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第4~6章 

 
4. ブラッグファイバのインタロゲーションと多重化 
 
約1550nmの通信波長の場合、波長可変レーザ光源が、ファイバブラッググレーティングと

ファイバブラッグセンサのインタロゲーションを行うための適切な基盤となります。 HBM
のインタロゲータ(「光レコーダ」)は、半導体光増幅器(SOA)が高性能のファイバFabry 
Perot調整可能フィルタ(FFG-TF、Micron Optics Inc.の技術)、光アイソレータ、およびカッ

プラと組み合わされていて、1450nmから1650nmの間の最大チューニングレンジで一方向の

リングレーザを実行します。この組み合わせにより、幅広いチューニングレンジを持つSOA
の、高い光ゲインと広い帯域幅という利点と、FFP-TFの高いスペクトル選択性(空きスペク

トルレンジ >200nm)が統合されます。  

 
図3 (a) 光インタロゲータ(4チャンネルモデル)の図。可変レーザ光源からの光は４つのチャ

ンネルに分割され、そのチャンネルで複数のファイバブラッググレーティングセンサ(FBG 
1.1～4.k)を持つ最高で４つまでのファイバに結合されます。FBGの反射スペクトルは、フォ
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トダイオード(S1～S4)に記録されます。点線の四角: FBGからの背面反射された光用のファ

イバカップラ。(b) 1x4多重機能を持ち、1つのインタロゲータ出力チャンネルに接続された

光マルチプレクサ(「MUX」)チャンネルのシンボル図。  
 
インタロゲータの主要なセットアップは、図3aに示されています。調整された光源の出力は、

それぞれが1つのブラッグセンサファイバで接続されている(選択により最高で)4つの光ファ

イバチャンネルに分割されます。チェーンごとに、ブラッグセンサから反射された光が、フ

ァイバカップラ経由で接続されたフォトダイオードに記録されます。ここで、さらにデータ

処理を行うために、光信号が電気信号に変換されます。ダイナミックインタロゲーションの

場合、FFP-TFは最高で1 kHzまでのスキャニング周波数で駆動されます(例: HBMダイナミ

ックインタロゲータDI 410など)。ダイナミックインタロゲーションの確度は保証されませ

んが、スタティックインタロゲーションでは、NIST認定アセチレンガスリファレンスセル

の実装によって、10pmの波長確度と1pmの確度が実現されます(例: HBMスタティックイン

タロゲータSI 401)。すべての光インタロゲータに、1個(シリーズDI/SI 1XX)または4個(シリ

ーズDI/SI 4XX)のいずれかのファイバチャンネルが備わっています。 

 

チェーンごとのセンサの数は通常、スペクトルインタロゲーティング範囲(1510 nm – 1590 
nm)と、信号ピークのひずみと温度シフト後の2つの(スペクトル的に)隣接するセンサの相互

の信号干渉を防止するのに必要な、ΔλB 5nmまでの妥当な最小スペクトル距離の両方によっ

て制約されます。したがって、原則として、それぞれのインタロゲータチャンネルに、最高

で15個までのブラッグセンサから成るブラッグセンサチェーンを接続できます。標準のHBM

プログラムでは、チェーン当たり13個のブラッググレーティングに制限されます。そのため、

4チャンネルインタロゲータでは、センサの最大数は4x13=52となります。  
 
計測チャンネルの数は図3bに示すように、光マルチプレクサを使って増やすことができます。

4個の光入力チャネル用4x8および4x16マルチプレクサ(HBM M408およびM416)はそれぞれ、 

応答時間が0.05 ms未満の高速の非メカニカル電気光学スイッチングを可能にする1x2ソリッ

ドステートオールクリスタルスイッチのネットワークを使用します。したがって、機器全体

のブラッグセンサの最大数は、それぞれ52x2=104、52x4=208まで増やすことができます。 

 

