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一般的に電界強度の測定には，金属を用いたアンテナが使用されている。しかし，微小な電界発生源から発生

する微弱な電界を測定すると，アンテナ自身が被測定電界を乱し，正確な測定を行うことができない。そこで，

電気光学効果を持つ光学結晶をアンテナエレメントに使用した，低
ていじょうらん

擾乱で低域の周波数特性に優れた電界センサ

と，そのセンサを用いた非接触電圧測定技術を開発したので紹介する。従来の電気光学効果を使用したセンサで

は，低域が数 MHz 程度までしか感度を持つことができなかったが，開発した電界センサでは，光学結晶中の光

伝導効果の抑制により帯域を約 20 Hz まで伸ばすことができた。その結果，太陽電池の非接触電圧測定へ応用範

囲を広げることが可能になった。本論文ではその測定結果を示し，その他の応用例として電子機器の EMC 測定

や非接触でのプリント板の信号波形観測についても報告する。

Metal antennas are generally used for measuring electric field strength. However, it is difficult 
to precisely measure the electric field of a source with extremely low voltage because the antenna 
itself disturbs the electric field. To solve this problem, we have developed an electric field sensor 
with low disturbance and excellent frequency characteristics by using an electro-optic crystal for 
an antenna, and non-contact voltage measurement technology that uses this sensor. In contrast to 
conventional electro-optic sensors with the sensitivity of several megahertz in the low- frequency 
range, the new sensor extends the measuring band to about 20 Hz by suppressing the electric 
conduction effect in the optical crystal. This paper shows the results of non-contact voltage 
measurement of photovoltaic cells, and also reports the EMC measurement of electronic equipment 
and the non-contact observation of signal wave patterns of circuit boards as application examples.

1. はじめに

再生可能エネルギーの導入は , 持続可能社会の実現に
おいて重要な役割を担う。再生可能エネルギーのひとつ
である太陽光発電に用いる太陽電池の中でも，近年，軽
薄でフレキシブルな有機薄膜太陽電池（OPV: Organic 
Photovoltaic）の開発が進んでいる（図 1）。OPV は Roll 
to roll（R2R）方式の印刷プロセスでの生産が可能で，安
価に大量生産できると見込まれているが，実際には安定
生産ができていない。そこで，ユーザへのヒアリングを
重ねることにより，次の課題が明らかになった。

 ● セルごとに発電効率がばらつく
 ● 全体の電圧の測定はできるがセルごとの電圧測定がで
きない
これらの課題を解決し，安定した生産環境を提供す

ることを目的に，非接触で電圧測定ができるセンサを
我々は開発した。開発したセンサでは，電気光学（EO: 
Electro-Optic）効果を用いた電界測定技術と電圧換算技
術を，OPV の発生電圧測定に適用することを試みた。EO
効果を用いた電界センシングは，一般的な金属アンテナ
を使用した電界計測に比べて低

ていじょうらん

擾乱で指向性に優れ，測
定時の接地が不要な高いポテンシャルを持った計測技術
である。

図 1 有機薄膜太陽電池（伊藤電子工業株式会社提供）
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2. EO センサの開発

本章では，EO センサ（図 2）の測定原理，開発技術，
性能評価実験の結果について述べる。

図 2 EO センサ プローブ部

2.1 測定原理
EO センサは光学技術を利用した低擾乱な電界センサ

で，測定対象の電界を乱さないという特徴がある。アン
テナエレメントには，ポッケルス効果を有する光学結晶が
使用される。ポッケルス効果とは，光学結晶に印加され
た電界に比例して結晶の複屈折率が変化する現象であり，
この変化を検出することで印加された電界を測定する。

光学結晶に入射した光は，光学的異方性により，正常
光と異常光に分かれて伝搬する。光学結晶中での光の伝
搬方向に直行する x 軸 y 軸方向の偏波間位相差q は，(1) 
式で表される (1)。また，入射した光は印加された電界に
よって位相差が生じ，結晶透過前後の光強度比はこの位
相差によって決定され，(2) 式で表される。

ここでl は光波長，nx と ny は x 軸と y 軸方向のそれ
ぞれの屈折率，r41 はポッケルス定数，L は光学結晶の作
用長，V は光学結晶の表面間電位差，Vπ は半波長電圧を
示す。Vπ の値が小さいほど伝搬する光の変調効率が高く
なり，EO センサの感度が高くなる。上記の原理により，
被測定対象から発生する電界強度を偏光変化に変換し，
光強度変化として検出することで電界計測を実現する。

図 3 EO センサ システムブロック図

2.2 プロトタイプの製作
EO センサの全体システム構成を図 3 に示す。システ

ムの構成は大きく４つのブロックに分けられる。電界を
測定するプローブ部，プローブ部からの光信号を電気信
号に変換する受光部，励起光と検出光の発光部，受光部
からの信号を演算する処理部である。

