Vol.2009-CE-99 No.2
2009/5/23

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

１．はじめに

Java Graphics を用いた
光波の干渉実験のシミュレーション

光波の干渉実験は，基礎科学研究や教育など多くの分野で有用であることが知られ
ています．本論文では，日常よく経験する光の反射波の複数行路（光路，light paths）
間の位相差による干渉縞について幾何光学的な数値計算を Java 言語と Java 2D, 3D
グラフィックス[1]を用いて行いました．計算された干渉による像は，RGB カラー空間
の１つの表現形式である HLS カラーシステム（色相，明度，彩度）を利用して可視化
しました．今回，２つのテーマについて Java Applets（小プログラム）を制作しまし
た．[2] それらは，PC のどのプラットフォームかを問わないで，制作したり，実行
したり，各種ブラウザで閲覧することができるという特徴があります．
1 つ目は，無限遠の宇宙に由来する X 線を金などの重金属の平板にすれすれの角度
で入射させて全反射をさせることにより，その行路を幾何学的に制御し，収束面上に
像を結ばせる天体観測 X 線望遠鏡[3,4]を取り上げました． 制作した Applet は，可視
光より波長が短い X 線の干渉像を可視化し，反射板の配置や枚数，注目する X 線の波
長などに依存するシステムの特徴や性能をシミュレートすることができます．
2 つ目は，全国各地の大学などで基礎理科実験として取り上げられているニュート
ン・リング実験[5, 6, 7]をシミュレートしました．光学システムへの入射光が反射さ
れて戻ってくるときの干渉縞を取り扱う 2 種類の Java Applets を制作しました：
（１）反射光は入射光と平行な行路（光路）を戻るという簡単な平行光路近似を採用
して干渉縞を計算する Applet をまず作りました．これで再現するニュートン・リング
の縞模様を実験のものと直接対比することができ，平凸レンズの曲率半径（または光
の波長）など未知の値を推定/決定することができます．これは，暗環の半径２乗を環
番号の一次関数とみて，その傾きから曲率半径を求める従来の方法と同等です． さら
に，（２）入/反射光の平行光路近似を捨て去り，伝統的な幾何光学モデルに基づいて
干渉縞を計算し，可視化を行う Applet も作成しました．光の行路および干渉縞をその
画面上で見ることができます．これによって，先の平行光路近似モデルがどのような
実験条件の場合に有用性を発揮するのか検証しました.

泉本利章†，畑中涼†, 武田裕太†, 柳町朋樹†
光波の干渉実験は，基礎科学研究や教育など多くの分野で有用であることが知ら
れています．今回は，反射波の干渉について数値計算と HLS カラーシステムを用
いた像の可視化を行なう Java Applets を，X 線天体望遠鏡とニュートン・リング
実験について制作しました．前者では，波長の短い X 線像の可視化により，その
系を構成する反射板の枚数や注目する宇宙からの X 線の波長への依存性などを調
べられました．また後者では，入/反射光の行路を幾何光学的に調べるとともに，
反射光の干渉により生じる明環・暗環を再現することができました．また暗環群
の半径からレンズの曲率半径または光の波長を推定する際，顕微鏡の適切な焦点
合わせが行われていれば，従来からの簡単な実験分析法が有効であることがわか
りました．

Interference Patterns Caused by Reflection of
Light Waves Simulated in terms of the Java
Graphics
Toshiaki Izumoto†, Ryo Hatanaka†, Yuta Takeda†, and
Tomoki Yanagimachi†
Interference patterns of light waves are utilized in many fields of scientific research and
education. We have made Java applets for simulating interference patterns of an X-ray
astronomy telescope and the Newton's rings by making use of the Java graphics and the
HLS color system. Image at the focal surface is visualized for design-parameters of the
telescope such as wave length of X-ray and number of mirrors. As for the Newton’s
rings, light paths are studied by making use of the Optics, and the interference patterns
are visually reproduced. When the microscope is properly focused, the simple way of the
analysis is proved to be useful in obtaining optical parameters such as the radius of the
curvature of the underside of the lens.

