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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レーザ光源からのレーザ光を分岐して、分岐された各レーザ光を面状の薄いシート光に
して、その面同士が重なるように同一面上で互いに交差させ、
前記シート光が交差した交差領域での流体内の粒子による散乱光を面状の受光部に結像
させて、その結像位置で２次元的に配置された複数の受光素子に入射させ、
前記受光素子に入射した前記各散乱光であって、ドップラー周波数シフトした散乱光を
、光電変換素子により電気信号に変換し、
前記レーザ光のドップラー周波数シフトした前記散乱光により、前記流体の流速を前記
光電変換素子毎に演算することを特徴とするレーザドップラー流速測定方法。
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【請求項２】
前記シート状のレーザ光の前記交差領域を、前記交差領域と交差する方向に走査して、
前記交差領域の流速を３次元的に求める請求項１記載のレーザドップラー流速測定方法。
【請求項３】
レーザ光源と、前記レーザ光源からのレーザ光を分岐するビーム分割素子と、前記ビー
ム分割素子により分岐されたレーザ光を面状の薄いシート光にするシート光形成光学系と
、分岐した前記各シート光をその面同士が重なるように同一面上で互いに交差させる集光
光学系と、前記シート光が交差した交差領域での流体内の粒子による散乱光を２次元的に
結像させる結像光学系と、前記結像光学系の結像位置に配置された複数の受光素子と、前
記受光素子に入射した前記散乱光を電気信号に変換する光電変換素子と、前記レーザ光が
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ドップラー周波数シフトした前記交差領域での前記流体の流速を、前記電気信号を基にし
て前記光電変換素子毎に演算する演算手段とを備えたことを特徴とするレーザドップラー
流速測定装置。
【請求項４】
前記結像光学系は、前記シート光の前記交差領域の面に対して直交する方向に光軸を有
して配置された請求項３記載のレーザドップラー流速測定装置。
【請求項５】
前記受光素子は、平面上に光電変換素子が一体的に配置された固体撮像素子から成る請
求項４記載のレーザドップラー流速測定装置。
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【請求項６】
前記ビーム分割素子と前記シート光形成光学系から成る光学系の中に、音響光学素子を
設けた請求項３記載のレーザドップラー流速測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、多点同時に流速を測定可能なレーザドップラー方式により流速を測定する
レーザドップラー流速測定方法及び装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
非接触で、圧力損失の無い計測方法である点計測ＬＤＶ（Laser Doppler
Velocimeter）法は、密度・粘土の影響を受けることなく、高応答、高精度、高分解能に
て、KHzオーダーの非定常流れにおける速度分布の計測が可能であり、従来広く用いられ
ている流速測定方法である。
【０００３】
この点計測ＬＤＶ法は、１本のレーザ光をビームスプリッタ及びミラーにより二本の強
度の等しい平行なビームに分け、アクロマティックレンズによって集光させ、集光させた
二つのビームの交差点を測定点として、この点を通過するシーディング粒子の速度を測定
する方法である。
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【０００４】
しかしながら、この点計測ＬＤＶ法は、流れ場を点で測定するため、情報量が非常に少
なく、高精度に測定することが難しいという問題があった。そこで、本願発明者は、非特
許文献１、２に示すような、流れ場を多点同時に計測可能とした線計測ＬＤＶ法を開発し
た。
【０００５】
線計測ＬＤＶ法は、１本のレーザ光をキューブビームスプリッタおよびミラーにより２
本の強度の等しい平行なビームに分け、アクロマティックレンズによって集光させ、集光
させる途中でロッドレンズを用い２枚の平行光の平面光にした後、各平面光を交差させる
ものである。各平面光は、進行方向と直交する方向であって、各平面の幅方向が平行にな
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るようにして各平面光を交差させる。これにより、各平面光の面が交差した交差線が、測
定点列となり、この交差線で干渉縞が生成され交差線上に粒子が通過することによりドッ
プラー信号を持った散乱光が得られる。その散乱光をアバランシェフォトダイオード（Ａ
ＰＤ：Avalanche Photo Diode）に導き、ＡＰＤにより光信号から電気信号に変換し、Ｆ
ＦＴ（Fast Fourier Transform）処理を行うことにより、粒子の流速を算出するものであ
る。本願発明者は、この計測方法の利用例として、特許文献１に開示された、レーザドッ
プラー血流測定方法及びその測定を開発し、特許された。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特許第５２３４４７０号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Development of a Multi‑point LDV by usingSemiconductor laser wit
h FFT‑based multi‑channel Signal Processing；Experiments in Fluids 24 Springer‑V
erlag pp.70‑76
【非特許文献２】多点同時測定LDVとCCDエリアイメージセンサを併用した２成分流速分布
同時測定法の開発；計測自動制御学会論文集Voi.39,No.3(2003)218‑224
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
上述の線計測ＬＤＶ法は、流れ場を点から多点同時へと計測することが可能となり測定
精度も高くなったが、測定領域が１次元状の線計測であるため、情報量はまだ十分である
とは言えず、より高精度な測定技術の開発が求められていた。特に、測定範囲を二次元と
した面測定技術は、未だ確立はなされていない。
【０００９】
この発明は、上記従来の背景技術に鑑みて成されたもので、レーザドップラー方式によ
り、簡単な光学系及び装置により、測定精度が高く、２次元的に広い範囲を効率的に測定
可能なレーザドップラー流速測定方法及び装置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】
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【００１０】
この発明は、レーザ光源からのレーザ光を分岐して、分岐された各レーザ光を面状の薄
