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｢第46回 物性若手夏の学校(2001年度)｣(その2)

光よりも速 く進むもの

- 共鳴媒質中の波束の伝播~
静岡大学理学部 冨田誠

0.はじめに

我々の世界は､ ｢波｣にあふれている｡物理の世界では､波はエネルギー､情報､確率など

を搬送し､その伝播速度は物理の中で最も重要な概念の1つであろう｡波動の伝播速度に関しては､

位相速度､エネルギー輸送速度､信号速度､先端速度などいくつかの速度が議論されている｡なかで

も､共鳴媒質中の群速度は､ ｢光の速さを越える｣という一見パラドキシカルな表現からその意味を

めくって長い間議論されてきた問題であるOと同時に､新しいトピックスを提供し続けている基本的

問題でもあろう｡このセミナーでは､まず､(1)共鳴媒質中の波束の伝播を解説し､(2)波束が光より

も速く伝播する系についていくつかの例を取 り上げる｡また､(3)最近提案されている新しい群速度

の定義について考えていきた｡

1.共鳴媒質中の群速度の歴史

媒質の中を伝播する波動は波長､振幅､周波数等によって記述される｡ 波の位相速度は､C=

W瓜であるO-方､波束の伝わる速さ､すなわち群速度vg はよく知られているように､

C

vg=玉 ~
al

n+α-.･･.一････
∂aJ

(1･1)

ただし､ng は群速度屈折率､と表されるoLerentz型に代表される吸収線では､吸収の中心から遠
く離れた領域では屈折率は周波数とともに増加し正常分散 ∂n/∂W>0を示す.この領域では､

(1.I)式から群速度はいつも位相速度よりも小さい｡一方､吸収の中心では異常分散領域 ∂n/∂W <O

が現れ､この領域では群速度に制限はないo実際､(1･1)式の分母はゼロすなわち､群速度vgは無限

大にもなり､また負の速度にさえもなる｡この光速度を越える(superluminal)､あるいは負の速度は

Einsteinの特殊相対性理論の要請に反し､因果律に反すると考えられるかもしれない｡このため約 1

世紀の間､様々なパラドキシカルな表現がなされてきた｡歴史的には､ 分散媒質中での光の速さに

関する研究は､20世紀初頭のSommerfeldl11やBrillouin[2】に始まる.Sommerfeldは､時刻t-0･

から､ステップ関数状に始まる単周波数の入射波､

l eoxp(_iw ct) i,｡ (1.2)

t<0

を議論した｡入射波の "先端"は2つのprecursorとして伝播する｡媒質は､外部からの入射電磁場

に対して応答するためには有限の時間が必要で､ステップ状の入力の先端部分に対して､媒質は光学

的に真空として振る舞う｡Sommerfeldによれば､このようなprecursorは媒質によって屈折するこ

とも､反射する事もない｡Precursorの最先端はいつでも光速度Cで伝播し､引き続いて ｢主信号｣

が現れる｡すなわち波の伝播 (主信号)速度はいつでも光速度Cよりも小さく特殊相対性理論の要請

や因果律には反していないことになる｡したがって､光速度を越えたり負になってしまう(1.1)式で

表された共鳴媒質中の群速度というものは明確な物理的意味を `̀失う刀､と考えられてきた｡

Precursorの物理的意味は､(1.2)式で表されるステップ関数は､低周波から高周波までのFourier成
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分を含んでおり､第一のprecursor部分は､速度Cで伝わる高周波成分からなり､第二のprecursor

部分は､速度C/1+(Wp/叫 1月､wpEまプラズマ振動数､仇 は共鳴振動数､で伝わる低周波成分からな
ると解釈できる｡

振幅_ __" ^ ^ ^ ^ n M ,

第1のプリ

カーサー
z/c

2.波束の伝播

第2のプリ
カ-サ-
Z772/C770

信 号到達
図ト1 共鳴吸収媒質中でのステップ

状の波動の伝播

2-1ガウス型波束の伝播

Sommerfeldによって､群速度vgは共鳴媒質中では明確な物理的意味を失うとされてきたO

が､1970年代に､Garret 【3】は共鳴吸収媒質中のガウス型波束の伝播を調べsuperluminalや負の

群速度が一定の条件下では依然として非常に `̀よい〃意味を持っていることを示し､この問題が再び

脚光を浴びることになる｡ 分散媒質中の波束の伝播は､一般的に初期スペクトルと周波数に依存し

た伝播因子のFourier積分によって表されるo通常の取 り扱いでは､群速度vg は媒質の複素屈折率

n(W)=77(W)+iK(W)をパルスの中心周波数wcのまわりで展開することによって導入される.