ただし、ダイナミックインタロゲーションでは、マルチプレクサの使用によってインタロゲ

ーション率が多重化の程度に等しい係数で低下します。つまり、4x8マルチプレクサの場合

は1 kHzから500Hzに、4x16マルチプレクサの場合は1 kHzから250 Hzに低下します。 さら

に、信号損失によりダイナミックレンジが、4x8多重化の場合は最低40dBまで、4x16多重化

の場合は最低30dBまでそれぞれ低下します。 
 
 
5. HBMファイバブラッグセンサ  
 
a. 光ファイバひずみゲージ- ひずみ計測と応力解析 
 
ファイバブラッグひずみセンサを実現するには、基板のひずみを完全にファイバブラッググ

レーティングに伝達する必要があります。そのため、センサを表面にしっかりと取り付け、

基板のひずみをファイバに完全に伝えることが必要です。図4aに、ガラスファイバに理想的

なひずみの伝達を行えるよう設計された、HBMのひずみセンサ(HBM K-OL)を示します。この

センサを使用すれば、予ひずみなしで張力と圧縮を計測することができます。高度なひずみ

を感知し、曲がった表面でもひずみを計測できるよう、図4bの応用例で示すように柔軟な材

料の組み合わせが選択されています。 
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図4 (a) 2個のファイバコネクタが追加され

た光リニアひずみゲージ(HBM K-OL) (b) 
リング状の表面に取り付けられた光リニア

ひずみゲージ、内径 = 35mm 

このK-OL光ひずみゲージ(「OL」)の基本仕様の一部を図5に示します。外部ひずみのブラッ

グ波長信号 BB λλΔ の完全な直線性が示されています(図5a)。ここでは、k 係数の計測値が

期待値に近くなっています(計測値: k=0.78; 理論値: k=0.79; 方程式(12)と比較)。グラスフ

ァイバ強化プラスチック(GRP)ばね上での±5000µm/m交互負荷による連続運転テストで、高

度なひずみ計測能力が実証されています(図5b)。 振動サイクルが107 回繰り返され、サイク

ルの終了時にも完全なひずみが検出されています。光ひずみゲージは単独曲げテストでも、

>±10.000µm/mを記録することがわかりました。  

 

 
 
 
 
 
 
 
図5(a) 校正済みのステンレス鋼ばねの上

にしっかりと取り付けられた光ひずみゲー

ジ ( 「 OL 」 ) の直線ひずみ応答   (b) 
±5000µm/mひずみレベルのひずみ応答。

振動するグラスファイバ強化プラスチック

(GRP)ばねの両側にしっかりと取り付けら

れた2個の光ひずみゲージ 

ファイバは光ひずみセンサ内部を明確に定義された方法で通され、被検査物の表面にしっか

りと取り付けられるため、取り付けられたセンサに対する空きファイバの膨張係数 TΛα  は
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省略します。その代わりに、被検査物の熱膨張係数 sα  を全体のひずみ信号に対して考慮

する必要があります。 
 
(15) ( ) Tk snTm Δ⋅++= ααεε , 
 
ここで、 mε  は被検査物に加えられる機械的ひずみです(方程式14の εε Δ≡m  )。  

 

 
 

 
図6 アルミニウム製ばねの上にしっかり

と取り付けられた光ひずみゲージで記録さ

れた、減衰された機械的振動のダイナミッ

クインタロゲーション。信号の読み出しは、

ダイナミックインタロゲータ(HBM DI410)
で行われます。振動のフーリエ変換が、差

し込み図として示されています。 

ダイナミックインタロゲーションの例を、図6 に示します。この図では、アルミニウム製ば

ねの減衰された振動が、ダイナミック1 kHzインタロゲータ(HBM DI 410)を使用する光ひず

みゲージにより計測されています。ここでは、フーリエスペクトルに、 約50 Hzの中心周波

数と最高で100Hzまでの周波数寄与が表示されています。  

2次元のひずみ計測とその後の応力解析では、「ロゼットタイプ」光ひずみゲージ(「OR」)
が使用可能です。ここでは、3個のブラッググレーティングがシーケンス内部に彫りこまれ

