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(57)【要約】
【課題】空気屈折率の補正を行う光学系のスペースを抑
え、且つ光学的距離の測定精度を高めることが可能な屈
折率補正法を提供する。
【解決手段】互いに異なる周波数で且つ所定の周波数間
隔で分布するスペクトルを二以上含む光周波数コムを測
定領域中で伝搬させる工程と、二以上の前記スペクトル
の搬送波を前記測定領域中で伝搬させた際の第一光学的
距離を測定し、二以上の前記スペクトルの包絡線を構成
する波束を前記測定領域中で伝搬させた際の第二光学的
距離を測定する工程と、前記第一光学的距離と前記第二
光学的距離との第一光学的距離差を得る工程と、前記第
一光学的距離に基づいて算出される第一屈折率又は前記
第二光学的距離に基づいて算出される第二屈折率を前記
第一光学的距離差に基づいて補正する工程と、を備える
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定領域中を第一速度で伝搬する第一波と、前記第一波の中心波長と同一の中心波長で
あり、且つ前記測定領域中を前記第一速度とは異なる第二速度で移動する第二波と、を同
一の光源から前記測定領域中に出射する工程と、
前記第一波を前記測定領域中で伝搬させた際の第一光学的距離と、前記第二波を前記測
定領域中で伝搬させた際の第二光学的距離とをそれぞれ測定する工程と、
前記第一光学的距離と前記第二光学的距離との光学的距離差を得る工程と、
前記第一光学的距離に基づいて算出される第一屈折率又は前記第二光学的距離に基づい
て算出される第二屈折率を前記光学的距離差に基づいて補正する工程と、
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を備える屈折率補正法。
【請求項２】
前記光源とは、互いに異なる周波数で且つ所定の周波数間隔で分布するスペクトルを二
以上含む第一光周波数コムを発する第一光周波数コム光源であり、
前記第一波とは、二以上の前記スペクトルの搬送波であり、
前記第二波とは、二以上の前記スペクトルの包絡線を構成する波束であって、
前記第一光学的距離と前記第二光学的距離とをそれぞれ測定する工程において、
前記搬送波の位相差屈折率に基づいて前記第一光学的距離を測定し、前記波束の群屈
折率に基づいて前記第二光学的距離を測定する請求項１に記載の屈折率補正法。
【請求項３】
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前記第一波の中心波長と前記第二波の中心波長との何れとも異なる中心波長の第三波を
前記測定領域中で伝搬させる工程と、
前記第三波を前記測定領域中で伝搬させた際の第三光学的距離を測定する工程と、
前記第一光学的距離又は前記第二光学的距離と前記第三光学的距離との第二光学的距離
差を得る工程と、
をさらに備え、
前記第一屈折率又は前記第二屈折率を補正する工程に替えて、
前記第一屈折率又は前記第二屈折率を前記第一光学的距離差及び前記第二光学的距離
差に基づいて補正する工程と、
を備える請求項１に記載の屈折率補正法。
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【請求項４】
前記第三波とは、互いに異なる周波数で且つ所定の周波数間隔で分布するスペクトルを
二以上含み、且つ前記第一波の中心波長と前記第二波の中心波長との何れとも異なる中心
波長を有する第二光周波数コムの二以上の前記スペクトルの搬送波及び前記第二光周波数
コムの二以上の前記スペクトルの包絡線を構成する波束のうち少なくとも一方である請求
項３に記載の屈折率補正法。
【請求項５】
請求項１又は請求項２に記載の屈折率補正法を用いた距離測定法であって、
前記第一光学的距離差に基づいて前記測定領域内に存在する測定対象の形状を示す幾何
学的距離を算出する工程を備える距離測定法。
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【請求項６】
請求項３又は請求項４に記載の屈折率補正法を用いた距離測定法であって、
前記第一光学的距離差及び前記第二光学的距離差に基づいて前記測定領域内に存在する
測定対象の形状を示す幾何学的距離を算出する工程を備える距離測定法。
【請求項７】
測定領域中を第一速度で伝搬する第一波と、前記第一波の中心波長と同一の中心波長で
あり、且つ前記測定領域中を前記第一速度とは異なる第二速度で移動する第二波と、を出
射する光源と、
前記光源から出射した前記第一波同士を干渉させる第一干渉部と、
前記光源から出射した前記第二波同士を干渉させる第二干渉部と、
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前記第一干渉部において干渉した前記第一波同士の第一干渉縞を取得し、取得した前記
第一干渉縞の間隔に基づいて前記第一光学的距離を測定する第一光学的距離測定部と、
前記第二干渉部において干渉した前記第二波同士の第二干渉縞を取得し、取得した前記
第二干渉縞の間隔に基づいて前記第二光学的距離を測定する第二光学的距離測定部と、
前記第一光学的距離と前記第二光学的距離との差を得る光学的距離差算出部と、
前記第一光学的距離と前記第二光学的距離との差に基づいて前記測定領域内に存在する
測定対象の形状を示す幾何学的距離を算出する幾何学的距離算出部と、
を備える距離測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、屈折率補正法、距離測定法及び距離測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
距離を測定する方法の一つに、光波を用いた距離測定法がある。光波を用いた距離測定
法によって求められる幾何学的距離Ｌと、実際に測定値として得られる光学的距離Ｌ１と
、光波が伝搬した測定領域中の屈折率ｎ１との間には、（１）式に示す関係が成り立つ。
【０００３】
【数１】
20