いシート光にして、その面同士が重なるように同一面上で互いに交差させ、前記シート光
が交差した交差領域での流体内の粒子による散乱光を面状の受光部に結像させて、その結
像位置で２次元的に配置された複数の受光素子に入射させ、前記受光素子に入射した前記
各散乱光であって、ドップラー周波数シフトした散乱光を、光電変換素子により電気信号
に変換し、前記レーザ光のドップラー周波数シフトした前記散乱光により、前記流体の流
速を前記光電変換素子毎に演算するレーザドップラー流速測定方法である。
【００１１】
前記シート状のレーザ光の前記交差領域を、前記交差領域と交差する方向に走査して、
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前記交差領域の流速を３次元的に求めるようにしても良い。
【００１２】
またこの発明は、レーザ光源と、前記レーザ光源からのレーザ光を分岐するビーム分割
素子と、前記ビーム分割素子により分岐されたレーザ光を面状の薄いシート光にするシー
ト光形成光学系と、分岐した前記各シート光をその面同士が重なるように同一面上で互い
に交差させる集光光学系と、前記シート光が交差した交差領域での流体内の粒子による散
乱光を２次元的に結像させる結像光学系と、前記結像光学系の結像位置に配置された複数
の受光素子と、前記受光素子に入射した前記散乱光を電気信号に変換する光電変換素子と
、前記レーザ光がドップラー周波数シフトした前記交差領域での前記流体の流速を、前記
電気信号を基にして前記光電変換素子毎に演算する演算手段とを備えたレーザドップラー
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流速測定装置である。
【００１３】
前記結像光学系は、前記シート光の前記交差領域の面に対して直交する方向に光軸を有
して配置されたものである。
【００１４】
前記受光素子は、平面上に光電変換素子が一体的に配置された固体撮像素子から成るも
のでも良い。
【００１５】
前記ビーム分割素子と前記シート光形成光学系から成る光学系の中に、音響光学素子を
設けたものでも良い。
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【発明の効果】
【００１６】
この発明のレーザドップラー流速測定方法及び装置によれば、流体の流速を測定するに
あたり、２次元的な交差領域において流速の測定を行うことができ、同時に多くの流速情
報を得ることができ、測定効率が高く、流量の多い流体や広い範囲での測定を効果的に行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明の一実施形態のレーザドップラー流速測定装置光学系を示す概略図であ
る。
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【図２】この発明の一実施形態のレーザドップラー流速測定装置によるシート光の交差領
域である測定面を示す模式図である。
【図３】この発明の一実施形態のレーザドップラー流速測定装置の光ファイバの配置を示
す全体図（ａ）と、ファイバアレイの受光部を示す正面図（ｂ）である。
【図４】この発明の一実施形態のレーザドップラー流速測定装置の光電変換素子からコン
ピュータまでの機能を示すブロック図である。
【図５】この発明のレーザドップラー流速測定方法により測定される流速測定領域の測定
点の１点での流速の５秒間の変化を示すグラフである。
【図６】この発明のレーザドップラー流速測定方法により測定される流速測定領域での各
測定点で流速の５秒間の変化を示すグラフである。
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【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、この発明の一実施形態について、図１〜図６を基にして説明する。この実施形態
のレーザドップラー流速測定装置１０は、図１に示すように、レーザダイオード等のレー
ザ光源１２と、このレーザ光源１２からのレーザ光Ｌを２方向に分岐するビーム分割素子
であるビームスプリッタ１４と、ビームスプリッタ１４により２本に分岐されたレーザ光
Ｌ１，Ｌ２のうちの一方を他方と平行な方向に向ける反射鏡１６と、レーザ光Ｌ１，Ｌ２
を所定の位置に集光させるアクロマティクレンズ等の集光光学系である集光レンズ１８を
備えている。
【００１９】
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さらに、集光レンズ１８の出射光側には、レーザ光Ｌ１，Ｌ２の通過位置に一致して互
いに平行に配置されシート光形成光学系であるロッドレンズ２１，２２が設けられている
。ロッドレンズ２１，２２は、レーザ光Ｌ１，Ｌ２を平面状に拡散させるもので、拡散し
たレーザ光Ｌ１，Ｌ２は、同一平面上に位置している。各ロッドレンズ２１，２２の光出
射側近傍には、入射した平面状のレーザ光Ｌ１，Ｌ２を、平面状の平行光であるシート光
Ｌｓ１，Ｌｓ２に形成するシート光形成光学系のシリンドリカルレンズ２３，２４が位置
している。シリンドリカルレンズ２３，２４も互いに平行に位置し、その平面部２３ａ，
２４ａが、各ロッドレンズ２１，２２側に面している。シート光Ｌｓ１，Ｌｓ２は、互い
に同一面上にシート面が位置して、所定角度２θで交差する。ここで、θは、集光レンズ
１８の光軸対する各レーザ光Ｌ１，Ｌ２が屈折して出射する角度である。
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【００２０】
シート光Ｌｓ１，Ｌｓ２の交差領域Ｄは、図１，図２に示すように、平行光であるシー
ト光Ｌｓ１，Ｌｓ２の面同士が互いに一致して重なるように、同一面上で交差するので、
菱形に形成され、この交差領域Ｄの範囲内に後述する光ファイバアレイ３０による２次元
的な流速測定領域を設定する。
【００２１】
シート光Ｌｓ１，Ｌｓ２の交差領域Ｄの表面と直交する方向で所定距離離れた位置には
、一対のアクロマティックレンズ等による結像光学系である結像レンズ２６が配置され、
結像レンズ２６の出射光側に対面して、結像レンズ２６の結像位置に、２次元的に配列さ
れた受光素子である光ファイバアレイ３０の受光部３０ａが位置している。結像光学系の
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結像レンズ２６は、シート光Ｌｓ１，Ｌｓ２の交差領域Ｄの面に対して、直交する方向に
光軸を有して配置されている。
【００２２】
なお、この実施形態に用いたレンズ等の光学系部品の表面には、用いたレーザ光の波長
の減衰を抑えるために、この波長に対する反射防止膜がコーティングされている。
【００２３】
光ファイバレイ３０は、図３に示すように、各光ファイバ３２が束ねられたライトガイ
ド束３４を備え、各光ファイバ３２の端面が、縦横に整列されて光ファイバレイ３０の受
光部３０ａを形成している。各光ファイバ３２の他方の端部は、光ファイバ３２毎に光プ
ラグ３６に接続されている。光プラグ３６は、各々光レセプタクル３８に接続可能に設け

