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(57)【要約】
　周波数同調可能なレーザデバイスは、キャビティモー
ドセレクタ（１０）と、キャビティ同調構成（２２、２
４）とを備える。キャビティモードセレクタ（１０）は
、レーザデバイスの選択されたキャビティモードと周波
数を揃えることが可能な選択特徴を備えた周波数応答を
有する。キャビティ同調構成（２２、２４）は、光学的
に直列に配置された複数の反射要素を含んでおり、レー
ザキャビティの有効光学経路長を調整して、キャビティ
モードの周波数を移動させるために用いられる。レーザ
デバイスは、キャビティモードセレクタ（１０）および
キャビティ同調構成（２２、２４）に同時協調動作を実
行させるための手段（３０、４０）をさらに備え、それ
により、選択特徴および選択されたキャビティモードの
それぞれの周波数は、同時協調動作を特徴付けるパラメ
ータに実質的に同じ依存性を有して変化する。例えば、
共回転エタロン（１０）を備えた潜望鏡（２２、２４）
は、特に、潜望鏡（２２、２４）が主に余弦同調応答を
与えるように構成される場合に、レーザデバイスのモー
ドホップなしの同調を提供するために用いられ得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周波数同調可能なレーザデバイスであって、前記レーザデバイスがレーザ発振すること
が可能な複数のキャビティモードを定義するレーザキャビティを備え、各キャビティモー
ドは、異なるそれぞれのモード周波数を有し、前記レーザキャビティは、
　前記複数のキャビティモードのうちの１つのキャビティモードと周波数を揃えることが
可能な選択特徴を備えた周波数応答を有して、選択されたキャビティモードと称される、
そのキャビティモードが他のキャビティモードより優先してレーザ発振するように促すキ
ャビティモードセレクタであって、前記選択特徴の周波数は、前記キャビティモードセレ
クタの所定の動作によって選択的に調整可能であるキャビティモードセレクタと、
　前記レーザキャビティの有効光学経路長を調整して、前記キャビティモードの周波数を
移動させるためのキャビティ同調構成であって、前記選択されたキャビティモードの周波
数は、前記キャビティ同調構成の所定の動作によって選択的に調整可能であり、前記キャ
ビティ同調構成は、光学的に直列に配置された複数の反射要素を備えるキャビティ同調構
成と
を含み、
　前記レーザデバイスは、
　前記キャビティモードセレクタおよび前記キャビティ同調構成に同時協調動作を実行さ
せるように構成されたアクチュエータであって、前記選択特徴および前記選択されたキャ
ビティモードのそれぞれの周波数は、前記同時協調動作を特徴付けるパラメータに対して
実質的に同じ依存性を有する結果として、少なくとも前記パラメータの所定の範囲にわた
って変化するアクチュエータ
をさらに備えることを特徴とする周波数同調可能なレーザデバイス。
【請求項２】
　前記キャビティモードセレクタの前記周波数応答は、複数の前記選択特徴を有し、複数
の前記選択特徴の各々は、１つのキャビティモードが他のキャビティモードより優先して
レーザ発振するように潜在的に促すことができ、前記選択特徴のうちの１つのみが、前記
選択されたキャビティモードと周波数を揃えられ、前記レーザデバイスは、（ａ）前記選
択されたキャビティモードと揃えられた前記キャビティモードセレクタの前記選択特徴と
周波数を揃えることが可能なフィルタ機能を有し、かつ、（ｂ）前記キャビティモードセ
レクタの前記周波数応答と組み合わさって、前記選択されたキャビティモードが他のキャ
ビティモードより優先してレーザ発振するように促す、組み合わせられた周波数応答を生
み出す周波数応答を有するフィルタ要素をさらに備え、前記アクチュエータは、前記フィ
ルタ要素、前記キャビティモードセレクタおよび前記キャビティ同調構成に同時協調動作
を実行させるように構成され、前記揃えられた選択特徴、前記フィルタ機能および前記選
択されたキャビティモードのそれぞれの周波数は、前記同時協調動作を特徴付ける前記パ
ラメータに対して実質的に同じ依存性を有して、少なくとも前記パラメータの前記所定の
範囲にわたって変化することを特徴とする請求項１に記載のレーザデバイス。
【請求項３】
　周波数同調可能なレーザデバイスであって、前記レーザデバイスがレーザ発振すること
が可能な複数のキャビティモードを定義するレーザキャビティを備え、各キャビティモー
ドは、異なるそれぞれのモード周波数を有し、前記レーザキャビティは、
　前記複数のキャビティモードのうちの１つのキャビティモードと周波数を揃えることが
可能な選択特徴を備えた周波数応答を有して、選択されたキャビティモードと称される、
そのキャビティモードが他のキャビティモードより優先してレーザ発振するように促すキ
ャビティモードセレクタであって、前記選択特徴の周波数は、前記キャビティモードセレ
クタの所定の動作によって選択的に調整可能であるキャビティモードセレクタ
を含み、
　前記キャビティモードセレクタの前記周波数応答は、複数の前記選択特徴を有し、複数
の前記選択特徴の各々は、１つのキャビティモードが他のキャビティモードより優先して
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レーザ発振するように潜在的に促すことができ、前記選択特徴のうちの１つのみが、前記
選択されたキャビティモードと周波数を揃えられ、前記レーザデバイスは、（ａ）前記選
択されたキャビティモードと揃えられた前記キャビティモードセレクタの前記選択特徴と
周波数を揃えることが可能なフィルタ機能を有し、かつ、（ｂ）前記キャビティモードセ
レクタの前記周波数応答と組み合わさって、前記選択されたキャビティモードが他のキャ
ビティモードより優先してレーザ発振するように促す、組み合わせられた周波数応答を生
み出す周波数応答を有するフィルタ要素をさらに備え、
　前記レーザデバイスは、
　前記キャビティモードセレクタおよび前記フィルタ要素に同時協調動作を実行させるよ
うに構成されたアクチュエータであって、前記揃えられた選択特徴および前記フィルタ機
能のそれぞれの周波数は、前記同時協調動作を特徴付けるパラメータに対して実質的に同
じ依存性を有する結果として、少なくとも前記パラメータの所定の範囲にわたって変化す
るアクチュエータを特徴とする周波数同調可能なレーザデバイス。
【請求項４】
　前記フィルタ要素は、直列に配置された複数のエタロンから形成され、前記複数のエタ
ロンのうちの各エタロンは、異なるエタロンモード間隔を有することを特徴とする請求項
２または３に記載のレーザデバイス。
【請求項５】
　前記同時協調動作を実行する部品は、前記部品を互いに対して一定の関係に維持する結
合によって互いに機械的に結合され、前記アクチュエータは、前記結合された部品をグル
ープとして一緒に移動させるように構成されることを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
か一項に記載のレーザデバイス。
【請求項６】
　前記同時協調動作は、前記同時協調動作を実行する部品の各々の相対的な回転動作であ
り、前記同時協調動作を特徴付ける前記パラメータは、前記相対的な回転動作に関連付け
られた回転角度であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載のレーザデ
バイス。
【請求項７】
　前記同時協調動作は、前記同時協調動作を同じ量だけ実行する前記部品の各々の相対的
な回転動作であることを特徴とする請求項６に記載のレーザデバイス。
【請求項８】
　前記依存性は、前記回転角度に対する逆余弦依存性であることを特徴とする請求項６ま
たは７に記載のレーザデバイス。
【請求項９】
　前記キャビティモードセレクタは回折格子を含むことを特徴とする請求項１乃至８のい
ずれか一項に記載のレーザデバイス。
【請求項１０】
　前記キャビティモードセレクタは、複数のエタロンモードを定義する、対向する部分的
な反射面を有するエタロンを含み、前記選択特徴または各選択特徴は、それぞれのエタロ
ンモードであり、またはそれぞれのエタロンモードに関連することを特徴とする請求項１
乃至８のいずれか一項に記載のレーザデバイス。
【請求項１１】
　前記キャビティモードセレクタおよび前記フィルタ要素は、エタロンを共有することを
特徴とする請求項４に従属する場合の請求項１０に記載のレーザデバイス。
【請求項１２】
　前記キャビティ同調構成の反射要素間の空間内に提供される媒体は、前記キャビティモ
ードセレクタのエタロンの反射面間の空間内に提供される媒体と実質的に同じ屈折率を有
することを特徴とする請求項１０または１１に記載のレーザデバイス。
【請求項１３】
　反射要素の第１の構成と反射要素の第２の構成とを備え、前記第１の構成の前記反射要
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素および前記第２の構成の前記反射要素は、前記レーザデバイスの前記レーザキャビティ
を定義し、前記第２の構成の前記反射要素は、前記キャビティ同調構成の前記反射要素で
あることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか一項に記載のレーザデバイス。
【請求項１４】
　前記第１の構成の前記反射要素は、前記第１の構成の前記反射要素の同じ反射要素へ戻
る前に、前記キャビティ同調構成の直列の反射要素を各方向に少なくとも２回通過する、
前記レーザキャビティについての光学経路を定義するように配置されることを特徴とする
請求項１３に記載のレーザデバイス。
【請求項１５】
　周波数同調可能なレーザデバイスであって、前記レーザデバイスのレーザキャビティを
定義する反射要素の第１の構成と反射要素の第２の構成とを備え、前記レーザキャビティ
は、前記レーザデバイスがレーザ発振することが可能な複数のキャビティモードを提供し
、各キャビティモードは、異なるそれぞれのモード周波数を有し、前記第２の構成の前記
反射要素は、前記レーザキャビティの有効光学経路長を調整して、前記キャビティモード
の周波数を移動させるためのキャビティ同調構成を提供し、前記キャビティ同調構成の前
記反射要素は、光学的に直列に配置され、前記レーザキャビティの前記有効光学経路長は
、前記キャビティ同調構成の所定の動作によって選択的に調整可能であり、前記第１の構
成の前記反射要素は、前記第１の構成の前記反射要素の同じ反射要素へ戻る前に、前記キ
ャビティ同調構成の前記直列の反射要素を各方向に少なくとも２回通過する、前記レーザ
キャビティについての光学経路を定義するように配置されることを特徴とする周波数同調
可能なレーザデバイス。
【請求項１６】
　前記第１の構成は、奇数個の反射要素を含むことを特徴とする請求項１４または１５に
記載のレーザデバイス。
【請求項１７】
　前記第１の構成の前記反射要素のうちの少なくとも１つは、再帰反射構成要素であるこ
とを特徴とする請求項１３乃至１６のいずれか一項に記載のレーザデバイス。
【請求項１８】
　前記第１の構成の前記反射要素のうちの少なくとも１つは、屋根型プリズムなどの側方
変位構成要素であることを特徴とする請求項１３乃至１７のいずれか一項に記載のレーザ
デバイス。
【請求項１９】
　前記第１の構成の１対の反射要素間の分離は、前記キャビティ同調構成の１対の反射要
素間の分離の２倍よりも小さくなるように配置されることを特徴とする請求項１乃至１８
のいずれか一項に記載のレーザデバイス。
【請求項２０】
　前記キャビティ同調構成の反射要素のうちの少なくとも２つは、互いに実質的に平行で
あることを特徴とする請求項１乃至１９のいずれか一項に記載のレーザデバイス。
【請求項２１】
　前記キャビティ同調構成は、偶数個の反射要素を含むことを特徴とする請求項１乃至２
０のいずれか一項に記載のレーザデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、周波数制御可能なレーザデバイスに関する。特に、本発明は、高周波数で変
調またはチャープされることが可能な周波数制御可能なレーザデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　干渉法などにおいて用いるための、周波数チャープされたレーザデバイスが知られてい
る。特に、レーザキャビティが、コリメートされた光が向けられる回折格子を含む、いわ
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ゆるリトロー方式を実装するレーザデバイスを提供することが知られている。回折格子の
傾斜は、レーザの周波数およびキャビティ長が同時に変更されて、必要とされる周波数同
調をモードホッピングなしに提供することを可能にする。しかしながら、リトロー配置は
