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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
光ファイバと、該光ファイバの側面に一対の開口端を有し、該一対の開口端を該光ファ
イバのコアを通って連通させるように該光ファイバに形成された少なくとも１つの孔とを
備えており、前記孔に測定対象の液体を進入させた状態で、該光ファイバの一端から該光
ファイバに光を入射したときに、前記孔を経由して該光ファイバから出射される光を前記
液体の特性の測定用の光として出力する光ファイバセンサ装置であって、
前記孔は、該孔を素材の光ファイバの側面のうち、該孔の一端側開口端の配置箇所と他
端側開口端の配置箇所とのそれぞれから、該光ファイバのコアで互いに連通するように該
コアに向かって非貫通に各々延在する一端側部分孔と他端側部分孔とにより構成されてい

10

ることを特徴とする光ファイバセンサ装置。
【請求項２】
請求項１記載の光ファイバセンサ装置において、
前記一端側部分孔と他端側部分孔とは、それぞれの軸心が交差するように設けられてい
ることを特徴とする光ファイバセンサ装置。
【請求項３】
光ファイバと、該光ファイバの側面に一対の開口端を有し、該一対の開口端を該光ファ
イバのコアを通って連通させるように該光ファイバに形成された少なくとも１つの孔とを
備えており、前記孔に測定対象の液体を進入させた状態で、該光ファイバの一端から該光
ファイバに光を入射したときに、前記孔を経由して該光ファイバから出射される光を前記
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液体の特性の測定用の光として出力する光ファイバセンサ装置であって、
前記光ファイバは、マルチモード光ファイバであり、前記光ファイバの軸心方向に間隔
を存して複数の前記孔が配列されており、該複数の孔は、前記光ファイバの軸心方向で見
たとき、互いに交差する方向に延在する２つ以上の孔を含むことを特徴とする光ファイバ
センサ装置。
【請求項４】
光ファイバと、該光ファイバの側面に一対の開口端を有し、該一対の開口端を該光ファ
イバのコアを通って連通させるように該光ファイバに形成された少なくとも１つの孔とを
備えており、前記孔に測定対象の液体を進入させた状態で、該光ファイバの一端から該光
ファイバに光を入射したときに、前記孔を経由して該光ファイバから出射される光を前記
液体の特性の測定用の光として出力する光ファイバセンサ装置の製造方法であって、
素材の光ファイバの側面のうち、前記孔の一端側開口端の配置箇所にフェムト秒レーザ
のレーザ光を照射することにより該一端側開口端の配置箇所から前記素材の光ファイバの
コアまで連通する一端側部分孔を穿設する第１工程と、前記素材の光ファイバの側面のう
ち前記孔の他端側開口端の配置箇所にフェムト秒レーザのレーザ光を照射することにより
該他端側開口端の配置箇所から前記素材の光ファイバのコアまで連通する他端側部分孔を
穿設する第２工程とを備え、前記第１工程及び第２工程のうちの少なくともいずれか一方
の工程は、前記一端側部分孔及び他端側部分孔を前記コアで連通させるように、前記レー
ザ光の照射を行うことを特徴とする光ファイバセンサ装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光ファイバを用いて構成されるセンサ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
液体の屈折率、含有物質の種類等、該液体の特性を測定することは、化学薬品等の製造
工程、医療検査、農産物の糖度等の品質検査、環境計測、あるいは、水もしくは油等の漏
洩検出等、種々様々な分野で必要性が高い技術である。
【０００３】
この種の測定技術として、例えば特許文献１に見られる如き分光光度計を使用する技術
が従来より一般に知られている。
【０００４】
上記特許文献１に見られる分光光度計では、光源からスリット、回折格子、分光器、反
射鏡等を介して試料セル内の被測定試料と参照試料とに交互に照射される。そして、該分
光光度計では、これらの試料を透過した光を検出器で検出することで、被測定試料におけ
る光の吸光度（種々の波長毎の吸光度）が測定される。
【０００５】
また、例えば非特許文献１には、シングルモードの光ファイバの側面からコアに至る微
小 孔 （ microhole） を フ ェ ム ト 秒 レ ー ザ に よ り 穿 設 し た 構 造 の セ ン サ に よ り 液 体 の 屈 折 率
を計測する技術が提案されている。
【０００６】
この技術では、光ファイバに穿設した微小孔に液体を進入させた状態で、光ファイバの
一端から該光ファイバに光が入射される。そして、微小孔を経て光ファイバの他端から出
射する光を受光して、該光ファイバにおける光の伝送率を計測することで、微小孔内の屈
折率が測定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０−１０７４０２号公報
【非特許文献】
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【０００８】