ています。ブラッグファイバは60度で2回曲げられ、図7 に示すようにリニア光ひずみセン

サと同様に埋め込まれます(HBM K-OR)。 
 

 

 
 
 
 
 
図7  カバーとブラッグ波長および右回り

のグレーティング配列を示すラベルの付い

た、光ロゼットセンサ(HBM K-OR) 

 
ひずみセット{εa, εb, εc}の計測から、2つの主要な通常の応力成分 σ1 および σ2 が、この

0°/60°/120°光ロゼットセンサを使用して[13]で決定されます。 
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ここでは、Eは計測物体の弾性率(たとえば、アルミニウムではEは最低66kN/mm2、大部分

の鋼ではEは最低200kN/mm2)で、ν は縦方向の力における横方向のひずみと縦方向のひずみ

との間の逆ポアソン率です(たとえば、アルミニウムではνは最低0.33、大部分の鋼ではνは
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最低0.27)。角度 ϕ (図8b)は、計測グレーティング a と応力成分 σ1 の間の角度です(詳細は、

参照[13]を参照してください)。 

 

 
 
 
 
 
 
 
図8  (a) 光ロゼットひずみゲージと電気ロ

ゼットひずみゲージを比較するための計測

コンフィグレーション。 (b) 両方ともアル

ミニウムの引張バーに取り付けられた光ロ

ゼット(OR)と電気ロゼット(ER)による比

較応力解析。計測グレーティングは、「a、
b、c」で示されています。図には、結果

として得られる主要な通常の応力成分σ1 
とσ2、およびσ1 とグレーティング aとの間

の角度 ϕ が示されています。 

図8aに、アルミニウムの引張バーに取り付けられた光ロゼットひずみセンサと電気

0°/60°/120°ロゼットひずみセンサ(「ER」センサ、タイプHBM RY73-6/120)を比較するのに

使用される計測コンフィグレーションを示します。両方のセンサによる2次元のひずみ計測

は、図8bに示すように、応力成分σ1、σ2、および角度・に変換されます。電気ロゼットセン

サよりも光ロゼットセンサのほうが大きいにも関わらず、どちらの応力解析でも同程度の結

果が得られます。  
 
b. 温度補正ゲージ 
 
ファイバブラッグセンサを使用した精確なひずみ計測の重要な前提条件は、あらゆる熱的影

響の正確な補正です。これが必要なのは、温度の影響が ≈kTα 8.1 µm/m/Kの重要なひずみ

信号に匹敵する KT
6104.6 −×≈α のブラッグ波長シフトとなるからです。  

したがって、温度補正要素をひずみセンサの近くに配置する必要があります。  

このアプローチでは、温度補正は2つの方法で実現できます。 

 

既知の単軸ひずみ方向の場合は、被検査物の表面のひずみ軸に垂直に取り付けた2つ目の光

ひずみゲージを使用して温度補正を行います(図9a、左側)。 光ひずみゲージの横方向ひず

み感度kt は、ファイバ方向の縦方向ひずみ感度kl に比べて低いため(kt/kl <10-3)、このゲージ

はほとんど温度Tからの信号と、 εν ⋅⋅ lk となる基板材料の横方向の収縮からの信号だけを計

測します。 特に、ひずみ方向に取り付けられた光ひずみゲージと同じ温度特性が示されま

す。つまり、最初の光ひずみゲージと同じ一時温度応答が暗示されます。 
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図9 (a) 既知の単軸ひずみ方向に垂直に取

り付けられた光ひずみゲージによる温度補

正(左側)、および任意の不均一なひずみが

ある場合のOTCセンサによる温度補正(右

側)。 (b) 光温度補正センサ(HBM K-OTC) 
 
 
 
 
 
 
 

