
照射しない場合の中心部分の光強度（図８）より強くなっている。この場合、信号光ビー
ム断面の中心部の光強度は、制御光強度および熱レンズ形成素子１と焦点６との位置関係
に依存するが、制御光非照射時の数倍にも達する。
【０１３３】

20

したがって、この場合に穴付きミラー６１が設置されていると、信号光ビームの大部分が
穴付きミラーの穴１６１を通過する。ここで、穴付きミラー６１の穴１６１の大きさが最
適化（本実施例２の場合、直径２ｍｍ）されていると、穴付きミラー６１によって反射さ
れる信号光を事実上ゼロにすることができる。しかしながら、穴付きミラー６１の穴１６
１の大きさを最適化しても、制御光を照射しない場合（図４（ａ）、図８）において、図
１１（ａ）に示すような信号光の中心部分が穴１６１を漏れ信号光１１６として通過して
しまうことは防げない。すなわち、本実施例２の光路切替装置においては、信号光ビーム
断面の光強度分布がガウス分布ないしガウス分布に近い場合、必ず、ある程度の漏れ信号
光１１６（クロストーク）が発生する。
【０１３４】
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しかるに、熱レンズ形成素子へ入射する信号光ビーム断面の光強度分布を変更することに
よって、このような漏れ信号光を事実上ゼロにすることができる。すなわち、図１に示す
ように、光ファイバー１００から出射した信号光１１０をコリメートレンズ３０を用いて
整形する際、レンズの形状（例えば、円錐形レンズの利用）または構成（凸レンズと凹レ
ンズの組み合わせ）を工夫することで信号光ビーム断面の光強度分布を図９に相当するよ
うなリング状の分布にすることが容易にできる。このような断面光強度分布の信号光１１
０を集光レンズ３１にて焦点位置６（図１１（ａ））を通過するように収束して熱レンズ
形成素子１を透過させた後、受光レンズ４１で平行光線に戻すと、その光ビーム断面の光
強度分布は図９に相当するように周辺部分で強く、中心部分が事実上ゼロの「リング状」
となるため、穴付きミラー６１を設置した場合、その穴１６１を通過する信号光のモレを

40

事実上、なくすることができる。信号光ビーム断面の光強度分布がこのように「リング状
」であっても、図４（ｂ）のように制御光を照射して熱レンズ６０を過渡的に形成させた
場合には、信号光ビーム断面の光強度分布は鋭いビーム状の直進収束出射信号光１１１と
して穴付きミラー６１の穴１６１を通過していく。
【０１３５】
図１１に例示するような光学配置において、制御光および信号光の焦点が熱レンズ形成素
子の出射側に近い位置６になるよう調整し、更に信号光ビーム断面の光強度分布をリング
状にすることによって、制御光非照射のとき、信号光本来の進行方向から９０度、光路を
切り替えて信号光を出射させること、また、制御光照射時に信号光を直進させることがで
きる。
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【０１３６】
本実施例２の光路切替装置の光応答速度を測定するため、信号光を連続光とし、一方、制
御光を周波数数Ｈｚから１００ｋＨｚで、デューティ比１：１の矩形波断続光線として照
射し、光路切替された信号光の強度振幅の大小を比較した。その結果、１Ｈｚのときの信
号光の強度振幅を基準として、２ｋＨｚまで、強度振幅は変化せず、更に周波数を高めた
場合、強度振幅は徐々に減衰し、１０ｋＨｚのとき半減した。すなわち、５００マイクロ
秒で完全な光路切替が可能であることが確認された。これは、電気ヒーターを用いた熱光
学効果を用いた光スイッチに比べ、２倍以上の高速応答である。
【０１３７】
本実施例２の光路切替装置の耐久性を測定するため、信号光を連続光とし、一方、制御光