【 非 特 許 文 献 １ 】 Refractive index sensor based on a microhole in single-mode fibe
r created by the use ob femtosecond laser micromachining； Ying Wang, 他 ３ 名 / OP
TICS LETTEERS / Vol.34, No.21 / November 1, 2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
種々様々な液体の屈折率等の特性を測定する場合、その測定を種々様々な環境下で簡易
に行うことができることが望まれる。
【００１０】
しかるに、特許文献１に見られる如き分光光度計を使用する測定手法では、スリット、
回折格子、分光器、反射鏡、試料セル等の多数の光学系要素が必要となる。さらに、安定
な測定精度を実現するためには、光学系要素等を保持する高剛性の保持機構も必要となる
。
【００１１】
このため、分光光度計を使用する測定手法では、測定システムが大型で複雑なものとな
り、あるいは、高価なものとなりやすい。さらに、測定システムにおける光路の安定性を
確保するために、測定環境が限定され、種々様々な環境下で、精度のよい測定を行うこと
が困難である。
【００１２】
一方、特許文献２に提案されている技術によれば、測定システム自体は、簡易な構成の
もので済む。しかしながら、当該技術では、光ファイバに穿設される微小孔は、実質的に
その一端だけが光ファイバの側面で開口している孔となっている。
【００１３】
このため、測定対象の液体を微小孔内に進入させることが難しく、その作業に手間がか
かったり、あるいは、その作業のための専用の治具が必要となるという不都合がある。あ
るいは、測定対象の液体が極めて低粘度の液体に限定されてしまうという不都合がある。
【００１４】
本発明はかかる背景に鑑みてなされたものであり、種々様々な環境下で、液体の特性測
定を簡易に行うことを可能とする光ファイバセンサ装置を提供することを目的とする。
【００１５】
また、このような光ファイバセンサ装置を容易に製造することができる方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明の光ファイバセンサ装置は、上記目的を達成するために、光ファイバと、該光フ
ァイバの側面に一対の開口端を有し、該一対の開口端を該光ファイバのコアを通って連通
させるように該光ファイバに形成された少なくとも１つの孔とを備えており、前記孔に測
定対象の液体を進入させた状態で、該光ファイバの一端から該光ファイバに光を入射した
ときに、前記孔を経由して該光ファイバから出射される光を前記液体の特性の測定用の光
として出力することを基本構成とする。
【００１７】
かかる基本構成によれば、光ファイバに形成された孔は、該光ファイバの側面に一対の
開口端を有する。このため、該孔のいずれか一方の開口端から液体が進入しようとすると
、他方の開口端から孔内のガスが流出できる。従って、光ファイバの孔の形成部分を測定
対象の液体に浸漬させたり、あるいは、該孔のいずれかの開口端に測定対象の液体を滴下
することで、孔内に液体を円滑に進入させることが可能である。
【００１８】
そして、測定に際しては、孔内に測定対象の液体を進入させた状態で、光ファイバにそ
の一端から光を入射する。このとき、孔を経由して光ファイバから出射する光は、その強
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度あるいはスペクトル分布（波長分布）等が、孔内の液体の特性（屈折率、光の吸収度等
）に応じて変化する。このため、孔を経由して光ファイバから出射する光を利用して、孔
内の液体の特性を測定することが可能となる。
【００１９】
この場合、光の光路が光ファイバにより構成されるので、種々様々な環境下で、測定用
の光路を容易に確保することができる。また、測定対象の液体を孔内に進入させることを
上記の如く容易に行うことができる。
【００２０】
従って、上記基本構成によれば、種々様々な環境下で、液体の特性測定を簡易に行うこ
とが可能となる。
【００２１】
上記基本構成では、前記孔の内周面は、粗面に形成されていることが好ましい。
【００２２】
これによれば、孔の内周面等で液体の表面張力が生じ難くなるので、該孔内に測定対象
の液体を進入させることをより容易に行うことができる。
【００２３】
上記基本構成を有する本発明の第１の態様では、前記孔は、該孔を素材の光ファイバの
側面のうち、該孔の一端側開口端の配置箇所と他端側開口端の配置箇所とのそれぞれから
、該光ファイバのコアで互いに連通するように該コアに向かって非貫通に各々延在する一
端側部分孔と他端側部分孔とにより構成されていることを特徴とする。
【００２４】
これによれば、光ファイバセンサ装置の製造にあたって、前記孔を構成する一端側部分
孔と他端側部分孔とを個別に形成することができる。そして、この場合、各部分孔の長さ
（深さ）は、光ファイバの半径程度の長さで済む。
【００２５】
このため、光ファイバにクラック等の損傷が生じるのを防止しつつ、レーザ等により孔
を形成することを容易に行うことができる。