【０００４】
測定領域中が真空であれば、屈折率ｎ１＝１（一定）となる。測定領域が空気環境下で
ある場合には、屈折率ｎ１（以下、空気屈折率という場合がある）は、気温、気圧や湿度
等の環境パラメータに依存する。空気屈折率ｎ１は、Ｅｄｌｅｎの経験式やＣｉｄｄｏｒ
の経験式から導出されることが知られている。
【０００５】
実際には、環境パラメータは時間的・空間的に変動しているため、その変動に伴い空気
屈折率も変動する。従って、空気屈折率を正確に求めるためには、環境パラメータを時間
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的・空間的に細かく測定し、前記経験式に基づき、環境パラメータの測定値を用いて空気
屈折率を随時補正する必要がある。ところが、環境パラメータを細かく測定するために、
測定領域中における温度計や気圧計等の計測器の数を増やすとなると、測定領域中の環境
状態の推定の複雑化や、設置作業量及び設置費用の増大等を招く。また、測定領域が地上
と衛星等の飛行物との間である場合のように、そもそも測定領域内に予め環境パラメータ
を測定する計測器を設置すること自体が難しい場合もある。
【０００６】
上述した状況等もあって、環境パラメータを測定する計測器を設置しなくても空気屈折
率をより正確に補正する方法が求められていた。
このような方法の一つに、所謂、「２色法」と呼ばれる方法がある。２色法は、互いに
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異なる波長の二つの光を用いて、各波長における光学的距離を同時に測定することで、そ
れらの光学的距離の差を用いて空気屈折率を補正する方法である。近年では、測定技術の
進展も伴い、２色法による地殻歪みの精密計測や、前記経験式との高精度な比較等も実現
されている。
【０００７】
２色法では、互いに異なる波長の二つの光を用いた光学的距離の測定を高精度に行うこ
とが重要であり、高安定且つ高分解能なレーザー光源及び測定方法が必要となる。この点
をふまえ、光源として光周波数コム光源を用い、測定方法として干渉計測法を採用した２
色法が提案されている。
例えば、特許文献１には、光周波数コム光源を用い、この光周波数コム光源から発せら
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れた第一の光パルスとその第二高調波として生成された第二の光パルスとを用いて、各々
の光パルスにおいて同一パルス列に属する異なるパルス同士の干渉計測を行い、空気屈折
率の自己補正を行う空気屈折率補正法が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Ｋ．Ｍｉｎｏｓｈｉｍａ，Ｋ．Ａｒａｉ，Ｈ，Ｉｎａｂａ，
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ｘｐｒｅｓｓ，Ｖｏｌ．１９，２６０９５（２０１１）．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
しかしながら、特許文献１に開示されている空気屈折率補正法では、第一の光パルスを
発生させる光周波数コム光源と、第二の光パルスを発生させる光学系とを用いるため、空
気屈折率の補正を行う光学系のスペースが大きくなるという問題がある。また、異なる二
つの波長の光パルスを用いるため、光学系における色収差が大きくなり、光学的距離の測
定精度が低下するという問題がある。光学系における色収差を抑えるために、空気屈折率
の補正を行う光学系に各波長で最適化された光学部品を用いるという対策が考えられるが
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、その対策では使用する光学部品の数が増え、空気屈折率の補正を行う光学系のスペース
がますます大きくなり、且つ使用する光学部品のコストが高くなるという別の問題が生じ
る。
【００１０】
本発明は、上記問題を解決するためになされたものであって、空気屈折率の補正を行う
光学系のスペースを抑え、且つ光学的距離の測定精度を高めることが可能な屈折率補正法
、前記屈折率補正法に基づく距離測定法及び前記距離測定法を用いた距離測定装置を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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本発明の屈折率補正法は、測定領域中を第一速度で伝搬する第一波と、前記第一波の中
心波長と同一の中心波長であり、且つ前記測定領域中を前記第一速度とは異なる第二速度
で移動する第二波と、を同一の光源から前記測定領域中に出射する工程と、前記第一波を
前記測定領域中で伝搬させた際の第一光学的距離と、前記第二波を前記測定領域中で伝搬
させた際の第二光学的距離とをそれぞれ測定する工程と、前記第一光学的距離と前記第二
光学的距離との光学的距離差を得る工程と、前記第一光学的距離に基づいて算出される第
一屈折率又は前記第二光学的距離に基づいて算出される第二屈折率を前記光学的距離差に
基づいて補正する工程と、を備えることを特徴とする。
ここで、「測定領域」は、真空ではなく、何らかの分散媒質が存在し、屈折率の変動が
生じ得る領域であることを示す。
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【００１２】
上述の屈折率補正法において、前記光源とは、互いに異なる周波数で且つ所定の周波数
間隔で分布するスペクトルを二以上含む第一光周波数コムを発する第一光周波数コム光源
であり、前記第一波とは、二以上の前記スペクトルの搬送波であり、前記第二波とは、二
以上の前記スペクトルの包絡線を構成する波束であって、前記第一光学的距離と前記第二
光学的距離とをそれぞれ測定する工程において、前記搬送波の位相差屈折率に基づいて前
記第一光学的距離を測定し、前記波束の群屈折率に基づいて前記第二光学的距離を測定し
てもよい。
【００１３】
また、上述の屈折率補正法において、前記第一波の中心波長と前記第二波の中心波長と
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の何れとも異なる中心波長の第三波を前記測定領域中で伝搬させる工程と、前記第三波を
前記測定領域中で伝搬させた際の第三光学的距離を測定する工程と、前記第一光学的距離
又は前記第二光学的距離と前記第三光学的距離との第二光学的距離差を得る工程と、をさ
らに備え、前記第一屈折率又は前記第二屈折率を補正する工程に替えて、前記第一屈折率
又は前記第二屈折率を前記第一光学的距離差及び前記第二光学的距離差に基づいて補正す
る工程と、を備えてもよい。
【００１４】
また、上述の屈折率補正法において、前記第三波とは、互いに異なる周波数で且つ所定
の周波数間隔で分布するスペクトルを二以上含み、且つ前記第一波の中心波長と前記第二
波の中心波長との何れとも異なる中心波長を有する第二光周波数コムの二以上の前記スペ
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クトルの搬送波及び前記第二光周波数コムの二以上の前記スペクトルの包絡線を構成する
波束のうち少なくとも一方であってもよい。
【００１５】
本発明の距離測定法は、上述の屈折率補正法を用いた距離測定法であって、前記第一光
学的距離差に基づいて前記測定領域内に存在する測定対象の形状を示す幾何学的距離を算
出する工程を備えることを特徴とする。
【００１６】
本発明の距離測定法は、上述の屈折率補正法を用いた距離測定法であって、前記第一光
学的距離差及び前記第二光学的距離差に基づいて前記測定領域内に存在する測定対象の形
状を示す幾何学的距離を算出する工程を備えることを特徴とする。
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【００１７】
本発明の距離測定装置は、測定領域中を第一速度で伝搬する第一波と、前記第一波の中
心波長と同一の中心波長であり、且つ前記測定領域中を前記第一速度とは異なる第二速度
で移動する第二波と、を出射する光源と、前記光源から出射した前記第一波同士を干渉さ
せる第一干渉部と、前記光源から出射した前記第二波同士を干渉させる第二干渉部と、前
記第一干渉部において干渉した前記第一波同士の第一干渉縞を取得し、取得した前記第一
干渉縞の間隔に基づいて前記第一光学的距離を測定する第一光学的距離測定部と、前記第
二干渉部において干渉した前記第二波同士の第二干渉縞を取得し、取得した前記第二干渉
縞の間隔に基づいて前記第二光学的距離を測定する第二光学的距離測定部と、前記第一光
学的距離と前記第二光学的距離との差を得る光学的距離差算出部と、前記第一光学的距離
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と前記第二光学的距離との差に基づいて前記測定領域内に存在する測定対象の形状を示す
幾何学的距離を算出する幾何学的距離算出部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、空気屈折率の補正を行う光学系のスペースを抑え、且つ周波数領域に
おいて二以上含む光周波数コムの高精度な周波数制御性を活用することで、干渉測定等に
より光学的距離の測定精度を高めることが可能な屈折率補正法、前記屈折率補正法に基づ
く距離測定法及び前記距離測定法を用いた距離測定装置が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】本発明に係る屈折率補正法の原理を説明するための模式図である。
【図２】本発明に係る屈折率補正法で用いられる光周波数コムの原理を説明するための模
式図である。
【図３】本発明に係る距離測定装置の第一実施形態を示す概略図である。
【図４】本発明に係る距離測定装置の第二実施形態を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本発明に係る屈折率補正法、前記屈折率補正法に基づく距離測定法及び前記距離
測定法を用いた距離測定装置の実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下
の説明で用いる図面は模式的なものであり、長さ、幅、及び厚みの比率等は実際のものと
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同一とは限らず、適宜変更することができる。
【００２１】
本発明に係る屈折率補正法の意義を説明するにあたり、始めに、光波を用いた距離計測
で主に用いられている２色法について説明する。図１は、２色法の原理を説明するための
模式図である。
【００２２】
波長λ１，λ２の２つの波長の光（以下、第一波長光波、第二波長光波とする）を用い
て空気中の距離を同時に測定すると、環境パラメータの変動による空気屈折率の変化によ
って、第一波長光波及び第二波長光波を用いて得られる光学的距離はそれぞれ変化する。
図１は、空気屈折率の波長分散特性を示している。気温や気圧等の環境パラメータが変動

