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光ファイバ融着型温度センサ
Optical Fiber Temperature Sensor Using Fiber Splice

ガスタービンにおける高温計測に向けて，ヘテロダイン干渉を利用した光ファイバ温度センサを開発した。光

源には波長長期安定性を特長とする自社開発の半導体レーザを使用し，センサヘッド（感温部）はファイバ融着

によるファブリー・ペロ干渉計から構成した。光源波長を周波数変調し得られるビート波の位相を計測するこ

とによって温度変化の向きが特定できること，そして干渉長のわずかに異なる2本のセンサヘッドを用いるこ

とによって，位相計測でありながらアブソリュート温度計測ができることが本センサの特長である。

センサヘッドそのものは石英ガラスから構成されているので，本質的に耐熱性に優れている。約1000℃まで

の温度試験の結果，融着面も含め動作に問題の無いことを確認した。また，4線式測温抵抗体（Pt100）を温度リ

ファレンスとした450℃までの評価試験において，センサ繰返し性誤差が±0.4℃と良好な結果を得た。
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We have developed an optical fiber temperature sensor employing heterodyne interference for high

temperature measurement of gas-turbine engine. The sensor incorporates an originally developed

laser diode with long-term wavelength stability as a light source, and the sensor head adopts a Fabry-

Perot interferometer consisting of an internal mirror in an optical fiber by fusion splicing.

This sensor has the following two advantages: one is the detection of the direction in temperature

changes by measuring the phases of beat waves obtained by the wavelength modulation of laser diode,

the other one is the measurement of temperature values by using two sensor heads that slightly differ

in each interference length, in spite of phase measurement method.

   Sensor head itself is made of silica glass and excellent in heat tolerance. The heat cycle test in

temperature up to 1000°C has confirmed the sensor’s heat tolerance with no problem. Moreover,

under the performance test of temperature up to 450°C, the sensor proves the good repeatability

deviation of ±0.4°C in reference of four-wire resistance temperature detector (Pt100).

1. は  じ  め  に

将来のガスタービンエンジンには，小型軽量化，燃料

消費率の低減，NOX排出低減が強く求められている。そ

のためエンジン本体では，セラミックス複合材などの使

用による軽量化および耐熱性向上，燃焼温度上昇による

燃焼効率の向上および高出力化，制御の高機能化および

高精度化による燃焼状態の高精度リアルタイム制御が必

要になる。したがって，計測分野においては，複合材使

用による電磁環境の悪化，燃焼温度上昇に伴う高温耐性，

伝送情報量の増大による配線数の増加および高精度測定

への対応が求められる。当社では，これらの要求に応え

るべく，光ファイバを用いた圧力センサ（1）（3）および温度

センサ（2）（4）の開発を進めてきた。本稿では，その成果の中

から温度センサの研究・開発について報告する。

2. センサの設計・試作

本研究では，対象をガスタービンエンジンにおける温

度測定とし，目標を温度範囲を50℃から450℃まで，精

度を±1.0℃に設定した。耐熱性や軽量化，耐電磁環境要

求を考慮すると，光ファイバセンサの導入は不可欠であ

り，また目標精度達成のためには，高精度測定が可能な

光干渉原理を応用する必要がある。そこで我々は，光

ファイバー・ファブリー・ペロ干渉計（FFPI :F i b e r

Fabry-Perot-interferometer）を利用した温度センサを開

発した。

FFPIであれば，光ファイバ内部に半透鏡を形成するこ

とにより，1本の光ファイバで干渉計を構成できること，

さらに，光ファイバにおける曲げ等の外乱は，コモン
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モードとなり影響を受けにくいこと，という特長がある。