【００２６】
この場合、前記一端側部分孔と他端側部分孔とは、それぞれの軸心が交差するように設
けられていることが好ましい。
【００２７】
これによれば、前記孔は、光ファイバのコアにて前記一端側部分孔と他端側部分孔とが
連通する箇所で折れ曲がるように形成されることとなる。そして、測定に際して、前記孔
の折れ曲がり箇所が該孔の一対の開口端よりも低い位置になるように光ファイバを配置す
るだけで、該孔に進入させた測定対象の液体が該孔から流出するのを防止できる。
【００２８】
このため、信頼性の高い測定を安定且つ容易に行うことができる。
【００２９】
また、本発明の第２の態様では、前記光ファイバは、マルチモード光ファイバであり、
前記光ファイバの軸心方向に間隔を存して複数の前記孔が配列されており、該複数の孔は
、前記光ファイバの軸心方向で見たとき、互いに交差する方向に延在する２つ以上の孔を
含むことを特徴とする。
【００３０】
この発明によれば、前記光ファイバのコア中を伝播する多モードの光のうち、前記２つ
以上の孔のそれぞれに作用する光のモードを互いに異ならせることができる。
【００３１】
このため、孔の個数が１つである場合、あるいは、複数の孔の軸心方向を互いに同一に
した場合に比べて、光ファイバに入射する光を効率よく利用することができる。ひいては
、光ファイバから出射される光に基づく前記液体の特性の測定に関するＳ／Ｎ比、あるい
は、感度を高めることができる。
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【００３２】
また、前記２つ以上の孔のそれぞれに各別の特性の液体を注入することで、各孔内の液
体に互いに異なるモードの光を作用させることができるので、それぞれの液体に作用する
モードの出射光に基づいて、それぞれの液体の特性を測定することもできる。
【００３３】
また、本発明の光ファイバセンサ装置の製造方法は、前記基本構成の光ファイバセンサ
装置の製造方法であって、素材の光ファイバの側面のうち、前記孔の一端側開口端の配置
箇所にフェムト秒レーザのレーザ光を照射することにより該一端側開口端の配置箇所から
前記素材の光ファイバのコアまで連通する一端側部分孔を穿設する第１工程と、前記素材
の光ファイバの側面のうち前記孔の他端側開口端の配置箇所にフェムト秒レーザのレーザ
光を照射することにより該他端側開口端の配置箇所から前記素材の光ファイバのコアまで
連通する他端側部分孔を穿設する第２工程とを備え、前記第１工程及び第２工程のうちの
少なくともいずれか一方の工程は、前記一端側部分孔及び他端側部分孔を前記コアで連通
させるように、前記レーザ光の照射を行うことを特徴とする。
【００３４】
この製造方法によれば、フェムト秒レーザを使用して前記孔を構成する一端側部分孔及
び他端側部分孔を素材の光ファイバに穿設することで、該光ファイバにクラック等の損傷
を発生させることなく、前記孔を容易に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】（ａ）は第１実施形態の光ファイバセンサ装置の要部の斜視図、（ｂ）は該光フ
ァイバセンサ装置の孔の箇所の縦断面図。
【図２】（ａ）第１実施形態の光ファイバセンサ装置の孔の箇所の撮像画像の例を示す図
、（ｂ）は該孔の一部の拡大撮像画像を示す図。
【図３】実施形態の光ファイバセンサ装置を用いて構成される測定システムの例を示す図
。
【図４】（ａ），（ｂ）は、第１実施形態の光ファイバセンサ装置を使用した第１の測定
例により得られた測定データを示すグラフ。
【図５】第１実施形態の光ファイバセンサ装置を使用した第２の測定例により得られた測
定データを示すグラフ。
【図６】（ａ），（ｂ）は第１実施形態の光ファイバセンサ装置を使用した第３の測定例
により得られた測定データを示すグラフ。
【図７】（ａ），（ｂ）は第１実施形態の光ファイバセンサ装置を使用した第３の測定例
により得られた他の例の測定データを示すグラフ。
【図８】第２実施形態の光ファイバセンサ装置を示す断面図。
【図９】第３実施形態の光ファイバセンサ装置を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
［第１実施形態］
本発明の第１実施形態を以下に図１から図７を参照して説明する。
【００３７】
図１（ａ），（ｂ）に示すように、本実施形態の光ファイバセンサ装置１は、その基体
としての光ファイバ２を有する。この光ファイバ２は、本実施形態ではマルチモード光フ
ァイバであり、その中心部の光導波路を形成するコア２ａと、該コア２ａの周囲のクラッ
ド２ｂとを有する。
【００３８】
光ファイバ２は、その全長のうちの一部（所定長部分）がセンサ本体部２ｘとなってい
る。このセンサ本体部２ｘの光ファイバ２に複数の孔３が形成されている。これらの孔３
は、光ファイバ２の軸心方向に一定間隔で並ぶように配列されている。なお、孔３の個数
は、１個であってもよい。
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【００３９】
各孔３は、光ファイバ２の側面（クラッド２ｂの外周面）で開口する一対の開口端４ａ
，４ｂを有し、その一対の開口端４ａ，４ｂを、光ファイバ２のコア２ａを通って連通さ