次に，EO センサのプローブ部の構成を図 4 に示す。
プローブ部は測定電界に及ぼす影響を抑制するため，誘
電率の低いガラス土台上に光学部品を配置し，金属材料
を使用しない構成にしている。レーザより出射した光は，
偏波保持ファイバを介して偏光子と l/4 波長板に入射さ
れ，円偏光になり光学結晶の（1 -1 0）面に入射する。
光学結晶から出射した光は，偏光ビームスプリッタ（PBS: 
Polarizing Beam Splitter）により，P 波（入射面に平行に
振動）と S 波（入射面に垂直に振動）の２成分の直線偏
光に分離される。それぞれ光ファイバを介して，受光素
子により電気信号に変換される。

図 4 EO センサ プローブ部構成図

OPV は応答速度が遅いため，従来の高速信号用途の電
界センサでは計測することが困難であった。しかし，我々
が開発した EO センサでは，次に述べる対策により，低
域の周波数特性改善を図った。第一に検出光強度の最適
化を行った。検出光強度が大きくなると光伝導効果によ
り低周波域の感度が悪化する (2) ため，検出光強度を小さ
くする必要があるが，検出光強度が小さいと S/N が劣化
してしまう。このように，S/N と低周波域の感度はトレ
ードオフの関係である。実験により両者の関係を明らか
にし，最適な光強度を求めた。第二に外乱光の影響によ
り光伝導効果が起き，低周波域の感度が悪化することを
防ぐため，完全な遮光構造とした。

次に，開発したセンサの高 S/N 化技術について述べる。
第一に，光学結晶の長さを検出光の伝搬方向に対して長
くし，かつ電界と検出光が直行するようにして，相互作
用長を長くとれる構造として感度を向上させた。第二に，
プローブ部の光学部品間の多重反射を抑制し，検出光レ
ーザのスペクトル線幅の拡大により干渉性ノイズを低減
させたことで，光学的なノイズを減少させた。第三に，
２つの受光素子で変換されたそれぞれの電気信号を，レ
ベルバランス調整可能な差動増幅器にて同相成分をキャ
ンセルすることにより，電気的なノイズを減少させた。
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2.3 実験結果
開発した EO センサの周波数特性を評価した。測定結

果を図 5 に示す。図中には，比較のため従来技術の周波
数特性も示している。

図 5 EO センサの周波数特性

従来技術では低域遮断周波数が２MHz 程度であるのに
対して，開発した EO センサでは 20 Hz に改善している
ことがわかる。光伝導効果の抑制により，低域の周波数
特性が大幅に広帯域化された。

以上の通り，低域の周波数特性改善により，応答速度
が遅い OPV の非接触測定への適用が可能となった。OPV
の面分布測定例を，図 6 に示す。電界強度の面分布測定
結果の概形は，先に報告された文献の結果 (3) と一致して
いることから，開発したセンサを用いて正確な測定がで
きていることがわかる。

図 6 OPV の電界強度面分布測定結果

3. 電圧換算技術

EO センサで得られる値は電界強度であり，OPV の発
生電圧に換算する必要がある。この章では，開発した電
圧換算技術を述べ，次に目標仕様（発生電圧のばらつき
を判別できる許容精度を ±2.5%）に対する検証結果につ
いて述べる。

3.1 原理と方法
測定環境が一定であれば，OPV から発生する電界の測

定値は電圧とリニアな関係が保たれる。しかし，センサ
と測定対象物との距離により電界の測定値は変化するた
め，それらの変動を補正して正確な電圧に換算する技術
が必要となる。また，OPV は複数のセルが隣り合って配

置しており，センサは周囲セルから発生する電界の影響
を受けた電界測定値を出力するため，周囲の影響を補正
する電圧換算技術が必要となる。

周囲電界の影響がない単セルの電圧計測においては，
電圧が V である電極から発生する電界を測定したセンサ
の測定値を E とすると，E と V は線形の関係にあり，変
換係数を k としたとき，(3) 式で表される。

係数 k は，センサと電極の距離に依存し，k が既知の
とき，測定値 E から電圧 V に換算できる。

次に，複数セルの電圧測定において，センサの出力値
は周囲セルから発生する電界の影響を受けるため，測定
対象を正確に測定できない。この課題を電界の重ね合わ
せの原理を用いた換算技術で解決する。

ここでは，図 7 のように，３つのセルが隣接する例を
示して換算手法を説明する。

図 7 電界の重ね合わせの原理

それぞれのセルでの発生電圧を {V11, V21, V31} としたとき
の，各セル単体での電界測定値をそれぞれ E1, E2, E3 とす
る。このときセンサで得られる測定値 E11 は，電界の重
ね合わせの原理により，(4) 式で表される。