、明確に定義された支点を中心にして回折格子が回転されなければならないという不都合
を有する。したがって、格子動作の必要な精度を提供するために必要とされる非常に安定
した機械的な配置は、高い周波数変調速度を得ることを困難にする。
【０００３】
　この問題は、特許文献１および特許文献２において対処された。特に、光線を生成する
ためのレーザ源と、スペクトル同調要素と、光線をスペクトル同調要素へ向けるための１
または複数のさらなる光学構成要素とを備える周波数同調可能な外部キャビティレーザデ
バイスが説明されている（例えば、特許文献１参照）。レーザデバイスのレーザキャビテ
ィの一部を形成する光学構成要素は、第１の自由度で移動可能であり、それにより、第１
の自由度で移動可能な光学構成要素は、レーザキャビティの有効光学経路長と、スペクト
ル同調要素の同調周波数とを同時に変更し、それによって、モードホッピングが抑制され
る周波数同調を提供する。さらに、有効光学経路長および同調周波数は、第１の自由度以
外の自由度の動作可能な光学構成要素のいかなる動作に対しても実質的に反応しない。
【０００４】
　特許文献１および特許文献２において説明されるレーザデバイスなどの、周波数同調可
能なレーザデバイスに対して、さらなる改善を提供することが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００９／０８１１６０号パンフレット
【特許文献２】国際公開第２０１０／０７０２７２号パンフレット
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、周波数同調可能なレーザデバイスであって、レーザデバ
イスがレーザ発振することが可能な複数のキャビティモードを定義するレーザキャビティ
を備える周波数同調可能なレーザデバイスが提供される。各キャビティモードは、異なる
それぞれのモード周波数を有する。レーザキャビティは、複数のキャビティモードのうち
の１つのキャビティモードと周波数を揃えて、そのキャビティモードが他のキャビティモ
ードより優先してレーザ発振するように促すことが可能な選択特徴を備えた周波数応答を
有するキャビティモードセレクタを含む。そのキャビティモードは、「選択されたキャビ
ティモード」と称される。キャビティモードセレクタは、選択特徴の周波数がキャビティ
モードセレクタの所定の動作によって、例えば、特定の自由度での回転などによって、選
択的に調整可能であるように構成される。レーザキャビティは、レーザキャビティの有効
光学経路長を調整して、キャビティモードの周波数を移動させるためのキャビティ同調構
成も含む。キャビティ同調構成は、光学的に直列に配置された複数の反射要素を含む。選
択されたキャビティモードの周波数は、キャビティ同調構成の所定の動作によって、例え
ば、特定の自由度（例えば、キャビティモードセレクタに関して上述されたものと同じ自
由度）での回転などによって、選択的に調整可能である。レーザデバイスは、キャビティ
モードセレクタおよびキャビティ同調構成に同時協調動作を実行させるように構成された
アクチュエータ（または、させるための手段）であって、選択特徴および選択されたキャ
ビティモードのそれぞれの周波数は、同時協調動作を特徴付けるパラメータに対して実質
的に同じ依存性を有する結果として、少なくともパラメータの所定の範囲にわたって変化
する、アクチュエータをさらに含む。
【０００７】
　このような構成を用いれば、少なくとも所定のパラメータ範囲にわたって、キャビティ
モード間でのホッピング（すなわち、モードホッピング）が回避される（すなわち、単一
モード同調が達成される）、レーザデバイスの周波数同調が提供され得る。
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【０００８】
　本発明の実施形態は、迅速に同調可能な狭線幅レーザデバイスを提供する。
【０００９】
　キャビティモードセレクタは、キャビティ同調構成と別個であってもよい。換言すれば
、キャビティモードセレクタは、キャビティ同調構成と異なる光学構成要素から形成され
てもよい。
【００１０】
　（選択特徴を備える）キャビティモードセレクタの周波数応答に寄与する、キャビティ
モードセレクタの部品は、レーザキャビティの有効光学経路長を調整して、キャビティモ
ードの周波数を移動させることに寄与する、キャビティ同調構成の部分と別個であっても
よい。
【００１１】
　キャビティモードセレクタの周波数応答は、複数のそのような選択特徴を有してもよく
、複数の選択特徴の各々は、１つのキャビティモードが他のキャビティモードより優先し
てレーザ発振するように潜在的に促すことができ、選択特徴のうちの１つのみが、選択さ
れたキャビティモードと周波数を揃えられる。レーザデバイスは、（ａ）選択されたキャ
ビティモードと揃えられたキャビティモードセレクタの選択特徴と周波数を揃えることが
可能なフィルタ機能を有し、かつ、（ｂ）キャビティモードセレクタの周波数応答と組み
合わさって、選択されたキャビティモードが他のキャビティモードより優先してレーザ発
振するように促す、組み合わせられた周波数応答を生み出す周波数応答を有するフィルタ
要素をさらに含み得る。アクチュエータは、フィルタ要素、キャビティモードセレクタお
よびキャビティ同調構成に同時協調動作を実行させ、揃えられた選択特徴、フィルタ機能
および選択されたキャビティモードのそれぞれの周波数が、同時協調動作を特徴付けるパ
ラメータに対して実質的に同じ依存性を有して、少なくともパラメータの所定の範囲にわ
たって変化するように構成され得る。
【００１２】
　本発明のさらなる態様によれば、周波数同調可能なレーザデバイスであって、レーザデ
バイスがレーザ発振することが可能な複数のキャビティモードを定義するレーザキャビテ
ィを備える周波数同調可能なレーザデバイスが提供される。各キャビティモードは、異な
るそれぞれのモード周波数を有する。レーザキャビティは、複数のキャビティモードのう
ちの１つのキャビティモードと周波数を揃えることが可能な選択特徴を備えた周波数応答
を有して、選択されたキャビティモードと称される、そのキャビティモードが他のキャビ
ティモードより優先してレーザ発振するように促すキャビティモードセレクタであって、
選択特徴の周波数が、キャビティモードセレクタの所定の動作によって選択的に調整可能
であるキャビティモードセレクタを含む。キャビティモードセレクタの周波数応答は、複
数のそのような選択特徴を有し、複数の選択特徴の各々は、１つのキャビティモードが他
のキャビティモードより優先してレーザ発振するように潜在的に促すことができ、選択特
徴のうちの１つのみが、選択されたキャビティモードと周波数を揃えられる。レーザデバ
イスは、（ａ）選択されたキャビティモードと揃えられたキャビティモードセレクタの選
択特徴と周波数を揃えることが可能なフィルタ機能を有し、かつ、（ｂ）キャビティモー
ドセレクタの周波数応答と組み合わさって、選択されたキャビティモードが他のキャビテ
ィモードより優先してレーザ発振するように促す、組み合わせられた周波数応答を生み出
す周波数応答を有するフィルタ要素をさらに含む。レーザデバイスは、キャビティモード
セレクタおよびフィルタ要素に同時協調動作を実行させるように構成されたアクチュエー
タ（または、させるための手段）であって、揃えられた選択特徴およびフィルタ機能のそ
れぞれの周波数が、同時協調動作を特徴付けるパラメータに対して実質的に同じ依存性を
有する結果として、少なくともパラメータの所定の範囲にわたって変化するアクチュエー
タをさらに含む。
【００１３】
　フィルタ要素は、直列に配置された複数のエタロンから形成されてもよく、複数のエタ
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ロンのうちの各エタロンは、異なるエタロンモード間隔を有する。
【００１４】
　同時協調動作を実行する部品は、部品を互いに対して一定の関係に維持する結合によっ
て、互いに機械的に結合されてもよく、アクチュエータは、結合された部品をグループと
して一緒に移動させるように構成される。
【００１５】
　同時協調動作は、同時協調動作を実行する部品の各々の相対的な回転動作であってもよ
い。同時協調動作を特徴付けるパラメータは、相対的な回転動作に関連付けられた回転角
度であってもよい。
【００１６】
　同時協調動作は、同時協調動作を同じ量だけ実行する部品の各々の相対的な回転動作で
あってもよい。
【００１７】
　依存性は、回転角度に対する逆余弦依存性であってもよい。
【００１８】
　キャビティモードセレクタは、回折格子を含んでもよい。
【００１９】
　キャビティモードセレクタは、複数のエタロンモードを定義する、対向する部分的な反
射面を有するエタロンを含んでもよく、選択特徴または各選択特徴は、それぞれのエタロ
ンモードであり、またはそれぞれのエタロンモードに関連する。
【００２０】
　キャビティモードセレクタおよびフィルタ要素は、エタロンを共有してもよい。
【００２１】
　キャビティ同調構成の反射要素間の空間内に提供される媒体は、キャビティモードセレ
クタエタロンの反射要素間の空間内に提供される媒体と実質的に同じ屈折率を有し得る。
【００２２】
　レーザデバイスは、反射要素の第１の構成と反射要素の第２の構成とを備えてもよく、
第１の構成の反射要素および第２の構成の反射要素は、レーザデバイスのレーザキャビテ
ィを定義し、第２の構成の反射要素は、キャビティ同調構成の反射要素である。
【００２３】
　第１の構成の反射要素は、第１の構成要素の同じ反射要素へ戻る前に、キャビティ同調
構成の直列の反射要素を各方向に少なくとも２回通過する、レーザキャビティについての
光学経路を定義するように配置され得る。
【００２４】
　キャビティ同調構成は、偶数個の反射要素を含み得る。
【００２５】
　光学的に直列に配置された、キャビティ同調構成の複数の反射要素は、直列の各反射要
素が、もしあれば、直列の次の反射要素の方へ光を向けるように配置されるものとしてみ
なされ得る。
【００２６】
　キャビティ同調構成は、材料基板から形成されてもよく、キャビティ同調構成の反射要
素は、材料基板の表面上に形成され、または材料基板の表面によって形成される。
【００２７】
　レーザデバイスは、レーザデバイスのレーザキャビティを外部レーザキャビティとする
、外部キャビティレーザデバイスであってもよい。
【００２８】
　キャビティ同調構成の所定の動作は、キャビティ同調構成全体としての、すなわち、キ
ャビティ同調構成の全ての反射要素がグループまたはユニットとして一緒に移動するよう
な、動作であり得る。
【００２９】
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　本発明のさらなる態様によれば、反射要素の第１の構成と反射要素の第２の構成とを備
える周波数同調可能なレーザデバイスが提供される。第１の構成の反射要素および第２の
構成の反射要素は、レーザデバイスのレーザキャビティを定義する。レーザキャビティは
、レーザデバイスがレーザ発振することが可能な複数のキャビティモードを提供する。各
キャビティモードは、異なるそれぞれのモード周波数を有する。第２の構成の反射要素は
、レーザキャビティの有効光学経路長を調整して、キャビティモードの周波数を移動させ
るためのキャビティ同調構成を提供する。キャビティ同調構成の反射要素は、光学的に直
列に配置される。レーザキャビティの有効光学経路長は、キャビティ同調構成の所定の動
作によって、例えば、特定の自由度での回転などによって、選択的に調整可能である。第
１の構成の反射要素は、第１の構成要素の同じ反射要素へ戻る前に、キャビティ同調構成
の直列の反射要素を各方向に少なくとも２回通過する、レーザキャビティについての光学
経路を定義するように配置される。
【００３０】
　これは、少なくとも、レーザキャビティの端部反射器の役割を実行する第１の構成の反
射要素、例えば、レーザ源に関連付けられた反射要素に関して適用される。
【００３１】
　第１の構成の反射要素は、第１の構成要素の同じ反射要素へ戻る前に、キャビティ同調
構成の直列の反射要素を各方向に少なくとも偶数回通過する、レーザキャビティについて
の光学経路を定義するように配置されてもよい。
【００３２】
　第１の構成は、奇数個の反射要素を含み得る。
【００３３】
　第１の構成の反射要素のうちの少なくとも１つは、再帰反射構成要素であってもよい。
【００３４】
　第１の構成の反射要素のうちの少なくとも１つは、屋根型プリズムなどの側方変位構成
要素であってもよい。
【００３５】
　第１の構成の１対の反射要素間の分離は、キャビティ同調構成の１対の反射要素間の分
離の２倍よりも小さくなるように、より好適には、キャビティ同調構成の１対の反射要素