ただし、未知のひずみプロファイルが存在

する場合、この手順は適用できません。この場合、温度計測をあらゆる機械的な被検査物の

ひずみから完全に切り離す必要があります。 したがって、このアプローチでは、特殊な光

温度補正(「OTC」)ゲージが設計されています。ブラッグファイバが、アルミニウム製の本

体の上に取り付けられ、被検査物のひずみをブラッググレーティングから空間的に切り離し

ています。このセンサの明らかな利点は、あらゆるひずみプロファイルに適用できることで

すが、センサ本体の熱容量に限りがあるため、温度信号がわずかに遅延します。補正センサ

の場合は、被検査物での突然の温度変化時に、温度応答に対して・~10sの時定数を考慮する

必要があります。同程度の温度条件とするために、OTCセンサは通常、光ひずみゲージのブ

ラッググレーティングの隣に取り付ける必要がありますが、ひずみゲージを基準にした位置

合わせ角度は任意です(図9a、右側)。  

温度補正のための両方のアクセスを図9aに示します。光温度補正(「OTC」)ゲージの拡大図

を図9bに示します。 
 
OTCゲージの2つの中心仕様は、図10から入手できます。図10aには、光ひずみゲージによ

って熱ひずみとして計測される、-10°Cから80°Cまでの動作範囲の繰り返しの温度サイクル

が示されています。対応するOTC信号が、温度補正のために使用されます。したがって、光

ひずみゲージ(それぞれK-OLおよびK-OR)の温度補正信号 'ε  は以下の式で求められます。 
 

(17)  
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )OTCspecimenOTCOR

OTCspecimenOTCOL
ααεεε
ααεεε

⋅−=
⋅−=

'
'

 

 
ここでは、 ( ) =OTCα 30.6µm/m/Kです。 純粋な温度効果をフィルタできるよう、機械的ひ

ずみは加えられません。温度レンジの端の値でも、補正誤差は1%未満です。 
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図10 (a) アルミニウムの物体に取り付けら

れ、気候室で複数回の温度サイクルを実行

された光リニアひずみゲージ(OL)の温度ひ

ずみ信号と、OTCゲージによる温度補正

後の対応する信号。 (b) 拡大図: 温度補正

後のOL信号。(c) 基板に機械的ひずみサイ

クルが加えられた時の、2個のOTCセンサ

の応答 

 
温度サイクル全体での絶対補正誤差は、0µm/m未満です(図10b)。さらに、図10cに示すよ

うに、OTCセンサのデザインにより、機械的ひずみが基板から効果的に切り離されています。

基板を1000µm/mで引き伸ばしても、明らかにOTC信号にはまったく変化を及ぼしません。 

. 

図11に、温度とひずみの組み合わせテストを示します。このテストでは、1個の光ひずみゲ

ージを鋼製の物体に取り付け(αs=10.8µm/m/K)、OTCセンサで温度補正を実現しています。 

温度は20°Cから80°Cの間で不規則に変動し、2つの別々の機械的ひずみイベントが実行され

ています。温度補正後の信号では基本的に、2つの機械的ひずみ信号と温度作用からの低バ

ックグラウンド(<40µm/m)が示されます。この実地試験では、温度変化の時定数がしばしば

τ=10sを大きく下回っている結果、部分的に補正誤差が強く出ています。 
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図11 機械的ひずみを加えた温度補正テス

ト。OLひずみセンサを鋼製の物体に取り

付け、OTCゲージで温度補正を実行。 

 
6. 計測チェーン 
 
図12 に、計測チェーンのブラッグスペクトルの例を示します。この計測チェーンは13個の

ブラッグセンサで構成され、隣接する各センサペアは5nmまでのスペクトル距離で分けられ

ています。このスペクトル距離により、隣接するセンサにひずみが加えられない場合、最高

で± kBB λλΔ ~±5nm/1550nm/0.78~±4000µm/mのひずみを計測することができます。 

 

 
 
 
 
図12それぞれが5nmのブラッグ波長差分

で分けられた13個のブラッググレーティ

ングを持つ光計測チェーン。ブラッググレ

ーティングの各ペア間の空間的距離は

50cmまで。 

計測チェーンは、両端が8度の角度でカットされたFC/APCコネクタによって、インタロゲー

タに接続されます。これにより、合計反射角度を超えることで、信号のバックグラウンドが

入力インタロゲータファイバに背面反射されるのを防止できます。 

 