10

すると、図１に示すように、空気屈折率の分散曲線全体がシフトする。このとき、各波長
の光学的距離同士の相関関係は保持されており、（２）式が成り立つ。
【００２３】
【数２】

【００２４】
（２）式において、ｎλ１は、環境パラメータの変動前における第一波長光波の空気屈折

20

率である。ｎｑλ１は、環境パラメータの変動後における第一波長光波の空気屈折率であ
る。Δｎは、環境パラメータの変動前における第一波長光波の空気屈折率と第二波長光波
の空気屈折率との差である。Δｎｑは、環境パラメータの変動後における第一波長光波の
空気屈折率と第二波長光波の空気屈折率との差である。また、図１中のｎλ２は、環境パ
ラメータの変動前における第二波長光波の空気屈折率である。
（２）式に示す相関関係が成り立つのは、種々の距離測定が行われる環境条件下では、
環境パラメータの変動によって空気屈折率の分散関係は変化しないとみなせるからである
。
【００２５】
第一波長光波及び第二波長光波を用いて得られる光学的距離は、それぞれ（３）式のよ

30

うに表される。
【００２６】
【数３】

【００２７】
（３）式において、Ｌλ１は、第一波長光波を用いて得られる光学的距離である。Ｌλ２
は、第二波長光波を用いて得られる光学的距離である。Ｌは、測定領域内に存在する測定

40

対象の形状を示す幾何学的距離であり、測定領域そのものの大きさでもよく、測定領域内
に配置されている対象部材の長さ、厚み等の寸法であってもよい。第一波長光波及び第二
波長光波を用いて得られる光学的距離同士の差（以下、光学的距離差ともいう）に基づい
て、幾何学的距離は、（３）式より、（４）式のように表される。
【００２８】
【数４】

【００２９】
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（４）式の係数Ａは、（５）式のように表される。
【００３０】
【数５】

【００３１】
係数Ａは、波長λ１，λ２の分散関係を表す値であり、空気屈折率の補正係数を表し、
Ａ係数と呼ばれる。（５）式では、光学的距離Ｌλ１に含まれる空気屈折率ｎλ１は、光

10

学的距離差Ｌλ２−Ｌλ１に基づいて補正可能であることを示している。２色法では、光
波距離計等で取得される光学的距離Ｌλ１，Ｌλ２と、Ａ係数から、幾何学的距離Ｌを求
めることができる。
【００３２】
一方で、（４）式で補正項として用いられる右辺第二項は、Ａ係数と光学的距離差との
積である。そのため、算出される幾何学的距離の実効的な精度は、光学的距離差の測定精
度に対してＡ係数の測定精度の分だけ劣化する。従って、実際の測定においては、各波長
における光学的距離の測定をより高精度に行う必要がある。
例えば、λ１＝１５６８ｎｍ，λ２＝７８８ｎｍである場合には、Ａ係数は１４５とな
る。また、λ１＝１５７０ｎｍ，λ２＝７８０ｎｍである場合には、Ａ係数は１４７とな

20

り、非常に大きい。幾何学的距離を高精度に算出するためには、光学的距離差を高精度に
測定しなければならないことがわかる。
【００３３】
（第一実施形態）
次に、本発明を適用した第一実施形態の屈折率補正法、前記屈折率補正法に基づく距離
測定法及び前記距離測定法を用いた距離測定装置について、説明する。
改めて（３）式及び（４）式に着目すると、必ずしも互いに異なる波長の第一波長光波
と第二波長光波でなくとも、環境パラメータの変動によって各々の空気屈折率が変化し、
光学的距離同士の相関関係が保持され得る二つの光波を用いれば、２色法と同様の空気屈
折率の補正及び幾何学的距離Ｌの算出が可能であることがわかる。以下、このような関係

30

性を有する二つの光波を、第一波及び第二波と称する。
発明者は、このことを新たに見出し、本発明を完成させるに至った。
【００３４】
（３）式、（４）式、（５）式をそれぞれ第一波及び第二波に関して書き直すと、（６
）式、（７）式、（８）式のようになる。
【００３５】
【数６】
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【数８】

【００３６】
（６）式から（８）式において、ｎｗ１は、環境パラメータの変動前における第一波の
空気屈折率であり、第一屈折率とする。ｎｗ２は、環境パラメータの変動前における第二
波の空気屈折率であり、第二屈折率とする。Ｌｗ１は、第一波を用いて得られる第一光学
的距離である。Ｌｗ２は、第二波を用いて得られる第二光学的距離である。