2．X 線天体望遠鏡の干渉像
2.1

X 線天体望遠鏡のモデル

国内でもＸ線天体望遠鏡 (XRT) を用いた研究[4]が大いに進んでいますが，ここで
は，NASA が計画している Maxim Pathfinder という X 線望遠鏡の例[3]を取り上げます．
†
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その構成は，図 1 に示すように，反射鏡システムを搭載した宇宙船と，それから 450km
の距離を隔てた，検出装置を搭載した観測宇宙船から成っています．Ｘ線の反射鏡シ
ステムは，第 1 段の反射鏡（サイズは 3cm x 90cm）の 1 対（距離は 1.4m）と第 2 段の
反射鏡の 1 対（距離は 0.3m）を組み合わせた計 4 枚セットが構成の基本ユニットとな
っています．X 線は，その表面を精密加工した重金属製の平板反射鏡に，その表面す
れすれの小さい角度（2 degree）で入射させると，鏡面反射します．この基本ユニット
を反射鏡システム宇宙船の対物側の円筒に複数セット配置することにより，X 線を収
束させるレンズの役割を担わせています．

に指定色になります．さらに値が 1.0 近くの大きな値に近づくと白味がかってきます．
彩度は，1.0 と色が一番鮮やかになる点に固定しました．
HLS カラーシステムをデモンストレーションする Applet の外観を図 2 に示しました．
複素数の位相と絶対値を，色相と明度に対応づけて，（彩度は 1.0 に固定して，）表現
することにより，量子力学の波動関数の表現方法としても利用されています．［2］

図2
図 1

2.1

HLS カラーシステムの Applet[2]

平面反射鏡を組み合わせた X 線天体望遠鏡[3]

XRT の Applet

反射鏡システムの宇宙船の円筒の対角線上に X 字型に配置された 4 枚の金属平板に
よる X 線の干渉強度は，｜cos x・2πsinθ/λ｜ 2 と表せます．この場合，干渉縞は直線の
模様になっています．さらに，この 2 段の反射鏡を追加して，環状に m セット並べた
とき，X 線の収束面上の観測強度は．

I ( x, y) =｜Σｊ =1m cos( x cosφj ＋ ｙ sinφｊ) 2πsinθ /λ｜ 2
と表わされます．ここに，φj = 2π (ｊ- 1)/m，λ は観測 X 線の波長です．また，第 2 段
目のリング直径を R2（m）として，反射鏡システムと像の集束面にある撮像素子との
距離を L (m)としたとき tanθ= R2/L となります．
RGB カラー空間の１つの表現形式である HLS カラーシステムを用いて，この X 線
の観測強度を，X 線が収束する xy 平面上の関数 z = I (x, y) として，3 次元的にカラー
描画する Applet を制作しました．色相は，0.0（赤色）に固定し，観測強度の関数とし
て明度を指定しました．この明度が 0.0 のとき色は真っ黒になり，0.5 になったとき正

図3
2

Applet による X 線望遠鏡の集束面上のイメージ例
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2.2