間の分離よりも小さくなるように、より好適には、キャビティ同調構成の１対の反射要素
間の分離の半分よりも小さくなるように、より好適には、キャビティ同調構成の１対の反
射要素間の分離の４分の１よりも小さくなるように、より好適には、キャビティ同調構成
の１対の反射要素間の分離の１０分の１よりも小さくなるように配置され得る。
【００３６】
　第１の構成の１対の反射要素は、レーザデバイスの端部ミラーを形成し得る。
【００３７】
　キャビティ同調構成の反射要素のうちの少なくとも２つは、互いに実質的に平行であり
得る。
【００３８】
　キャビティ同調構成は、偶数個の反射要素を含み得る。
【００３９】
　本発明のさらなる態様によれば、反射要素の第１の構成と反射要素の第２の構成とを備
える光学デバイスが提供される。第１の構成の反射要素および第２の構成の反射要素は、
光学デバイスの光学キャビティ（または、光共振器もしくは共振器キャビティ）を定義す
る。光学キャビティは、複数のキャビティモード（または、共振器モードもしくは共振モ
ード）を提供し、各キャビティモードは、異なるそれぞれのモード周波数を有する。第２
の構成の反射要素は、光学キャビティの有効光学経路長を調整して、キャビティモードの
周波数を移動させるためのキャビティ同調構成を提供する。キャビティ同調構成の反射要
素は、光学的に直列に配置される。光学キャビティの有効光学経路長は、キャビティ同調
構成の所定の動作によって、例えば、特定の自由度での回転などによって、選択的に調整
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可能である。第１の構成の反射要素は、第１の構成要素の同じ反射要素へ戻る前に、キャ
ビティ同調構成の直列の反射要素を各方向に少なくとも２回通過する、光学キャビティに
ついての光学経路を定義するように配置される。第１の構成の反射要素のうちの少なくと
も１つは、再帰反射反射器であっても、または再帰反射反射器を含んでもよい。
【００４０】
　本発明のさらなる態様によれば、直列に配置された複数のエタロンから形成されるフィ
ルタを備えるレーザデバイスであって、複数のエタロンのうちの各エタロンが、異なるエ
タロンモード間隔を有するレーザデバイスが提供される。複数のエタロンは、好適には、
受動的なエタロンである。
【００４１】
　本発明のさらなる態様によれば、レーザデバイスのレーザキャビティを定義する反射要
素の構成を備える外部キャビティレーザデバイスであって、レーザキャビティは、レーザ
デバイスがレーザ発振することが可能な複数のキャビティモードを提供し、各キャビティ
モードは、異なるそれぞれのモード周波数を有し、反射要素のうちの少なくとも１つは、
再帰反射構成要素である外部キャビティレーザデバイスが提供される。
【００４２】
　本発明のさらなる態様によれば、レーザデバイスのレーザキャビティを定義する反射要
素の構成を備える外部キャビティレーザデバイスであって、レーザキャビティは、レーザ
デバイスがレーザ発振することが可能な複数のキャビティモードを提供し、各キャビティ
モードは、異なるそれぞれのモード周波数を有し、反射要素のうちの少なくとも１つは、
屋根型プリズムなどの側方変位構成要素である外部キャビティレーザデバイスが提供され
る。
【００４３】
　本発明の態様によれば、キャビティモードセレクタと、キャビティ同調構成とを備える
周波数同調可能なレーザデバイスが提供される。キャビティモードセレクタは、レーザデ
バイスの選択されたキャビティモードと周波数を揃えることが可能な選択特徴を備えた周
波数応答を有する。キャビティ同調構成は、光学的に直列に配置された複数の反射要素を
含んでおり、レーザキャビティの有効光学経路長を調整して、キャビティモードの周波数
を移動させるために用いられる。レーザデバイスは、選択特徴および選択されたキャビテ
ィモードのそれぞれの周波数が、同時協調動作を特徴付けるパラメータに実質的に同じ依
存性を有して変化するように、キャビティモードセレクタおよびキャビティ同調構成に同
時協調動作を実行させるための手段をさらに備える。例えば、共回転エタロンを備えた潜
望鏡は、特に、潜望鏡が主に余弦同調応答を与えるように構成される場合に、レーザデバ
イスのモードホップなしの同調を提供するために用いられ得る。
【００４４】
　本発明の態様によれば、フィルタ要素とを備える周波数同調可能なキャビティモードセ
レクタとレーザデバイスとが提供される。キャビティモードセレクタは、複数の選択特徴
を備えた周波数応答を有し、複数の選択特徴のうちの１つは、レーザデバイスの選択され
たキャビティモードと周波数を揃えられる。フィルタ要素は、（ａ）選択されたキャビテ
ィモードと揃えられたキャビティモードセレクタの選択特徴と周波数を揃えることが可能
なフィルタ機能を有し、かつ、（ｂ）キャビティモードセレクタの周波数応答と組み合わ
さって、選択されたキャビティモードが他のキャビティモードより優先してレーザ発振す
るように促す、組み合わせられた周波数応答を生み出す周波数応答を有する。レーザデバ
イスは、揃えられた選択特徴およびフィルタ機能のそれぞれの周波数が、同時協調動作を
特徴付けるパラメータに実質的に同じ依存性を有して変化するように、キャビティモード
セレクタおよびフィルタ要素に同時協調動作を実行させるための手段をさらに備える。例
えば、共回転フィルタおよびエタロンが用いられて、レーザデバイスのモードホップなし
の同調が強化され得る。
【００４５】
　本発明の態様によれば、光学デバイスの光学キャビティを定義する反射要素の第１の要
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素と反射要素の第２の要素とを備える光学デバイスであって、光学キャビティが複数のキ
ャビティモードを提供する光学デバイスが提供される。光学的に直列に配置される、第２
の構成の反射要素は、光学キャビティの有効光学経路長を調整して、キャビティモードの
周波数を移動させるためのキャビティ同調構成を提供する。光学キャビティの有効光学経
路長は、キャビティ同調構成の所定の動作によって選択的に調整可能である。第１の構成
の反射要素は、第１の構成要素の同じ反射要素へ戻る前に、キャビティ同調構成の直列の
反射要素を各方向に少なくとも２回通過する、光学キャビティについての光学経路を定義
するように配置される。光学デバイスは、光学キャビティをレーザデバイスのレーザキャ
ビティとする、周波数同調可能なレーザデバイスであってもよい。例えば、ダブルパスは
、端部ミラー角度ドリフトに対して安定化させるための手段として用いられてもよい。
【００４６】
　本発明の態様によれば、直列に配置された複数のエタロンから形成されるフィルタを備
えるレーザデバイスであって、複数のエタロンのうちの各エタロンが、異なるそれぞれの
エタロンモード間隔を有するレーザデバイスが提供される。例えば、エタロンのペアまた
はグループは、エタロン側のモード抑制のための多層フィルタの代替として使用されても
よい。
【００４７】
　本発明の態様によれば、レーザデバイスのレーザキャビティを定義する反射要素の構成
を備える外部キャビティレーザデバイスであって、反射要素のうちの少なくとも１つが、
再帰反射構成要素または側方変位構成要素である外部キャビティレーザデバイスが提供さ
れる。
【００４８】
　本発明の態様によれば、キャビティモードセレクタの選択特徴により、レーザキャビテ
ィモードのアラインメントを監視し、この監視を、それらの相対的なアラインメントを維
持するための調整機構と組み合わせるための機構（例えば、光学構成要素からの反射およ
び／または送信）が提供される。調整機構は、ダイオード駆動電流、および／またはダイ
オード温度、および／またはキャビティ内の少なくとも１つの要素の温度、および／また
はキャビティ内の様々な同調部分／光学要素の回転／並進であってもよい。
【００４９】
　上記に定義される本発明の任意の態様下で書かれる全ての付随的な記載は、適切な場合
には、本発明のその他の態様に対して等しく適用されることに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
　ここで、例として、添付の図面への参照が行われる。
【図１】本発明の実施形態を説明する際に用いるためのレーザデバイスの略図である。
【図２】図１のレーザデバイスに関連付けられる複数の別個のレーザキャビティモードの
概略図である。
【図３】本発明の実施形態においてキャビティモードセレクタとして用いられるエタロン
を、エタロンのエタロンモードの導出において用いられる注釈と共に示す概略図である。
【図４】図２のレーザキャビティモードと組み合わされた、図３のキャビティモードセレ
クタの複数のモード（選択特徴）の概略図である。
【図５】図４の組み合わされたエタロンモードおよびキャビティモード応答に対するフィ
ルタの効果（および／または利得媒質の吸収帯）の概略図である。
【図６】本発明の実施形態においてキャビティ同調配置として用いられる潜望鏡配置の概
略図である。
【図７】キャビティ同調配置の同調応答を導出するために用いられる付加的な注釈を伴う
、図６の代替的なバージョンの図である。
【図８】キャビティ同調配置の同調応答を導出するために用いられる付加的な注釈を伴う
、図６の別の代替的なバージョンの図である。
【図９】回転エタロンのキャビティ同調効果を導出するために用いられる付加的な注釈を
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伴う、ガラスプレートの略図である。
【図１０Ａ】図６に例示される潜望鏡またはキャビティ同調配置に対する代替的な潜望鏡
またはキャビティ同調配置を例示する図である。
【図１０Ｂ】図６に例示される潜望鏡またはキャビティ同調配置に対する代替的な潜望鏡
またはキャビティ同調配置を例示する図である。
【図１１】図６の端部反射器に対する取り得る強化を含む、図６に例示される方式の１つ
の実際的な配置を概略的に例示する図である。
【図１２】図１１の配置の有利な変更例の概略図である。
【図１３】側方変位構成要素を用いる効果を示す、図１２の変形例の図である。
【図１４】付加的なエタロンがモード選択エタロンと組み合わせて用いられるブロードバ
ンドフィルタ要素に対する代替例を例示する図である。
【図１５】本発明の実施形態に係るレーザデバイスの一般化された概略図である。
【図１６】図１１に例示される潜望鏡配置に対する、いくつかの代替的な潜望鏡配置を例
示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　本発明の実施形態を詳細に説明する前に、同調可能な狭線幅レーザデバイスの基礎とな
る背景および理論が、図１を参照しつつ、まず検証される。
【００５２】
　図１は、反射防止膜を備えた前面４と、反射膜を備えた後面６とを有する、（例えば、
半導体ダイオードによって形成される）光学利得媒体２を備える同調可能な外部キャビテ
ィレーザデバイス１を例示する。光学利得媒体２の正面に配置されるカップリングレンズ
８は、光を光学利得媒体２の内部および外部に結合する。その前面１４上に部分的な反射
膜を備えた光透過性光学要素１２は、共鳴外部レーザキャビティ５を形成するように配置
され、レーザキャビティ５の長さは、光学利得媒体２の後面６と光学要素１２の前面１４
との間の距離ＬCによって定義される。光学要素１２の前面１４上の膜は、部分的に透過
性であるため、レーザキャビティ５からのいくらかの光は、光学要素１２を通過して、レ
ーザデバイス１からの出力１６を形成する。
【００５３】
　もちろん、他の外部キャビティレーザデバイス構成も可能である。例えば、レーザデバ
イス１からの出力１６は、光学利得媒体２の後面６上に部分的な反射膜を有し、光学要素
１２の前面１４上に完全な反射膜を有することによって、光学利得媒体２の後ろ側から代
わりに取得されてもよい。あるいは、光は、ビームスプリッタ構成要素（図示せず）を含
めることによって、レーザデバイス１から抽出されてもよい。他の構成は、当業者には容
易に明らかとなるであろう。
【００５４】
　レーザデバイス１は、エタロン１０およびフィルタ２０の形態でスペクトル同調要素も
備え、これらは、レーザキャビティ５内のレーザ光学経路に配置される。エタロン１０お
よびフィルタ２０の効果は、下記でより詳細に説明されるであろう。また、下記に解説さ
れるように、エタロン１０は、本明細書においてキャビティモードセレクタとも称される
。
【００５５】
　ひとまず、エタロン１０およびフィルタ２０の効果を無視すると、レーザキャビティ５
は、図２に概略的に例示されるように、各々が異なる周波数を有する（を中心とする）複
数の別個のキャビティモードを生じさせる。キャビティモードは、整数の真空波長に等し
いキャビティ長内で、完全に球状の光学経路長２ｎcＬcによって定義される。
２ｎcＬc＝ｍcλ0