10

即ち、互いに同一の波長の第一波及び第二波であっても、環境パラメータの変動によっ
て各々の空気屈折率が変化し、光学的距離同士の相関関係が保持されれば、（６）式から
（８）式に基づいて空気屈折率の補正及び幾何学的距離Ｌを算出することができる。
【００３７】
本発明に係る屈折率補正法では、測定領域中を第一速度で伝搬する第一波と、第一波の
波長と同一の波長であり、且つ測定領域中を第一速度とは異なる第二速度で移動する第二
波と、を用いる。第一波と第二波では、測定領域中を伝搬する速度が互いに異なるので、
屈折率も互いに異なる。
本発明に係る屈折率補正法は、第一波と第二波とを同一の光源から測定領域中に出射す
る工程と、第一波を前記測定領域中で伝搬させた際の第一光学的距離Ｌｗ１と、第二波を

20

測定領域中で伝搬させた際の第二光学的距離Ｌｗ２とを測定する工程と、光学的距離差Ｌ
ｗ１−Ｌｗ２を得る工程と、第一空気屈折率ｎｗ１、又は、第二空気屈折率ｎｗ２を光学

的距離差Ｌｗ１−Ｌｗ２に基づいて補正する工程と、を備えている。これらの工程を経て
、第一光学的距離Ｌｗ１及び第二光学的距離Ｌｗ２が求められ、（８）式により、第一空
気屈折率ｎｗ１、又は、第二空気屈折率ｎｗ２が補正される。
【００３８】
また、本発明に係る距離測定法は、上記の屈折率補正法を用いた距離測定法であって、
第一光学的距離Ｌｗ１、又は、第二光学的距離Ｌｗ２と光学的距離差Ｌｗ１−Ｌｗ２とに
基づいて、（７）式により、幾何学的距離Ｌを算出する工程を備えている。
【００３９】

30

そして、発明者は、上述した２色法の原理に基づいて光学的距離差を高精度に測定する
ことが可能な光パルスとして、互いに異なる周波数で且つ所定の周波数間隔で分布するス
ペクトルを二以上含む光周波数コムを用いること、２色法の二波長の光に替えて光周波数
コムの二以上のスペクトルの搬送波と、前記光周波数コムの二以上のスペクトルの包絡線
を構成する波束を用いることが有益である点を見出した。
【００４０】
図２は、光周波数コムの原理を説明するための模式図である。時間と周波数とは、互い
にフーリエ変換の関係にある。図２に示すように、パルスの時間幅τと周波数の広がりΔ
νとの間には、（９）式に示す関係が成り立つ。
【００４１】

40

【数９】

【００４２】
（９）式は、時間幅τの狭い超短光パルスは、周波数領域では広帯域な光スペクトルΔν
を持っているということを意味している。図２の上段に示すように一定の繰り返し時間Ｔ
ｒｅｐで発振される超短光パルス列は、周波数で見ると一定の周波数間隔ｆｒｅｐを持っ

ている。繰り返し時間Ｔｒｅｐと周波数間隔ｆｒｅｐとの間には、（１０）式に示す関係
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が成り立つ。
【００４３】
【数１０】

【００４４】
ここで、多数のパルス列に注目すると、光パルス列は光源の共振器等の内部で伝搬する
多くの縦モードの重ね合わせから成り立っている。そして、光パルス列は、これらの縦モ

10

ードの重ね合わせの波である搬送波（キャリアとも呼ばれる）と、その包絡線（エンベロ
ップとも呼ばれる）を構成する波束とによって構成されている。空気等の分散媒質が存在
する領域中では、搬送波は位相速度νｐで移動し、波束は位相速度νｐと異なる群速度ν
ｇで移動する。このように、搬送波と波束とでは互い速度が異なるため、時間の経過に伴

い、位相差が生じる。レーザー共振器は分散媒質より構成されているため、それよりＴｒ
ｅｐ異なる時間ごとに繰り返し発せられるパルス列においては、隣り合うパルス間に位相

のずれφＣＥＯが生じる。位相のずれφＣＥＯは時間ＴＣＥＯで一周期する。繰り返し時
間Ｔｒｅｐ、時間ＴＣＥＯ及び位相のずれφＣＥＯの間には、（１１）式に示す関係が成
り立つ。
20

【００４５】
【数１１】

【００４６】
上述した時間軸上における超短パルス列をフーリエ変換し、周波数軸上で観測すると、
図２の下段に示すように、互いに時間間隔Tｒｅｐの逆数に相当する繰り返し周波数ｆｒ
ｅｐの間隔をあけて並んだ多数のスペクトルが観測される。これらのスペクトルは、「櫛

の歯（Ｃｏｍｂ）」を成すように配置されていることから、光周波数コム（単に、光コム

30

、或いはコムとも）と呼ばれている。光周波数コムの広がる全体のスペクトル幅は、超短
光パルスの時間幅の逆数（１／τ）に相当する。また、光周波数コムのスペクトルを中心
周波数から繰り返し周波数ｆｒｅｐの間隔で０（零）Ｈｚまで仮想的に伸ばしていくと、
最後にｆｒｅｐ以下の余りの周波数が存在する。余りの周波数は、キャリア・エンベロッ
プ・オフセット（Ｃａｒｒｉｅｒ

Ｅｎｖｅｌｏｐｅ

Ｏｆｆｓｅｔ：

ＣＥＯ）ｆＣＥ

Ｏと呼ばれている。キャリア・エンベロップ・オフセットｆＣＥＯは、時間ＴＣＥＯの逆

数に相当する。そして、キャリア・エンベロップ・オフセットｆＣＥＯ、位相のずれφＣ
ＥＯ、時間ＴＣＥＯの間には、（１２）式に示す関係が成り立つ。

【００４７】
【数１２】

【００４８】
また、光コムのｍ番目のスペクトルの周波数は、繰り返し周波数ｆｒｅｐとキャリア・
エンベロップ・オフセットｆＣＥＯとをパラメータとして、（１３）式のように表される
。
【００４９】
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【数１３】

【００５０】
例えば、マイクロ波周波数標準に、繰り返し周波数ｆｒｅｐとキャリア・エンベロップ
・オフセットｆＣＥＯとを同期させることで、光周波数コム及び二以上のスペクトルの安
定性が高くなる。
【００５１】

10

繰り返し周波数ｆｒｅｐ及びキャリア・エンベロップ・オフセットｆＣＥＯが高精度に
制御され、安定化している光周波数コムは、２色法の第一波長光波として有用である。ま
た、例えば非線形光学結晶等によって第一波長光波の光周波数コムを波長変換した第二高
調波の光周波数コムを、２色法の第二波長光波として利用することができる。第一波長光
波の光周波数コムと第二高調波の光周波数コムとを用い、前述の２色法の原理に従って、
測定対象の幾何学的距離Ｌが算出されることは、既に知られている。
【００５２】
しかしながら、本発明に係る屈折率補正法では、光周波数コムの二以上のスペクトルの
搬送波と、二以上のスペクトルの包絡線を構成する波束（単に波束ともいう）と、を用い
る。図２に示すように、搬送波と波束は、周波数領域においては二位以上のスペクトル（

