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1. はじめに 

 パルス幅がフェムト秒オーダーの超短パルスレー

ザーは、物質中の電子応答や格子振動など超高速で

生じる物理現象の観測ならびに、熱影響を低減した

レーザー加工および医療分野の研究に広く用いられ

ている。これらの研究の発展には、より短いレーザ

ーパルス幅が求められている。レーザーのパルス幅

はフーリエ変換限界で決定されるため、広いスペク

トル帯域を持つレーザー光が必要とされる。群遅延

が生じることにより波長ごとに位相が変化し、パル

ス幅が伸長や、チャープパルス増幅法において伸長

したレーザー光が理想的なパルス幅に圧縮されない

問題が生じる。そのため、使用される光学素子の波

長分散を評価し、予め補償することが求められる。

従来は FROG 法や SPIDER 法[1]によって、光学素子

の分散が評価されているが評価装置は高額かつ複雑

である。そのため、小型で簡便かつ安価な光学素子

の分散測定法が求められている。 

1995 年に Kovacs らによって白色光干渉系を用い

た分散測定手法が報告された。[2] この手法では測

定した干渉縞より広い波長 (白色光) の分散を一括

して測定でき、簡便かつ安価に行えることが示され

た。 

本研究は白色光干渉を用いた分散測定手法の確立

および実用化を目指し、白色光干渉分散測定系を構

築し、光学素子の分散を評価し解析手法を検討した。 

 

2. 実験方法 

第 1 図に構築した白色光干渉分光光学系を示す。

マイケルソン干渉計を基にし、光源はタングステン

ランプを用いた。出射された白色光は空間フィルタ

リング後、コリメートした。ビームスプリッターに

よって分けられた光は、それぞれ参照用金属ミラー

と評価ミラーにより反射され、再度重ね合わせるこ

とにより干渉縞を形成する。第 2 図に検討を行った

分光検出部を示す。干渉光はスリットを通過した後、

透過型回折格子  (300 本 /mm) を用いて分光し、

CCD カメラ上に像転送した。測定波長範囲を 300 

nm (500~800 nm)とした場合、有効ピクセル数 

659×494 の CCD カメラ上では、2.2 ピクセル/  

 

第 1 図 白色光干渉計光学配置図 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 分光像検出部配置図 

 

nmの分解能となる。ピクセルサイズを 11.6 ×13.4 µm

としたとき、波長幅 1 nm の光は 25.5 μmに転送され

ることが要求される。そのためスリット幅を 50 μm

のスリット像を 1/2 縮小転送するように配置する。

回折格子の回折角は(1)式より求めることができる。 

         Nm sinsin       (1) 

ここで 、 は回折格子への入射角と回折角、Nは

回折格子の溝本数、m は回折次数、 

λ は光の波長である。500～800 nm の波長に対して

CCD 上で波長間隔がほぼ一定になるように、回折格

子への入射角度を 10°に決定した。以上の検討結果

より、スリットとレンズ間距離 L1:300 mm、レンズ

と CCD 間距離 L2:150 mm、回折格子とレンズ間距離

L3:155 mm とそれぞれ決定した。 

CCD上での波長位置の校正は 640 nm(FWHM 10 nm)、

波長 690 nm(FWHM 9 nm)の干渉フィルターを用い

た。また CCD で計測された干渉フィルターの半値

全幅はそれぞれ 13 nm、11 nm であった。評価ミラー

を仰角方向に傾けると、第 3 図のように横方向に波

長情報、縦方向には位相情報を持つ干渉縞が現れる。 



 

 

 

第 3 図 分光干渉縞の模式図 

 

各波長の縞の位置Y、縞の傾きY/、ミラー傾き

角により求められる明線座標y から式 (2) より群

遅延 を求めた。 
















 y

Y

Yc
s





          (2) 

但し、c は光速である。測定サンプルには、市販ア

ルミミラーおよび誘電体多層膜ミラーを用いた。 

 
3. 測定結果 

測定サンプルをアルミミラーとしたときの干渉縞

像を第 4図に示す。この干渉縞の縞間隔 ΔY を求め

るために、各波長においてY軸方向の強度分布を cos

関数でフィッティングを行った。CCD カメラ上での

光強度分布をガウス分布と仮定し、cos 関数とガウ

ス分布関数の合成関数として、(3)式のようなフィッ

ティング関数を作成した。 
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第 4図 干渉縞像 (評価試料：アルミミラー) 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 図 アルミミラーの群遅延 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 図 誘電体多層膜ミラーの群遅延 

 

任意定数 A、B、C はガウス分布のピーク強度、 

ピーク位置ずれ量、分布の広がりを示し、任意定数

D、E、F は干渉縞の振幅、周期、位置のずれ量を示

す。(3)式のフィッティングでは、決定係数 0.95 以上

の良好なフィッティング結果が得られた。得られた

任意定数 E より干渉縞の周期 ΔY を求めた。 

求められた ΔYから(2)式を用いて群遅延を求めた

結果を第 5 図に示す。また第 6 図に計測した誘電体

多層膜ミラーの群遅延の結果を示す。波長分散を持

たない (群遅延が 0 である) アルミミラーにおいて

±180 fs 程度の群遅延となったことから、現状の測

定系では同程度の誤差があると考えられる。また、

誘電体多層膜ミラーでは、波長 700 nm 付近で±450 

fs 程度の群遅延が測定された。 

 

4. まとめ 

白色光干渉計の設計と構築を行い、分光干渉像の

測定を行った。cos 関数とガウス関数の合成関数を

用いて各波長の干渉縞を解析し、現状では±180 fs

の群遅延計測誤差があることを明らかにした。 

測定精度を上げるためには、位相遅延の計測精度

を向上させる必要がある。位相遅延の情報は干渉縞

のフィッティングより求められる。従ってより精度

の高いフィッティングが求められ、そのためにもノ

イズを低減させることが必要となる。現状 CCD カ

メラの感度を上昇させて干渉縞の計測を行っている

が、感度の上昇に伴ってノイズも増幅されている。 

今後の展望としてさらに高輝度の白色光源を用い

ることにより CCD カメラの感度を抑えノイズの低

下を図ることで、分散測定の高精度化が期待される。

また CCD カメラの熱雑音によるノイズの影響も考

えられるため、冷却 CCD カメラを用いることでノ

イズの低減が期待できる。 
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