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(57)【要約】
【課題】波長計を用いることなく簡便に波長可変レーザ
の波長較正を行うことのできる技術が望まれている。
【解決手段】上記課題を解決するために、較正用標準デ
ータとして予め知られた所定物質へのレーザ光の吸収強
度スペクトルの内、吸収ピークの周波数分布と、較正対
象である波長可変レーザの同物質へのレーザ光の吸収強
度スペクトルの所定閾値以上の吸収強度を有する吸収ピ
ークの周波数分布と、を比較して、較正対象の各吸収強
度に対応する正しい周波数を決定する波長可変レーザの
波長較正方法。などを提供する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　較正用標準データとして予め知られた所定物質へのレーザ光の吸収強度スペクトルの内
、所定の吸収強度を閾値として閾値以上の吸収強度を有する吸収ピークの周波数分布と、
較正対象である波長可変レーザの同物質へのレーザ光の吸収強度スペクトルの吸収強度が
強い順に複数選択された吸収ピークの周波数分布と、を比較して、較正対象の各吸収強度
に対応する正しい周波数を決定する波長可変レーザの波長較正方法。
【請求項２】
　前記閾値は、較正用標準データとして予め知られた所定物質へのレーザ光の吸収スペク
トルの内、吸収強度が最大のピークに対する割合で定められる請求項１に記載の波長可変
レーザの波長較正方法。
【請求項３】
　前記較正対象である波長可変レーザの同物質へのレーザ光への吸収ピークの選択は、前
記較正用標準データに対して適用された閾値と無関係に設定される閾値以上の吸収強度を
有するものを選択する請求項１又は請求項２に記載の波長可変レーザの波長較正方法。
【請求項４】
　前記比較は、較正対象の前記選択された吸収強度を有する吸収ピーク周波数間隔と合致
する周波数間隔が較正用標準データの吸収ピークの周波数分布に存在するかを探索する処
理である請求項１から請求項３のいずれか一に記載の波長可変レーザの波長較正方法。
【請求項５】
　較正用標準データとして予め知られた所定物質へのレーザ光の吸収強度スペクトルの内
、吸収ピークの周波数分布と、較正対象である波長可変レーザの同物質へのレーザ光の吸
収強度スペクトルの所定閾値以上の吸収強度を有する吸収ピークの周波数分布と、を比較
して、較正対象の各吸収強度に対応する正しい周波数を決定する波長可変レーザの波長較
正方法。
【請求項６】
　前記比較は、較正対象の所定閾値以上の吸収強度を有する吸収ピーク周波数間隔と合致
する周波数間隔が較正用標準データの吸収ピークの周波数分布に存在するかを探索する処
理である請求項５に記載の波長可変レーザの波長較正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、波長可変レーザの絶対波長を較正する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　波長可変レーザ光を照射する波長可変レーザの絶対波長を較正する場合、光周波数標準
スペクトルが用いられている。これは、所定の物質についての光の吸収強度スペクトルに
絶対周波数が割り振られているものであり、較正する際の厳格な物差しとなる。このよう
な光周波数標準スペクトルは、例えばＮＩＳＴ（アメリカ国立標準技術研究所）などの機
関により規定されている。この光周波数標準スペクトルに、較正対象となるレーザ光の吸
収スペクトルを重ね合わせることで測定対象の光の周波数を特定することができる。
【０００３】
　ここで、上述した光周波数標準スペクトルを用いて波長可変レーザ装置におけるレーザ
光の較正をしようとする場合、併せて波長計などの測定機器を用いなければならない。そ
れは、波長可変レーザ装置の周波数連続同調範囲が極めて狭く、概ね３０ＧＨｚ（１［cm
-1］）程度しかないということに起因する。
【０００４】
　つまり、重ね合わせて合致する周波数領域を光標準スペクトルのなかから探索しようと
する際に、較正対象となるレーザ光の吸収スペクトルが１［cm-1］程度しかないため、広