平面の円の中心から距離 r の点において，レンズ下面とその下の平板ガラスとの垂直
方向の隙間 d は，レンズ下面の表面曲率半径を R とすると，d ＝ r2 / 2R で与えられ
ます．ここで注目すべき点は光が平板ガラス表面で反射するとき，反射率の振幅が負
の符号であること，つまり行路の位相がπだけ跳ぶことです．
この光学系による光の透過・反射係数を考慮して，干渉条件を求めます．ここで，
整数 m = 1, 2,・・・とすると，
r2 /R +λ/2 = mλ なら，明るいリングとなり，
r2 /R +λ/2 = (m + 1/2)λ なら，リングは暗くなります．
しかしこの議論によれば，ニュートン・リングの中心部分は暗いはずですが，図 5 の
対比からわかるように，実際に観測されるニュートン・リングの中心部分は明るくな
っています．[2, 8]
このずれの原因の１つとして，次のような点があげられると思
われます：平凸レンズ底と平板ガラスの接点にサブミクロンサイズ δ 程度の蒸気や埃
などが付着することにより，先の微小な隙間 d にサブミクロンの隙間 δ が加わる, つ
まり d ⇒ d +δ と変化して，リング中央部分の行路差が約 λ/2 程度ずれて明るくなり
ます．このことから，m = 1, 2,・・・とすると，暗いリングの位置は，行路差が ( r2 /R
+ 2δ) +λ/2 ⇒ ( m + 1)λ と変化するため明るくなり，明るいリングの位置は，行路差が
( r2 /R + 2δ) +λ/2 ⇒ ( m + 1/2)λ と変化するため暗くなることが期待されます．
こうして，先の単純な仮定に基づくニュートン・リングの明暗環の予測逆転が説明

出力例

Applet では，反射鏡の枚数と X 線の波長，集束面にある撮像素子のサイズが可変量
になっています．図 3 の利用例では，光学系として 16 セットの第 1 段および第 2 段の
反射鏡を使用した場合の結果を示しています．反射鏡の枚数が尐ないと，集光能力が
低く，暗いイメージになります．表示例の X 線の波長は，5nm (= 5x10-9 m) を仮定し
ています．波長がさらに短くなると，得られるイメージの干渉パターンも細かくなっ
て行くことがわかります．

3．ニュートン・リング実験
3.1

簡単な平行光路モデル

ニュートン・リング実験の装置は，図 4 に示しているように平凸レンズの凸を下に
して，精密加工された平行平板ガラスの上に置いた光学系です．上部から垂直に入射
する一様光線が，レンズ底の球面で反射して戻ってくる光と，そこを一旦通過した後
に平板ガラスの上面で反射してくる光の行路差がレンズの中心からの距離 r に依存し
て変化することから，干渉縞として同心円状の暗環と明環が交互に観測されます．そ
のリングの干渉縞を顕微鏡で観察することによりレンズの曲率半径（または，光の波
長）を導出する実験が，多くの大学で基礎物理実験として採用されています[6, 7, 9]．

3.2 平行光路モデルの Applet
この実験の説明とデータ解析の手順は，通常，次のように行われています：レンズ上

図4

図5

ニュートン・リング装置と入反射光の行路[8].

3

平行光路近似からの干渉縞（上半円）と実験データ（下半円）との比較．
干渉縞の計算には，R=1.65m，δ=0 を仮定しています．
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されます．実験マニュアルでは，学生達に δ を消去した式を与えて，直ちに曲率半径
推定のデータ処理が行うようになっています．実験データから曲率半径を求めるため
の具体的な解析は，m + n 番目と n 番目のリングの半径 rm+n と rn を計って，先の
関係式から隙間 δ を消去して求めた式：R =（rm+n2 - rn2 ) / mλ を利用しています．
私たちは図 6 に外観を示すように，反射光による干渉縞の強度分布を計算して，そ
の結果を Java グラフィックスにより表現する Java Applet を作成しました．表 1 に示す
ようにレンズの曲率半径 R，光の波長 λ，隙間 δ などが入力データとなります．画像

項目
曲率半径 R[m]
波長 λ[μm]
視野半径[mm]
隙間 δ[μm]

図6

反射光の平行光路モデル採用の Applet 外観.