10

られている。各光レセプタクル３８には、光電変換素子であるアバランシェフォトダイオ
ード（以下、ＡＰＤと称す。）４０が各々設けられている。
【００２４】
ＡＰＤ４０は、図４に示すように、光ファイバ３２の数だけ設けられ、光ファイバ３２
の受光部３０ａの配置と同様に配列されて設けられている。ＡＰＤ４０は、光ファイバ３
２により導かれた光を各々電気信号に変換し、各ＡＰＤ４０の出力は、光ファイバ３２の
本数だけ設けられた各アンプ４２を介して各々周波数フィルタ４４に入力する。周波数フ
ィルタ４４でフィルタリングされた各信号は、データレコーダ４６でＡ／Ｄ変換されて各
々記録される。各データレコーダ４６に記録されたデジタル信号は、ＵＳＢコネクタ等を
介してコンピュータ４８に入力され、後述する流速測定のための所定の演算解析処理がコ
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ンピュータ４８により行われる。
【００２５】
次に、この実施形態のレーザドップラー流速測定方法について以下に説明する。このレ
ーザドップラー流速測定方法は、レーザ光源１２から出射されたレーザ光を、ビームスプ
リッタ１４により分割し、図１、図２に示すように、各ロッドレンズ２１，２２とシリン
ドリカルレンズ２３，２４により、シート光Ｌｓ１，Ｌｓ２に形成し、所定の平面上の測
定位置で交差させる。この測定位置である交差領域Ｄでは、交差領域Ｄを通過する流体の
流速を、光ファイバ３２を単位として、結像光学系である結像レンズ２６の倍率により決
まる空間分解能で求めることができる。例えば２５０μｍの径の光ファイバ３２を用いて
光学系の倍率を１とすると、空間分解能は２５０μｍとなる。

