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第7~9章 

 
 
7.  光インテロゲータの校正 

 

光インテロゲータの校正においては、絶対波長基準として無熱ファイバ・ファブリーペロエタロン

が使用されています。 

 

エタロンは基本的に、ファイバの経路に挿入された 2 つの固定平面の平行な誘電体表面から構成さ

れています。これらの誘電体表面は、複数回の反射および部分的な反射を行う誘導体表面からの光

線の干渉を通して、精密な波長フィルターとして作用します。エタロンの反射ピークは、エアリー

関数によって以下のように記述されます。 
 

 (18)  ( ) ( )( ) 12 2sin1 −
+∝ δλ FR  

 
ここで、エタロンを通過する 1 回の往復によって光波が取得する光学的な位相は、δ = 4πnl /λに

よって与えられます。ここで n は屈折率、l は両方のエタロン干渉間の距離を示します。誘電体表

面の反射率 R を伴うフィネス係数 F= 4R/(1－R)2を使用して、エタロンの反射ピークの形状を定量

化します。自由スペクトル領域（FSR）Δλは、ピーク・ツー・ピークの距離を表示します。 

 

 

 

図 15.インテロゲータの校正に使用されるファイ

バエタロンの反射スペクトルの一部。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 15 は、HBM 製の SI401 インテロゲータによって記録したファイバエタロンの反射スペクトルの

小領域を示すものです。エタロンの反射ピークは非常に鋭く尖っており、したがって校正波長の幅

広いスペクトルを正確に規定します。こうしたピークの位置は温度によって変化せず、1,510 から

1,590 nm までのインテロゲーション範囲をすべてカバーします。図 15 のエタロンスペクトルを拡

大したものでは、1,535 nm 相当のλ0付近において、FSR は約 0.8 nm となります。 
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実装されている気体電池基準（HBM SI401 など）を使用して、アクティブに校正された HBM 製イン

テロゲータを使用したピーク波長の測定により、エタロンの絶対校正を行います。この手順により

校正プロトコルを確立することが可能となりますが、これは認定された気体電池インテロゲータを

使用して計測したエタロンのピーク波長を、求めるインテロゲータを使用して計測したエタロンピ

ークと一緒にリストアップすることにより行います。 

 

静的用インテロゲータおよび動的用インテロゲータの両方において、絶対校正誤差は 10 pm 未満

（通常は±1～2 pm）となっています。 

 

 

8. ブラッグスペクトルにおける異常 

 

a. 複屈折および不均一なひずみ 
 

この章では、ブラッグピークの認識における障害、あるいはブラッグ信号の変造につながる可能性

もある、基本的な影響について説明します。 
 
 
 

 
 
 
図 16. 複屈折なし（a）および複屈折あり（b）のブラ

ッグスペクトル。この挿入図は、ファイバに対する横方

向力がない場合（a）と横方向力がある場合（b）のコア

屈折率の変化を示しています。 
 
 
 
 
 
不完全な信号が検出される主な発生源は複屈折です[14]。 

ファイバ長 L (F/L) に対する半径方向力 F により、ファ

イバコア内には異方性の屈折率 x
effn および y

effn が発生し

ます（図 16）。これがブラッグピークの分割に影響を

及ぼし、2つの分離したピークができます。 
 
(19) ( ) ( )yxiLFni

eff
i
B ,2 =Λ=λ  

 
これら 2 つの屈折率の差から、以下のように複屈折率β が規定され、 
 
(20) y

eff
x
eff nn −=:β  

 
これによりブラッグピークの分裂の大きさを直接的に計測します。 

(21) ( ) ( )LFLFB βλ Λ=Δ 2  
 
上記のすべてのセンサで使用されているブラッグファイバについて、実験的に以下が判明していま

す。 
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 (22) ( ) ( )mmLNF71015.3 −∗≈β  
 
図 16 は、非摂動状態のブラッグピークと、複屈折に起因するダブルピークを示しています。明ら

かに、ピークの最大値を示すピーク同定プロセスに、複屈折が不確実性をもたらしているのが分か

ります。実際のところ複屈折は、例えば接着剤の特性の変化、あるいは半径方向力の直接的な印加

などによっても引き起こされる可能性があります。 

 

不均一度の強いひずみプロファイルは、ブラッグピークの拡大や分裂の原因となる可能性もありま

す。電気的なひずみゲージとは異なり、ブラッググレーティングに対してひずみが局部的な影響を

及ぼし、結果として必ずしも均一な信号ピークを形成するとは限りません。これは、接着されたブ

ラッググレーティングの直下にある微少クラックなどから強度に不均一なひずみプロファイルがあ

ると、これに近接して一連のブラッグピークが起きることを意味しています。 
 

 
 
 
 