表1

平行光路モデルの Applet への入力項目一覧

の色を表現するのに第 2 章と同じく HLS カラーシステムを採用しました．色合いはユ
ーザが任意に指定することにして，計算で得られた光の強度分布を，明度として 0.0
～0.5 の値に対応づけ，彩度は 1.0 に固定しました．この Applet を使用すれば，実験と
計算の干渉縞の明暗を直接目視により比較することができ，未知とした R や λ の光学
パラメータの値を推定することが可能になります．縮尺の異なる実験を計算結果の画
像と比較するに当たっては Applet 出力図の拡大・縮小を，マウスで調節バーを操作す
ることにより容易に行えます．
なお，数値計算においては光線が光学系に垂直入射して，透過（屈折）・反射する
際の振幅係数は，レンズの屈折率 nL とガラスの屈折率 nG 等を用いて表現しました．
空気中からレンズ中へ透過する振幅透過係数として 2nA / ( nA + nL )など，また空気中
からレンズ表面で反射される振幅反射係数として ( nA - nL ) / ( nA + nL )などを採用しま
した．屈折率については，nA = 1.0，nL = nG = 1.5 としました．
図 7 の左半分に隙間 δ=0 を仮定して計算した干渉縞を，右半分に δ = 0.20μm (=
0.20x10-6 m) を仮定して計算した干渉縞を比較例示しました．中央部分の明暗が，左
右で異なっていることに気が付きます．これまでに文献 [6, 7, 8] に報告されているデ
ータとその計算処理をあわせて，図 8 に暗環の rn2 対ｎプロットを行っています．ま
た参考のため，3.3 節の幾何光学モデルを採用したニュートン・リングの計算よる干
渉像を，表 2 に示しておきます．

説明
調節バーで，平凸レンズの曲率半径 R を入力．
調節バーで，用いた光の波長 λ を入力．
調節バーで，仮想スクリーンの半径を入力．
調節バーで，レンズ下端とその下の平板ガラス間の隙間を入力．

図 7 ニュートン・リング干渉縞への隙間 δ の影響．
図の左と右は，δ= 0 と δ= 0.20μm を仮定して計算．（R=1.65m, λ=0.589μm）．
4
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rn2 対ｎプロットを１次直線で近似したときの傾きが，積 Rλ の値に等しいというこ
とになりますので，波長 λ または曲率半径 R のどちらかが既知であれば，未知である
他方の値が求められます．これまでの取り扱い[6,7]では，中央に近い暗環はその外側
にある暗環群とは傾向がずれており，より外側の暗環群を利用するとしています．そ
のずれの原因として，平凸レンズの自重による変形[6]やレンズを専用マウントで固定
する際の接触圧[7]などがあげられています．明るい中央部に続く最初の暗環は，幅が
ぼやけて広くなっていますが，それも干渉縞の一部と考えられますので，ここでは， n
= 0 として表示しました．
中央部の幅の広い暗/明環の半径に大きな影響を与える隙間 δ の導入は，蒸気や埃の
光学系の隙間への侵入が原因としてきました．埃の存在は，次のように一般的現象と
考えても不思議ではありません：ニュートン・リング実験光学系の平凸レンズと平板
ガラスは，精密加工品として比較的クリーンな環境に置かれ，保守されていますが，
それでも一般実験室内の目に見えない埃は，コントロールの仕様がありません．その
理由として次のことが挙げられます： ① 室内で浮遊している粒子（埃，ほこり）の
うち蒸気，ガス，臭い，煙，バクテリアなどの 0.1～１.0μm のサイズのものは，24 時
間経過しても床に落ちません．②また，一般室内のサイズ 1.0～10.0μm の目に見えな
い室内浮遊塵は，人が動けば舞い上がり，8～10 時間後に床に舞い降ります．