20

即ち、スペクトル群）とその包絡線であるので、中心波長（波長）を共有している。また
、搬送波と波束では、測定領域中を伝搬する速度が互いに異なるので、屈折率も互いに異
なる。
従って、（６）式から（８）式を、搬送波と波束について対応させ、（１４）式から（
１６）式のように表すことができる。
【００５３】
【数１４】

30

【数１５】

【数１６】
40

【００５４】
（１４）式から（１６）式において、ｎｐは、光周波数コムのスペクトル群の搬送波の
位相屈折率（第一屈折率）である。ｎｇは、光周波数コムのスペクトル群の群屈折率（第
二屈折率）である。Ｌｐは、搬送波を用いて得られる第一光学的距離である。Ｌｇは、ス
ペクトル群の包絡線を構成する波束を用いて得られる第二光学的距離である。
【００５５】
本発明に係る屈折率補正法は、互いに異なる周波数で且つ所定の周波数間隔で分布する
スペクトルを二以上含む第一光周波数コムを測定領域中で伝搬させる工程と、二以上のス
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ペクトルの搬送波を測定領域中で伝搬させた際の第一光学的距離Ｌｐを測定し、二以上の
スペクトルの包絡線を構成する波束を測定領域中で伝搬させた際の第二光学的距離Ｌｇを
測定する工程と、第一光学的距離Ｌｐと第二光学的距離Ｌｇとの第一光学的距離差（Ｌｇ
−Ｌｐ）を得る工程と、第一光学的距離Ｌｐに基づいて算出される位相屈折率ｎｐ又は第
二光学的距離Ｌｇに基づいて算出される群屈折率ｎｇを第一光学的距離差（Ｌｇ−Ｌｐ）
に基づいて補正する工程と、を備えている。
なお、前述のように、「測定領域」は、真空ではなく、何らかの分散媒質が存在し、屈
折率の変動が生じ得る領域であることを示す。
上述の屈折率補正法では、第一光周波数コムの搬送波及び波束を用い、（１４）式から
（１６）式に基づいて位相屈折率ｎｐ又は群屈折率ｎｇの高精度な補正が可能である。

10

【００５６】
第一実施形態の距離測定法は、第一実施形態の屈折率補正法を用いた距離測定法であっ
て、第一光学的距離差（Ｌｇ−Ｌｐ）に基づいて測定領域内に存在する測定対象の形状を
示す幾何学的距離Ｌを算出する工程を備えている。即ち、第一光周波数コムの搬送波及び
波束を用い、（１４）式から（１６）式に基づいて幾何学的距離Ｌの算出が可能である。
幾何学的距離Ｌは、測定領域内に存在する測定対象の形状を示す物理量であれば、特に
限定されず、例えば測定対象が測定領域の空間の一端から他端までであってもよく、測定
領域内に配置されている部材の長さ寸法や幅寸法、或いは厚み寸法等であってもよい。
【００５７】
次に、第一実施形態の屈折率補正法及び距離測定法を用いて測定対象の幾何学的距離を

20

測定可能な距離測定装置について、図３を参照し、説明する。図３は、第一実施形態の距
離測定装置１０の構成を示す概略図である。
【００５８】
距離測定装置１０は、第一光周波数コム光源２２と、第一干渉部３１と、第二干渉部３
２と、第一光学的距離測定部３５と、第二光学的距離測定部３６と、光学的距離差算出部
３８と、幾何学的距離算出部４２と、を備えている。
図３に示す構成では、測定領域Ｓは空気中であり、測定対象Ｂは空気中のビームスプリ
ッターＢＳ１とコーナーリフレクターＣＲとの間の幾何学的距離Ｌである。ＢＳ１とＭ４
の間の参照距離は短く設定できるため安定に決定でき、別途差し引くことが可能である。
【００５９】

30

第一光周波数コム光源２２は、互いに異なる周波数で且つ所定の周波数間隔で分布する
スペクトルを二以上含み、中心波長λ１の第一光周波数コム（光周波数コム）を出射する
。第一光周波数コム光源２２から出射される第一光周波数コムの繰り返し周波数ｆｒｅｐ
およびキャリア・エンベロップ・オフセットｆＣＥＯは、周波数標準２１によって安定化
制御されている。
このような第一光周波数コム光源２２には、例えば、モード同期ファイバレーザーを用
いることができる。距離測定装置１０において光源２２から出射した光波で干渉計測を行
うことをふまえると、モード同期ファイバレーザーの中でも、平均出力が大きく、スペク
トル群の包絡線の半値幅が広く、包絡線の形状が滑らかであるモード同期ファイバレーザ
ーを用いることが最適である。例えば、モード同期エルビウム添加ファイバレーザーの場

40

合、平均出力は波長１５６０ｎｍにおいて１０ｍＷ以上、スペクトル群の包絡線の半値幅
は１０ｎｍ以上のスムースな形状のスペクトルが容易に得られる。
以下、第一光周波数コムのパルス間隔周波数ｆｒｅｐを５４ＭＨｚとし、第一光周波数
コムの中心波長λ１を１５７０ｎｍとして、説明する。
【００６０】
第一光周波数コム光源２２から出射された第一光周波数コムの二以上のスペクトルの搬
送波Ｗ１と波束Ｗ２は、ミラーＭ１，Ｍ２によって、入射方向に対して略垂直に反射し、
ビームスプリッタＢＳ１に入射する。
ビームスプリッタＢＳ１に入射した搬送波Ｗ１と波束Ｗ２は、ビームスプリッタＢＳ１
によって分岐し、二方向に出射する。
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【００６１】
ビームスプリッタＢＳ１によって分岐した搬送波Ｗ１は第一干渉部３１に入射し、波束
Ｗ２は第二干渉部３２に入射する。第一干渉部３１及び第二干渉部３２は、図３に示すよ
うに例えばヘテロダイン干渉計の構成を備え、構成要素を互いに共用している。
なお、第一光周波数コム光源２２から出射した搬送波Ｗ１と波束Ｗ２を、それぞれ第一
干渉部３１と第二干渉部３２に入射されれば、第一光周波数コム光源２２と第一干渉部３
１及び第二干渉部３２との間の光学系の構成は、上述した構成に限定されない。
【００６２】
第一干渉部３１の測定光路には、コーナーリフレクターＣＲが設けられている。コーナ
ーリフレクターＣＲは、ビームスプリッターＢＳ１から搬送波Ｗ１の進行方向に沿って測