範囲にわたる光周波数標準スペクトルにおいて照合すべき周波数領域の見当をつけること
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ができず、探索に膨大な作業量を要し実際には較正を完了することができない。そのため
、まず波長計により較正対象のレーザ光の周波数を測定し、測定されて判明した周波数領
域の光周波数標準スペクトルと較正対象のレーザ光の吸収強度スペクトルとを厳格に重ね
合わせることで較正を行っているのが実情である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１０１１７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　波長可変レーザの波長較正には、上述したように波長計が必要となる。しかし、波長計
が高額であるという問題がある。そこで、波長計を用いることなく簡便に波長可変レーザ
の波長較正を行うことのできる技術が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明において、以下の波長可変レーザの波長較正方法を提
供する。すなわち、第一の発明として、較正用標準データとして予め知られた所定物質へ
のレーザ光の吸収強度スペクトルの内、所定の吸収強度を閾値として閾値以上の吸収強度
を有する吸収ピークの周波数分布と、較正対象である波長可変レーザの同物質へのレーザ
光の吸収強度スペクトルの吸収強度が強い順に複数選択された吸収ピークの周波数分布と
、を比較して、較正対象の各吸収強度に対応する正しい周波数を決定する波長可変レーザ
の波長較正方法を提供する。
【０００８】
　また、第二の発明として、前記閾値は、較正用標準データとして予め知られた所定物質
へのレーザ光の吸収スペクトルの内、吸収強度が最大のピークに対する割合で定められる
第一の発明に記載の波長可変レーザの波長較正方法を提供する。
【０００９】
　また、第三の発明として、前記較正対象である波長可変レーザの同物質へのレーザ光へ
の吸収ピークの選択は、前記較正用標準データに対して適用された閾値と無関係に設定さ
れる閾値以上の吸収強度を有するものを選択する第一の発明又は第二の発明に記載の波長
可変レーザの波長較正方法を提供する。
【００１０】
　また、第四の発明として、前記比較は、較正対象の前記選択された吸収強度を有する吸
収ピーク周波数間隔と合致する周波数間隔が較正用標準データの吸収ピークの周波数分布
に存在するかを探索する処理である第一の発明から第三の発明のいずれか一に記載の波長
可変レーザの波長較正方法を提供する。
【００１１】
　また、第五の発明として、較正用標準データとして予め知られた所定物質へのレーザ光
の吸収強度スペクトルの内、吸収ピークの周波数分布と、較正対象である波長可変レーザ
の同物質へのレーザ光の吸収強度スペクトルの所定閾値以上の吸収強度を有する吸収ピー
クの周波数分布と、を比較して、較正対象の各吸収強度に対応する正しい周波数を決定す
る波長可変レーザの波長較正方法を提供する。
【００１２】
　また、第六の発明として、前記比較は、較正対象の所定閾値以上の吸収強度を有する吸
収ピーク周波数間隔と合致する周波数間隔が較正用標準データの吸収ピークの周波数分布
に存在するかを探索する処理である第五の発明に記載の請求項５に記載の波長可変レーザ
の波長較正方法。
【発明の効果】
【００１３】
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　以上のような構成をとる本発明によって、波長計などを用いることなく波長較正を行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】一臭化ヨウ素分子の近赤外光領域における吸収強度スペクトルの一部を示す図
【図２】較正対象である波長可変レーザの一臭化ヨウ素分子に対するレーザ光の吸収強度
スペクトルの一例を示す図
【図３】較正対象の吸収強度スペクトルにおけるピーク間隔の一例を示す図
【図４】較正用標準データにおけるピークＡとピークＢとの間隔測定についての図