せるように形成されている。
【００４０】
具体的には、各孔３は、その一端側開口端４ａの配置箇所と他端側開口端４ｂの配置箇
所とのそれぞれから、光ファイバ２のコア２ａに向かって各々非貫通に穿設された一端側
部分孔３ａと他端側部分孔３ｂとにより構成されている。これらの部分孔３ａ，３ｂは、
光ファイバ２のコア２ａで互いに連通するように穿設されている。
【００４１】
より詳しくは、本実施形態では、各孔３を構成する一端側部分孔３ａと他端側部分孔３
ｂとは、光ファイバ２の直径方向に互いに同軸心に形成されている。従って、各孔３は、
光ファイバ２の直径方向に１直線状に延在するように形成されている。また、各孔３の一
対の開口端４ａ，４ｂは、光ファイバ２の周方向に１８０°の位相をずらして該光ファイ
バ２の側面に配置されている。
【００４２】
さらに、各孔３を構成する一端側部分孔３ａと他端側部分孔３ｂとは、それぞれの開口
端４ａ，４ｂ側からコア２ａに向かって概略縮径するように形成されている。さらに、図
２（ｂ）に例示するように、各孔３の内周面は粗面に形成されている。この粗面は、その
凹凸の深さが数十から数百ｎｍ程度となるナノ構造の粗面に形成される。一例として、該
粗面を粒状隆起構造の粗面とみなした場合、隆起部の平均半径が１００ｎｍ程度となる粗
面が形成される。
【００４３】
上記の如き各孔３は、例えばフェムト秒レーザを使用して次のように作成される。すな
わち、光ファイバ２（孔３の穿設前の素材の光ファイバ）の側面のうち、孔３の一端側開
口端４ａの配置箇所に、フェムト秒レーザによるレーザ光を光ファイバ２の直径方向に照
射することで、一端側部分孔３ａを穿設する。このように一端側部分孔３ａを穿設する工
程が第１工程である。
【００４４】
次いで、孔３の他端側開口端４ｂの配置箇所（すなわち、一端側開口端４ａから光ファ
イバ２の周方向に１８０°の位相をずらした箇所）に、フェムト秒レーザによるレーザ光
を光ファイバ２の直径方向に照射することで、他端側部分孔３ｂを穿設する。このとき、
レーザ光は、他端側部分孔３ｂを一端側部分孔３ａに連通させるように光ファイバ２に照
射される。このように他端側部分孔３ｂを穿設する工程が第２工程である。
【００４５】
これにより、各孔３が形成される。この場合、一実施例として、各孔３の一端側部分孔
３ａ及び他端側部分孔３ｂを穿設するときのフェムト秒レーザの動作条件は、例えば次の
ような動作条件が採用される。
【００４６】
照射エネルギー：１７μＪ／パルス、繰り返し周波数：１０００Ｈｚ、総パルス数：８
００、レーザ波長：４００ｎｍ、パルス幅：２１０ｆｓ。
【００４７】
実施例では、例えばコア２ａ及びクラッド２ｂの直径がそれぞれ６２．５μｍ、１２５
μｍの光ファイバ２（マルチモード光ファイバ）に、上記動作条件にて、各孔３を形成す
ることによって、開口端４ａ，４ｂでの径が１６．２μｍ、コア２ａの中心部での径が８
．５μｍの孔３を作成できた。なお、複数の孔３を形成する場合、例えば、０．５μｍの
間隔で複数の孔３を形成することができる。
【００４８】
上記の如く各孔３を形成する場合に、一端側部分孔３ａと他端側部分孔３ｂとの位置合
わせ正確に行うために、レーザ光の照射軸方向とこれに直交する横方向との２方向からレ
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ーザ光を照射箇所をカメラにより観測することが望ましい。
【００４９】
また、孔３を穿設する光ファイバ２を固定した可動テーブルが、３軸方向に動き得るこ
とに加えて、該可動テーブルを光ファイバの軸心方向周りに精度よく所望の角度に回転さ
せ得る機構を採用することが望ましい。
【００５０】
図２（ａ）はこのようにして作成された１つの孔３の全体の縦断面の撮像画像を示し、
図２（ｂ）は該孔３の一部の詳細撮像画像を示している。図２（ｂ）に示すように、孔３
の内周面は粗面に形成されている。
【００５１】
なお、各孔３の作成にあたって、例えば２台のフェムト秒レーザを使用して、一端側部
分孔３ａ及び他端側部分孔３ｂを同時に穿設するようにしてもよい。
【００５２】
次に、本実施形態の光ファイバセンサ装置１を使用した測定システムの例を図３を参照
して説明する。
【００５３】
図３に示す測定システム１０は、上記センサ本体部２ｘを備える光ファイバ２に入射す
る光を出力する光源１１と、光ファイバ２から出射する光を受光する光検出器１２とを備
える。
【００５４】
光源１１は、光ファイバ２の一端から該光ファイバ２に光を入射すべく、光ファイバ２
の一端に接続される。この光源１１としては、例えば多波長光としての白色光を出力する
白色光源もしくは多波長光源、あるいは、所定波長のレーザ光を出力するレーザ光源が使
用される。
【００５５】
光検出器１２は、光ファイバ２の他端から出射する光を受光すべく、光ファイバ２の他
端に接続される。この光検出器１２としては、例えばスペクトルアナライザ（分光器）等
が使用される。
【００５６】
なお、図示の測定システム１０では、光検出器１２は、パーソナルコンピュータ１３（
以降、単にＰＣ１３という）に接続されている。そして、該光検出器１２の計測データを
ＰＣ１３に取り込んで、データ解析等をすることが可能となっている。
【００５７】