　ただし、
Ｌcは、キャビティ長である
λ0は、真空内での波長である
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ｎcは、キャビティにおける光学屈折率である
ｍcは、整数である
　レーザキャビティの連続するパス間の光学経路差Δであるとみなされ得る上記式は、
【００５６】
【数１】

【００５７】
を用いることによって、真空波長λ0ではなく、真空周波数ν0に関して記述され得る。た
だし、ｃは、真空内での光の速度であり、ν0は、（真空周波数ν0と同じである）キャビ
ティモード周波数である。
【００５８】
　これは、
【００５９】
【数２】

【００６０】
を与える。
【００６１】
　この上記式は、キャビティモード周波数νCについての式を提供するように再構成され
得る。
【００６２】
【数３】

【００６３】
　したがって、隣接するキャビティモード間の周波数間隔は、
【００６４】
【数４】

【００６５】
である。
【００６６】
　この周波数間隔は、図２上に示されている。図２に例示される別個のキャビティモード
は、レーザデバイスの取り得る動作周波数を定義する。なぜなら、レーザは、それらの別
個の周波数でのみレーザ発振することができるからである。単一モード動作を確保するた
めには、それらのキャビティモードのうちの１つだけを促進することが必要である。
【００６７】
　単一キャビティモードを促進するための１つの手法は、レーザキャビティ５にエタロン
１０を含めることである。図３に例示されるように、エタロン１０は、垂直分離ｔeを有
する、互いに実質的に平行な２つの部分的な反射面１７、１９によって形成される。光線
１１は、面法線に対して角度αでエタロン１０に入射し、一方で、エタロン１０内の光学
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【００６８】
　図３に示される点Ａ、Ｂ、Ｄ、ＥおよびＦを参照すると、エタロン１０の連続するパス
間の光学経路差Δ（すなわち、光線１３と光線１５との間の光学経路差）は、
Δ＝（ＢＤ＋ＤＥ）ｎe－（ＢＦ）ｎc

　＝２（ＤＥ）ｎe－（ＢＦ）ｎc

によって与えられる。ただし、ｎeは、エタロン１０の光学屈折率である。
【００６９】
　基本的な三角法から、
ＢＦ＝ＢＥｓｉｎα
であることが知られており、
ＢＥ＝２ＤＥｓｉｎβe

であることも知られている。
【００７０】
　したがって、
ＢＦ＝２ＤＥｓｉｎβeｓｉｎα
となる。
【００７１】
　これをΔについての式に代入すると、下記が得られる。
Δ＝２ＤＥ（ｎe－ｎcｓｉｎβeｓｉｎα）
　ここでも、基本的な三角法から、
【００７２】
【数５】

【００７３】
であることが知られている。
【００７４】
　スネルの法則からは、
【００７５】

【数６】

【００７６】
であることも知られている。
【００７７】
　したがって、これは、
【００７８】

【数７】

【００７９】



(14) JP 2017-519367 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

【数８】

【００８０】
を与える。
【００８１】
　エタロンモードは、（上記のキャビティモードの定義と同様に）整数の真空波長に等し
い、エタロン１０の連続するパス間の光学経路差Δによって定義される。
２ｎeｔeｃｏｓβe＝ｍeλ0

ただし、
ｍeは、整数である。
【００８２】
　λ0は、真空内での波長である。
【００８３】
　ここでも、上記式は、
ｃ＝λ0ν0＝λ0νe

を用いることによって、波長λ0ではなく、周波数ν0に関して記述され得る。ただし、ν

eは、（真空周波数ν0と同じ）エタロンモード周波数である。
【００８４】
　これは、エタロンモード周波数νeについて下記式を与える。
【００８５】

【数９】

【００８６】
　これと、上記で導出されたキャビティモード周波数νCについての式とを比較する。
【００８７】
【数１０】

【００８８】
　エタロンの式は、「エタロン長」Ｌeを考慮することによって、類似の形式に置き換え
られ得る。Ｌeは、固定ではないが、下記の式に従って変化する。
Ｌe＝ｔeｃｏｓβe