10

を周波数数１ｋＨｚで、デューティ比１：１の矩形波断続光線として照射し、光路切替さ
れた信号光の強度振幅の時間を比較した。その結果、連続１万時間経過しても、信号光の
強度振幅は減衰しなかった。
【０１３８】
［実施例３］
実施例１における穴付きミラー６１の設置角度（信号光１１０の光軸に対して４５度）を
変更し、楕円状穴１６１の形状（短径に対する長径の長さ）を設置角度に基づいて三角関
数を用いて計算して決定することによって、信号光１１０の光軸に対する光路切替の角度
を、おおよそ５度から１７５度の範囲で自由に変更することができる。
【０１３９】
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また、信号光１１０の光軸を回転軸として、穴付きミラー６１の設置位置を回転し、集光
レンズ７１等の位置を移動することによっても、信号光１１０の光軸に対する光路切替の
方向を、０から３６０度の範囲で自由に変更することができる。
【０１４０】
［実施例４］
実施例１におけるプラチナフタロシアニン蒸着膜を光吸収層膜とした熱レンズ形成素子の
替わりに、次に記載の方法で作成される熱レンズ生成素子を用いた他は実施例１と同様に
して、本実施例４の光路切替装置を作成し、光路切替方法を試みたところ、実施例１の場
合と同等以上の結果を得ることができた。
【０１４１】

30

まず、テトラアミノ銅フタロシアニンを濃塩酸中でジアゾ化し、そこへ、メタクリル酸メ
チル、メタクリル酸ブチル、および、メタクリル酸２−ヒドロキシエチルのモノマー混合
物（モル比４：１：１）を加え、徐々に加熱して銅フタロシアニンを含有する重合体結合
色素を合成した（全重量中の銅フタロシアニン部分の重量約６０％）。これを２−ブタノ
ンに溶解し、酸および不溶解物質を除去した後、空気中に曝して活性度を低下させたアル
ミナ（平均粒子径約５０μｍ）を充填剤としたカラムに２−ブタノンを溶剤として展開し
、精製した。この重合体結合色素をジクロロメタン中でポリカーボネート樹脂と混合し、
樹脂に対する重合体結合色素の含有量０．５重量％の混合物を得、溶剤を除去し、微粉末
状に粉砕した後、１０

‑4

Ｐａ以下の高真空状態において室温から２００℃まで徐々に昇温

して脱気処理した。
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【０１４２】
一方、真空蒸着装置にゲート弁を経由して接続された基板洗浄用真空容器の内部に中心波
長１８５ｎｍ、出力５Ｗの紫外線ランプを２灯および中心波長２５４ｎｍ、出力５Ｗの紫
外線ランプ２灯を、紫外線が基板表面に照射されるような配置で取り付け、基板（伝熱層
膜６０１および６０２）としてガラス板（２４ｍｍ×３０ｍｍ×０．１５ｍｍ）を１枚以
上、搬入した後、真空容器内部に、大気圧下、直径０．０５μｍの微粒子を１００％捕集
するガスフィルターを通過させた清浄な窒素ガスを満たして、内部に浮遊粉塵（直径０．
１μｍ以上）および汚染性ガスが検出されなくなるまで雰囲気を清浄化してから直径０．
０５μｍの微粒子を１００％捕集するガスフィルターを通過させた酸素ガスを導入し、酸
素濃度を６０％以上まで高めてから紫外線ランプを点灯し、１時間に渡り、基板表面の紫
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外線照射処理およびオゾン処理を行った。以上の浄化処理終了後、基板洗浄用真空容器内
部を排気し、１０

‑4

Ｐａ以下の高真空状態にしてから、同じく１０

‑4

Ｐａ以下の高真空状

態の真空ホットプレス装置内へ基板を移送した。
【０１４３】
表面を浄化した上記ガラス板２枚の間に、上記の銅フタロシアニン含有重合体結合色素と
ポリカーボネートの混合粉末を置き、１０

‑4

Ｐａ以下の高真空状態において２５０℃にて

、ホットプレス加工を行った後、室温まで冷却した。
【０１４４】
以上の手順によって、ガラス（伝熱層膜６０１、膜厚１５０μｍ）／銅フタロシアニン含
有重合体結合色素とポリカーボネートの混合物からなる光吸収層膜兼熱レンズ形成層（膜

10

厚２５μｍ）／ガラス（伝熱層膜６０１、膜厚１５０μｍ）という構成の熱レンズ形成素
子を作成した。
【０１４５】
本実施例４の光路切替装置の光応答速度を測定するため、信号光を連続光とし、一方、制
御光を音響光学素子によって周波数数Ｈｚから１００ｋＨｚで、デューティ比１：１の矩
形波断続光線として照射し、光路切替された信号光の強度振幅の大小を比較した。その結
果、１Ｈｚのときの信号光の強度振幅を基準として、３ｋＨｚまで、強度振幅は変化せず
、更に周波数を高めた場合、強度振幅は徐々に減衰し、１２ｋＨｚのとき半減した。すな
わち、３３３マイクロ秒で完全な光路切替が可能であることが確認された。これは、電気
ヒーターを用いた熱光学効果を用いた光スイッチに比べ、３倍以上の高速応答である。