また、光ファイバ２の中間部のセンサ本体部２ｘの両端部分（光ファイバ２の軸心方向
の両端部分）は治具１４に装着される。この治具１４により、センサ本体部２ｘは、直線
状に張設された状態で保持される。そして、この治具１４を動かすことで、センサ本体部
２ｘを移動させたり、センサ本体部２ｘを測定対象の液体Ａに浸漬させたりすることが可
能となっている。
【００５８】
かかる測定システム１０による測定は次のように行われる。すなわち、光ファイバセン
サ装置１のセンサ本体部２ｘを治具１４により保持した状態で、該センサ本体部２１ｘが
、測定対象の液体Ａに浸漬される。これにより、液体Ａが、センサ本体部２１ｘの各孔３
に進入し、該孔３に充填される。
【００５９】
この場合、各孔３は、前記した如く、その両端が開口端４ａ，４ｂとなっている。この
ため、開口端４ａ，４ｂの一方の開口端４ａ又は４ｂから液体Ａが進入するときに、他方
の開口端４ｂ又は４ａから孔３内のガス（空気）が流出できる。
【００６０】
しかも、各孔３の内周面が粗面に形成されている。このため、各孔３の内周面での液体
Ａの表面張力が生じ難くなる。
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【００６１】
その結果、センサ本体部２１ｘを液体Ａに浸漬させるだけで、各孔３に測定対象の液体
Ａを円滑に進入させることができる。
【００６２】
また、各孔３の体積は十分に微小（実施例では、２０ピコ・リットル程度）であるので
、測定対象の液体Ａの量が少なくても、１つ又は複数の孔３に、液体Ａを充填させること
ができる。
【００６３】
上記の如くセンサ本体部２１ｘの孔３に測定対象の液体Ａを充填した状態で、光源１１
により光ファイバ２の一端から光を入射する。
【００６４】
光ファイバ２に光源１１から入射した光は、光ファイバ２のコア２ａ内を他端側に向か
って進行し、光ファイバ２の他端から出射する。このとき、該光は、センサ本体部２ｘに
て各孔３を経由（透過）して進行する。
【００６５】
そして、光ファイバ２の他端から出射した光が光検出器１２で受光され、該光検出器１
２により、出射光の強度、スペクトル分布（波長分布）等が測定される。
【００６６】
ここで、液体Ａが充填された各孔３での光の屈折率、あるいは、光の吸収度等が液体Ａ
の成分、種類等の該液体Ａの特性に依存して変化する。このため、光検出器１２で受光さ
れる光の強度、スペクトル分布等も液体Ａの特性に依存して変化する。
【００６７】
従って、光検出器１２の測定データ（受光強度、スペクトル分布等）に基づいて、液体
Ａの特性を測定することができる。
【００６８】
以下により具体的な測定例を説明する。
【００６９】
［測定例１］
前記実施例の光ファイバ２のセンサ本体部２ｘを、屈折率が互いに相違する複数種類の
液体のそれぞれに浸漬させることで、各種類の液体毎に、該液体をセンサ本体部２ｘの各
孔３に充填した。
【００７０】
上記複数種類の液体は、水（屈折率１．３３）、エタノール（屈折率１．３６）、パラ
フィンオイル（屈折率１．４８）の３種類である。
【００７１】
そして、前記光源１１、光検出器１２として、それぞれ白色光源、スペクトルアナライ
ザを使用した測定システム１０によって、各種類の液体毎に、光ファイバ２の一端から白
色光を入射し、該光ファイバ２の他端から出射する光のスペクトル分布を測定した。
【００７２】
その測定結果を示すグラフが図４（ａ），（ｂ）に示されている。図４（ａ）は、各種
類の液体毎に測定された、光の波長λと、光ファイバ２を透過した光の強度である透過光
強度（光検出器１２で受光される出射光の強度）との関係を示すグラフ、図４（ｂ）は、
特定波長（例えば８５０ｎｍ）における、液体の屈折率と透過光強度との関係を示すグラ
フである。
【００７３】
なお、図４（ａ），（ｂ）の縦軸の透過光強度は、光ファイバ２の各孔３が空洞となっ
ている状態（各孔３に空気が充填されている状態）での透過光強度を基準とする相対強度
（比率）をデシベル単位で示すものである。また、この測定例では、センサ本体部２ｘに
形成されている孔３の個数は、１０個である。
【００７４】
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図４（ａ）に示すように、幅広い波長範囲で、液体の屈折率の相違に応じて透過光強度
が顕著に変化することが判る。そして、１つの特定波長、例えば８５０ｎｍに着目したと
き、図４（ｂ）に示すように、透過光強度は、液体の屈折率に対してほぼリニアに変化す
ることが判る。
【００７５】
このように、センサ本体部２ｘの各孔３に充填する液体の屈折率に依存して、透過光強
度が変化する。
【００７６】
従って、測定システム１０により測定される透過光強度に基づいて、各孔３に充填され
た液体の屈折率、あるいは、該液体の種類を同定することができることとなる。
【００７７】
なお、各孔３に充填された液体の屈折率、あるいは、該液体の種類を特定する場合、光
ファイバ２に入射する光は、白色光である必要はなく、単一の波長（例えば８５０ｎｍ）
のレーザ光を使用してもよい。その場合には、光ファイバ２の出射光のスペクトル分布を
測定せずとも、透過光強度に基づいて、液体の屈折率、あるいは種類を同定できる。