FFPIを温度センサに適用した研究例（5）は過去にも見られ

るが，単色光源であったために，温度変化方向の特定お

よび位相次数の特定ができないこと，同一位相内での温

度感度が一定とならないこと，温度値のアブソリュート

測定が困難であることが課題であった。本研究では，光

源波長を変調することで温度変化の向きを判定でき，さ

らに光路長の異なるセンサヘッドを2本組み合わせるこ

とによって，広い温度範囲で高精度な温度測定を実現し

た。以下，センサの測定原理と試作結果について述べる。

2.1 測定原理

図1にセンサのシステム構成を，図2にセンサヘッド

の構造を示す。図1にて光源から出射された光は，光ファ

イバカプラを介してセンサヘッドへと導かれる。センサ

ヘッド部は，図2に示すように反射面1と反射面2にて

FFPI共振器部を形成しており，光は各反射面にてそれぞ

れ反射する。両反射光は，もと来た1本の光ファイバを

戻り，カプラによりフォトダイオードに導かれ，互いに

干渉する。干渉計に用いる光源には，単一モード発振，狭

線幅，波長長期安定性が要求されるため，自社開発の

DBR-LD（Distributed Bragg Reflector - Laser Diode）を

適用した。当社LDは前記3つの特長を備え，かつ注入電

流によって，発振波長を連続的に変化させることが可能

である（6）。本センサでは，LDの波長について，図1に示

すような三角波変調を行うことにより，両反射光をFM

ヘテロダイン干渉させた。これにより，フォトダイオー

ドでは，センサヘッド温度一定下でも変調周波数に同期

したビート信号が得られ，その位相φは式（1）のように表

される。

φ = 4πnL
λ 0 （1）

ただし，n：光ファイバの屈折率，L：共振器長，

λ0：光源波長の最大値

ここで，光路長（nL）は，光ファイバの線膨張と屈折率

温度変化によって変化する。この光路長変化により，

ビート信号の位相が変化するので，変調信号と同期させ

た位相測定器にて時間計測する。そのため，高精度な位

相測定が可能である。さらに，式（1）から光路長変化は位

相変化に比例するので，光路長変化すなわち温度変化の

向きを時間の増減により判別することが可能である。ま

た，常温での光路長を長く設定することによって，測定

感度を任意に向上させることも可能である。ただし，位

相測定においては2πの不特定性があるので，2π以上の

位相変化を伴う場合には，アブソリュート化の必要があ

る。

図1　センサシステム構成
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2.2 アブソリュート化

ヘテロダイン干渉による温度測定において，広い動作

温度範囲と高精度測定を両立するために，以下のような

手法によりアブソリュート化を行った。

光路長がわずかに異なるFFPI温度センサを2本用意す

る。両センサの光路長は，図3のように温度フルスケー

ルに対して2π以下の位相差を有するように設定する。

すると，両者の周辺温度が同じであれば，温度スパンの

範囲内において，両者の位相値の組み合わせから位相回

転の次数が特定できるため，温度値を一義的に求めるこ

とができる。したがって，両センサを一つのセンサヘッ

ドに組み込み，同時に位相測定を行うことにより，温度

値のアブソリュート化を実現できることになる。FFPI温

度センサは直径125μm，長さ1 mm程度と非常に小型

であるため，2本束ねたとしてもセンサの小型化を妨げ

ることはないし，両者は同じ温度環境下にあると考えて

よい。

本方式によれば，温度フルスケールでの信号位相変化

が2πを超えるような広い動作温度範囲においても位相

回転の次数を特定でき，かつ次数特定後は位相の温度感

度が高いセンサ（図3においてはセンサ1）により，高精度

な温度測定が可能となる。

2.3 センサ製作

FFPI共振器部における反射面1は，光ファイバ融着に

よって形成した。融着する2本の光ファイバのうち，1本

にはあらかじめ切断面にTiO2を蒸着してある。通常の光

ファイバ融着技術では，融着による反射損失を小さくす

ることが求められているのに対し，本融着では反射が必

要不可欠である。融着強度と反射光強度をともに満足さ

せる融着パラメータの設定に苦労した。反射面2は，光

ファイバ融着後，光ファイバー切断機による応力切断に

より形成した。なお，望みの共振器長を得るために，切

断機を顕微鏡およびマクロメータと組み合わせて使用し

た。両反射面とも境界面での屈折率差により，反射光を

得ている。

図4は，試作したFFPI共振器部の写真であり，反射面

1と反射面2が，それぞれ矢印で示した部分に相当する。

なお，撮影時の照明光の影響で光ファイバ軸方向に白い

筋が複数本見られるが，この光ファイバは一般的な石英

ガラス系シングルモード光ファイバである。図5は，試

作したFFPI共振器部の反射率を測定した結果である。反

射面1（融着面）と反射面2（切断面）において，反射が生じ

ていることを確認できた。

図3　アブソリュート化手法
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図6　温度－位相特性

3. 評価試験結果

3.1 温度特性試験

試作したセンサヘッドを恒温槽に収め，恒温槽内部温

度を50℃から450℃まで100℃ステップで上下させ，その

際の温度と位相を逐次測定することにより，温度評価試

験を実施した。各ステップ8時間に及ぶデータを取得し，

合計4サイクル（264時間）の連続運転を行った。温度リ

ファレンスには4線式測温抵抗体（Pt100）を用い，温度安

定化のためセンサヘッドとともに，銅ブロックに収めた。

銅ブロック内部の温度安定性は，±0.04℃以下である。

試作した温度センサの温度－位相特性を，図6に示す。

常温において，センサ 1 の FFP I 共振器部光路長は

1.12 mm，センサ2は1.18 mmで，フルスケール温度変

化に対して0.37（×2πrad）の位相差を生じるセンサであ

る。評価試験の結果，両センサとも設計通りの位相変化

を示したこと，両者の組み合わせによりアブソリュート

化が実現できたことを確認した。温度精度に関しては，

最大誤差±0.8℃（±0.2%FS）と良好な結果を得た。本セ

ンサのサンプリング周波数は2 kHzである。ディジタル

フィルタを用い，測定値出力周期を50 msecにした時，最

大誤差±0.4℃（±0.1%FS）以下を実現できた。

3.2 耐熱性試験

本センサはセンサヘッドが石英ガラスから構成されて

いるので，本質的に耐熱性に優れている。測定温度上限

の目標仕様は450℃であるが，本センサの耐熱性の実力

を確認するために，1000℃までの耐熱性試験を実施した。

試験は先述した温度評価試験において，測温抵抗体をK

熱電対に，恒温槽を電気炉にそれぞれ置き換えて行った。

常温から1000℃まで上昇させ，保持して連続運転し，そ

の後常温まで戻した結果，1000℃環境下でもセンサ動作

上の問題は無いこと，常温に戻した際に，信号位相が元

通りに再現することを確認した。

4. ま　と　め

以上，ガスタービン向け光ファイバ温度センサの開発

について述べた。50℃から 450℃の測定にて最大誤差

±0.4℃（±0.1%FS）と高精度な温度センサを実現し，さらに

1000℃までの耐熱性を確認できた。これにより，1000℃

を±1℃の精度で測定できるセンサの実現の見込みを得

た。本方式は，FMヘテロダイン干渉法による距離測定

原理を基にしているので，同一システム内に圧力センサ

および距離センサを共存させることが可能である。した

がって，ガスタービン向け高精度センサシステム（温度，

圧力，距離）としての展開が期待される。

本研究は，特別認可法人基盤技術研究促進センターに

よる出資金制度を受けて，株式会社先進材料利用ガス

ジェネレータ研究所武蔵野分室にて実施したものである。
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くの関係各位の御厚誼に対し，深く感謝の意を表する。
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