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魁､避蔓光路づと気栗デス分光分析法の提案
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の代義徳でa=且00m'程度であり､濃度C=
且◎ 7ppmを仮定し､案周的に強く､かつ梧号
処理上都食の良い滅義堂T=10 を得るために
は､兜路題L=t/qa‑60mとなる｡しかし
この長さの光路を大気率にとると､大気揺らぎの
ために､積分時間を十分にとっても単純には精度
が上がらないことが知られている.大気中の長光
路を通過した光ビームの強度揺らぎ(シンチレー
ション)を実測し､竜デルにフィッティングした
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かも"凍りついて"いるかのように見えることが
想像される｡この現象を利用するための方式がこ
こで提案しようとする､高速｡繰り返し掃引によ
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済度の改善を続をサて釆たが､最近､大気揺らぎ8こ
よる限界を=到達した⑳ これとは別に､パルス電源
でPb‑TDLを駆動する時のチャープを利頗し
た実時間分光システムを開発し､燃焼現象の研究
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そのものは否定できず､結論を得るため暮こぼ更をこ
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A record of atmospheric methane density

Fig.2

Experimental and theoretical spectra
of atmospheric scintillation｡2)

in an urban park site｡
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3｡高速繰り返しスペクトル測定法
繭塩半導体レ‑ザ(Pb‑TDL)を幅10ms
.2 ..<二言,J∴* V*;三でニ=:迂●jすると鞍

幅で

一一 号 二子‑vL s''す o二 二㌢..童 こ正したシステム

の概念図を図3に示すO レ‑ザの出力は､一つの
,'ヾ∴ノ *"¥ ‑.‑*'芦
も窒化
で､これを赤外
検出器I鼠D#iで､測定しようとするガスの標
準スペタ机L,をIRD車2で､ 50‑100mの
折返し党籍を経た信号光強度を‡RD#3で検出
する⑳ これら3種類の信号の更に対数をとったも
のを､それぞれvl､V2およびV3とすると次のよ
うは表わさ甑る￠
vl=且nPa(妾)/p>ヾ
V2=且nP田(普)/Pn
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但しa=α拍)は対象ガスの吸収係数で､レ‑ザ
周波数がチヤ‑プする事により､時妾胴=よって変
化する｡ 7iは大気揺らぎより遥かを=高い周波数成
>"‑*蝣モ持=つp二 で去‑｣:5 sl>¥上
蓋の信号が得られ
ると､筆者らがかねてより開発してきた随伴スペ
クトル処理によって大気ガス濃度eHを各掃引毎
に知ることが出来る｡この値は､大気の揺らぎに
'‑一‑‑%‑霊'ii'.ioて㌦ これを宝に嘉票したもsTsは大気譜
^ぎ､:二三5%<iを受ミナないことi'‑なる.
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倍額憶に欠けていて実験を行敬うところまで縛っ
ていない｡試在､託 デ‑蝣* ‑Ti' s¥二言ー‑‑'‑J.‑>昏義士
と､パソコンで駆動されるDSPポ‑ドを周いた
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4. 1㌔‑ドウェアによる実現
この原理を実行
するためには､且OMHzのバンド幅を有するア
ナログ倍号処理系と､それに見合う速度のディジ
タル処理系が必要である｡筆者らはかつて自作の
実時間ディジタル倍号処理装置によりこの原理を
て*.蝣"蝣 '¥‑'‑二M近v?cサ､道志速Å/'つま遮&､
ディジタルシグナルプ田セヅサ(DSP)などの
TUNABLE
D王ODE LASER

の導号
､.てミ.1･､薫が､こ: :::三三三二',‑'* ,y‑
<D要式｣>*蝣S｣‑'六
二､＼∴ ∴ ､ニ

ら､メダンスベ享:‑･.一:ミ

三ciP^t)/?べ

‑a(舌)a)くLy,

ア義買主fe記回蓮享正三¥v^‑ ‑.〜‑了I∵ミニ̲ ､､こそう
能のものを製作することが容易である⑳
前記(1)‑ (3)式の養硯等はむヽわ珍る零次
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Fig｡

Schematic illustration of long‑path
spectrometry system for ‑in situ atmo‑
srsheric methane density measurement.

Fig.4

Direct spectrum (upper trace) and a differ‑
ence of the 2nd order specもruin (10wer trace)
for the transmitted chirping laser pulse.
Methane lines are clearly separated from the
leading
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or
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edge

of

the

lase且,

pulse｡

