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We have constructed a cavity-type millimeter wave spectrometer in the 2 mm region. The cavity 
consists of a fixed mirror and a movable mirror controlled by a step motor. The millimeter wave 
beam was incident on a beam splitter and follows multiple reflections inside the cavity. The 
resonance width was measured to be 1 MHz with FSR (free spectral range) of 224 MHz (finesse 
224). A source modulated spectrum obtained at cavity resonance position was 50 times stronger than 
that obtained at off-resonant condition. Stark modulated spectrum of CH3OH (J,K = 1,1-1,0 E) was 
observed with a 50 kHz 15Vp-p square wave applied on 6 cm electrode interval. 

 

【序】現在までにマイクロ波（<26 GHz）の領域の共振器型分光装置は既にフーリエ変換型

分光器として盛んに利用されていて、高感度な測定が行われている。波長の短いミリ波領域

での共振器を用いた分光ではこれまで数少ない試みが報告されているのみである。B. S. 
Dumesh 等(1 は Orotron という発振装置を使った共振器の実験から、測定感度 (2-3)×10-10 cm-1 を

報告している。また九大の原田等(2 によってミリ波共振器の製作が行われている。原田等はビームス

プリッターを用いて共振器内にミリ波を導入し、共振幅0.76 MHz、フィネス355 を得ている。そこでは

284 倍以上の実効光路長が実現している。その方法は弱い吸収線の検出に有効と思われるので、

本研究では共振器型ミリ波分光装置を製作し、いくつかの分子の回転スペクトルの測定に応

用したので報告する。 
【分光装置】図 1 に製作した装置の概略を示す。

ミリ波源としてGunn発振器 2 てい倍により 160
～230GHz 帯の発振を得た。ミリ波ビームはビー

ムスプリッター(BS : OHP シートを使用)によっ

て、固定鏡と可動鏡よりなる共振器(鏡間隔 : 670 
mm)に導入された。可動鏡は外部よりステップモ

ーターにより制御を行った。検出器は、液体ヘリ

ウム冷却 InSb か常温ショットキーダイオード型

検出器(Millitech DXP)を用いた。初め He-Ne レ

ーザー光を用いて光学調整をした後、共振器の中

と外にある 2 種類のチョッパーを動かして直接検

出した時と共振した状態の時の差が大きくなるよ

うに調整を行った。その結果 160 GHz 帯で自由ス

ペクトル間隔は 224 MHz で、共振幅は 1 MHz(フ
ィネス 224)を得た。図 2 は共振状態で全体に満た

した CH3OH の吸収スペクトルを光学変調法で観
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測した例である。約 1 MHz の共振器のプロフィル(下向き)に吸収線は上向きに観測されてい

る。共鳴時は非共鳴状態(光路長 250 mm)でのスペクトルに比べて 50 倍強く観測された。 
【分子ビームを用いた実験】原田等が報告し

ているようにパルスノズルを用いるとビー

ムスプリッターの膜自体の振動によるノイ

ズが顕著になった。連続ビームではパルスノ

ズルの場合のようなノイズは生じないが、使

用したノズルの指向性が高く、ミリ波ビーム

との重なりは小さくなり、飽和の効果が認め

られた。スペクトル線幅は 40 kHz が得られ

た。 
【Stark 変調を用いた分光】図 1 の点線で描

かれているようにパルスノズルを囲むよう

に 2 枚の金属板(6 cm の間隔)を置き、両板に

50 kHz の 15 Vp－p の矩形波をかけて位相敏

感検波を行った。図 3 はこの Stark 変調法を

用いて観測された CH3OH(J,K = 1,1-1,0 E)遷
移のスペクトルを示している。またパルスノ

ズルを用いた場合、ソース変調では膜の振動

によるノイズが、シュタルク変調では無視で

きる程小さくなった。繰り返し周波数 4 Hz の

ノズルで CH3OH : Ar = 1 : 8 混合ガス(背圧 2
気圧)を用いて S/N=60 の信号を得ることがで

きた。 
【共振周波数トラッキング】製作した分光装置は共振幅が約 1 MHz でスペクトル線の幅と同

じ程度になっているためソース変調では図 2 に示すようにベースラインが激しく変化してい

る。そのため周波数掃引の時共振器長も同時に変化するように共振周波数トラッキングを行

った。現在の配置ではステッピングモーター1 パルス当たり共振周波数が 0.5 MHz 変化する

ので周波数掃引に応じて、PC からパルスを発生させることによりトラッキングを行った。あ

る周波数範囲の積算のためには 1 回の掃引が終わった後、発生させたパルス数をモーターの

逆回転に使った。そのシステムの本格的なテストは進行中である。 
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図2 ソース変調でのスペクトル
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図3 Stark 変調でのスペクトル
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