wn(a,-w cn(wc,･(a -wc,(豊 臣 (W-wc,2†讐 k,I (2･1,

入射パルスのスペクトル幅△wcが吸収線の幅､γ､に比べて充分小さく､伝播距離が短い場合には､

展開は急速に収束し展開は1次でとめることができる｡この必要条件は､Lerentz型の吸収線では､

伝播距離が､Z<Z2=Zα(γ/△wc)2､zaは吸収長､を満たすこととなり､GarretとMcCumberは､こ

の条件のもとでは､ガウス波束はほとんどその波形を変化させることなく､たとえ㌔ が光速度を越え

たりあるいは負になったとしても､正確にvgで予言される時亥腔 そのピークが現れることを示したo
負の群速度の意味は図2･1に示されている｡真空中を伝わるパルスのピークと比較して､媒質を通過

したピークの時間遅延丁が､丁<0､のときにはパルスは光速度よりも速く伝播している｡特に､丁
<-L/C､のときには､入射パルスのピークがまだ媒質の入射面に入っていない時刻に､出射面からパ

ルスのピークが現れるoこのとき､パルスは負の群速度 vg<Oで媒質を通過したことになるO入射パ

ルスのスペクトル幅△wcが､吸収線幅γよりも狭い通常の状況下(γ/△wc)>1では､Z<Z2という条

件は比較的容易に満たされる｡このGarretの結果から導かれる当時として驚くべき結論は､

Sommerfeldのステップ状関数では､意味を失うとされていた異常分散領域の群速度vgは､実際にパ
ルスの伝播を記述することのできる "意味のある〃概念であるというこである｡

2-2波束の伝播の時間発展

(1･1) 式にもとづいて表されるsuperluminalあるいは負の群速度とは､いったいどのような
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図2･1 負の群速度の意味
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伝播速度 時間遅延 Vg

Sublumina1 丁>0 Vg<C

Superluminal 0>T>-L/C vg>C

物理的実体を持つものであろうか?Crisp【41は このsuperluminalな伝播効果を時間的に非対象な吸

収効果によって説明したOすなわち､ 吸収媒質では､巨視的な分極がエネルギーの吸収､増幅の原

因になっており､パルスの後半では前半よりも大きくエネルギーの吸収が起こることを示した｡この

効果が､パルスの重心を進行方向に移動させ､パルスは位相速度よりも速く進む｡

共鳴媒質中の波束の伝播では､複素屈折率の実部､虚部を同時に考慮しなくてはならない｡

虚部 (吸収､利得)の効果にっては､4章で詳しく検討することにし､直感的に､負の群速度や光の

速さを越える速度を理解するために､rephasinglengthi(Z,t)=C∂め(Z,t)/∂Wをもちいてパルスの

伝播の様子を考えよう.ここで､め(Z,t) は位相の因子を表すo E=0は､∂b/∂W=0を意味し､

stationaryphaseの位置を示す｡この位置では､すべて周波数成分が位相を揃えておりパルスのピー

クが形作られることになる｡Eは時刻tにおいて位置Z がパルスのピークの位置から "実効的に"ど

れだけ離れているかを表す指標と考えて良いO図212において媒質の入射面を2:=0パルスのピークが

この面に到達する時刻をt=0として､3つの領域において､Eは､各々､領域Ⅰ;i=ct･Z､領域II;

i-ct･ngz､領域ⅠII;iq,七十(1･ng)LIZ､と表されるo

初めに､(a)superluminalvelocityの極限として､パルスが時間遅延 7-0で媒質を透過する

場合を考えてみようoこの場合､vg=∞､すなわちng=OであるOこの時､領域ⅠⅠでは引ま媒質中の場
所に依存しない｡言い換えると､異なった周波数成分の間の位相差は媒質の長さ通して一定で､パル

(a) @)

RegiorH→ ll RegionHI→ ZegiorH→ ll RegionHI→ Z

L

図2-2 vg=∞ とvg<Oのパルスの伝播

ReS】ionl ll Re9ionm

Z7T
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スの抱絡線の強度は媒質中で一定になる｡媒質の外､領域IIIでは､パルスが解析的に連続に再生さ