10

定対象Ｂの幾何学的距離Ｌだけ離間した位置に配置されている。第一干渉部３１の参照光
路には、音響光学素子ＡＯＭ１と、ミラーＭ４が設けられている。
第一干渉部３１は、第一光周波数コム光源２２から出射し、ビームスプリッターＢＳ１
によって測定光路と参照光路とに分岐された搬送波Ｗ１同士を干渉させる。ビームスプリ
ッターＢＳ１によって測定光路に分岐された搬送波Ｗ１は、コーナーリフレクターＣＲに
入射し、入射方向と平行し、且つ逆向きに反射し、ビームスプリッターＢＳ１まで戻る。
一方、ビームスプリッターＢＳ１によって参照光路に分岐された搬送波Ｗ１は、音響光学
素子ＡＯＭ１を通り、ミラーＭ４で入射方向と略平行に、且つ逆向きに反射した後、再び
音響光学素子ＡＯＭ１を通ってビームスプリッターＢＳ１まで戻る。
ビームスプリッタＢＳ１に戻った搬送波Ｗ１は、ビームスプリッターＢＳ２によって、

20

入射方向に対して略垂直に反射し、第一光学的距離測定部３５に入射する。
【００６３】
第二干渉部３２は、第一干渉部３１と同様の構成要素を備え、ビームスプリッターＢＳ
１によって測定光路と参照光路とに分岐された波束Ｗ２同士を干渉させる。
従って、ビームスプリッターＢＳ１によって測定光路に分岐された波束Ｗ２は、コーナ
ーリフレクターＣＲに入射し、入射方向と平行し、且つ逆向きに反射し、ビームスプリッ
ターＢＳ１まで戻る。ビームスプリッターＢＳ１によって参照光路に分岐された波束Ｗ２
は、音響光学素子ＡＯＭ１を通り、ミラーＭ４で入射方向と略平行に、且つ逆向きに反射
した後、再び音響光学素子ＡＯＭ１を通ってビームスプリッターＢＳ１まで戻る。
ビームスプリッターＢＳ１に戻った波束Ｗ２は、ビームスプリッターＢＳ２を透過し、

30

ミラーＭ５によって、入射方向に対して略垂直に反射し、第二光学的距離測定部３６に入
射する。
【００６４】
第一光学的距離測定部３５は、第一干渉部３１において干渉した搬送波Ｗ１同士の測定
光路と参照光路との光路長差に応じた分だけ時間軸上で離れたパルス間の第一干渉縞を取
得し、取得した第一干渉縞の間隔に基づいて第一光学的距離Ｌｐ（第一光学的距離Ｌ１）
を測定する。第一光学的距離測定部３５は、フォトディテクタＰＤ１と、ロックイン検出
器ＬＩＤ１と、信号制御部ＳＣ１と、距離測定部ＤＤ１によって構成されている。信号制
御部ＳＣ１からは、音響光学素子ＡＯＭ１に対してドライブ周波数における所望の位相信
号が入力され、ロックイン検出器ＬＩＤ１に対して前記位相信号に応じた参照信号が入力

40

可能とされている。第一光周波数コムの搬送波Ｗ１同士を干渉させ、音響光学素子ＡＯＭ
１のドライブ周波数におけるヘテロダイン検出によって搬送波Ｗ１同士の干渉縞を取得す
る。距離測定部ＤＤ１では、搬送波Ｗ１同士の第一干渉縞の位相測定を行うことで、位相
速度による距離測定がなされる。そして、従来の干渉計測と同様に、取得した第一干渉縞
の位相の増減によって第一光学的距離Ｌ１を定量的に測定することができる。
【００６５】
第二光学的距離測定部３６は、フォトディテクタＰＤ２と、包絡線ピーク検出器ＰＳ１
と、距離測定部ＤＤ２によって構成されている。波束Ｗ２同士の第二干渉縞は、測定光路
と参照光路との光路長差に応じた分だけ時間軸上で離れたパルス間の干渉を利用している
。そのため、例えば、パルス間隔周波数ｆｒｅｐを制御しながら変化させることにより、
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パルス間隔時間Ｔｒｅｐを精密に変化させながら、第一光周波数コムの波束Ｗ２同士を干
渉させ、第二干渉縞を取得する。そして、包絡線ピーク検出器ＰＳ１で取得した第二干渉
縞の包絡線のピーク検出によって、距離測定部ＤＤ２で第二光学的距離Ｌｇ（即ち、第二
光学的距離Ｌ２）を定量的に測定することができる。但し、図２を参照するとわかるよう
に、時間領域において、パルスの包絡線の幅は、個々の搬送波の幅（パルス内部の振動す
る波の波長に相当）に比べて大きい。従って、第一光周波数コムの搬送波Ｗ１同士の第一
干渉縞に基づく第一光学的距離Ｌ１の測定精度に比べて、波束Ｗ２同士の第二干渉縞に基
づく第二光学的距離Ｌ２の測定精度が低下し易いことが考えられる。この点をふまえ、波
束Ｗ２同士の第二干渉縞の測定時に、例えば干渉光強度の微分値を算出し、その増減を観
測することで、高精度に第二光学的距離Ｌ２を測定することができる。

10

【００６６】
光学的距離差算出部３８は、第一光学的距離測定部３５で測定された第一光学的距離Ｌ
１と第二光学的距離測定部３６で測定された第二光学的距離Ｌ２から光学的距離差（Ｌ２

−Ｌ１）を算出する。即ち、第一光周波数コムの搬送波Ｗ１に基づく第一光学的距離Ｌｐ
と第一光周波数コムの波束Ｗ２に基づく第二光学的距離Ｌｇとの光学的距離差（Ｌｇ−Ｌ
ｐ）を算出する。

【００６７】
幾何学的距離算出部４２は、光学的距離差算出部３８で算出された第一光学的距離差（
Ｌｇ−Ｌｐ）に基づいて、前述した（７）式により、幾何学的距離Ｌを算出する。第一実
施形態では、第一光学的距離差（Ｌｇ−Ｌｐ）に基づいて、前述した（１５）式により、