【図５】複数のピーク間隔を用いて較正対象と合致するスペクトルの検索にかかる数につ
いての図
【図６】複数のピーク間隔を用いて較正対象と合致するスペクトルの検索結果の正答率を
示す図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、図を用いて本発明の実施の形態を説明する。なお、本発明はこれら実施の形態
に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様で実
施しうる。
＜実施形態＞
【００１６】
　本発明に係る波長可変レーザの波長較正方法は、較正用標準データとして予め知られた
所定物質へのレーザ光の吸収強度スペクトルの内、吸収ピークの周波数分布と、較正対象
である波長可変レーザの同物質へのレーザ光の吸収強度スペクトルの所定閾値以上の吸収
強度を有する吸収ピークの周波数分布と、を比較して、較正対象の各吸収強度に対応する
正しい周波数を決定する波長可変レーザの波長較正方法である。
【００１７】
　以下に説明する本実施形態の波長可変レーザの波長較正方法は、ハードウェア及びソフ
トウェアの組み合わせとして実現され得る。具体的には、コンピュータを利用するもので
あれば、ＣＰＵや主メモリ、バス、あるいは二次記憶装置（ハードディスクや不揮発性メ
モリ、ＣＤやＤＶＤなどの記憶メディアとそれらメディアの読取ドライブなど）、情報入
力に利用される入力デバイス、表示装置、波長可変レーザ、ファブリペロー共振器、電気
光学変調器、ガスセル、Ａ／Ｄ変換装置、その他の外部周辺装置などのハードウェア構成
部、またその外部周辺装置用のインターフェース、通信用インターフェース、それらハー
ドウェアを制御するためのドライバプログラムやその他アプリケーションプログラム、ユ
ーザインターフェース用アプリケーションなどが挙げられる。そして主メモリ上に展開し
たプログラムに従ったＣＰＵの演算処理によって、入力デバイスやその他インターフェー
スなどから入力され、メモリやハードディスク上に保持されているデータなどが加工、蓄
積されたり、上記各ハードウェアやソフトウェアを制御するための命令が生成されたりす
る。あるいは本システムの機能ブロックは専用ハードウェアによって実現されてもよい。
【００１８】
　また、本明細書に記載の各実施形態は装置として実現できるのみでなく、方法としても
実現可能である。また、このような装置の一部をソフトウェアとして構成することができ
る。さらに、そのようなソフトウェアをコンピュータに実行させるために用いるソフトウ
ェア製品、及び同製品を固定した記録媒体も、当然に本明細書に記載の各実施例の技術的
な範囲に含まれる（本明細書の全体を通じて同様である）。
【００１９】
　広く利用されている波長可変レーザには、例えば、近赤外光領域で発振するチタンサフ
ァイアレーザ（Ti:Al2O3 Laser）やヒ化ガリウム半導体レーザ（GaAs Laser）がある。こ
れらの波長可変レーザの吸収強度スペクトルを測定するための所定物質としては、近赤外
光領域における光の吸収強度スペクトルに多くの吸収線を有する物質が好ましい。吸収線
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における吸収強度は較正の際の比較照合の指標となるからである。このような物質として
、一臭化ヨウ素（IBr）や一塩化ヨウ素（ICl）などのハロゲン間化合物がある。
【００２０】
　図１は、ハロゲン間化合物の一つである一臭化ヨウ素分子の近赤外光領域における吸収
強度スペクトルの一部を示す図である。横軸に波数（［cm-1］）を取り波長可変レーザの
周波数連続可変範囲を示している。本図において横軸に振られている波数の値で示してい
るのは絶対周波数であり、縦軸は吸収強度の最大強度と最小強度との差を百分率した値を
示している。図示するように、周波数連続可変範囲に吸収強度の顕著なピークが複数存在
している。これらのピークが波長較正で照合する際の有効な指標となるため較正用標準デ
ータとして好適なのである。
【００２１】
　本発明では、図１に示すような所定物質のへのレーザ光の吸収スペクトルにおいて、所