れる.この様子が図212(a)に示してある.次に､O))負の速度で伝播する場合を考えてみよう.この

場合､ vg<O､すなわちng<oであるから､パルスのピークが入射する時刻以前の>t>-h /C)に､媒

質中､領域ⅠⅠではEは､Z｡-et/nにてゼロになる.すなわち異なった周波数成分の間の位相差がZ｡でど

ゼロになり､パルスはピークをつくる0時間の経過とともにこの媒質内のピークはtvglの速さで入
射パルスの進行方向とは "逆"向きに進む｡媒質内のピークは､入射パルスと位相が7Tだけずれてい

て､入射面で入射パルスと打ち消し合う干渉をして消える.媒質の出射面Z=Lでは､t>･Ln/Cにg
E=0となりピークが現れ､領域IIIではこのピークは出射面からCで遠ざかっていく｡この様子が図

2･2(b)に示してある｡このような媒質内を伝播する波動はCrispの誘導分極に対応するものと考えら

れる｡

2･3因果律､エネルギー輸送速度vE､情報速度vI

Superluminalや負の伝播速度が直感に反することは､相対性理論に反してエネルギーや情報

が光よりも速く伝播し因果律に反するのではないか､という疑問である｡波束は､位相の重ねあわせ

によって作られるため､分散関係によってどのような伝播速度を作ることもできるが､Kromas･

Kronig関係によって同時に存在する屈折率の虚部の効果によって､いかなる実存する媒質も因果律

を破ることはない｡共鳴吸収による異常分散領域の中心でこの問題を考えてみよう｡簡単のために､

屈折率を吸収ピークの近傍でn(W)=n(W｡)+∂n(W)/∂w Iw｡(wIW｡)=77｡+771(W･W.)+iJC｡(771<0)と

近似する｡この時､時間遅延Tは､T=L770/C･L/vg=Lwo77./Cγ(T<0)となるO図2･3において､屈
折率の実部の分散効果によってピークが進行方向に先に進められたパルス (破線 :E(q+T),q-t-x/C･

)が､屈折率の虚部の吸収効果によってパルスの強度が減衰され (点線 :E(q+I)expトZ/za])､パル

スのいかなる点においてもその振幅が真空中を伝播するパルス (実線 :E(q))の振幅を上回ること

はない､ことが示されるためには次の不等式が成立していることが必要である｡

E(q),expLr-flE(q十で) (2･2,

この関係式は､〈∂E(t)/∂t〉/E(t)<770/771となるが､〈∂E(t)/∂t〉/E(t)～t,'1､また､Lerentz型の吸

収線の場合､77J771-γ なので､パルスのスペクトル幅が吸収線の線幅に比べて充分狭い条件△W

｡け <1ではこの関係は成立する｡すなわち､パルスのピークがsuperluminalに伝播しても､エネル

ギー輸送速度vEはCを越えることはない｡利得媒質でも同様な考察が可能である｡

丁
冨記

図2-3 吸収分散領域での

エネルギー伝播の様子

Superluminalや負の速度で伝播する波束の運ぶ情報とはどのようなものだろうか?例えば､

パルスの波高が一定の高さhに達したか､否かによって1bitの情報を乗せることができるであろう｡

先のエネルギー輸送速度の問愚で明らかになったように､superluminalや負の速度で伝播する波束
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のいかなる点においても､その振幅が真空中を伝播するパルスの振幅を上回ることはない｡このこと

は､吸収媒質中では､上記の1bitの情報はCを越えて伝播することはないことを意味する｡利得媒

質の場合はどうであろうか?確かに､波高が一定の高さ `̀h〃に達する速さはCを越える｡しかしな

がら､ "出射する"パルスの波高hの部分の位置が正確に決められるためには､ "入射する"パルス

の先導部分の波高 "h/g"也;利得)の部分の位置が正確に決められている必要があるだろう.このこ

とは､ "入射する"パルスの波高hの位置に先だってパルスに情報を乗せなければならないことを

意味し､再び､情報はCを越えて伝播することはないことを意味する｡さて､superluminalな系にお

いてガウス型パルスにステップ状のマーキングを行ったらどのようにパルスは伝播するだろうか?ち

しも､パルスのピーク同様にマークもvgで伝播するならば､情報もvgで伝播することになるoしかし
ながら､Sommerfeldのステップ関数状のパルスの伝播の考えをもとにすれば､このマークはパルス