20

幾何学的距離Ｌを算出する。
なお、Ａ係数は前述した（８）式及び（１６）式により、第一光学的距離測定部３５及
び第二光学的距離測定部３６で測定された第一光学的距離Ｌ１、第二光学的距離Ｌ２を用
いて算出することができる。
光学的距離差算出部３８及び幾何学的距離算出部４２には、例えばコンピュータ等を用
いることができる。
【００６８】
上記説明したように、第一実施形態の屈折率補正法では、第一光周波数コムに含まれる
二以上のスペクトルの周波数が極めて高く安定しているので、二以上のスペクトルの搬送
波及び二以上のスペクトルの包絡線による干渉縞が高精度に取得できる。これにより、搬

30

送波の位相屈折率に基づく第一光学的距離及び波束の群屈折率に基づく第二光学的距離の
変動要因は、環境パラメータの変動に略限られる。従って、光周波数コムの活用によって
、二波長のレーザーや白色干渉を用いた従来法に比べて、屈折率の補正、光学的距離の測
定及び距離測定技術における高精度化が可能である。即ち、第一光学的距離Ｌ１及び第二
光学的距離Ｌ２を安定して高精度に測定することができる。
【００６９】
また、第一実施形態の屈折率補正法では、第一光周波数コムの搬送波と波束が同一の第
一光周波数コム光源２２から発せられ、且つ環境パラメータの変動によって各々の空気屈
折率が変化し、光学的距離同士の相関関係が保持される。従って、第一実施形態の屈折率
補正法によれば、二波長のレーザーを用いた従来法のように複数の光源を用意する必要が

40

なくなる。従って、空気屈折率の補正を行う光学系のスペースの縮小化を図ることができ
る。また、搬送波及び波束の波長が同一であるため、光学系における色収差が小さくなり
、第一光学的距離Ｌ１及び第二光学的距離Ｌ２をより高精度に測定することができる。
【００７０】
また、第一実施形態の距離測定法によれば、補正された空気屈折率を用い、第一光学的
距離差（Ｌ２−Ｌ１）（即ち、（Ｌｇ−Ｌｐ））に基づいて、幾何学的距離Ｌを高精度に
算出することができる。
【００７１】
また、第一実施形態の距離測定装置１０によれば、干渉計測によって第一干渉縞及び第
二干渉縞を容易且つ高精度に取得するので、第一光学的距離測定部３５において第一光学
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的距離Ｌｐを容易且つ高精度に測定し、且つ第二光学的距離測定部３６において第二光学
的距離Ｌｇを容易且つ高精度に測定することができる。その結果、第一光学的距離差（Ｌ
ｇ−Ｌｐ）に基づいて、幾何学的距離Ｌを高精度に算出することができる。

【００７２】
（第二実施形態）
次に、本発明を適用した第二実施形態の屈折率補正法、前記屈折率補正法に基づく距離
測定法及び前記距離測定法を用いた距離測定装置について、説明する。なお、第一実施形
態の屈折率補正法、距離測定法及び距離測定装置と同様の構成要素には同一の符号を付し
、各々の構成要素の説明は省略する。
【００７３】

10

第二実施形態の屈折率補正法は、第一波の中心波長と第二波の中心波長との何れとも異
なる中心波長の第三波を測定領域中で伝搬させる工程と、第三波を測定領域中で伝搬させ
た際の第三光学的距離を測定する工程と、第一光学的距離又は第二光学的距離と第三光学
的距離との第二光学的距離差を得る工程と、をさらに備え、第一屈折率又は第二屈折率を
補正する工程に替えて、第一屈折率又は第二屈折率を第一光学的距離差及び第二光学的距
離差に基づいて補正する工程と、を備える。
【００７４】
そして、第二実施形態の屈折率補正法は、第一光周波数コムの搬送波の中心波長λ１と
波束の中心波長λ１との何れとも異なる中心波長λ２の第二光周波数コム（第三波）を測
定領域中で伝搬させる工程と、第二光周波数コムを測定領域中で伝搬させた際の第三光学

20

的距離Ｌ３を測定する工程と、第一光学的距離Ｌｐ又は第二光学的距離Ｌｇと第三光学的
距離Ｌ３との第二光学的距離差（即ち、（Ｌ３−Ｌｐ）又は（Ｌ３−Ｌｇ））を得る工程
と、を備え、位相屈折率ｎｐ又は群屈折率ｎｇを補正する工程に替えて、位相屈折率ｎｐ
、群屈折率ｎｇ及び第二光周波数コムの測定領域中の屈折率ｎ２の何れか一つの屈折率を
第一光学的距離差（Ｌｇ−Ｌｐ）及び第二光学的距離差（（Ｌ３−Ｌｐ）又は（Ｌ３−Ｌ
ｇ））に基づいて補正する工程を備えている。

ここで、第二光周波数コムの測定領域中の屈折率ｎ２は、第二光周波数コムのスペクト
ルの搬送波の位相屈折率ｎｐ２又は、中心波長λ２の光周波数コムの波束の群屈折率ｎｇ
２であることが好ましい。

上述の屈折率補正法では、第一光周波数コム及び第二光周波数コムの搬送波及び波束を

30

用い、（１４）式から（１６）式に示す原理と同様に、位相屈折率ｎｐ，ｎｐ２又は群屈
折率ｎｇ，ｎｇ２の高精度な補正が可能である。
【００７５】
第二実施形態の距離測定法は、第二実施形態の屈折率補正法を用いた距離測定法であっ
て、第一光学的距離差（Ｌｇ−Ｌｐ）及び第二光学的距離差（（Ｌｐ−Ｌ３）又は（Ｌｇ
−Ｌ３））に基づいて測定領域内に存在する測定対象の形状を示す幾何学的距離Ｌを算出
する工程を備えている。
具体的には、第二光学的距離差は（Ｌｐ−Ｌｐ２）又は（Ｌｇ−Ｌｇ２）と表される。
Ｌｐ２は、第二光周波数コムのスペクトルの搬送波を用いて得られる光学的距離（第三光
学的距離）である。Ｌｇ２は、第二光周波数コムのスペクトル群の包絡線を構成する波束