【００７８】
補足すると、測定対象の液体の屈折率の相違に対する透過光強度の変化の感度は、セン
サ本体部２ｘに形成された孔３の個数に応じて変化し、基本的には、該個数が多いほど、
当該感度が高まる。
【００７９】
［測定例２］
前記実施例の光ファイバ２のセンサ本体部２ｘを、蛍光物質であるローダミン（詳しく
は、ローダミン６Ｇ）を含有するエタノール溶液（以降、単にローダミンエタノール溶液
という）に浸漬させることで、該ローダミンエタノール溶液をセンサ本体部２ｘの各孔３
に充填した。なお、この測定例では、ローダミンエタノール溶液の組成は、ローダミン６
Ｇ：０．２ｇ、水：１０ｇ、エタノール：１０ｇである（ローダミンの濃度は、重量％で
１％）。
【００８０】
そして、前記光源１１、光検出器１２として、それぞれ白色光源、スペクトルアナライ
ザを使用した測定システム１０によって、光ファイバ２の一端から白色光を入射し、該光
ファイバ２における光の吸収度（入射光の強度に対する出射光の強度の相対値）のスペク
トル分布を測定した。
【００８１】
その測定結果を示すグラフが図５に示されている。図５は、測定された、光の波長と吸
収度との関係を示すグラフである。なお、図５の縦軸の吸収度は、各波長における光の入
射強度と出射強度との差を対数値で示したものである。また、この測定例では、センサ本
体部２ｘに形成した孔３の個数は、１０個である。
【００８２】
図５に示す如く、光の吸収度は、ローダミン６Ｇの固有の蛍光励起波長（吸収波長）で
ある５３０ｎｍでピーク値となっている。従って、測定システム１０により、光の吸収度
のピーク値の波長を測定することで、該波長の測定値から、センサ本体部２ｘの孔３に充
填した液体中の蛍光物質の蛍光励起波長、ひいては、該蛍光物質の種別（ここでは、ロー
ダミン６Ｇ）を同定できることが判る。
【００８３】
［測定例３］
前記実施例の光ファイバ２のセンサ本体部２ｘを、ローダミン（詳しくは、ローダミン
６Ｇ）の濃度が互いに相違する複数種類のローダミンエタノール溶液のそれぞれに浸漬さ
せることで、各種類のローダミンエタノール溶液毎に、該ローダミンエタノール溶液をセ
ンサ本体部２ｘの各孔３に充填した。なお、このローダミンエタノール溶液は、エタノー
ルにローダミンを含有させた溶液である。
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【００８４】
上記複数種類のローダミンエタノール溶液のそれぞれのローダミン濃度は、１６．５Ｍ
，８．２４Ｍ，１．６５Ｍ，０．８２Ｍ，０．１７Ｍの５種類である。なお、Ｍは、［モ
-3
ル／リットル／１０ ］という単位を表している。
【００８５】
そして、前記測定例２と同様に、前記光源１１、光検出器１２として、それぞれ白色光
源、スペクトルアナライザを使用した測定システム１０によって、各種類のローダミンエ
タノール溶液毎に、光ファイバ２の一端から白色光を入射し、該光ファイバ２における光
の吸収度のスペクトル分布を測定した。
【００８６】
その測定結果を示すグラフが図６（ａ），（ｂ）に示されている。図６（ａ）は、各種
類のローダミンエタノール溶液毎に測定された、光の波長λと吸収度との関係を示すグラ
フ、図６（ｂ）は、ローダミンの濃度と、吸収度のピーク値との関係を示すグラフである
。
【００８７】
なお、図６（ａ），（ｂ）の縦軸の吸収度は、図５と同様に対数値で示したものである
。また、この測定例では、センサ本体部２ｘに形成した孔３の個数は、１個である。
【００８８】
また、センサ本体部２ｘに形成した孔３の個数を、図６の測定例の場合と異ならせた光
ファイバセンサ装置１を使用して、上記複数種類（５種類）のローダミンエタノール溶液
について、上記と同様に測定を行った。その測定結果を示すグラフが図７（ａ），（ｂ）
に示されている。
【００８９】
なお、この場合の測定例では、センサ本体部２ｘに形成した孔３の個数は、図６の測定
例の場合よりも多く、例えば１０個である。
【００９０】
図６（ａ）又は図７（ａ）に示すように、光の吸収度は、いずれの濃度のローダミンエ
タノール溶液でも、ローダミン６Ｇの固有の蛍光励起波長である５３０ｎｍでピーク値と
なっている。さらに、図６（ａ）又は図７（ａ）に示すように、あるいは、図６（ｂ）又
は図７（ｂ）に示すように、ローダミン濃度が高いほど、光の吸収度のピーク値が増加し
ている。
【００９１】
従って、測定システム１０により、ローダミン６Ｇに固有の蛍光励起波長での吸収度（
ピーク値）を測定することで、該吸収度から、ローダミンエタノール溶液中のローダミン
６Ｇの濃度を同定したり、あるいは、該濃度の大小の程度を把握することもできる。
【００９２】
このように、光ファイバセンサ装置１を使用して、固有の蛍光励起波長を有する蛍光物
質の濃度の測定を行うこともできる。なお、蛍光物質の種類が事前に判っている場合には
、光ファイバ２に入射する光は、該蛍光物質の蛍光励起波長と同一もしくはほぼ同一の単
一波長のレーザ光であってもよい。
【００９３】
また、図６（ｂ）及び図７（ｂ）を比較して判るように、センサ本体部２ｘに備える孔
３の個数が多いほど、各孔３に充填する液体中の蛍光物質（ここではローダミン６Ｇ）の
濃度の変化に対する光の吸収度の変化の感度が高くなる。従って、孔３の個数が多いほど