のピークとは無関係にvI<Cで伝播することが予測され､因果律に反することはないであろう｡因果

律に対する別のアプローチとして､利得系の情報の伝達速度に関しては自然放出によって発生する過

剰なノイズを議論したものもある｡

3.Superluminalな系

3-1ChuandWongの実験

波束の伝播という概念は物理の多くの分野を通じて非常に重要な概念である｡Chuand

Wongは GaP:N のA･励起子吸収線にたいしてピコ秒パルス透過の実験を行い､ガウス型のパルスが

ほとんどその形を変えることなく､たとえ､それが光の速さを越えたり､負の速度になったとしても､

従来の群速度vgの定義で表される速さで正確に透過してくることを示した【510 ChuandWong■の実
験はパルスが光の速さを越えることを示した最初の実験である｡

3-2量子制御された原子

自然に存在する吸収線の共鳴近傍は異常分散を示す典型的なsuperluminalな系の一例である｡

一方､近年､外部からレーザー光を用いて原子の量子コヒーレンスを制御することで､媒質の吸収や

分散を制御しようとする試みが盛んになされている｡EIT(electromagneticallyinduced

transparency)を利用し吸収のない周波数領域で利得を持たせることで反転分布のないレーザーをつ

くろうとする試み【6】や､それにともなった分散の急峻なスペクトル構造によって17m/Sという極めて

遅い群速度が実現されている【7】 .また､darkstateを利用したhgtstorageは最近のトピックスで

ある【81 0 Wangらは､ラマン型遷移を利用した2重の利得線を利用して､利得媒質中での

superluminalなパルス伝播を観測した【9】｡図3-1に示す3準位系において､ポンプ光1と2を入射

するA型の遷移を考えるoプローブ光の周波数(項 こ対して､条件W｡=wR.=Wl-△W12i=1,2が満た
されると共鳴的にラマン遷移を起こし､プローブ光に対して利得が得られる.この系の特徴として2

つの利得領域のちょうど中間では､(1)媒質は損失がなく､Imln(W)】>0､(2)∂k/∂W～constant<0･

､すなわち異常分散でかつ分散がほぼ直線的になる｡このため､吸収や増幅､高次の分散効果による

波形の変化がほとんど無視できる条件下で波束の伝播を調べることができ､波動的描像がより鮮明に

なる｡Wangらの実験では､Csガスのセルに3.7〟secのパルスを入射し､パルスがセルに入るよりも

62ns早くピークがセルから現れることを観測した｡6cmのセルを光が伝播するのに要する時間0.2ns-

と比較すると､パルスはCsガスセルの中をvg=-310Cで伝播したことになるoこの時､出射パルスは
入射パルスとほぼ形を変えることなく､透過率は40%であった｡また､62nsは､光が約18m進むの

に充分な時間である｡Wangらの実験ではその背景にある物理は､3-1で述べたChu等の実験と同じ

ものであろう｡しかし､Chu等の実験では､出射パルスは入射パルスとほぼ同型のガウス型を維持は

しているが､吸収が大きく､透過率は1%の程度である｡この状況では入射パルスと出射パルスの同
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図3-1 2重ラマン遷移による異常分散

-性やパルスの対応関係が明確でないという問題が生じる｡Wangらの実験では､入射パルスと同程

度の出射パルスが負の群速度で伝播することを示しており波動的側面を明確にしていると考えること

もできる｡

3-3 フォトニック結晶 (光子の トンネル時間)