30

【００２６】
シート光Ｌｓ１，Ｌｓ２の交差領域Ｄは、シート状の平行光が互いの面を重ねるように
して交差した領域であるので、菱形状の形状になり、シート光Ｌｓ１，Ｌｓ２の位相差に
よって干渉縞ができる。そして、交差領域Ｄにおける流体中で、微小な粒子ｐが流体とと
もにその流速で通過すると、シート光Ｌｓ１，Ｌｓ２が流体中の粒子ｐにより反射し、散
乱光が生じる。この散乱光は、粒子ｐの速度によるドップラー効果により、ドップラー周
波数が変化する。そして、交差領域Ｄでの粒子ｐによる各散乱光は、それぞれ結像レンズ
２６により光ファイバレイ３０の受光部３０ａ上のそれぞれに対応する点に結像される。
【００２７】
流体の流速により周波数変化した散乱光は、光ファイバアレイ３０の受光部３０ａで受
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光され、各光ファイバ３２を介して各ＡＰＤ４０に入力し、電気的なビート信号として検
出される。ここで検出した信号の周波数変化と強度は、流体中の粒子ｐの速度及び個数に
対応した値である。これを受光部３０ａでの光ファイバ３２毎に求めて、交差領域Ｄの対
応する点での流速を算出する。各ＡＰＤ４０により得られた入力信号は、Ａ／Ｄ変換され
てコンピュータ４８入力され、そのデジタル信号を高速フーリエ変換し、さらにノイズ除
去処理等を施して、ドップラー周波数を算出する。ドップラー周波数は、検出した信号の
周波数スペクトルにおいて、ドップラー周波数でのピークが表れることにより求まる。ド
ップラー周波数が求まると、その周波数から公知の算出方向により流体中の粒子ｐの速度
が算出され、その速度が流体の流速と等しいので、流速が算出される。
【００２８】
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このようにして得られた光ファイバ３２による測定結果を図５のグラフに示す。ここで
は、５秒間での流体中の粒子ｐの速度を所定のサンプリング周期でプロットしたものであ
る。受光部３０ａ全体での各光ファイバ３２による測定結果は、図６に示すように、交差
領域Ｄの各光ファイバ３２毎の対応箇所での流速の変化が正確に検出されている。
【００２９】
さらに、この交差領域Ｄをその面と直交する方向に位置を移動させて同様に流速を測定
し、これを繰り返す走査を行うことにより、３次元的に交差領域Ｄの流速測定が可能とな
る。
【００３０】
この実施形態のレーザドップラー流速測定方法及び装置によれば、流体の流速を測定す
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るにあたり、２次元的な交差領域Ｄにおいて流量の測定を行うことができ、同時に多くの
流速情報を得ることができる。しかもこの場合の空間分解能は、光学系により適宜設定可
能である。
【００３１】
尚、この発明のレーザドップラー流速測定方法及び装置は、上記実施形態に限定される
ものではなく、レーザ光源と集光レンズとの間の光学系を、音響光学素子と反射鏡等に置
き換えて構成しても良く、音響光学素子を用いることにより、以下のような効果を有する
。流速の正、負方向の判別がつき、ペデスタルとドップラー信号を分離でき、平均流速が
低い場合の乱流測定が可能となる。さらに、平均流速が低く、変動周波数が高い場合など
でも、非定常流の測定に有効である。１台の信号処理装置で、広帯域の測定が可能となり
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、フィルタなどの周波数特性が決められていても、信号の周波数を変化させることができ
るので、広帯域の信号でも、既存の測定系で測定が可能になる。その他、測定体積部に、
既知の信号を与えるので、光学系の調整がやりやすく、流速ゼロでも周波数偏移分の信号
が得られるので、この点でも光学系の調整がやりやすい。通常は水蒸気などのミストを測
定体積に流し、信号が取れることを確認するが、透明な定規などを測定体積部に置くだけ
で、周波数偏移分の信号を取ることができる。
【００３２】
また、受光部や光電変換素子は、ＣＣＤやＣ−ＭＯＳ等のイメージセンサの固体撮像素
子でも良い。光ファイバも、ガラスファイバやプラスチックファイバ等、適宜選択可能で
30

ある。
【符号の説明】
【００３３】
１０

レーザドップラー流速測定装置

１２

レーザ光源

１４

ビームスプリッタ

１６

反射鏡

１８

集光レンズ

２１，２２

ロッドレンズ

２３，２４

シリンドリカルレンズ
40

２６

結像レンズ

３０

ファイバアレイ

３０ａ

受光部

３２

光ファイバ

４０

アバランシェフォトダイオード（ＡＰＤ）

Ｄ

交差領域

Ｌｓ１，Ｌｓ２
ｐ

粒子

シート光
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