、の光の吸収度の測定感度、ひいては、蛍光物質の濃度の測定感度を高めることができる
ことが判る。
【００９４】
以上の如く、本実施形態の光ファイバセンサ装置１を使用して、各種液体の屈折率、液
体の種別、液体中の物質による光の吸収度がピークとなる波長、液体中の特定の物質の濃
度等、液体の種々様々な特性を測定できる。
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【００９５】
この場合、光ファイバセンサ装置１のセンサ本体部２ｘを測定対象の液体に浸漬させる
だけで、該センサ本体部２ｘの各孔３に測定対象の液体を円滑に進入させることができる
。
【００９６】
また、測定に際しての光の伝送は、光ファイバ２内で行われるので、種々様々な環境下
での光路の確保が容易である。また、光ファイバ２内での光の伝送によって、外乱の影響
を受け難いと共に、精密な光学系を必要としない。そして、光ファイバ２の一端に光源１
１を接続し、他端に光検出器１２を接続するだけで、測定を行うことができる。
【００９７】
さらに、各孔３の体積が微小であることから、測定対象の液体の量は、微量なものであ
ってもよい。
【００９８】
従って、種々様々の測定環境において、液体の特性を簡易且つ安価な測定システムで容
易に測定することができる。ひいては、利便性あるいは汎用性が極めて高い光ファイバセ
ンサ装置１を実現できる。
【００９９】
［第２実施形態］
次に、本発明の第２実施形態を図８を参照して説明する。なお、本実施形態は、センサ
本体部に形成する孔の形状だけが第１実施形態と相違するので、その相違点を中心に説明
する。そして、第１実施形態と同一の事項については説明を省略する。
【０１００】
図８を参照して、本実施形態の光ファイバセンサ装置２１のセンサ本体部２ｘに形成さ
れる各孔２３は、それぞれの軸心が光ファイバ２のコア２ａにて互いに交差するように形
成された一端側部分孔２３ａと他端側部分孔２３ｂとにより構成されている。
【０１０１】
さらに詳細には、各孔２３の一対の開口端２４ａ，２４ｂは光ファイバ２の周方向で、
１８０°よりも小さい角度間隔（例えば約９０°）を有するように配置されている。そし
て、開口端２４ａ，２４ｂのそれぞれの配置箇所から、一端側部分孔２３ａと他端側部分
孔２３ｂとが、各々光ファイバ２の直径方向でコア２ａの中心部に向かって穿設され、該
コア２ａの中心部で連通されている。
【０１０２】
これにより、各孔２３を構成する一端側部分孔２３ａと他端側部分孔２３ｂとは、光フ
ァイバ２の軸心方向で見たとき、それぞれの軸心がコア２ａの中心部で交差する（図示例
では、ほぼ直交する）ように設けられている。換言すれば、各孔２３は、コア２ａの中心
部で折れ曲がるように形成されている。
【０１０３】
なお、一端側部分孔２３ａと他端側部分孔２３ｂとは、第１実施形態と同様に、フェム
ト秒レーザを使用して穿設される。
【０１０４】
本実施形態の光ファイバセンサ装置２１の構成は、以上説明した事項以外は、第１実施
形態と同じである。
【０１０５】
この光ファイバセンサ装置２１を使用して液体の特性を測定する場合、測定対象の液体
を各孔２３に充填させた状態で、各孔２３の中央部（一端側部分孔２３ａと他端側部分孔
２３ｂと交差部）が、図８に示す如く該孔２３の開口端２４ａ，２４ｂの両方よりも低い
位置となるように、センサ本体部２ｘを保持する。
【０１０６】
このようにすることで、測定対象の液体の粘性が低い場合であっても、測定中に、各孔
２３から液体が流出してしまうのを容易に防止できる。ひいては、信頼性の高い測定を、
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安定且つ容易に行うことができる。
【０１０７】
なお、本実施形態は、各孔２３の一対の開口端２４ａ，２４ｂを、光ファイバ２の周方
向で約９０°の角度間隔を有するように配置している。ただし、各孔２３の一対の開口端
２４ａ，２４ｂを、例えば光ファイバ２の周方向でより小さい角度間隔を有するように配
置してもよい。
【０１０８】
さらには、各孔２３の一対の開口端２４ａ，２４ｂを、光ファイバ２の側面で光ファイ
バ２の軸心方向に間隔を有して並ぶように配置してもよい。この場合には、各孔２３の一
端側部分孔２３ａと他端側部分孔２３ｂとは、光ファイバ２の径方向で見て（側面視で見
て）、それぞれの軸心がコア２ａの中心部で互いに交差するように穿設すればよい。
【０１０９】
［第３実施形態］
次に、本発明の第３実施形態を図９を参照して説明する。なお、本実施形態は、センサ
本体部に形成する孔の配列パターンだけが第１実施形態と相違するので、その相違点を中
心に説明する。そして、第１実施形態と同一の事項については説明を省略する。
【０１１０】
図９を参照して、本実施形態の光ファイバセンサ装置４１のセンサ本体部２ｘには、互
いに軸心が直交するように形成された一対（２個）の孔４３，４３が光ファイバ２の軸心
方向に間隔を存して設けられている。
【０１１１】
各孔４３は、第１実施形態の各孔３と同様に、光ファイバ２の周方向に１８０°の角度
間隔を存して配置される一対の開口端４４ａ，４４ｂのそれぞれの配置箇所からコア２ａ