実際に、ブラッグセンサは多くの場合、さまざまな取り付けスポットを接続するさまざまな

ファイバ長によって分けられています。その結果、光接合部を使用してファイバ部品を挿入

することで、センサファイバを延長する必要があります。ただし、ブラッグピークの検出が

不明瞭にならないよう、センサチェーン内部の光学的損失を4dB以下に保つ必要があります。

これは特に、対応するブラッグピークレベルの最高で4dB以下となることのある側波帯が、

同じチェーン内の他のブラッグピークと同じ強度に達したときに発生します。  

 

光学的損失は、図13に要約するようにさまざまなレベルで出現します。インタロゲータをセ

ンサチェーンと接続するための接続ファイバ(電気通信ファイバ)の特定の損失は0.2dB/km 
(一方向)と低くなっている一方、センサファイバの特定の損失は9dB/km (一方向)です。し

たがって、センサファイバの合計長は、200mを超えてはなりません。ただし、接続ファイ

バの長さは、すべての ブラッグセンサの信号全体の減衰が伝わるため、重要ではありませ

ん。  
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図13  許容可能な信号減衰のある計測チェーンのファイバ長の組み合わせにおける推奨され

る限界 

 

センサファイバ(コア径5µmまで)から低損失の電気通信ファイバ(コア径9µmまで)までの光

モードのフィールド適応のために、両方向の光学的損失は両方のファイバタイプ間の接合部

ごとに、3dBまでとなります。したがって、チェーン全体の内部接続接合部が複数になって

はなりません。つまり、1つのチェーンでファイバタイプを1回以上変えることはできません。

ファイバの接合プロセスを図14に示します。その結果、ファイバの両端は0度の角度でカッ

トすると、精確に位置合わせして最後に電気アーク放電によって溶接されます。同じファイ

バタイプ間の接合部では、通常は0.2dB以下までの損失 (一方向)のみとなります。  

 
 
 
 
 
図14  電気アーク放電によるファイバ接合

のプロセス 
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もう1つの光学的損失源は、ファイバの重度の曲げに関連しています。この場合、合計反射角度が

不足し、光がファイバコアから漏れ出します。重度の曲げ半径はセンサファイバの場合は2 mmで

すが、電気通信ファイバの場合は最高で20 mmです。 

 

ブラッグ波長を正確に検出するには、計測プロセス中にファイバの曲げとファイバの位置決めをあ

まり変更してはなりません。HBM SI/DIシリーズのインタロゲータは、 ファイバの曲げ時に方向

が変わる直線偏光を使用します。ブラッググレーティングは通常、いくらかの回転異方性を示すた

め、インタロゲーションに使用する光の偏光状態を変更すると、ブラッグ波長の偏光が最高で

20pmまでわずかに変化します。したがって、すべてのセンサを取り付けた後で、チェーン全体を

選択した位置に固定することを推奨します。 

 

最後に、長い接続ファイバに対して、光伝播時間の飛行時間(TOF)補正を実現することができます。

DI/SIインタロゲータはスキャニング技術でリレーするため、波長スキャニング時間がデータ獲得

側で比例スキャニング波長に直接、変換されます。そのため、光経路によるグレーティングからフ

ォトダイオードへのブラッグ信号の追加の伝播時間はすべて、検出波長の人工的なシフトにつなが

ります。たとえば、光の速度がc0/n~2*108 m/s (c0=3*108 m/sは空気中の光の速度、n~1.5はファイ

バの屈折率)の場合、光は1mのファイバを通過するのに最高で5nsを必要とします。ダイナミック

インタロゲーションの場合は、TOFシフトが特に重要になります。1 kHzのインタロゲータでは、

80nmの波長レンジのスキャニング時間は最高で0.4msとなります。キロメートル単位の長さの接

続ファイバでは、TOFシフトは簡単にnm形式の値に到達するため、絶対計測値でこれを考慮する

必要があります。 
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