トンネル現象は､粒子が古典的には透過できないバリアを確率波として透過する現象で､固

体物理､核融合など物理のさまざまな分野で基本的な現象である｡通常の量子力学の教科書ではトン

ネル確率はさまざまな条件下で計算されるが､粒子がバリアを通過するのに必要なトンネル時間につ

いてはほとんど議論されない｡この問題は､1930年代に電子のトンネル時間を位相時間から計算す

るとそれが極めて短く､伝播速度がsuperluminalや負の速度になったりすることが指摘されて以来､

議論されている｡このトンネル時間の問題も､最近､光学の領域でフォトニック結晶をもちいてアプ

ローチされている【10,ll,12】｡

フォトニック結晶は､誘電率の異なった誘電体が光の波長と同程度の周期空間構造を持った

系であるOこの分野は､Shrodinger方程式と､Maxwell方程式の形式的類似性から､メソスコピッ

ク系での電子現象と光学現象との対比という興味から捕らえることもできる【13】｡例えば､ランダ

ム系で光のアンダーソン局在､コンダクタンス揺らぎ (UCF)と光の (高次の)スペックルなどの現

象がある.周期系の中では､光子のバンド構造が現れ､特に光がブリユアンソーンのあらゆる方向に

あらゆる偏光状態で伝播できないときにはフォトニックバンドギャップができている｡ギャップ中で

は幅射場は真空場のものとは著しく異なっており､自然放出寿命の制御など新しい応用が期待されて

いる｡

さて､バンドギャップの中では波数ベクトルは純虚数になり波動は伝播することはできない｡

しかし､結晶の厚さが薄い場合には､光パルスは一定の確率でトンネルする.1次元フォトニック結

晶を考えよう｡これは固体物理で扱われるKronig-Pennyモデルに相当する｡低屈折率層L高屈折

層 H､層数Sとしてこの結晶をon)Sと表す｡この結晶のもつ分散特性はマトリックス法によって得

ることができる0分散関係wO')が得られた後､vg=∂wO')/∂kからパルスの遅延時間 (位相時間)を

計算し､フォトニック結晶の厚さに対してプロットしたのが図3･2である｡◆は､Si02の基板側から

パルスが入射した場合の反射時間､口は､空気からパルスが入射した場合の反射時間､L はパルス

のトンネル時間である｡この図から､(1)トンネル時間､反射時間ともに漸近的に一定の値に収束し

ていること､(2)フォトニック結晶の基板側からと､空気側からの反射時間の平均値がトンネル時間

であること､(3)漸近値に落ちつくために必要な層数､Sは､(nH/nL)S-1､ただしnH､nLは高および
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低屈折層の屈折率､であること､等が分かる｡特に､透過のトンネル時間が層数によらずに漸近値に

近づいていることは､フォトニック結晶がどんなに厚くなっても透過に要する時間は一定であること

を意味し､パルスが光の速さを越えてバリアを通過していることを意味する｡層数が増すに従って実

効的な伝播速度が増し､無限の層数ではこの速度も無限大になっている｡このような､フォトニック

バリアのパルスの透過は実際に10-15良のパルスをもちいて観測されている【10】｡この場合にも､実

際にパルスの透過を計算すると､図2･3のようになり因果律は破られていない｡
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1

(s
J
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o
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t) 2 4 6 8 10 12 14

Numberofquarter-wavelayers
図3-2 1次元フォトニック

結晶中の伝播遅延

さて､光子がたった1つしかない系に対してもsuperluminalな現象は因果律に反しないので

あろうか?Chio等は､prametricdownconversionによる2光子対をもちいて､単一光子のトンネル

時間を測定している【11】 0 Prametricdownconversionは､ 1つの光子を､エネルギー保存則 ;h(〟｡

=hwl十hw2を満たす2つの光子に変換するプロセスで､2つの光子はコヒーレンス時間の範囲で同

時に生成される｡この量子相関を持った光子対は ｢双子の光子｣とも呼ばれ､Bellの不等式やスクイー

ズド状態等､量子光学の研究に盛んにもちいられている｡光子のトンネル時間の測定は､ 1つの光子

を真空中を伝播させ ると同時に他方の光子をフォトニックギャップ中をトンネルさせ､2光子同時

計測率を片方の光路長の関数として観測することによって行われる｡この方法では､ギャップを通過

する光子はただ1つに限られており､2光子同時計測率を測定することから､ トンネル現象の粒子的

側面を捕らえることになる.Chio等は､低屈折層 :IJ=Si02､高屈折層 :H-nO2､m )5のフォト
ニック結晶においてギャップ中を単一光子がT-ll.47f岳で､ トンネリングしてくることを観測した.

この時､単一光子の波束の時間幅 (-コヒーレンス時間)は､約40fs(バンド幅6nm)である.古典

的な波束 (図2･3)の場合､波束の変形から､エネルギ輸送速度vEや情報速度ⅤⅠが光速度を越える
ことが妨げられている｡単一光子のように量子的側面が前面に出ている場合､古典的措像とは大きく

異なる点がある｡単一光子の場合､光子 (=粒子)はバリアを "通過する"か "しないか"であり､

確率は小さくとも､ひとたび単一光子がsuperluminalに伝播したと認められた場合には､この1回

のイベントに対しては光子がもつすべてのエネルギーが光速度よりも速く伝播したことになる､と考

えることもできそうである｡これに対する解答は､初めに ｢双子の光子｣を準備するときの不確定性

関係に秘められている｡

4.新 しい群速度の定義

4-1群速度v gの破綻

従来の群速度vgの概念が共鳴媒質中の波束のsuperluminalや負の伝播速度を記述できるのは
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事実であるが､それは薄いサンプルについてのみであることに注意しなければならない｡そもそも､