の中心部に向かって同軸心に各々穿設された一端側部分孔４３ａと他端側部分孔４３ｂと
により構成されている。
【０１１２】
ただし、本実施形態では、上記一対の孔４３，４３は、光ファイバ２の軸心方向で見た
とき、互いに交差する方向に延在している。より詳しくは、本実施形態では、上記一対の
孔４３，４３のうちの一方の孔４３の開口端４４ａ，４４ｂの配置箇所と、他方の孔４３
の開口端４４ａ，４４ｂの配置箇所とは、光ファイバ２の周方向で９０°の位相だけずら
されている。このため、当該一対の孔４３，４３は、光ファイバ２の軸心方向で見たとき
、それぞれの軸心が互いに直交している。
【０１１３】
なお、各孔４３の一端側部分孔４３ａと他端側部分孔４３ｂとは、第１実施形態と同様
に、フェムト秒レーザを使用して穿設される。
【０１１４】
本実施形態の光ファイバセンサ装置４１の構成は、以上説明した事項以外は、第１実施
形態と同じである。
【０１１５】
本実施形態の光ファイバセンサ装置４１によれば、一対の孔４３，４３のそれぞれの軸
心方向の位相が、光ファイバ２の周方向にずらされている。このため、光ファイバ２のコ
ア２ａ中を伝播する多モードの光のうち、一方の孔４３内の物質に作用する光のモードと
、他方の孔４３内の物質に作用する光のモードとを異ならせることができる。
【０１１６】
このため、孔４３の個数が１つである場合、あるいは、複数の孔４３の軸心方向を互い
に同一にした場合に比べて、光ファイバ２に入射する光を効率よく利用することができる
。例えば、光ファイバ２の入射端側の孔４３での光の吸収あるいは散乱が比較的大きくて
も、出射端側の孔４３内の物質には、入射端側の孔４３に作用するモードとは別のモード
の光を作用させることができる。ひいては、Ｓ／Ｎ比、あるいは、感度を高めることがで
きる。
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【０１１７】
なお、本実施形態では、一対の（２つの）孔４３，４３の軸心方向を直交させたものを
示したが、これらの孔４３，４３の軸心方向を、光ファイバ２の軸心方向で見たときに、
９０°と異なる角度で交差させるようにしてもよい。
【０１１８】
さらに、３つ以上の孔を、光ファイバ２に形成すると共に、それらの孔の軸心方向（延
在方向）が、光ファイバ２の軸心方向で見たときに互いに交差するように、当該３つ以上
の孔を形成してもよい。
【０１１９】
また、本実施形態の光ファイバセンサ装置４１では、各孔４３毎に、各別の特性の液体
を注入するようにしてもよい。
【０１２０】
このようにした場合には、各孔４３の液体に、各孔４３毎に各別のモードの光が作用す
ることとなるため、各孔４３に対応するモードの光の出射光に基づいて、各孔４３内の液
体の特性を測定することもできる。このことは、３つ以上の孔を、光ファイバ２に形成す
ると共に、それらの孔の軸心方向（延在方向）が、光ファイバ２の軸心方向で見たときに
互いに交差するように、当該３つ以上の孔を形成した場合についても同様である。
【０１２１】
［変形態様について］
次に、以上説明した実施形態以外の変形態様をいくつか説明する。
【０１２２】
前記各実施形態では、光ファイバ２の一端から入射した光を該光ファイバ２の他端から
出射させるようにした。ただし、例えば、該光ファイバ２の他端で光を反射させると共に
、センサ本体部２ｘの手前で光を半反射させるように光路を構成してもよい。そして、セ
ンサ本体部２ｘの手前での反射光と、センサ本体部２ｘを経由した反射孔とを用いて孔内
の液体の特性を測定するようにしてもよい。
【０１２３】
また、前記各実施形態では、センサ本体部２ｘに備える孔の個数を調整することで、測
定感度を変化させることができるだけでなく、孔の径を調整することで、測定感度を変化
させることもできる。この場合、孔の径がより大きいほど、測定感度を高めることができ
る。
【０１２４】
また、センサ本体部２ｘの各孔に充填する測定対象の液体が蛍光物質を含む場合、その
蛍光物質を励起する所定波長の励起光を光ファイバ２に入射することで、孔内の蛍光物質
が発生する蛍光のスペクトルを測定することもできる。
【０１２５】
さらに、孔内の蛍光物質の蛍光強度が、ある物質（酸素等）により変化する場合には、
光ファイバ２の出射光に基づき測定される蛍光強度を指標として、当該物質の定量測定が
可能である。
【０１２６】
例えば、上記蛍光物質が、ｐＨ（酸塩基）指示薬としてのフェノールフタレインである
場合には、ｐＨ値に依存して、蛍光強度が変化する。従って、該蛍光強度に基づいて、ｐ
Ｈ測定を行うこともできる。
【０１２７】
また、前記各実施形態では、光ファイバ２としてマルチモード光ファイバを使用したが
、光ファイバ２は、シングルモード光ファイバであってもよい。
【符号の説明】
【０１２８】
１，２１，３１，４１…光ファイバセンサ装置、２…光ファイバ、３，２３，４３…孔
、３ａ，２３ａ，４３ａ…一端側部分孔、３ｂ，２３ｂ，４３ｂ…他端側部分孔、４ａ，
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２４ａ，４４ａ…一端側開口端、４ｂ，２４ｂ，４４ｂ…他端側開口端。
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