定の吸収強度を閾値として閾値以上の吸収強度を有する周波数分布を較正用標準データと
して用いる。図１の例によれば、相対的に吸収強度が高い「Astd」、「Bstd」、「Cstd」
の３つのピークにおける中心波数が較正用標準データとなる。図示するように、各ピーク
の中心波数は「Astd = 14047.36549」、「Bstd = 14047.50706」、「Cstd = 14047.80195
」である。
【００２２】
　なお、図１では14047.0［cm-1］から14048.0［cm-1］までの範囲における吸収強度スペ
クトルを示しているが、較正用標準データとしては、より広範囲における吸収強度スペク
トルが存在する。また、図１では「Astd」、「Bstd」、「Cstd」の３つのピークのみを例
示したが、較正用標準データには、測定された範囲内のすべてのピークの中心波数と吸収
強度とが関連付けられたデータとなっている。
【００２３】
　このような較正用標準データは、本発明に係る波長可変レーザの波長較正方法を実行す
る計算機が備える不揮発性メモリなどの記憶装置に予め保持され、ＣＰＵに適宜読み出さ
れてＣＰＵによる処理に供される。
【００２４】
　図２は、較正対象である波長可変レーザの一臭化ヨウ素分子に対するレーザ光の吸収強
度スペクトルの測定データの一例を示す図である。図１に示した較正用標準データとして
の吸収強度スペクトルと同様に横軸に波数（［cm-1］）を取っているが、付与されている
値は相対波長である。相対波長は、ファブリペロー共振器などにより生成した干渉縞を用
いることで、測定される較正対象の波長可変レーザの吸収強度スペクトルに付与すること
ができる。このように較正対象の波長可変レーザの波長可変範囲内での吸収強度スペクト
ルを測定し、併せて相対波長を付与する。
【００２５】
　このように相対波長が付与された測定データにおける吸収強度スペクトルは、本発明に
係る波長可変レーザの波長較正方法を実行する計算機が備えるＣＰＵが所定のプログラム
を実行し、一臭化ヨウ素分子を封入したガスセルを経由したレーザ光とファブリペロー共
振器などにより生成した干渉縞とを検出した信号を所定の処理に供することにより生成さ
れ、生成された較正対象の吸収強度スペクトルは不揮発性メモリなどの記憶装置に記憶さ
れる。
【００２６】
　そして、波長可変範囲内に存在する吸収強度のピークを複数選択して、それらのピーク
の間隔と一致するピーク間隔を較正用標準データの中から探索することにより、較正対象
の吸収強度スペクトルに絶対周波数を付与する。較正対象の吸収強度スペクトルの内から
選択されるピークは任意に選択され得るが、例えば、吸収強度の強い順に選ぶことができ
る。また、吸収強度の強いピークが複数選択されるよう、任意の吸収強度を閾値として当
該閾値以上の吸収強度を有するピークを選択するようにしてもよい。なお、この閾値は後
述する較正用標準データに対して適用する閾値とは無関係に設定されるものである。



(6) JP 2019-36619 A 2019.3.7

10

20

30

40

50

【００２７】
　図２は、較正対象の吸収強度スペクトルの中から、吸収強度の強い順に４つのピークが
選択された態様を示す概念図である。ここでは、４つのピーク（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）が選択
されている。そして、それらのピークの間隔を用いて較正用標準データとの比較を行う。
図示するように、ピークａとピークｂとの間隔α、ピークｂとピークｃとの間隔β、ピー
クｃとピークｄとの間隔γ、ピークａとピークｄとの間隔δを用いる。
【００２８】
　ピーク間隔は、それぞれのピークの中心波数（中心周波数）の差分をとることで得られ
る。較正対象の吸収スペクトルに付与される波数は相対波数であるが、差分を取ることで
絶対周波数が付与された較正用標準データにおけるピーク間隔との比較が行える。
【００２９】
　一方、比較する較正用標準データの吸収強度スペクトルには膨大な数のピークが含まれ
、すべてのピークを対象として一致するピーク間隔の探索を行うことは多大な計算量とな
