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楕円ガウスビームのど‑ム径碍引装置
Spot‑Size ScaTmer for ElllPtlCal Gaussian Beam
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光通信の最近の進歩に伴い,各種の光デ′ヾイスが開発
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されつつある.これらの問を結合する場合,どのような

H

ﾒ

径の光が最適であるかということを明らかにするのが一
つの重要な問題である.この報告では,実際に,楕円形

のスポットの長,短軸を独立に掃引できる光学系を設計
し,この試作材による実験結果についてのべる.
ここで用いた方法は, 2枚の凸レンズ(I, y方向独立
k一･一一一一一l lL l.一･.一･.‑.一一一･1 ｣ 8

とするために,円筒レンズを用いた)の間隔をかえると
焦点距離をかえることができることを利用し,この系の

図2

焦点面がつねに一定の位置に来るように,カムをも用い
て2枚のレンズを動かす,一種のズームレンズ系を使用

近似的等価単ズームレンズ

式(3), (4)に従ってレンズL.,L,を動かせば,

近似的に図2のような1個の固定した単ズームレンズと

する.
2.理

考えられる.

論

このようなズーム系にある固有スポット系wc(共焦点
単レンズ2枚用いてズーム系を作る. '寸法は図1に示
すとおりである.

た場合, P点でのスポット径W2,およびP点からのウェ

図1でレンズLl, L2の間隔をdとすれば,合成焦点

距離f,出射側の主面h2は次のとおりである･
1

距離jx.‑7EW12/A)を持つガウスビームが点Sに入射し

イストのずれASは,一般にu>>′である場合次のよ
うに求められる.

d

AB≒

ァ‑fi‑･fi‑f7{

h2 ‑fTjh

j2u
u2+(Zlw12/A )2

･J '一言一二害../

式(1), (2)を用いて合成レンズの出射側主面から

式一(3), (4)から,合成焦点距離fの関数として,

合成焦点距離′だけはなれたP点にビーム径が近似的

レンズ位置al, a2がどのように変化するかをX, y方

に一定とすると,ズーム系を作るためには, P点からの

向の2組について図3に示す.

2つのレンズの距離の, α2は,

図3のように円筒レンズし., L2を実線上の簡閲で動

かせば,その方向のビーム径を掃引できる･

al‑fl･2f2‑賢一苧

(3)

X, yの2方向の円筒レンズの組を動かせば,レンズの

動かせる範囲は互いに交差しない範囲で,ある範囲の精
a2‑f2‑fjf

(4

)

.円ガウスビーム径を得ることがでさる.設計目的から式

(6)を考慮してレンズ焦点距離,入射ビーム径や設定位
でなければならない.
*東京大学生産技術研究所

置を選択する必要がある.
第3部

数億例としてX方向にW2‑3‑6ilm, y方向にW2
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焦点拒離とレンズ移動距離の関係

‑1‑4Flmの範囲の楕円ガウスビームを得るためには,
入射ビーム幅2mmならばfr‑30‑60mm, fy‑10‑

40mmの鞄園に合成焦点距離′を変化させる必要があ
ることになる.

3.新しいビーム径の測定法
ガウスビームの光強度分布は次式のように書ける.
I‑(慧)2Ioe‑2憲一‑2品

(7)
図5

ビームパラメタ掃引装記の略図

Wは測定点のど‑ム半径, ZOはビ‑ムウェストW｡での

I‑(al +I)cos(k･f)

中心光強度に対応している.
このuJr, wyを測定するためにはいくつかの考案があ
るが2),ここでは三角波で駆動されるスピーカにナイフ

y‑(al +I)sin(A ･f)

エッジを付けた新しい形式のビーム径測定装置を考案し

ここでαlは式(3)から求められ, Jは実装に必要な

た･この装置は往復運動のため光チョッパ法2)測定時間

距離, kは合成焦点fに対する回転角の大きさである.

が短くてすむ･この方法により検出されるパワーP(i)

また, α2についても同様であり,こうしてできた回転カ

の変化は,次式で表される.

ムの二組が,バネに抗して図5のようにレンズにつけた

腕木を押して,レンズ位置を変化させている.

誇監‑Ⅰ〔1‑erfc轄ru)〕 (8)
ここでru

は速さ

Vで動くサイフエッジの位置である.

また検出器からの信号をメモI)スコープで観察すると図
4に示す波形が得られ,立上がり時間をtとすればビ‑

験

結

果

円筒レンズ′‑90mm, ∫‑30mmの組合せをA, ∫
‑40mm, ∫‑10mmの組合せをBとする.

図6では入射ビーム径2mmのときの理論値,チョッ
パによる測定値,ファーフィルドによる測定値を,レン

ム幅Wは式(9)で与えられる.
uJ‑0.552ut

5.実

ズの組合せA, Bについて示した.
(9)

4.ビームパラメタ掃引装置

図7ではAの動きによる影響をBについて調べたも
ので, Aの可動範囲内では,ほとんど影響しないことが
明らかとなった.

本装置は式(3), (4)を用いて, 2個のレンズを動

かすために回転カム榛横を採用している.回転カムを作

図8は試作機であり,図9は入射ビームをつくるコリ

メータ系をふくむ概略図である.

るため,回転角と変位の関係を次式に示す.
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回転角とど‑ム幅の関係

図7

X方向を変えYノ絹Jを同定した時のJS.,k果

コリメータ系

ズーム系
｢‑Il一‑I‑l

あり, AS〜X2に達することもある.これは,ガラスビー

ムのウェストは,点像とは異なった位置にくるからであ
って,このようなズーム系を用いたものの欠陥であって,

この点を改良した別の装置を試作中である.この装置に
よって,光IC等の特性を測定するのに必要な一般ガ
スビームを得ることが可能である.
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(1980年3月7日受理)

ビーム径掃引貴君の写真
文

6.む

す

び

以上のように,I, y方向にある組合せレンズA, Bを

それぞれ独立に動かし,互いに他に影啓を与えないでス
ポット径を掃引できることが明らかとなった.出射ビー
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