20

【０１４６】
本実施例４の光路切替装置の耐久性を測定するため、信号光を連続光とし、一方、制御光
を音響光学素子によって周波数数１ｋＨｚで、デューティ比１：１の矩形波断続光線とし
て照射し、光路切替された信号光の強度振幅の時間を比較した。その結果、連続２万時間
経過しても、信号光の強度振幅は減衰しなかった。
【０１４７】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明によって、電気回路や機械的可動部分を用いずに、
耐久性の高い、偏波依存性のない、光路切替の角度および方向を自由に設定可能な、信号
光の光強度減衰が少なく多重連結使用が可能で、充分実用的な応答速度の光路切替装置お

30

よび光路切替方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】

実施例１の光路切替装置の概略構成図である。

【図２】

熱レンズが形成されない場合の光の進み方を示した図である。

【図３】

熱レンズが形成された場合の光の進み方を示した図である。

【図４】

実施例１における光路切替の原理を示した模式図である。

【図５】

熱レンズ形成素子の構成例を例示した断面図である。

【図６】

熱レンズ形成素子の構成例を例示した断面図である。

【図７】

信号光ビーム断面の光強度分布測定に用いたスリットと光ビームとの関係を示

す図である。
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【図８】

信号光のビーム断面の光強度分布を表した図である。

【図９】

信号光のビーム断面の光強度分布を表した図である。

【図１０】

信号光のビーム断面の光強度分布を表した図である。

【図１１】

実施例２における光路切替の原理を示した模式図である。

【図１２】

集光レンズなどで収束されたガウスビームの焦点近傍における様子を表した

模式図である。
【図１３】

オシロスコープで観察した制御光および信号光の波形を表した図である。

【図１４】

オシロスコープで観察した制御光および信号光の波形を表した図である。

【図１５】

制御光を断続する周波数と光路切替された信号光の強度（振幅）の関係を表

した図である。
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【符号の説明】
１，２，３

熱レンズ形成素子、５，６

ビームウエスト（焦光点）、１１，１２，１３

光路切替後の出射信号光光ファイバー、２１，２２，２３
ートレンズ、３１，３２，３３

集光レンズ、４０

，４２，４３

受光レンズ、５０

ミラー、６０

出射側熱レンズ、６１，６２，６３

入射側熱レンズ、５１，５２，５３

路切替後の出射信号光集光レンズ、９１
１００

制御光光源、３０

穴付ミラー、７１，７２，７３

直進信号光、１１６

直進信号光、１２１，１２２，１２３

制御光、１４１，１４２，１４３

穴付きミラーの穴、２００

波面、３０１

５０２
０６

焦点（集光点）、５００

伝熱層膜、５０３
光透過層、５０７

光吸収膜、５０４

熱レンズ形成素子、６０１

４

光吸収膜、６０５

光レンズ、７００

熱レンズ形成層、６０８

信号光、６０９

制御光、６０
光吸収膜、６０

制御光、６１０

制御光の波形、２１１０

【図２】

伝熱層膜、

熱レンズ形成層、５

信号光、５０９

伝熱層膜、６０３

形。

【図１】

光路切替後の出射信号光、３

光吸収膜、５０５

伝熱層膜、６０２

光強度分布測定器、１２１０

収束

波長選択透過

熱レンズ形成素子、５０１

屈折率分布型レンズ、５０８

０

漏れ信号光、１１７

通常の開き角度の出射信号光、２０１

リング状に拡がる出射信号光、２１１，２１２，２１３
００

光

伝熱層膜、

直進出射信号光の光ファイバー、１１０

入射信号光、１１１，１１２，１１３
フィルター、１６１

ダイクロイック

伝熱層膜、９２光吸収層膜、９３

入射信号光の光ファイバー、１０１

コリメ

直進出射信号光の集光レンズ、４１

集

信号光の波
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

JP 3809908 B2 2006.8.16

(29)
【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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