り好ましくない。そこで、較正対象において吸収強度の強いピークが選択されることに応
じて、較正用標準データにおいても吸収強度による閾値を設けて比較の対象とするピーク
を絞り込む。
【００３０】
　図３は、較正用標準データにおいて閾値によって比較の対象として絞り込まれたピーク
を示す概念図である。図示するように14047.0［cm-1］から14048.0［cm-1］までの範囲に
多数のピークが存在する。そこで、較正用標準データの最大吸収強度と最小吸収強度との
差を百分率し、最大吸収強度の相対値を閾値として用いる。図中の６つのピーク（Ａ，Ｂ
，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）は、閾値を「70％」と定めた場合のピークである。図示するように、
閾値を最大吸収強度の「60％」と定めた場合には、より多くのピークが抽出される。
【００３１】
　続いて、図２で示した４つのピーク（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）により生じる４つのピーク間隔
（α，β，γ，δ）を用いた場合における、合致するピーク間隔の探索について説明する
。まず、間隔αと同じ周波数間隔が較正用標準データの吸収強度ピークの周波数分布に存
在するかを探索する。すなわち、較正用標準データに存在する一のピークについて当該ピ
ークとの間隔が間隔αとなる他のピークが存在するかを探索する。この処理を較正用標準
データに存在するすべてのピークについて行う。
【００３２】
　そして、間隔αと等しい間隔として、図３に示したピークＡとピークＢとの間隔εが見
出されたら、一のピークから他のピークを探索した方向と同方向にさらに探索し、次に存
在するピークＣとピークＢとの間隔ζが、図２に示したピークｂとピークｃとの間隔βと
等しいか否かの比較を行う。等しい場合には、さらに隣に存在するピークＤとピークＣと
の間隔ηが、ピークｃとピークｄとの間隔γと等しいか否かの比較を行う。等しい場合に
は、ピークＡとピークＤとの間隔θが、ピークａとピークｄとの間隔δと等しいか否かの
比較を行う。
【００３３】
　このように、複数のピークにより構成されるピーク間隔を順次シフトしながらピーク間
隔の比較していくことで、較正用標準データにおける多数のピーク間隔の中から較正対象
の吸収強度スペクトルに存在する所定のピークの連なりと同じ間隔にて連なるピークを絞
り込んでいくことができ、最終的に一致するピークの連なりを導出することができる。そ
して、較正用標準データの吸収強度スペクトルにおいて一致したピークの中心周波数であ
る絶対周波数が、較正対象における一致したピークの中心周波数として決定される。
【００３４】
　このようなピーク間隔の比較は、本発明に係る波長可変レーザの波長較正方法を実行す
る計算機が備えるＣＰＵが所定のプログラムを実行し、不揮発性メモリなどの記憶装置に
記憶されている較正対象の吸収強度スペクトルを読み出してピークとして選択された複数
の吸収強度とその吸収強度に対応する中心周波数を取得し、続いて、取得した複数の中心
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周波数の差分を算出する処理を行うことで複数のピーク間隔を取得し記憶装置に記憶させ
る。
【００３５】
　続いて、ＣＰＵが所定のプログラムを実行し、不揮発性メモリなどの記憶装置に記憶さ
れている較正用標準データの閾値以上の吸収強度を有する一のピークとこれと隣接する他
のピークとの間隔をそれぞれのピークの中心周波数の差分から算出し、算出された間隔と
較正対象におけるピーク間隔とが一致するか否かの比較処理をＣＰＵが実行する。このよ
うに、較正対象におけるピーク間隔と等しい間隔を較正用標準データの中から探索する処
理を経て、較正用標準データにおいて等しいピーク間隔を形成する各ピークの絶対周波数
を較正対象のピークに付与することで絶対周波数が決定される。
【００３６】
　また、較正用標準データにおけるピーク間隔と較正対象におけるピーク間隔との一致を