群速度は屈折率の展開に基づいており､長い伝播距離に対しては急速にその意味を失う｡伝播中のス

ペクトルシフトを考てみようoガウス波束を考えた場合､距離Zでのスペクトルシフト6W は､6

W～△wc2Z/γZαとなるOしたがって､ 6W～△wc,すなわち､Z>zl=Zα(γ/△wc)1においては､主

要なスペクトル成分は入射スペクトルとは異なったものとなる.zl<Z<Z2､においては､主要なス

ペクトル成分が変化していても､通常の群速度vgが良い記述となる場合もあるoそこで､群速度vgが
破綻する条件を､周波数シフトによる群速度遅延の変化､∂T/∂W=(Z/C)∂2n(W)W/∂W2､が､ 6

T=(∂T/∂W)6W >Tという条件として考えることもできるo スペクトルシフト6Wは､Iml∂n(

W)W/∂W]に対応しており､そして､vgは､Re【∂n(W)W/∂W]に対応しているので､ この条件は､

(2･1)での議論と同様のものになるovgの破綻する伝播距離は､ パルスのスペクトル幅△wc､吸収

線幅 γと吸収長zaとの相対的関係によって決まっていることに注意しよう.

4-2 saddlepoint法による定義

短い伝播距離の近似を越えて意味をもつ新しい群速度の定義が提案されている｡Tanakaは

[14】 saddlepoint法を用いて新しい群速度を提案しているoSaddlepoint法は(1)stationary

phase法と(2)最急峻な経路法を組み合わせたもので､積分経路を実軸上からすべてのsaddlepoint

wsを通過するように変更する｡ なお､wsは､Z,tの関数であるO積分経路は､実部に対して最急

峻な経路に沿って取ると､その経路にそって虚部は一定値 (stationaryphase)になることが

Cauchy･Riemannの条件から示される.Lerentz型の吸収線にガウス波形が入射した場合､複素数W

面上で5つのsaddlepointが存在する｡この方法は､実際に入射パルスの周波数が吸収中心に共鳴し

ている場合にも､遠く離れた場合にも､すべての領域でパルスの伝播をよく記述する｡任意の伝播距

離Zにおいてパルスのピークが通過する時刻ではsaddlepointがいつでも複素W面の実軸上にあるこ

とを示すことができる｡この条件から

_Im控 辿 竺

[讐 a LLJ.)

C∂
+I+lnA(a'] - 0,
Z∂aJ

Rel管 腔 -o･

が得られる｡(4.2)式 は､長距離を伝播する波束に対して適用できる新しい群速度の定義である｡

(4.1)､ (4.2)式は波束の伝播に対して直感的な措像を与える. (4.2)式から距離Zを伝播する

波束のピークの "平均の"速度は､vs=∂W/∂kIwsで表される｡一方で､強い吸収媒質中では共鳴

に近い周波数成分ほど強い減衰が起こり､伝播に伴ってスペクトルはシフトLsaddlepoint周波数

wsも(4･1)式に従ってW面上をシフトする｡新しい群速度vs=∂W/∂klwsは通常の群速度の定義

vs=∂W/∂klwcとは､微分をとる周波数がwcではなくwsになっている点が異なっている｡特に長

距離伝播においては､vSはusを通して伝播距離の関数となる｡ (1)屈折率の虚部が無視できる場合に

は(4･1)式から､ wsはwcに等しく､(4･2)式は､従来の群速度の定義vgに一致するo同様に､(2)伝
播距離が短い場合にも従来の群速度の定義に一致する｡3-1で述べたChuらの実験は､短い伝播距離

の範境になる｡ 5章で検討するように､(4.2)式はあらゆる伝播距離の波束の伝播の 特徴を

superluminalや負の速度にもわたって記述することができるO (4.2)式で表される速度は､ "平均"

速度であることを注意しておく.Z,tにおける局所的なパルスピークの速度は､やや複雑な表式で表

される｡

4-3エネルギー時間積分による定義
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長距離伝播､広いスペクトル幅のパルスの伝播などさまざまな状況に対して適用できる方法