(3)，(4) 式から，E11 は (5) 式となる。

このとき，セル j から発生する電界をセル i 直上のセン
サが測定する際の変換係数を kij とすると，セル２直上，
セル３直上にして得られる測定値 E21, E31 も同様に考える
ことができる。先ほど設定した各セルの発生電圧値の組
合せを設定電圧条件１とし，それとは異なる電圧値の組
合せを設定電圧条件 2 = {V12, V22, V32}, 3 = {V13, V23, V33} と
呼ぶ。条件 2, 3 も同様に測定した結果は， (6) 式となる。

(6) 式の Eim は，設定電圧条件 m のときセル i 直上のセ
ンサの測定値，Vnm は設定電圧条件 m のときのセル n の
電圧を示す。

測定値 Eij の行列を電界行列 Ecal とし，設定した既知の
電圧の組合せ Vij の行列を電圧行列 Vcal とする。得られた
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Ecal=k×Vcal から変換行列 k を求め，この逆行列 k-1 を求め
ておく。次に電圧が未知である各セル直上を EO センサ
で測定し，各測定値の行 Emeas を得る。変換行列の逆行列
k-1 を用いて Vmeas (=k-1×Emeas) を計算することにより，未
知の電圧を求める。

続いて，センサと測定対象までの距離（以下，測定距離）
が変動する場合の補正方法について述べる。上述の変換
行列 k の各要素 kij は，測定距離の変動によって変化する
ため，距離 h をパラメータとした関数 kij(h) で表す。すな
わち，変換行列 k およびその逆行列 k-1 も，それぞれ k(h) 
および k-1(h) と表される。測定距離を任意に変化させた
時の変換行列 k(h) をある関数形で近似し，レーザを用い
た三角測距方式により測定距離も同時に計測して，その
測定距離と近似式から E(h) を求める。

3.2 検証結果
提案した電圧換算技術の妥当性を，５セルの太陽電池

模擬基板 (4) を用いた実験により検証した。測定距離を
6.4, 7, 7.6 mm として距離補正の係数を決定し各セルを
測定した後，任意の測定距離での測定を行った。この測
定結果を距離補正してから計算した電圧と，実際に設定
した電圧との誤差を評価した。横軸を測定距離，縦軸を
各セルの誤差としたグラフを，図 8 に示す。

図 8 電圧換算技術の検証結果

開発した EO センサと提案電圧換算技術により，任意
距離での測定からフルスケール 0.5 V に対して ±2.5% 以
内の精度で電圧が換算できた。

4. 応用と展開

前章までで，開発した EO センサを用いた OPV の測定
方法について論じたが，本章では EO センサのその他の
応用分野と適用可能性について述べる。

第一の可能性は LSI などの放射電界強度測定である。
LSI 内部に特定周波数を生成するブロックを設け，動作
中の LSI を EO センサにて面測定した結果を図 9 に示す。
開発した EO センサは微弱な電界を高空間分解能で測定
することが可能であり，特定周波数の電界強度分布を取
得することで，EMC 解析が可能となる。図 9 に示した通
り，封止された LSI からの放射電界の分布を正確に測定
し，電界の発生箇所の特定ができる。

図 9 EO センサを用いた EMC 解析

第二の可能性は波形観測である。測定原理上，非接触
なので，高入力抵抗と低入力容量特性を併せ持ち，かつ
GND 配線による悪影響を与えない。したがって，被測定
回路に対し負荷効果が少ない理想の測定が実現可能で，
高速信号や高インピーダンス信号線路の波形観測に期待
できる。

5. おわりに

我々は，ユーザへのヒアリングから OPV の生産現場に
おける課題を見付け出し，その課題を解決する手段を提
案した。具体的には，OPV の安定成膜環境提供を目的と
して，インライン電圧センシングに用いる EO センサと，
その非接触電界計測を用いた電圧換算技術を開発した。

低域の周波数特性を改善し，従来技術では測ることの
できなかった低速・低電圧の OPV の非接触計測を可能に
した。また，電圧換算技術によって複数セルから構成さ
れる OPV 上の複雑な電界分布の影響を補正し，測定対象
の電圧を正確に換算することができた。以上の結果から，
生産プロセスにおけるセンシング技術として活用できる
可能性があることを確認できた。今後は，ユーザとの価
値検証（PoC: Proof of Concept）を繰り返して，適用ア
プリケーションの拡大と，技術レベルの向上に努める。

最後に，共同研究において終始多大な御協力を賜った
法政大学理工学部の品川満教授と，研究室所属学生各位
に感謝の意を表します。また，OPV サンプル提供と多く
の御助言を賜った伊藤電子工業株式会社の関係者各位に
感謝の意を表します。
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