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研究内容 
［１］各種光ファイバセンサに関する研究 
・光ファイバセンサは、センサ部の電源供給が不要

であり、センサ部での発火などの危険性が無く、
電磁ノイズに強い、遠隔地からの測定可能などの
特長があるため、可燃性ガスが充満した場所など
の過酷環境下で利用するセンサへの応用も期待
されている。 

・近年は、光ファイバセンサの 1 つである長周期フ
ァイバグレーティング（LPFG）の簡単な作成方法
を提案し、それを利用した各種センサに関する研
究をすすめている。 

・図 1 に、提案 LPFG の概念図を示す。光ファイバ
とネジを熱収縮チューブ内に挿入して、加熱収縮
することで、LPFG が作成される。この LPFG の
透過スペクトルと温度、圧力などの関係を明らか
にし、提案 LPFG の温度センサ、水圧センサ、気
圧センサ、振動センサへの応用について検討を行
ってきた。また、LPFG 作成の際に加わる光ファ
イバへの圧力が、光ファイバのクラッドモードの
損失を増大させ、LPFG の透過光スペクトルに大
きな影響を与えていることを簡単な理論モデル
を用いて示した[1]。これらのセンサの高感度化を
図るために、提案 LPFG センサを従列接続し、フ
ァイバ型のマッハツェンダ干渉計を構成する方
法についても検討を行った[2, 3, 4]。 

 

図 1 提案 LPFG の概念図 
 

［２］微弱光測定による位置検出器に関する研究 
・近年、放射線治療の需要が高まっており、治療計

画通りの線量分布で放射線が照射されているか
を検証するため、人体内の線量分布を正確にリア
ルタイムで計測する技術の開発が望まれている。
光ファイバ型の放射線モニタは、細く、柔軟に曲
げることができるため、複雑な構造の人体内に挿
入して利用する線量計として有望視されている。 

・我々も、光スペクトルの赤方偏移に基づくファイ

バ型位置検出技術について研究を行っている。こ
の方法では、放射線が入射すると発光するシンチ
レーションファイバを用いる。この光ファイバは、
長波長に比べて短波長での光伝送損失が大きい。
そのため、光ファイバ端で計測した短波長域と長
波長域の光子数の比から、放射線の入射位置を検
出できる。まずは、放射線の代わりに、紫外線レ
ーザを用いて光ファイバを発光させ、光ファイバ
端に接続した分光器により光子数の比を測定す
ることで、レーザ入射位置を検出できることを確
認した[5]。放射線による光ファイバの発光は非常
に微弱であるため、光利用効率を高める必要があ
る。そこで、光ファイバ端での光子数計測部に、
ダイクロイックミラーとシリコン光電子増倍管
を用いる構成を提案した[6]。 
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