として､Peatrossetal.は､パルスの到達時刻をポインティングベクトルの時間積分によって定義し

た【15】｡この方法は､n(∽)の展開やフーリエ成分の積分に伴う困難さを回避したエレガントな方法

である｡この中で､時間遅延は､netgroupdelayとreshapingdelayとに分離される｡ある空間の

位置もからr-r｡+△rに移動するのに要する遅延時間は､

At-G,十 尽｡･

第 1項はnetgroupdelay､

GT=(9%k･Ar)･

(4.3)

(4.4)

で､従来の群速度遅延をスペクトル平均したものである｡ここでは､屈折率の実部のみが直接的な役

割をする0第2項は､吸収によってスペクトルがreshapingすることによって現れるreshaping

delayによる項である｡reshapingdelayは､初期位置r｡にて､伝播過程で失われるスペクトル振幅を

持たせた場合と持たせない場合のパルスの到達時間の差に相当する｡netgroupdelayとresllaping

delayの評価の順序は入れ換えることが可能である｡すなわち､netgroupdelayを伝播後に計算し､

その後reshapingdelayは初期位置で計算する､あるいはその逆を行うことも可能である｡もしも､

スペクトルの初期位相がゼロの "きれいな"ガウス型波束を考えた場合､伝播前のreshapingdelay

は無視できるので全時間遅延はnetgroupdelayのみとなる｡この場合､

∂Rern(a,)a,l

c Ida,[輿 ,)l2

(4.5)

となり､伝播後に生き残ったスペクトルは､ IP(W)l2はsaddlepoint周波数ws,に重心があること

からnetgroupdelayは､(4.2)式に等しくなる｡Peatrossの方法は一般性があり適用範囲が広く､例

えばチャービングパルスなどにも有効である｡一方で､具体的な情報が得にくい点がある｡Saddle

point法による定義vs重心による定義vp いづれも､媒質の伝播後に "生き残ったわスペクトル成分
に適用すれば､∂W/∂kという量がパルスの伝播に普遍的に意味を持つものである､と理解すること

ができる｡

5.パルス伝播の実験

波束の伝播に関する実験は､音波やプラズマ波など､様々な分野で展開されている｡光学領

域の実験は､(1)実験の分解能の高さや(2)パルスや分散媒質の制御性などから､また､(3)光速度を

越えるという一見パラドキシカルな言い回しも関係して､最もよく実験されている分野であろう｡こ

こでは､筆者の研究室の実験を例に取り上げて説明していきたい【16】｡図5･1は､共鳴媒質として色

素溶液を用い､これに共鳴するチタンサファイアレーザーからのフェムト秒パルスの伝播速度を伝播

距離の関数として調べたものである｡その結果､伝播距離が短い領域では､superluminalなパルス

伝播が観測され､やがでsubluminalへ移 り変わる様子が捕らえられている.(○)と点線は透過した

パルスのスペクトルのピーク波長で､スペクトルがシフトする様子がみられる｡これは､複素屈折率

の虚部の効果で､(4.1)式のsaddlepointの移動に相当する.(●)は実験で得られたパルス伝播の時間

遅延Tex､波線は従来の群速度によって期待される遅延Tg､(▲)は複素屈折率の虚部の効果をsaddle

pointの移動として取 り入れた群速度vsによって期待される遅延Ts､実線は数値計算の結果TNであ
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るo従来の群速度vgは､伝播距離が長くなるにしたがって急速にその意味を失っていくが､vsは

superluminalからsubluminalへの変化を捕らえ実験と良い一致を示す.superluminalなパルス伝播

は､通常の吸収線でも利得線でも､ある限られた伝播距離の中でのみ観測されるものであることに注

意する必要がある｡

∽
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図 5･1 伝播距離の関数としての伝播遅延
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6.おわ りに

共鳴媒質中の波束の伝播は少なくとも数値的に計算できる｡このため､特に特殊な条件下で

の群速度の概念などは必要ないという考えもあるかもしれない｡しかし､数値解とは別に､物理的に

直感的な概念が確立されていることは非常に重要であろうo特に､波動は粒子と並んでエネルギーや

情報など様々なものを運ぶ重要な概念である｡その伝播速度は物理の概念のなかでも最も重要なもの

であろう｡因果律が破られないことは自明であるにしても､量子的コヒーレンスや構造によってパル

スの制御を考えるとき､波束の伝播をしっかりと理解することは重要であろう｡
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