判定する際に、所定の誤差を許容するようにしてもよい。例えば、図４に示すように、較
正対象におけるピーク間隔との比較をするにあたり、較正用標準データにおけるピークＡ
とピークＢとの間隔を測定する場合に、例えばピークＢの中心波数の±0.003［cm-1］程
度の誤差を許容する。これは、較正対象の吸収強度スペクトルを測定するための測定機器
などに誤差が生じ得るからである。
【００３７】
　なお、計算量が膨大に増えることを抑制し効率的な探索を行うために較正用標準データ
において比較の対象となるピークの抽出にあたり閾値を設定した場合について説明してき
たが、本発明が設定して課題の解決手段としては、閾値を設けることなくすべてのピーク
を比較の対象として用いることも当然に含まれる。
【００３８】
　また、波長可変レーザの使用にあたり本較正方法が併せて行われるように構成すること
も好ましい。波長可変レーザはガス分析などに用いられるが、分析対象となるガスセルに
導光するレーザ光をビームスプリッタなどで分光し、分光対象となるガスセルに導光する
とともに一臭化ヨウ素分子を封入したガスセルにも導光することにより、この波長可変レ
ーザの較正とガス分析とを併せて行うことができる。その結果、較正された波長可変レー
ザに基づくガス分析が行われることになり、例えば、ガスセル内における吸収強度スペク
トルに絶対周波数を付与するといった正確なガス分析が可能となる。このように波長可変
レーザの本来的な使用時に本較正方法が併せて行えるように構成することにより、本較正
方法による較正機能が付与された波長可変レーザとして実現することができる。
＜本較正方法の検証＞
【００３９】
　図５に複数のピーク間隔を用いて較正対象と合致するスペクトルの検索にかかる数につ
いて示す。縦軸は平均ヒット数。横軸は本較正方法において使用するピークの数である。
検索にかかる数は、較正対象の吸収強度スペクトルの測定データとして13800－14000[cm-
1]領域にて多数取得したピークのデータ（強度と波数）のうちで強度の高いピークデータ
を用いて1つのピークデータごとに実行し、これを329回行い実行結果より出力される検索
数の合計をピークファイルの総数329で割った値である。最大強度の閾値は45[%]とした。
【００４０】
　今回、ピーク誤差の閾値を変化させ複数のピークを用いた場合の検索にかかる数の確認
を行った。使用するピークが3本、ピーク誤差の閾値0.003[cm-1]以上の場合は、ヒット数
は170以上となっている。また、複数のピーク間隔を用いた場合もピーク誤差の閾値を下
げることで、ヒット数が比例して増加しているのが確認できた。使用するピークが4本の
場合は、ピーク3本に比べてヒット数の絞り込みを行えておりピーク誤差の閾値0.003 [cm
-1]において31のヒット数となった。ピーク5本以上に関してもヒット数が減少し、平均ヒ
ット数が1に近い値へと収束している。
【００４１】
　図６に複数のピーク間隔を用いて較正対象と合致するスペクトルの検索結果の正答率に
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ついて示す。縦軸は正答率、横軸はスペクトル探索に使用するピークの数である。図５の
ヒットした中に、ピークファイルに記載されている波数と同一であるデータが存在するか
を確認した。
【００４２】
　今回、正答の基準として用いるのはピーク誤差の閾値を用いた2乗誤差が1番低い値が正
答であると仮定する。2乗誤差の1番低い値となったピークとピークデータに記載されてい
るピークの差が0.1[cm-1]以下であるとき正答とした。図６は、今回のシステムにおいて
正答率のもっとも高いデータである。最大強度の閾値45[%]、ピーク誤差の閾値0.006[cm-
1]、使用するピーク本数8本の時に正答率90.3[%]を得ることができた。
＜効果＞
【００４３】
　本実施形態の波長可変レーザの波長較正方法によって、波長計などを用いることなく波
長較正を行うことができる。

【図１】

【図２】

【図３】
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