40

を用いて得られる光学的距離（第三光学的距離）である。
【００７６】
図４は、第二実施形態の距離測定装置１２の構成を示す概略図である。
距離測定装置１２は、第一実施形態の距離測定装置１０の構成要素に加え、光周波数コ
ム光源２４と、第三干渉部３３と、第三光学的距離測定部３７と、を備えている。
【００７７】
第二光周波数コム光源２４は、互いに異なる周波数で且つ所定の周波数間隔で分布する
スペクトルを二以上含み、中心波長λ２の第二光周波数コムを出射する。第二光周波数コ
ム光源２４から出射される第二光周波数コムのキャリア・エンベロップ・オフセットｆＣ
ＥＯは、周波数標準２３によって安定化されている。
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このような第二光周波数コム光源２４には、第一光周波数コム光源２２と同様に、例え
ば、モード同期ファイバレーザーを用いることができる。
第二光周波数コム光源２４から出射された第二光周波数コムは、ダイクロイックミラー
ＤＭ１によって、入射方向に対して略垂直に反射し、ビームスプリッタＢＳ１に入射する
。
以下、第二光周波数コム光源２４から出射された第二光周波数コムの搬送波Ｗ３を用い
ることを想定して説明する。
【００７８】
第三干渉部３３の測定光路は、第一干渉部３１及び第二干渉部３２の測定光路と共通で
ある。第三干渉部３３の参照光路には、ダイクロイックミラーＤＭ２と、音響光学素子Ａ

10

ＯＭ２と、ミラーＭ６が設けられている。
第三干渉部３３は、第二光周波数コム光源２４から出射し、ビームスプリッターＢＳ１
によって測定光路と参照光路とに分岐された第二光周波数コムの搬送波Ｗ３同士を干渉さ
せる。ビームスプリッターＢＳ１によって測定光路に分岐された搬送波Ｗ３は、コーナー
リフレクターＣＲに入射し、入射方向と平行し、且つ逆向きに反射し、ビームスプリッタ
ーＢＳ１まで戻る。一方、ビームスプリッターＢＳ１によって参照光路に分岐された搬送
波Ｗ３は、ダイクロイックミラーＤＭ２によって、入射方向に対して略垂直に反射し、音
響光学素子ＡＯＭ１を通り、ミラーＭ４で入射方向と略平行に、且つ逆向きに反射した後
、再び音響光学素子ＡＯＭ１を通ってダイクロイックミラーＤＭ２によって反射し、ビー
ムスプリッターＢＳ１まで戻る。
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ビームスプリッタＢＳ１に戻った搬送波Ｗ３は、ダイクロイックミラーＤＭ３によって
、入射方向に対して略垂直に反射し、第三光学的距離測定部３７に入射する。
【００７９】
第三光学的距離測定部３７は、第三干渉部３３において干渉した搬送波Ｗ３同士の測定
光路と参照光路との光路長差に応じた分だけ時間軸上で離れたパルス間の第三干渉縞を取
得し、取得した第三干渉縞の間隔に基づいて第三光学的距離Ｌｐ２（第三光学的距離Ｌ３
）を測定する。第三光学的距離測定部３７は、フォトディテクタＰＤ３と、ロックイン検
出器ＬＩＤ３と、信号制御部ＳＣ３と、距離測定部ＤＤ３によって構成されている。信号
制御部ＳＣ３からは、音響光学素子ＡＯＭ２に対してドライブ周波数における所望の位相
信号が入力され、ロックイン検出器ＬＩＤ３に対して前記位相信号に応じた参照信号が入
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力可能とされている。第二光周波数コムの搬送波Ｗ３同士を干渉させ、音響光学素子ＡＯ
Ｍ２のドライブ周波数におけるヘテロダイン検出によって搬送波Ｗ３同士の干渉縞を取得
する。距離測定部ＤＤ３では、搬送波Ｗ３同士の第三干渉縞の位相測定を行うことで、位
相速度による距離測定がなされる。そして、従来の干渉計測と同様に、取得した第三干渉
縞の間隔の増減によって第三光学的距離Ｌ３を定量的に測定することができる。
【００８０】
光学的距離差算出部３８は、第一光学的距離Ｌｐと第二光学的距離Ｌｇから第一光学的
距離差（Ｌｐ−Ｌｇ）を算出すると共に、第一光学的距離Ｌ１又は第二光学的距離Ｌ２と
第三光学的距離Ｌｐ２から第二光学的距離差（Ｌｐ２−Ｌｐ），（Ｌｐ２−Ｌｇ）を算出
する。例えば、第一光周波数コムの搬送波Ｗ１に基づく第一光学的距離Ｌｐと第二光周波
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数コムの搬送波Ｗ１に基づく第三光学的距離Ｌｐ２との第二光学的距離差（Ｌｐ２−Ｌｐ
）を算出する。
【００８１】
幾何学的距離算出部４２は、光学的距離差算出部３８で算出された第一光学的距離差（
Ｌｇ−Ｌｐ）及び第二光学的距離差（Ｌｐ２−Ｌｐ）に基づいて、幾何学的距離Ｌ及びＡ
係数を算出する。
【００８２】
上記説明したように、第二実施形態の屈折率補正法、距離測定法及び距離測定装置１２
では、光周波数コム（第三波）を活用することで、第一実施形態の屈折率補正法、距離測
定法及び距離測定装置１０と同様の作用効果が得られる。
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さらに、従来の２色法と第一実施形態の屈折率補正法及び距離測定法とを組み合わせる
ことで、空気屈折率をより高精度に補正し、第一光学的距離差（Ｌｇ−Ｌｐ）、第二光学
的距離差（Ｌｐ２−Ｌｐ）及び幾何学的距離Ｌをより高精度に取得することができる。距
離測定装置１２における光学系のスペースが多少大きくなるが、湿度等の環境パラメータ
の変動に対して補正精度をより一層高め、高精度な距離測定が実現可能となる。
【００８３】
以上、本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内において
、種々の変形・変更が可能である。
【００８４】
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なお、上述した実施形態の屈折率補正法、距離測定法及び距離測定装置では、測定領域
中の分散媒体が空気であることを想定して説明したが、本発明に係る屈折率補正法、距離
測定法及び距離測定装置の対象は、空気屈折率、空気環境下の測定領域に限定されない。
即ち、本発明に係る屈折率補正法、距離測定法及び距離測定装置は、測定対象が真空であ
る、即ち屈折率の変動が生じない場合を除き、あらゆる測定領域そのもの又は測定領域内
に配置されている部材等に適用することができる。特に、本発明に係る屈折率補正法は、
温度や湿度等の環境パラメータの変動の影響を受けやすい気体環境下の屈折率に対して有
用である。
【符号の説明】
【００８５】
１０，１２・・・距離測定装置
２２・・・第一光周波数コム光源（光周波数コム光源）
２４・・・第二光周波数コム光源（光周波数コム光源）
３１・・・第一干渉部
３２・・・第二干渉部
３５・・・第一光学的距離測定部
３６・・・第二光学的距離測定部
３８・・・光学的距離差算出部
４２・・・幾何学的距離算出部
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