　その結果、
【００８９】

【数１１】

【００９０】
　Ｌe＜＜ＬCとすることによって、エタロンモード分離は、キャビティモード分離よりも
非常に大きくなり、組み合わせられたキャビティおよびエタロン利得は、図４に概略的に
例示されるようになる。
【００９１】
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　図４に示されているように、エタロン利得（または周波数応答）は、キャビティ利得に
効果的に重ね合わせられ、それにより、エタロン利得は、エタロン利得関数の包絡線に従
って、キャビティモードを抑制するように周期的に動作する。図４において「０」と示さ
れるキャビティモードは、エタロンモード利得の最大値と最もよく揃っている（その他の
エタロンモード最大値はキャビティモードからわずかにずれている）ため、このキャビテ
ィモードが他のキャビティモードより優先してレーザ発振することが促される。なぜなら
、このキャビティモードが最大の利得を有するからである。
【００９２】
　したがって、理論上は、図４に従ってセットアップされたレーザは、キャビティモード
「０」の周波数において単一モードで動作することとなる。エタロン１０は、特定のキャ
ビティモードを基本モードとなるように選出または選択するように動作している。換言す
れば、エタロン１０は、複数のうちの特定のキャビティモード（キャビティモード「０」
）と周波数を揃えることが可能な選択特徴を備えた周波数応答（エタロンモード「ｋ」）
を有するキャビティモードセレクタの役割を実行して、そのキャビティモードが他のキャ
ビティモードより優先してレーザ発振することを促している。さらには、選択特徴の周波
数（エタロンモード「ｋ」）は、エタロン１０の回転によって選択的に調整可能である。
【００９３】
　しかしながら、キャビティモード「０」を包含するエタロンモード「ｋ」に隣接するエ
タロンモードは、エタロンモード利得最大値に非常に近いキャビティモードを有すること
が、図４から分かり得る。したがって、基本レーザモードは、エタロン長およびキャビテ
ィ長のうちの一方または両方におけるわずかなずれに非常に影響を受けやすく、これは望
ましくないモードホッピングをもたらし得ることが理解され得る。この点において、モー
ドホッピングとは、レーザがキャビティモード間で急に変化し、または「ホップする」場
合であり、それにより、出力光も、異なる周波数間で不必要にホップする。
【００９４】
　したがって、キャビティモードに対するエタロンモードの配置は、完全に保証されるこ
とはできないが、エタロン１０に加えてブロードバンド（シングルピーク）フィルタが用
いられて、エタロンモードのうちの１つを除いた全てのより確かな抑制が提供され得る。
【００９５】
　適当な位置にブロードバンドフィルタ２０を備えたレーザデバイス１についての純粋な
キャビティ利得は、フィルタピークがキャビティモード「０」と揃えられた図５に概略的
に例示される。ブロードバンドフィルタ２０によって提供される付加的な抑制により、レ
ーザデバイス１は、エタロン１０利得またはフィルタ２０利得（特に、フィルタ２０利得
）のわずかなずれがあったとしても、キャビティモード「０」の周波数において単一モー
ドをより確実に動作させる。（レーザ媒体の自然な利得プロファイルも、自然なブロード
バンドフィルタとして実際には動作し、これは、いくつかの提供例においては十分となり
得る。）
【００９６】
　キャビティモード「０」およびエタロンモード「ｋ」が、周波数軸νに沿って十分に同
期されて移動させられ得る場合には、レーザデバイス１も、単一モード同調可能（すなわ
ち、別のモードへホッピングせずに同調可能）である。この文脈において、「十分に同期
され」とは、キャビティモード間隔、すなわち、
【００９７】
【数１２】

【００９８】
の半分未満であるか、またはキャビティモード間隔の半分と比べて小さい、キャビティモ
ードとエタロンモードとの間の周波数差の（同調に起因する）導入であることが理解され
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得る。
【００９９】
　正または負のエタロンモード間隔の半分未満、すなわち、
【０１００】
【数１３】

【０１０１】
未満の同調範囲の場合、ブロードバンドフィルタ２０は固定であってもよい。より広い同
調範囲の場合には、フィルタピークも、エタロンモード動作と適切に同期するべきである
。この意味における適切に同期されとは、エタロンモード間隔の半分、すなわち、
【０１０２】
【数１４】

【０１０３】
未満であるか、またはエタロンモード間隔の半分と比較して小さい、フィルタピークとエ
タロンモードとの間の周波数差の（同調に起因する）導入であることが理解され得る。
【０１０４】
　図３に関する上記議論から、入射角α（および、それ故に、内角βe）を変化させるこ
とによって、エタロンモードが周波数軸に沿って移動され得ることは明らかである。エタ
ロンモード周波数νeについての式は、上記に導出されており、以下に複写される。
【０１０５】
【数１５】

【０１０６】
　ここで、ブロードバンド多層フィルタのピーク周波数νfは、周波数軸に沿って、おお
よそ
【０１０７】
【数１６】

【０１０８】
として移動することが知られており、ただし、βfは、フィルタ２０内での有効光学経路
角である。
【０１０９】
　上記の慎重な分析に基づいて、本出願人は、エタロンモード周波数とフィルタピークと
の両方の光学経路角βに対する逆余弦依存性に起因して、同調可能なレーザデバイスの有
効な同調構成が、エタロン１０の回転と、ブロードバンドフィルタ２０のエタロン１０と
の共回転とによって達成され得ることを認識した。本明細書における「逆余弦依存性」へ
の言及は、逆関数（すなわち、逆余弦）ではなく、逆数（すなわち、余弦の逆数）への言
及であることが強調されるべきである。
【０１１０】
　本出願人は、上記分析から、キャビティモードもエタロンモードおよびフィルタピーク
と同期して移動することを確保するためには、キャビティモードも何らかの形でエタロン
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１０およびフィルタ２０と同じ逆余弦回転依存性を有して変化させられることが理想的に
は必要とされることも認識した。
【０１１１】
　本出願人は、このことが、第１の固定された端部ミラー２６と、第１の固定された端部
ミラー２６に対して実質的に平行に配置された第２の固定された端部ミラー２８との間に
配置された回転可能なユニット３０によってエタロン１０およびフィルタ２０が搭載され
た、図６に例示される構成によって達成され得ることを提案する。
【０１１２】
　以下でさらに分かるように、外部ミラー２６および２８は、図１に例示されるレーザデ
バイス１の反射面６および前面１４にそれぞれ対応する。ただし、キャビティ長は、図６
において、Ｌcではなく、ｔcとして記述されている。なぜなら、ｔcは、固定された距離
であるのに対して、有効レーザキャビティ長Ｌcは、回転可能なユニット３０の回転角度
に応じて変化するからである。これは、以下で明らかになるであろう。
【０１１３】
　回転可能なユニット３０は、「潜望鏡」構成において、互いに面して配置された第１の
内部ミラー２２および第２の内部ミラー２４も搭載する（ミラー２２および２４は、回転
可能なユニット３０に関して「内部」であり、回転可能なユニット３０に関して「外部」
であるミラー２６および２８とは区別される）。したがって、第１のミラー２２および第
２のミラー２４は、共に結合されており、互いに実質的に平行な反射面に内向きに面した
状態で、互いに対して固定された位置を有する。回転可能なユニット３０（および、それ
故に、第１のミラー２２および第２のミラー２４ならびにエタロン１０ならびにフィルタ
２０）は、矢印３１によって示される方向に回転可能である。
【０１１４】
　このような構成により、および、回転可能なユニット３０が適当に位置決めされること
により、第１の外部ミラー２６からの光は、第１の内部ミラー２２によって第２の内部ミ
ラー２４へ向かって反射され、第２の内部ミラー２４は、次いで、光を第２の外部ミラー
２８へ向かって反射する。光は、第１および第２の外部ミラー２６、２８に対して垂直に
入射する。回転可能なユニット３０におけるミラー２２、２４の潜望鏡構成が理由で、回
転可能なユニット３０は、「潜望鏡」ユニットと称され得る。
【０１１５】
　レーザデバイス１が反射要素の第１および第２の異なる構成を有することが考慮され得
る。第１および第２の外部ミラー２６、２８は、反射要素の第１の構成を形成し、一方で
、第１および第２の内部ミラー２２、２４は、反射要素の第２の構成（潜望鏡ユニット３
０に対応する）を形成する。第１および第２の構成の反射要素は共に、レーザデバイス１
のレーザキャビティを定義する。第２の構成の反射要素は、光学的に直列に配置されて、
潜望鏡のような構成を形成し、（以下でより詳細に解説されるように）レーザキャビティ
の有効光学経路長を調整するためのキャビティ同調を提供する。
【０１１６】
　回転可能な潜望鏡ユニット３０を通過する光学経路は、図７に例示される形態を有する
。単純化のために、回転可能な潜望鏡ユニット３０は、屈折率ｎpを有する媒体によりユ
ニット３０が満たされた状態で、第１の内部ミラー２２と第２の内部ミラー２４との間の
分離ｔpに等しい範囲を有するものとして、図７に例示される。ユニット３０の外部のレ
ーザキャビティ５においては、屈折率ｎcの媒体が存在する。この単純化は、解説の目的
のためにすぎず、分析は、第１および第２の内部ミラー２２、２４の平面間に潜望鏡材料
を有する潜望鏡ユニット３０についてのものである（例えば、潜望鏡ユニット３０が、ミ
ラー２２、２４を形成するための反射領域を有する、透過性材料の単一部品から作製され
ている場合）。潜望鏡材料の範囲と第１および第２の内部ミラー２２、２４の平面とが一
致しない代替的構成についての分析は、当業者によって容易に導出することが可能であり
、かつ、本発明の基礎となる原理に影響を及ぼさない単純な拡張である。以下で分かるよ
うに、１つの実装例において、潜望鏡ユニット３０は、材料がユニット３０の内部と外部
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との両方で同じ（ｎp＝ｎc）になるように、いずれにせよ空気で満たされる。
【０１１７】
　回転可能な潜望鏡ユニット３０を通過する光学経路長を導出する目的で、図７は、いく
つかの付加的な注釈が含まれた状態で、図８として再提示される。図８を参照すると、回
転可能な潜望鏡ユニット３０を通過する光学経路長は、ユニット３０の外部の光学経路長
と、ユニット３０の内部の光学経路長との和として記述され得る。
【０１１８】
　経路＝ｎc（ｔc－（ＡＣ＋ＢＦ））＋ｎp（ＡＢ＋ＢＤ＋ＤＥ）
ＡＢ＝ＢＤ＝ＤＥであるので、上記は、
　経路＝ｎcｔc－ｎc（ＡＣ＋ＢＦ）＋３ｎp（ＡＢ）
として表現され得る。
【０１１９】
　基本的な三角法および光学から、
【０１２０】

【数１７】

【０１２１】
（スネルの法則）
であることが知られている。
【０１２２】
　したがって、
【０１２３】

【数１８】

【０１２４】
　ＡＣについての式は、下記のように導出され得る。
【０１２５】
【数１９】

【０１２６】
（スネルの法則を用いる）
【０１２７】
　したがって、
ｎC（ＡＣ＋ＢＦ）＝ＡＢ（ｎcｃｏｓαｃｏｓβp＋３ｎpｓｉｎ2βp）
　これを光学経路についての式に代入することは、
経路＝ｎcｔc－ＡＢ（ｎcｃｏｓαｃｏｓβp＋３ｎpｓｉｎ2βp）＋３ｎp（ＡＢ）
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　　＝ｎcｔc－ＡＢ（ｎcｃｏｓαｃｏｓβp＋３ｎp（１－ｃｏｓ2βp）－３ｎp）
　　＝ｎcｔc－ＡＢ（ｎcｃｏｓαｃｏｓβp－３ｎpｃｏｓ2βp）
を与える。
【０１２８】
　基本的な三角法から、
【０１２９】
【数２０】

