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概要：音場の可視化は音の発生や伝搬の様子を理解するために非常に有用な手段である. 従来では, 計測対象となる音

場内にマイクロホンアレイを設置する手法が広く用いられてきたが, この手法では計測音場内のマイクロホンなどの

計測機器が音場を乱してしまい, その影響を取り除くのは困難であった. そこで, 及川研究室では光を用いて音響計測

を行う光学的音響計測に取り組んできた. この手法により, 計測音場に対して非接触かつ高分解能な測定が可能となっ

た. しかし, 光学的音響計測は音場内の計測機器に由来しない低周波雑音の影響を受けてしまう. 本研究では, 位相共

役光という波面の空間情報が反転した光の波面補正作用を用いて低周波雑音の影響を受けない干渉計を提案する.
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1. ま え が き

近年, 光を用いた音響計測の手法が多く研究されてい

る. 従来では, 計測領域で単一のマイクあるいはマイク

ロホンアレイを走査し, 空間の各点の音圧を計測するが,

この手法では計測機器による音場の散乱などの影響を受

けてしまう. 光を用いた計測では非接触で計測が行える

ため, 計測機器による変化を受けてない音場を高い分解

能で計測することが可能であり, レーザドップラ振動計

や偏光高速度干渉計が提案されている.

しかし, 光を用いた計測でも大地の揺れや大気の散乱

などの低周波数雑音の影響は取り除けない. そこで本研

究では, 光学的音響計測における, 位相共役光を用いた低

周波雑音の除去を提案する. 位相共役光とは, ある複素振

幅の光に対して位相の空間情報が反転した光である. 位

相共役光によって, 雑音による位相歪が補正され, 雑音の

影響を打ち消すことができる. また, 位相共役光発生に用

いる光学結晶のローパスフィルタ的特性に応じて, カッ

トオフ周波数より低い周波数成分にのみ位相共役光を発

生させることで, 計測対象の音情報のみ計測できる干渉

計の構築が可能である.

2. 位相共役光

周波数 ω, 進行方向 +z の信号光 Ec がある非線形媒質

に入射したときの, 入射光 Ep とその出射光 Ec は

Ep(r, t) = (1/2)Ap(x, y)exp[i(ωt− kpz)] + c.c.

= (1/2)Φp(r)exp(iωt) + c.c. (1)

Ec(r, t) = (1/2)Ac(x, y)exp[i(ωt− kcz)] + c.c.

= (1/2)Φc(r)exp(iωt) + c.c. (2)

と書ける [1]. ただし, A(x, y)は複素振幅, k は z 方向波

図–1 球面波が反射したときの様子

数, r は空間座標ベクトル, c.c.は直前の式の複素共役を

加算することを表す. ここで, Ac = A∗
p かつ kc = −kp

が満たされるとき, 出射光 Ec は入射光 Ep の位相共役光

であるといい, この入射光と反射光の関係を位相共役鏡

という.

位相共役光は図 1 に示すような波面補正作用をもつ.

位相物体で位相を乱された光は位相共役鏡で反射するこ

とで位相が反転し, 再び位相物体を通過すると位相変化

を相殺し, 元の波面に戻る.

3. 位相共役光と光学的音響計

本研究では BSO（Bi12SiO20）がもつ非線形光学特性

を用いて位相共役光発生させている. BSOは電気光学結

晶の一つでフォトリフラクティブ効果により位相共役光

が発生する. フォトリフラクティブ効果では, 結晶にコ

ヒーレントな 2光波が入射したときにその 2光波が形成

する干渉縞により周期的な空間電場が形成される. この

電荷分布が回折格子のような役割を果たし, この回折格

子に新たな光が入射すると回折して位相共役光となる.

時間変動を考慮したこの空間電場は
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と表される [2]. ただし, A1 A3 は入射光, A3 は位相共役

光, ESS
SC は定常状態の空間電場, τg は結晶の物性による

定数である. また, 波動方程式は
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と表される [2]. これらを連立して解くと

A4 = H(Ω)A1
∗

(5)
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1 + i Ω
τg

(6)

となる. κ, g は結晶の物性によって決まる定数である.

式 (5) から, 位相共役光 A4 は入射光 A1 に伝達関数 H

のフィルタがかかっていると解釈できる. BSOの定数を

用いて計算したH を図 2に示す. このフィルタ特性によ

り, カットオフ周波数より低い低周波雑音の位相変化に

対しては位相共役光となって位相変化を反転し, 復路で

再び位相変化を受けることで相殺して低周波雑音の影響

を除去する. そして, カットオフ周波数より高い計測対象

の可聴音領域の音による位相変化に対しては位相共役光

を返さないため, 復路で音による位相変化を受ける. こ

のため, 低周波雑音のみ除去し, 可聴音は計測可能な干渉

計の構築が可能である.

図–2 伝達関数

4. 実 験

図 3に位相共役光を組み込んだ干渉計を示す. この光

学配置ではレーザ光をビームスプリッタでスプリットし

ポンプ光と信号光に分ける. そして, ポンプ光は再びハー

フミラーで前進ポンプ光と後進ポンプ光にわけ結晶に対

向して入射させている. この状態で信号光を入射させる

と信号光と反対に位相共役光が射出される. 信号光とそ

の反射光（位相共役光）をハーフミラーで取り出し, ス

クリーンで干渉縞を観察する.

位相共役光による波面補正作用を確認するため, 図 3

の経路 1または経路 2に, 低周波雑音の一例として炎を

灯した. そのとき観察された干渉縞を 4 に示す. 経路 1

図–3 干渉計の光学配置

図–4 光路上に炎を置いたときの干渉縞

つまり信号光路上に炎を置いたときは信号光の位相の乱

れがそのまま干渉するため, 炎による位相の乱れが干渉

縞の乱れとしてはっきりと見てとれる. 対して, 経路 2つ

まり位相共役光路上に炎を置いたときは縞の明暗がはっ

きりしていて炎による干渉縞の乱れは見られない. この

ことから BSOは図 2に示すようなローパスフィルタで

あり, カットオフ周波数より低い低周波雑音（炎による

空気の対流）の位相の乱れが位相共役光では反転し, そ

れらが干渉することで位相の乱れを打ち消していること

が分かる.

5. む す び

本研究では位相共役光を適用した低周波雑音の影響を

受けない干渉計を提案した. BSOで位相共役光を発生さ

せて干渉計を組み, 光路上に低周波雑音の一例として炎

を置いて干渉縞を観察した. 炎で位相を乱した光を BSO

に入射するとその反射光は位相が反転し位相の乱れを補

正したことから, 位相共役光の波面補正作用が干渉計の

低周波雑音の除去に利用できることが分かった. 今後は

この干渉計を音響計測に適用することを目指す.
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