図 17（a）複屈折および（b）不均一なひずみプロフ
ァイルが存在する時のブラッグ信号の変形。 

これら 2 つのケースを識別するため、直線的で無作為

な光の偏向を使用してブラッグ信号を計測しました。

ところが、複屈折のピークが分裂したのは、インテロ

ゲーション用として直線的に偏向した光を使用した場

合のみであり、不均一なひずみのインテロゲーション

は光の偏向による影響を受けていません。 
 
 
 
この場合、ブラッグスペクトルは、グレーティング長

L の範囲内における空間的なひずみプロファイル全体

のブラッグ信号の平均ε(z)から以下のように求めるこ

とができます。 
 
 (23) ( ) ( ) dzzRR

L
∫∝ ,λλ  

 
ここで、 ( )zR ,λ は、グレーティング周期Λの空間的なひずみへの依存を取り入れることによって

方程式(3)から算出できます。 
 
(24) ( ) ( ) 00 Λ+Λ=Λ≡Λ zz ε  
( )λx ここで、 0Λ は、ひずみのないグレーティングの周期です。 

この場合、方程式(3)における変数 ( )λx は、 ( ) ( )( ) ( )( )znznNzx effeff ΛΛ−= 22, λπλ となり、

( ) ( )( ) ( )zxzxzR ,,sin, λλλ ≡ が求められます。 
 
実験的に不均一なひずみから複屈折を区別するために、光スクランブラ（General Photonics PCD-

104）を使用して、インテロゲータの直線的な光偏向から無作為な光偏向を発生させます。ブラッ

グ波長は、直線的に偏向した光が存在する場合、異なる異方性屈折率 x
effn および y

effn に対してのみ

感応するため、偏向状態の無作為化は、均一なブラッグピークの検出につながります（図 17a）。
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これとは対照的に、不均一なひずみプロファイルからのブラッグ信号は、光の偏向状態に依存する

ことはありません（図 17b）。 

 
 
 
 
 
 
b. ファイバエンドからのバックグラウンド変調 
 

 
 

 
 
 
 
図 18. ブラッグスペクトルのバックグラウンド変

調。ファイバエンドの形態により、3つのタイプ（I
～III）に区別することができます。挿入図：異常な

バックグラウンド変調の原因となっているタイプ I
および II のファイバエンドの SEM 顕微鏡写真。詳細

は本文に記載。 
 
 
 
 
 
 
さらに、ブラッグファイバエンドの形状は信号対バ

ックグラウンドの比率にも影響を及ぼします。これ

は、任意の背面反射（back-reflection）の程度が

ブラッグファイバの形状によって決まるからです。

図 18 は、異なるファイバエンド構成における、ブ

ラッグピークと比較したバックグラウンドレベルを

示しています。 
 
タイプ I は、ファイバエンドでの散光反射を伴う不規則なファイバカットを示しており、バックグ

ラウンドレベルは最も低くなっています。これに対してタイプ II は、0°のカットエンドを示して

います。この場合、どのような波長においても 4％前後のレーザー光が反射してファイバに戻り、

ブラッグスペクトルに重なります。タイプ III の場合、ファイバコアに対して小さな角度を持つ少

なくとも一つの鏡面（mirror facet）の形成により、計測ファイバおよびカップラファイバの両方

の終端が干渉的な配置になる可能性が高くなります（図 18 の点線の枠を参照）。したがって、結

果的に生じるバックグラウンド振動の周期には、ファイバのカッティング角の特性が現れます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブラッググレーティングの下のひずみプロファイルの不均一性が強い場合、各

横方向ファイバ力がブラッグピークの形状を著しく変形させる可能性があり、こ

れがピーク検出での問題につながります。 

バックグラウンド変調は通常のファイバエンドカットに起因するため、不規則なカ

ットを施した後にファイバエンドをシーリングすることにより、こうした変調を回

避することが可能です。 
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9.  用途 
 

 
図 19. 本文中で考察した光ひずみゲージ技術を利用できる可能性のある用途。 

 

 

電気ひずみゲージと比較した光ひずみゲージの主なメリットは、図 19a から c に示すように、放

電中（図 19a：電極上に取り付けた光ひずみゲージ K-OL）において、あるいは高電圧配線（図 

19b）およびレール上に存在するような電気的な接地（図 19c、例 [15]も併せて参照のこと）にお

いて認められる、電磁波耐性です。 

 

図 19d は、爆発の検知が必要となる可能性が高い化学工業における一般的な環境を示しています。

この場合は、検査エリアにおいて電流を使用する必要がない光ひずみゲージが適しています。 

 

図 19e に示すような沖合洋上での用途では、湿度が重要な要素となります。電子センサでは、水

が浸透すると故障（短絡など）につながる場合が多くなりますが、光ゲージではその心配がありま

せん。また、一般的に光ゲージは海水による腐食の可能性も低くなっています。 

 