表 2 ニュートン・リングのレンズ曲率半径 R への依存性．
幾何光学モデル Applet により，第 1 欄のデータを使って計算．

3.3 幾何光学モデルの Applet

図8

データ解析を行う前に，幾何光学モデルにおける反射光の行路について大局的に理
解しておきます．ニュートン・リング実験では，平凸レンズ上平面に垂直一様な光を
入射し，それが平凸レンズの底面で反射され，その上平面で屈折して戻ってくる行路
A と，平凸レンズの下の平板ガラス上面で反射し，再度平凸レンズを透過して戻って
くる行路 B があり，それらの間の干渉縞を観測しています．
平凸レンズ底面の形状が焦点距離 R/2 の凹面鏡になっており，そこで反射された光
は，さらに上平面の境界で屈折するという幾何光学的な考察から，一様入射光の行路
A が，復路で収束する点の近似的高さは，h = R/ 2nL となります．また，平凸レンズ１
枚の焦点距離と平行ガラスの上面 h = 0 を境界面とする鏡像でもう１つの平凸レンズ
を考えることにより．一様光の行路 B が収束する点の高さは，近似的にそのレンズ 1
枚組の焦点距離と等しく，h = R / 2(n L - 1) であることが分かります．具体例として，
図 9 に R=1.65m のときの行路 A,B の断面を示しています．

ニュートン・リングの n 番目の暗環の半径 rn２のプロット．
実験データの出典は，1 点鎖線[6]，破線[7]，実線[8]．
5
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光学システムに垂直下方に入射した光が反射して戻ってくる復路は，往路と並行で
はなく，並行光源の実像を結ぶこれらの収束点を一旦通過して，また広がります．こ
のことから，レンズのごく中心部に光が入射した時に限って，3.2 節の平行光路モデ
ルの仮定が良くなると期待されます．
図 10 に示す幾何光学モデルの Applet では，数値計算で次の要素を考慮しています．
① 屈折の法則．（レンズ，ガラス，空気などの屈折率 nL，nG，nA は，3.2 節参照．）
② レンズや板ガラスの表面に垂直入射する光の反射/透過係数．（3.2 節参照．）
③ 傾きや形状の異なる表面 Sin から入り，別の表面 Sout を通過して光が進むときの幾
何学的微係数[⊿Ｓ in/⊿Sout]1/2．
④ 平凸レンズ底と平板ガラス上面との接点に生じている隙間 δ (≧0)．
⑤ レンズの中心軸から距離 r = rout だけ離れた点の干渉像と，その点に至る２行路の
出発点 rin を結ぶ光路．（区間分割法や２分法を利用．）
制作した幾何光学モデル Applet を利用する際の入力データ一覧は，付録 A にまとめら
れています．Applet により描画された図を，マウスを用いて平行移動させる機能や，
拡大・縮小させる機能も用意されており、縮尺の異なる実験データと比較する時など
に利用すると便利です．
図9

入射光（白色）と h = R/3，R で収束する反射光の 2 行路 A, B（橙色と黄色）．

図 10

幾何光学モデルの Applet 外観．

図 11
6

幾何光学モデル計算結果と実験データ[8]との比較．
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この Applet で計算された干渉像と実験で観測される像を，大きな読み取り誤差の伴
う数値に変換することなく直接比較して，中心点からの暗環群の半径｛rn2｝と広がり
幅などの特徴が再現され一致していれば，その時仮定した光学パラメータは，光学系
の固有の値であると推定できることになります．図 11 に，今回のニュートン・リング
実験で観測した干渉縞[8]と，計算によって得られた干渉縞（Rlens＝1.58m，λ=0.589μm，
δ=0.24μm を仮定）を比較しています．両者は，非常に良い一致を示しています．

幾何光学モデル Applet を用いれば，任意の位置 h_image にある虚像について理論計
算の結果と実験データを比較できるはずです．そこで，先の光学系と h_image のいく
つかの値を仮定して，幾何光学モデル（Rlens＝1.58m）から生成された理論的ニュート
ン・リングに，3.2 節の平行光路近似モデルのデータ処理操作を適用した結果を図 13
に示しました． h_image のいくつかの値を仮定して幾何光学モデルにより計算された
画像から，暗環の半径の二乗｛rn2｝を読み出し，それを n の一次関数とした時の傾き
から積 R*λ が推定されます．
この Estimated R＊が計算の入力データとして用いた Rlens の値に一致する点として，
h_image = 0 mm があることがわかります．図 12 を見ると，虚像を生成する２つの反
射光行路を逆方向に延長した“仮想行路”が，h_image = 0 において，対応する垂直
入射光路の近傍点を通過しています．虚像の生成位置が h_image = 0 から上方または
下方にずれると，2 つの仮想行路は互いに離れて行っています.
この幾何光学モデルに基づいた計算例は，従来の平行光路近似によるデータ処理が，
顕微鏡で干渉像の位置を h_image = 0 mm に設定した時に限って有効であることを示
唆しています．表 2 の第 1 欄に表示している他のパラメータセット {R，λ，δ，およ
び観測高さ h_image = 0 mm} を用いた幾何光学計算の結果は，第 3 欄の文献にあるニ
ュートン・リング干渉縞の観測データと一致しており，この考察を支持しています．