【０１３０】
であることが知られている。
【０１３１】
　したがって、回転可能な潜望鏡ユニット３０を通過する光学経路についての式は、
【０１３２】

【数２１】

【０１３３】
となる。
【０１３４】
　キャビティと同じ材料で満たされた潜望鏡ユニット３０の場合、例えば、両方とも空気
で満たされている場合、下記が成り立つ。
ｎp＝ｎc

βp＝α
【０１３５】
　このような場合、回転可能な潜望鏡ユニット３０を通過する光学経路についての式は、
経路＝ｎc（ｔc＋ｔpｃｏｓα）＋３ｎcｔpｃｏｓα
　　＝ｎc（ｔc＋２ｔpｃｏｓα）
となる。
【０１３６】
　したがって、有効キャビティ長Ｌcは、
Ｌc＝ｔc＋２ｔpｃｏｓα
によって与えられる。
【０１３７】
　ｔc＜＜２ｔpｃｏｓαである場合、これは、
【０１３８】
【数２２】

【０１３９】
へとさらに単純化する。
【０１４０】
　上記近似（ｔc＜＜２ｔpｃｏｓα）は、特に、空気で満たされた潜望鏡ユニット３０を
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用いれば（または、潜望鏡媒体がキャビティ媒体と同じ場合）、実際に容易に実現可能で
ある。これは、下記でより詳細に検証される。
【０１４１】
　潜望鏡ユニット３０を適当な位置に備えれば、キャビティモードは、ここでも、整数の
波長に等しいキャビティの連続するパス間の光学経路差Δによって定義される（上記のエ
タロンおよび潜望鏡を有しないキャビティモードの定義と同様）。
【０１４２】
【数２３】

【０１４３】
これは、キャビティ長についての適当な式を用いる場合、下記を与える。
【０１４４】

【数２４】

【０１４５】
　これは、キャビティモード周波数νcについての下記の（近似された）式を与える。
【０１４６】

【数２５】

【０１４７】
　空気で満たされた潜望鏡レーザキャビティモードについての上記式と、エタロンモード
についての前述の式とを比較すると、
【０１４８】

【数２６】

【０１４９】
であるのに対して、
【０１５０】

【数２７】

【０１５１】
であることが認識され得る。
【０１５２】
　空気で満たされたエタロン１０について（または、エタロン媒体がキャビティ媒体と同
じである場合）、内部エタロン角βe＝αであるので、モード同調は、回転角度αに対し
て実質的に同じ依存性を有させることができ、単一モード（すなわち、モードホップなし
の）レーザ動作が、かなりの同調範囲にわたって達成され得る。
【０１５３】
　エタロン１０または潜望鏡ユニット３０のいずれかが、異なる率の材料を含有する場合
（および、上記近似ｔc＜＜２ｔpｃｏｓαを考慮すると）、同調一致は、近似にすぎない
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良好な単一モード（すなわち、モードホップなしの）性能を広い範囲にわたって提供する
ことが認識され得る。
【０１５４】
　潜望鏡ユニット３０におけるミラー２２、２４の構成は、レーザキャビティの有効光学
経路長を調整して、キャビティモードの周波数を移動させるためのキャビティ同調構成の
役割を実行し、選択されたキャビティモードの周波数は、キャビティ同調構成の回転によ
って選択的に調整可能である。
【０１５５】
　さらに、キャビティモードセレクタ（エタロン１０）およびキャビティ同調構成（潜望
鏡ユニット３０）が、互いに共回転することによって同時協調動作を実行する場合、エタ
ロンモード「ｋ」（選択特徴）およびキャビティモード「０」（選択されたキャビティモ
ード）のそれぞれの周波数は、少なくとも回転角度の所定の範囲にわたって、回転の角度
に対して実質的に同じ依存性を有して変化する。このような構成によって、レーザデバイ
ス１の周波数同調は、少なくとも、モードホッピングが抑制されるその所定範囲にわたっ
て提供される。
【０１５６】
　例えば、特許文献２において開示されているような回転エタロンのみと比較した、共回
転潜望鏡構成を用いることの利点が、ここで検証される。また、上述された近似の有効性
も検証される。
【０１５７】
　（例えば、ガラス製の、または別の媒体で満たされた間隙の両面にガラスの厚さを有す
る）回転エタロンのみを備えた、キャビティ内エタロン構成についてのキャビティモード
は、図８に示されるキャビティ内潜望鏡構成についてのキャビティモードと非常に類似し
た手法で導出され得る。
【０１５８】
　ガラス板を用いる場合、図８のＢＤセグメント、ＤＥセグメントおよびＢＦセグメント
は分析において取り上げられず、ＡＢセグメントおよびＡＣセグメントのみが関連する。
ガラス板（エタロン１０を表す）についての光学経路は、ｎgをガラスの屈折率とし、βg

をガラス内での内角として、図９に例示される。
【０１５９】
　光学経路は、下記のように定義される。
経路＝ｎc（ｔc－ＡＣ）＋ｎg（ＡＢ）
【０１６０】
　前述の分析から、
【０１６１】
【数２８】

【０１６２】
であることが既に知られている。
【０１６３】
　したがって、
【０１６４】



(22) JP 2017-519367 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

【数２９】

【０１６５】
　キャビティ内潜望鏡構成およびキャビティ内エタロン構成についての導出されたキャビ
ティ光学経路を比較すると、
潜望鏡経路＝ｎc（ｔc－ｔpｃｏｓα）＋３ｎpｔpｃｏｓβp

エタロン（ガラス板）経路＝ｎc（ｔc－ｔgｃｏｓα）＋ｎgｔgｃｏｓβg

【０１６６】
　これらは非常に類似しており、最終項（ｎｔ　ｃｏｓβ）の倍数において異なることが
分かる。両方の経路が、αとβとの両方に対する依存性を有する。しかしながら、重要な
相違点は、潜望鏡構成では、回転可能な潜望鏡ユニット３０を空気で満たすことによって
、αとβとが等しくされ得る（または、少なくとも、キャビティと同じ材料を有する、す
なわち、ｎp＝ｎc）という点である。上記で分かるように、式の左側の余弦項は、右側の
３つの余弦項のうちの１つを相殺し、潜望鏡経路を、
経路＝ｎc（ｔc－２ｔpｃｏｓα）
にまとめる。
【０１６７】
　同じことがエタロン１０について試行された場合、余弦項は互いを完全に相殺し、ｎc

ｔc項のみを残し、（ガラスが空気によって置換されているので、当然に）回転に対して
依存しない。キャビティおよびエタロン１０について別個で異なる屈折率を用いれば、α
とβとの両方に対する依存性は残存し、その結果、潜望鏡構成について存在するような、
回転角度に対するキャビティモード周波数の純粋な逆余弦依存性は存在しない。
【０１６８】
　さらに、上述されたように、潜望鏡構成では、ｔc＜＜２ｔpｃｏｓαという付加的な近
似が行われることができ、αに対するほぼ純粋な余弦依存性に経路をまとめ、
【０１６９】
【数３０】

【０１７０】
キャビティモード周波数νcへのほぼまたは実質的に純粋な逆余弦依存性を残す。
【０１７１】
【数３１】

【０１７２】
　この近似（ｔc＜＜２ｔpｃｏｓα）は、図１０Ａに例示されるような回転可能な潜望鏡
ユニット３０についての構成を使用して、実際に容易に達成され得る。キャビティ長ｔc

は、どのような任意の値、例えば、ゼロにされてもよい。それは、負数にすらされてもよ
い。キャビティ長ｔcは、潜望鏡ユニット３０とエタロン１０との最良の同調一致を得る
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ように、設計によって設定される。例えば、エタロン１０は固体ガラスであるが、潜望鏡
ユニット３０が空気で満たされている場合、正のキャビティ長ｔcは、最良の同調範囲を
達成することができる。両方が空気で満たされている場合、キャビティ長ｔc＝０が原理
上は最良であるが、実際には、ゼロに近い何らかの値が典型的である。（コリメートレン
ズ、フィルタ基板およびガラス基板などの）ガラス厚に応じて、最適なキャビティ長ｔc

は、実際にわずかに負となり得る。
【０１７３】
　図１０Ｂは、潜望鏡ユニット３０内に、２つの代わりに、４つのミラー２２ａ、２２ｂ
、２４ａおよび２４ｂを有する、図１０Ａのバリエーションを示す。右側の隣接するミラ
ー２２ａ、２２ｂのペアは、再帰反射器（例えば、屋根型プリズム、キャッツアイ反射器
またはコーナー反射器）などの単一の構成要素によって提供されてもよく、左側の隣接す
るミラー２４ａ、２４ｂのペアについても同様である。
【０１７４】
　要約すれば、回転可能な潜望鏡構成の重要な利点は、エタロン応答に対する一致（また
は、少なくともさらにずっと近い近似）であり、それにより、キャビティモードおよびエ
タロンモードは、（何らかの近似が行き詰まり始める前に）同期して、同じレートで、よ
り広い範囲で、周波数軸に沿ってシフトする。空気で満たされたエタロン１０、およびゼ
ロに近いｔcを有する、空気で満たされた潜望鏡ユニット３０は、典型的には、（潜在的
に、実際には、中心波長の数パーセントの単一モード同調範囲で）最良の性能を与える。
中空でないエタロンおよび正のｔcを用いても、同調範囲は、特許文献２の過去に考慮さ
れた方式よりも、やはり改善される（例えば、中心波長の０．５％よりも大きい）。
【０１７５】
　図６に例示される方式の１つの実際的な構成が、図１１に示される。図１１は、図１か
らの光学利得媒体２およびコリメートレンズ８を示すことによって、および、潜望鏡ユニ
ット３０を矢印３１によって示される方向へ回転させるように構成されたアクチュエータ
４０を示すことによって、図６に示された表現とは異なる。アクチュエータ４０は、その
ような動作を実行するための必要なモータおよび制御エレクトロニクス（図示せず）の全
てを含んでおり、その詳細は、当業者には容易に明らかとなるであろう。例えば、回転動
作について、軸を駆動するモータを提供することは必須ではないが、当業者は、そのよう
な動作が、代わりに、適切な結合およびピボットと組み合わせた１または複数の線形駆動
によって達成され得ることを容易に理解するであろう。
【０１７６】
　この点において、回転可能なグループまたはユニット３０の並進は、レーザデバイス１
の同調に対して影響を与えず、その結果、本方式が並進に対して堅固であることも留意さ
れるべきである。したがって、回転動作を提供するためにどのような機構が用いられても
、本方式は、同時に導入されるいかなる並進動作に対しても影響を受けない。これは、本
方式を堅固にし、複雑な動作制御機構が必要とされないことを意味する。
【０１７７】
　しかしながら、端部ミラー２８が、例えば機械的ドリフトに起因して、傾斜した場合、
レーザキャビティは配置から外れることがある。この問題を克服するために、および改善
された安定性を提供するためには、端部ミラー２８を、図１１に概略的に例示されるよう
なキャッツアイ反射器またはコーナー反射器などの再帰反射構成要素と置換することが望
ましい。キャッツアイ反射器は、屈折要素の焦点面が反射面と一致するように配置された
、屈折光学要素と反射面と（典型的には、透明な球体と球状のミラーと）を備える。コー
ナー反射器は、立方体の角部を形成するように配置された、３つの互いに垂直な反射面の
セットを備える。
【０１７８】
　エタロン１０およびフィルタ２０は、回転可能なユニット３０内の光学経路に沿った任
意の場所に配置されてもよく、図６、図１０および図１１に例示された場所に配置される
必要はないことが、当然ながら認識されるであろう。エタロン１０およびフィルタ２０は