風力発電用のローターブレード（図 19f）および航空宇宙産業での用途（図 19g）では、しばしば

高いひずみレベルが発生するため、ファイバ補強プラスチックが使用されています。この場合、ブ

ラッグファイバの持つ高い抗張力が有利に働きます。 

 

橋上のような長距離の調査（図 19h）では、光計測チェーンでは一本の光ファイバに複数のセンサ

を収納することが可能となり、ケーブル設置に要する大きな労力やケーブルのコスト負担を回避す

ることができます。 
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付録： 物理的なバックグラウンド情報 

 

A1. 光ファイバにおける光誘導 
 

 
 
図 A1. 光ファイバにおける光誘導の説明図。角度 θ は、

総反射角 θtより大きくなければなりません。 
 
 
光の導波路としての光ファイバの基本原理は、反射率 n2

を持つ周囲の媒体と比較して、ファイバコア内では総反

射の屈折率 n1が高くなることに依存しています。最も単

純な例はファイバコアが空気（n2 ≒ 1）に囲まれている状態ですが、一般的には、機械的および化

学的な保護の目的でファイバコアはクラッディングに埋め込まれ、さらに保護コーティングが施さ

れています。通常、シリカガラスをベースとした媒体ではコアとクラッディングの屈折率はほぼ同

じで、n1≒n2≒1.5 となっています。したがって、全反射角は以下のように表すことができます。 
 
 (A1) ( )12arcsin nnt =θ  
 
これはファイバコア内での光波誘導における低い方の限界角度であり、90°に近い値となります。

同様に、ファイバを強く曲げている時の光誘導も、この値による制限を受けます。 

 

A2. ブラッグ反射 
 
 
 
 
 

図 A2. 格子の間隔が dである周期的結晶格子から

の光波のブラッグ反射。建設的干渉における光路

差 2d sin(θ)は、ブラッグの方程式を満たしていな

ければなりません（枠内：λ= 波長、N = 整数）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ファイバブラッグセンサ」の原理は、William Lawrence Bragg と、その父親である William 

Henry Bragg（両名は 1915 年にノーベル物理学賞を受賞）によって 1912 年に発見されたブラッグ

反射が起源となっています。結晶格子内での原子間距離の順序における波長が短い X線は、以下の

ように光波の建設的干渉の条件が満たされると（ブラッグ方程式）、ブラッグ角 θの中で分散しま

す。 
 
 (A2) ( )θλ sin2 dN =  
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ここで、Nは任意の整数です。言い換えると、反射信号に追加するためには、波長の倍数 Nλが両

方の波の間の光路差 2d sin(θ)と等しくなければなりません。この原理は、光ファイバに刻まれた周

期的なブラッググレーティングにも本来備わっているものですが、これよりはるかに長い波長（一

般的には赤外線に近い領域）で線寸法が 1 つだけの場合に対するものです。この場合、光波はファ

イバブラッググレーティング(θ=90°, sin(θ)=1)に対して垂直に伝播し、さらに「光学的に有効な」

グレーティング距離 dは、2章で詳細を示したように、ファイバコアおよび刻まれたグレーティン

グ周期Λ、 Λ≡ effnd の両方の有効屈折率 neffの影響を受けます。 

 
 
A3. ファイバブラッググレーティングにおける光学的干渉 
 

 
 
 
 
 
図 A3. 2 つの波の（a）建設的干渉および（b）相

殺的干渉、ならびに（c）任意の位相を持つ複数の

光波の相殺的干渉を示す説明図。 

 

 

 

 

ファイバブラッググレーティングからの反射信号

を取得するために必要な条件は、グレーティング

スポットから出る複数の光波の相殺的干渉です。 

この光学干渉の原理を、図 A3 に図示します。形状

と波長が全く同一である 2つの光波は、2 倍の振幅

（a）を持つ光波に対して建設的に干渉します。これとは逆に、反対の位相を持つ 2つの光波は相

殺的に干渉し、総計では信号が消滅します（b）。任意に分布した位相を持つ波列の集合（c）では、

常に相殺的に干渉する一対の光波が存在するため、総計では相殺的な信号になります。 

 

ファイバブラッググレーティングの場合、それぞれのグレーティングスポットがファイバ内に向か

って光波を部分的に反射する半透明のミラーとして作用します。建設的干渉は、ブラッグ波長λBの

半分がグレーティング周期Λと一致した時に成立します（図 A4）。ここで、λB´は媒体内での波長

であり、真空内における基準波長λBとは異なります（λB by λB´=λB/neff）。この場合、複数の反射波

が包括的な干渉信号に加わることで、結果的にブラッグピークが形成されます。ブラッグ波長から

著しく逸脱した波長については、反射波が相殺的に干渉し、図 A3 (c)と同様に反射信号が消滅し

ます。 

 
図 A4. グレーティング周期Λのファイバブラッググレーティングにおけるブラッグ波長での複数

の光波の建設的干渉。点線：入射波、実線：反射波。 
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