3.4 幾何光学モデルによる平行光路近似の検証
この Applet では，h_image の位置がレンズの上平面より下に来る，いわゆる虚像も
扱っています．参考のため，今回の実験で採用した光学系（レンズの曲率 R=1.65m，
厚さ 10mm）を例にとって，行路断面を次に示します．図 12 の左半分に入射光（白色）
と反射光（橙・黄色）の行路 A, B を，また右半分に光学系の奥 h_image = 0，-15 (< 10
mm) に位置する虚像を形成する仮想的な行路を示しています．

図 12

入射光（白色）と反射光（橙・黄色）の行路を図の左半分に，虚像を見るとき
の仮想的行路（橙・黄色, h<10）を右半分に表示．

図 13

7

像の観測位置 h_image と推定曲率半径 R＊．
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4．おわりに

付録

基礎研究や理科教育実験に取り上げられている物理現象を可視化することを目標
として，Java Graphics を用いた Applets をいくつか作成しました．まず，反射光の干
渉という現象を取り上げ，結果を HLS カラーシステムで色付けして表現しました．目
に見えない X 線の干渉像を可視化することで，結果の直観的な理解に役立ちます．ニ
ュートン・リング実験では，反射光の平行光路近似モデルと幾何光学モデルの Applets
を作成し，両者の結果を比較しました．顕微鏡を用いた実験で像を観測した位置にあ
わせて幾何光学モデルでのデータ解析は行う必要があること，また特定の観測位置で
の干渉像に対してのみ，平行光路近似モデルでのデータ解析が有効に適用できること
がわかりました．
謝辞

付録 A

項目
曲率半径 R [m]
波長 λ[nm]
色相
視野半径 r_obs
[mm]
観測高 h_image
[mm]
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h_lens [mm]
r_lens [mm]
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隙間 δ[μm]
平板ガラス厚
h_glass [mm]
光学ガラス屈折率
ｎ G= n L
グラフィックスの
選択
（３択）

8

説明
平凸レンズ底面の曲率半径を入力，[return]．
光の波長を入力，[return]．
光の色相を指定して入力，[return]．この値の範囲は[0.0～1.0]．
（0.0 で，赤から始まり，緑，青，そして，1.0 で赤に戻ります．）
像が映る仮想スクリーンの半径を入力，[return]．
像が観測される位置の高さを入力，[return]．
この高さは平凸レンズ中央の底を原点として測定します．
h_image < h_lens のときは，虚像として取り扱います．
平凸レンズの厚さ h_lens を入力，[return]．
平凸レンズの半径 r_lens を入力，[return]．
平凸レンズとその下の平板ガラスの間に生じる隙間[μm]を入
力，[return]．
平凸レンズ下の平板ガラス厚は 10mm と指定済み．
光学ガラスおよびレンズの屈折率 nG= nL=

1.50 と指定済み．

・幾何２光路＆環境光（平凸レンズの上平面と平板ガラス底平
面からの反射は非干渉と仮定）
・平行２光路近似 （通常採用されているもっとも簡単な近似）
・光学系と２光路の断面（平凸レンズ底面からの反射と平板
ガラス上面からの反射の２光路の垂直断面）
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