(24) JP 2017-519367 A 2017.7.13

10

20

30

40

50

各々、回転可能なユニット３０を通過する光学経路の底部区間、中間区間および上部区間
のうちのいずれか１つに沿った任意の位置において、個々に独立して置かれ得る。エタロ
ン１０およびフィルタ２０は、光学経路の同じ区間に沿って、互いに隣接して配置されて
もよい。実際に、エタロン１０およびフィルタ２０の役割は、いくつかの実施形態におい
ては、単一の構成要素に組み合わせられてもよい。
【０１７９】
　キャビティにおいて用いられる利得材料に応じて、使用可能な単一モード動作範囲を最
大化するために、材料分散を補償するように潜望鏡形状をわずかにオフセットさせること
は有利となり得る。幾何学的誤差を導入することの代替案として、同じように、補償分散
構成要素をキャビティ内に導入し、または（ダイオード注入電流などの）動作パラメータ
を調整して、同じことを達成してもよい。
【０１８０】
　図１１に示される構成を参照すると、潜望鏡ユニット３０のアクションに起因する、端
部反射器２８におけるレーザビームの側方動作が、一定の要求の厳しい適用例において必
要とされる高精度で再帰反射器方式を実装することを困難にし得ることを、本出願は認識
した。この問題は、図１２に例示されるような変形された方式を用いて克服されて、改善
された安定性を提供することができる。
【０１８１】
　方式図１２は、図１１に示された方式に厳密に基づいており、重要な相違点は、回転可
能な潜望鏡ユニット３０を通じてレーザビームが戻される点であり、これを達成するため
の付加的な反射器２９（再帰反射構成要素であってもよい）を備える。付加的な反射器２
９は、図６を参照しつつ上述された反射要素の第１の構成の一部を形成し、事実上、ここ
では（反射器２８ではなく）レーザキャビティの端部反射器である。図１２において、エ
タロン１０およびフィルタ２０は、戻りビームがエタロン１０およびフィルタ２０を通過
しない、単一の要素として示される（ただし、別の実施形態においては、必要とされない
場合であっても、戻りビームがこれらのうちの一方または両方を通過し得る）。このよう
な構成は、回転角度に対する、選択されたキャビティモード周波数の逆余弦依存性を維持
し、その結果、潜望鏡構成の上述された利点が、やはり適用される。
【０１８２】
　反射器２８は、側方変位構成要素（例えば、屋根型プリズム、コーナー立方体またはレ
ンズ／反射器など）によって置換されて、構成要素の配置を簡単にし、ビームクリッピン
グおよびエタロン１０を通じた入射角の調整（compliation）を回避する。これは、図１
３に例示されており、図１３は、側方変位構成要素を反射器２８として用いることが、構
成要素１０、２０と、点鎖線で示されるビームとの間に、より大きな間隔を生み出したこ
とを実証する。
【０１８３】
　回転可能な潜望鏡ユニット３０は回転させられることが上述されているが、重要なこと
は、他の構成要素に対するユニット３０の回転である。したがって、代わりに、ユニット
３０を固定し、他の構成要素を回転させること、または組み合わせを用いて相対的な回転
を達成することが可能である。
【０１８４】
　上述された実施形態において、エタロン１０は、キャビティモードセレクタの役割を実
行する。しかしながら、本発明は、エタロンをキャビティモードセレクタとして用いるこ
とに限定されない。より一般的には、本発明と共に用いるためのキャビティモードセレク
タは、特定のキャビティモードと周波数を揃えることが可能な選択特徴（例えば、エタロ
ンのモードピークなど）を備えた周波数応答を有して、そのキャビティモードが他のキャ
ビティモードより優先されてレーザ発振するように促す。例えば、キャビティモードセレ
クタは、回折格子であってもよい。
【０１８５】
　選択特徴は、周波数応答における正確な最大値点に対応する必要はないが、その最大値
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を包含する有限範囲の周波数に及ぶとみなされ得ることも認識されるであろう。したがっ
て、選択特徴がエタロンモード利得におけるピークであるエタロンの場合において、選択
特徴は、それ自体の最大値のみである必要はない。むしろ、「ピーク」または「選択特徴
」は、例えば、ピークの高さの半分もしくはピークの範囲の何らかの他の適切な定義まで
、その最大値の両側に拡張してもよい。この文脈における「ピーク」は、有限幅の特徴で
あり、必ずしも最大値点を意味するとは限らない。
【０１８６】
　したがって、本明細書において、選択特徴がキャビティモード周波数と揃えられると述
べられる場合には、どのように定義されたものであれ、選択特徴の任意の部分がキャビテ
ィモード周波数と揃えられれば十分である。特に、選択特徴のピークの最大値がキャビテ
ィモードのピークと正確に揃えられることは、そのことが最良の同調性能を達成するため
に好適であり得るとしても、実際には必要ではない。必要なことは、選択特徴が、選択さ
れたキャビティモードの周波数と揃えられる場合に、そのキャビティモードが他のキャビ
ティモードより優先してレーザ発振するように促すことである。
【０１８７】
　さらに、上記実施形態は、レーザデバイスの同調を達成するための、構成要素の相対的
な回転を説明するが、同調が並進によって、または組み合わせられた回転および並進によ
ってすら影響を受けることが考えられる。一般に、キャビティモードセレクタ周波数プロ
ファイルの選択特徴の周波数は、キャビティモードセレクタの所定の動作によって選択的
に調整可能であるべきである。
【０１８８】
　同様に、上述された潜望鏡構成は、レーザキャビティの有効光路長を調整して、キャビ
ティモードの周波数を移動させるためのキャビティ同調構成の１つの例にすぎず、（選択
されたキャビティモードの周波数を選択的に調整するための）有効光路長の同調は、一般
に、キャビティ同調構成の所定の動作が回転または並進または組み合わせられた回転およ
び並進であれ、キャビティ同調構成の所定の動作によって影響を受け得る。
【０１８９】
　一般的な場合において、アクチュエータは、キャビティモードセレクタおよびキャビテ
ィ同調構成に同時協調動作を実行させるように構成され、選択特徴および選択されたキャ
ビティモードのそれぞれの周波数は、同時協調動作を特徴付けるパラメータに対する実質
的に同じ依存性を有して、少なくともそのパラメータの所定の範囲にわたって、同時協調
動作の結果として変化する。
【０１９０】
　したがって、構成要素は、一緒に回転するように物理的に結合される必要はないが、例
えば、独立して、ただし、協調して、回転され得る。例えば、選択特徴の周波数および選
択されたキャビティモードの周波数が、回転角度に対して同じ依存性を有するとすれば、
構成要素は、角回転において全く同じ変化を有して独立して回転させられてもよい。同時
協調動作を特徴付けるパラメータは、この場合には、単なる回転角度である。
【０１９１】
　選択特徴の周波数および選択されたキャビティモードの周波数が、回転角度に対して同
じ依存性を有しない場合、動作は、適宜協調され得る。例えば、周波数は、回転角度に対
して、等しいが逆の依存性を有し得る。この場合において、構成要素は、同じレートで逆
向きに回転させられ得る。同時協調動作を特徴付けるパラメータは、構成要素のうちの１
つの回転角度であり得る。なぜなら、その他の構成要素の回転角度は、単に構成要素のう
ちの１つの回転角度の負数となるからである。
【０１９２】
　あるいは、１つの構成要素が逆ｃｏｓθ依存性を有してもよく、一方で、その他の構成
要素が逆ｃｏｓ２θ依存性を有してもよい。この場合において、第２の構成要素は、第１
の構成要素の半分のレートで回転させられ得る。同時協調動作を特徴付けるパラメータは
、第１の構成要素の回転角度として定義され、またはみなされ得る。なぜなら、その他の
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構成要素の回転角度は、単に第１の構成要素の回転角度の２倍となるからである。単一の
パラメータ（θ）のみが、両方の構成要素の同時協調動作を特徴付けるために必要とされ
る。
【０１９３】
　あるいは、１つの構成要素が逆ｃｏｓα依存性を有してもよく、一方で、その他の構成
要素は、逆ｃｏｓβ依存性を有してもよい。この場合において、第２の構成要素は、αと
βとの間の関係に応じて、第１の構成要素と異なるレートで回転させられ得る。同時協調
動作を特徴付けるパラメータは、αもしくはβとして、または、これら２つの何らかの組
み合わせもしくは関数として定義され得る。
【０１９４】
　同様の考察は、フィルタ２０についても適用される。例えば、図５を参照しつつ、単一
のブロードピークを有するブロードバンドフィルタ（例えば、多層フィルタなど）が説明
されたが、フィルタ２０についての他の可能性が存在する。一般に、フィルタは、（ａ）
選択されたキャビティモードと揃えられたキャビティモードセレクタの選択特徴と周波数
を揃えることが可能なフィルタ機能を有し、かつ、（ｂ）キャビティモードセレクタの周
波数応答と組み合わさって、選択されたキャビティモードが他のキャビティモードより優
先してレーザ発振するように促す、組み合わせられた周波数応答を生み出す周波数応答を
有するべきである。ここでも、フィルタ機能は、典型的には、有限幅の特徴である。
【０１９５】
　例えば、代替案は、第２の共回転エタロンをフィルタ２０として用いることであり、第
２のエタロンは、モード選択エタロン１０とはわずかに異なる光学経路２ｎeＬeを有し、
それにより、モードピークの１つのペアのみがレーザ材料利得帯域内で一致し、または、
少なくとも、レーザ発振モードに対していかなる現実的な影響も有しないように十分に抑
制される材料利得において任意の付加的な一致するピークが発生する。これは、図１４に
例示される。このような方式を用いれば、エタロン１０およびフィルタ２０の役割は、選
択されたキャビティモードが他のキャビティモードより優先してレーザ発振するように促
す、組み合わせられた周波数応答を有する、単一の構成要素へと効果的に組み合わせられ
る。組み合わせられたエタロン１０およびフィルタ２０構成要素の全体的な利得プロファ
イルを微調整して、例えば、よりはっきりとしたもしくはより明確な中央ピークを得るた
めに、または中心を外れたピークのより良好な抑制を提供するために、３つ以上のエタロ
ンがこのようにして積層されてもよいことも認識されるであろう。
【０１９６】
　また、フィルタは、その他の構成要素に物理的に結合されて、これらと共に移動する必
要はない。アクチュエータは、フィルタ要素、キャビティモードセレクタおよびキャビテ
ィ同調構成のうちの２つ以上に同時協調動作を実行させるように構成され、揃えられた選
択特徴、フィルタ機能および選択されたキャビティモードのそれぞれの周波数は、同時協
調動作を特徴付けるパラメータに対して実質的に同じ依存性を有して、少なくともそのパ
ラメータの所定の範囲にわたって変化する。
【０１９７】
　上記を考慮すると、本発明の実施形態は、独立して動作可能であるが、アクチュエータ
４０によって同時協調動作を実行させられるキャビティモードセレクタ１０、キャビティ
同調構成３０およびフィルタ要素２０を示す図１５において、（概略的ではあるが）より
一般的に例示される。アクチュエータ４０は、キャビティモードセレクタ１０、キャビテ
ィ同調構成３０およびフィルタ要素２０を制御して、同時協調動作を実行するように構成
され、キャビティモードセレクタ１０、キャビティ同調構成３０およびフィルタ要素２０
のそれぞれの特徴的な周波数は、同時協調動作を特徴付けるパラメータに対して実質的に
同じ依存性を有して、少なくともそのパラメータの所定の範囲にわたって、その同時協調
動作の結果として変化する。
【０１９８】
　いくつかの利点は、キャビティモードセレクタ１０、キャビティ同調構成３０およびフ
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ィルタ要素２０のうちの１つ（ただし、２つではない）の協調動作が緩和されても、また
は、キャビティモードセレクタ１０、キャビティ同調構成３０およびフィルタ要素２０の
うちの１つ（ただし、２つではない）が、同時協調動作を特徴付けるパラメータに対して
同じ依存性を有していなくても、やはり得られることが認識されるであろう。そうするこ
とは、例えば、３つの構成要素全てが同じ依存性を有し、かつ、動作が協調される場合と
同じほど単一モード同調範囲が広くないことを意味する。したがって、本発明は、図１５
に例示される構成要素１０、２０および３０のうちの２つ以上の任意の組み合わせに対し
て適用されることを意図される。
【０１９９】
　構成要素１０、２０および３０の各々の動作に対する独立した制御により、基礎となる
理論上の依存性が（例えば）回転角度に対する逆余弦依存性であったとしても、これらの
構成要素のうちの１または複数が、その理論上の依存性から逸脱する場合（例えば、近似
が行き詰まり始める場合）、アクチュエータは、所望の動機を回復するために、動作を適
宜調整するように構成され得る。
【０２００】
　ミラーの「潜望鏡構成」という表現の意味は、当業者によって十分に理解されるであろ
うが、誤解を避けるために、複数のミラーが光学的に直列に配置される構成を意味すると
理解され得る。光学的に直列とは、直列の各ミラーが、もしあれば、直列の次のミラーの
方へ光を向けるように配置されることを意味する（直列の最後のミラーは、光を潜望鏡構
成から離れて、上述された第１の構成のミラーの方へ向ける）。ミラーは、この文脈にお
いて、少なくとも部分的に反射的な表面であり、または少なくとも部分的に反射的な表面
を有するものとして理解され得るが、限定となることは意図されない（例えば、単一の反
射要素は、隣接していてもいなくても、任意の数の反射面から構成されてもよく、反射機
能は、例えば、回折格子によって提供されてもよい）。したがって、「反射要素」という
、より一般的な用語が、「ミラー」の代わりに用いられ得る。潜望鏡構成のミラーは、図
６から図８および図１０から図１２に例示されるように平行である必要はない。しかしな
がら、非平行な構成は、構成の並進に対してキャビティ経路が影響を受けないという上述
された利点を潜在的に損なう。すなわち、ミラーの非平行な配置の並進は、キャビティ経
路に影響を及ぼし得る。また、図６から図８および図１０から図１２に例示されるように
、３つ以上のミラーが存在してもよい。
【０２０１】
　そのような代替的な潜望鏡構成の選択肢は、図１６に概略的に例示される。代替案（Ａ
）は、回転可能な潜望鏡ユニット３０を構成する平行な端部ミラーと４つの平行な潜望鏡
ミラーとを有する。代替案（Ｂ）は、２つの非平行な端部ミラーと共に、回転可能な潜望
鏡ユニット３０を構成する３つの平行な潜望鏡ミラーを有する。代替案（Ｃ）は、２つの
非平行な端部ミラーと共に、回転可能な潜望鏡ユニット３０を構成する２つの非平行な潜
望鏡ミラーを有する。代替案（Ｄ）は、２つの非平行な端部ミラーと共に、回転可能な潜
望鏡ユニット３０を構成する３つの非平行な潜望鏡ミラーを有する。代替案（Ｅ）は、２
つの潜望鏡を有しており、ある意味で、図１２の「ダブルパス」（または「マルチパス」
）実施形態と同様である。なぜなら、ビームは、利得媒体２（例えば、左下のミラー）に
関連付けられた端部ミラーへ戻る前に、同じ方向の各パスにおいて異なる潜望鏡を介して
ではあるが、潜望鏡ユニット３０を各方向に２回通過するからである。代替案（Ｅ）の２
つの潜望鏡を用いれば、一方が光学経路を増加させ、一方が光学経路を減少させるので、
これらが異なるｔp値（または入射角）を有するならば、純粋な逆余弦応答が存在する。
しかしながら、戻り光学部（理想的には、再帰反射器）上のビームは、対称的な場合にお
いてのみ完全に固定となる。平行な端部ミラー（および偶数個の潜望鏡ミラー）を有する
代替案（Ａ）のみが、構成３０の並進に対してキャビティ経路が影響を受けないことを実
証することに留意されたい。代替案（Ｆ）は、実際上、図１２の「ダブルパス」（または
「マルチパス」）実施形態のより直接的な変形例となるものを例示しており、上側の点線
の輪郭内の２つのミラーが図１２のミラー２２に対応し、下側の点線の輪郭内の２つのミ
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ラーが図１２のミラー２４に対応する。これは、２つ以上のミラーまたは反射面が潜望鏡
構成３０の反射要素を構成するとみなされ得ることを例示する。
【０２０２】
　図１６を参照しつつ説明された例の各々において、および上記に例示された実施形態に
おいて、周波数同調可能なレーザデバイスは、反射要素の第１の構成と反射要素の第２の
構成とを備える。第１の構成の反射要素と第２の構成の反射要素とは共に、レーザデバイ
スのレーザキャビティを定義する。レーザキャビティは、レーザデバイスがレーザ発振す
ることが可能な複数のキャビティモードを提供し、各キャビティモードは、異なるそれぞ
れのモード周波数を有する。第２の構成の反射要素は、レーザキャビティの有効光学経路
長を調整して、キャビティモードの周波数を移動させるためのキャビティ同調構成を提供
する。キャビティ同調構成の反射要素は、光学的に直列に配置される。レーザキャビティ
の有効光学経路長は、特定の自由度での回転などの、キャビティ同調構成の所定の動作に
よって、選択的に調整可能である。
【０２０３】
　また、「ダブルパス」（または「マルチパス」）例の場合、第１の構成の反射要素は、
第１の構成要素の同じ反射要素へ戻る前に、キャビティ同調構成の直列の反射要素を各方
向に２回通過する、レーザキャビティについての光学経路を定義するように配置される。
例えば、図１２を参照すると、光学経路は、第１の構成の同じ反射要素（すなわち、光学
利得媒体２の後面６（図１参照））へ戻る前に、キャビティ同調構成３０の反射要素２２
、２４を第１の方向または第１の順序（２２、次いで、２４）で、次いで、反対の方向ま
たは反対の順序（２４、次いで、２２）で、次いで、再び第１の方向または第１の順序（
２２、次いで、２４）で、次いで、再び反対の方向または反対の順序（２４、次いで、２
２）で通過する。光学利得媒体２の後面６は、第１の構成の反射要素のうちの１つを形成
することが分かる。
【０２０４】
　上述の通り、キャビティモードセレクタは、選択されたキャビティモードに他のキャビ
ティモードより優先してレーザ発振させるように促すように構成された周波数応答を有す
る。実際には、キャビティモードのうちのいずれがレーザ発振するかを最終的に決定する
のは、デバイスの任意の他の要素の周波数応答と組み合わせられたキャビティモードセレ
クタの周波数応答であることが認識されるべきである。例えば、キャビティモードセレク
タが、それ自体では必ずしも単一基本キャビティモードをもたらすとは限らないが、単一
基本キャビティモードを提供するために、それに対処する周波数応答を有する固定された
（回転しない、または動かない）光学構成要素と組み合わせられ得る周波数応答を有する
ことがあり得る。キャビティモードセレクタは、選択されたキャビティモードが他のキャ
ビティモードより優先して（すなわち、必ずしも全部ではないが、少なくとも一部の他の
キャビティモードより優先して）レーザ発振するように促すように動作すれば十分である
。換言すれば、周波数プロファイルの選択特徴は、必ずしも単一のキャビティモードを生
成するのには完全ではないが、他の構成要素（レーザ媒体の自然利得プロファイルを含む
）に依拠して、より確かな基本モードの選択を精緻化し、または、より確かな基本モード
を提供し得る。
【０２０５】
　実際に、キャビティモードセレクタは、２つ以上のそのような選択特徴を有してもよく
、これらは、キャビティモードセレクタの周波数応答において実質的に等しいプロミネン
スであり得る。そのようなキャビティモードセレクタの例は、エタロン１０であり、その
ようなキャビティモードセレクタを用いる場合には、エタロンと組み合わせられて所望の
応答を生成するフィルタを提供することが好適であることが、上記に解説されている。過
去に考慮された構成において、フィルタは固定であったのに対して、本明細書では、改善
された性能のために、フィルタがエタロンと共回転し得ることが提案される。
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