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(57)【要約】
【課題】迷光の発生やスペクトル上の干渉リプルを低減
し、測定再現性や測定精度を向上させる。
【解決手段】断面形状が台形の減衰全反射プリズム３０
の平行な面上に測定試料１００を配置し、配置面に対向
する面に電波吸収材３１を備え、傾斜面から電磁波を入
射して別の傾斜面から電磁波を出射する。これにより、
減衰全反射プリズム３０内で生じる回析や多重反射の影
響による迷光の発生やスペクトル上の干渉リプルを低減
することができ、測定再現性や測定精度を向上できると
いう効果を奏する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
周波数の異なる２つの連続光波が合成された光信号を光電変換して電磁波を発生する放
射器と、
断面形状が台形であって、平行な面の一方に測定対象物を配置し、一方の傾斜面から前
記電磁波を入射し、他方の傾斜面から前記電磁波を出射する減衰全反射プリズムと、
前記減衰全反射プリズムの他方の平行な面に配置された、前記減衰全反射プリズムと同
等の誘電率を有する電波吸収材と、
前記２つの連続光波のうちの少なくとも一方の位相を変調して合成した参照光を入力し
、前記電磁波を受信してホモダイン検波する検波器と、
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を有することを特徴とする誘電分光装置。
【請求項２】
前記傾斜面及び前記減衰全反射プリズムと前記電波吸収材との間の少なくともいずれか
に反射防止構造を有することを特徴とする請求項１に記載の誘電分光装置。
【請求項３】
前記減衰全反射プリズムの温度を制御する温度制御手段を有することを特徴とする請求
項１又は２に記載の誘電分光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、誘電分光法を用いた測定対象物の成分濃度を測定する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
高齢化が進み、成人病に対する対応が大きな課題になっている。血糖値などの検査は血
液の採取が必要なために患者にとって大きな負担である。そのため、血液を採取しない非
侵襲な成分濃度測定装置が注目されている。
【０００３】
非侵襲な成分濃度測定装置として、誘電分光法を用いた装置が提案されている。誘電分
光法は、皮膚内に電磁波を照射し、測定対象の血液成分、例えば、グルコース分子と水の
相互作用に従い、電磁波を吸収させ、電磁波の周波数に対する振幅及び位相を観測する。
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観測される電磁波の周波数に対する振幅及び位相から誘電緩和スペクトルを算定する。一
般的には、Ｃｏｌｅ−Ｃｏｌｅ式に基づき緩和カーブの線形結合として表現し、複素誘電
率を算定する。生体成分の計測では、例えば血液中に含まれるグルコースやコレステロー
ル等の血液成分の量に複素誘電率は相関があり、その変化に対応した電気信号（振幅、位
相）として測定される。複素誘電率変化と成分濃度との相関を予め測定することによって
検量モデルを構築し、計測した誘電緩和スペクトルの変化から成分濃度の検量を行う。
【０００４】
マイクロ波などの電磁波を利用した材料分析では、共振法、同軸反射法等の様々な手法
を利用して材料の複素誘電率を評価する。ＴＨｚ帯のような高周波では、レンズや放物面
鏡を用いた擬似光学系によるフリースペース法により測定対象の複素誘電率を計測するこ
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とが一般的である。なおフリースペース法は非特許文献１にも記載されるようにミリ波帯
でも用いられる。
【０００５】
従来の測定装置としては、マイクロ波からミリ波以上の周波数帯では、光電気変換（フ
ォトミキシング）を利用した誘電分光装置がある（特許文献１参照）。特許文献１の誘電
分光装置は、周波数の異なる２つの連続光波が合成された光信号を光電変換して電磁波、
例えばテラヘルツ波を発生し、発生したテラヘルツ波を被測定対象物に照射し、被測定対
象物を透過したテラヘルツ波を受信するとともに、２つの連続光波のうちの一方の位相を
変調して合成した参照光を入力してホモダインミキシングする構成である。ホモダインミ
キシングする検出器には例えば、光伝導アンテナを用い、参照光の照射によりアンテナ間
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のコンダクタンスが参照光に含まれる２つの連続光波間の差周波数にて変調されることで
実現される。従来の誘電分光装置においては、電磁波をホモダイン検波する際には、検出
器でのミキシング時における２つの光路長差が一致していることが必要である。そのため
、空間を伝搬するテラヘルツ波の伝搬長や光が伝搬するファイバの長さ等を調節する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３−３２９３３号公報
【非特許文献】
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【０００７】
【非特許文献１】Andrew P. Gregory, and Robert N. Clarke,

A Review of RF and Mic

rowave Techniques for Dielectric Measurements on Polar Liquids

, IEEE Transacti

ons on Dielectrics and Electrical Insulation, August 2006, Vol. 13, No. 4, pp.72
7‑743
【非特許文献２】Jae‑Young Kim, Ho‑Jin Song, Katsuhiro Ajito, Makoto Yaita, and N
aoya Kukutsu,

Continuous‑Wave THz Homodyne Spectroscopy and Imaging System With

Electro‑Optical Phase Modulation for High Dynamic Range

, IEEE Transactions on

terahertz science and technology, March 2013, Vol. 3, No. 2, pp.158‑164
【非特許文献３】Hirotaka Naito, Yuichi Ogawa, Keiichiro Shiraga, Naoshi Kondo, T
sunao Hirai, Ikuo Osaka, and Asuka Kubota,

Inspection of Milk Components by Ter
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ahertz Attenuated Total Reflectance (THz‑ATR) Spectrometer Equipped Temperature
Controller

, IEEE/SICE International Symposium on System Integration, December

2011, pp. 192‑196
【非特許文献４】M. Exter and D. Grischkowsky,
of doped silicon from 0.1 to 2 TZh

Optical and electronic properties

, Applied Physics Letter, April 1990, Vol.

56, No. 17, pp.1694‑1696
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
水溶液や油等の液体試料を評価する際には、サンプルセルに液体試料を封入する、もし
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くは液体試料をフローにより供給して測定することが一般的である。誘電測定用セルでは
、テラヘルツ波を透過する窓材をテラヘルツ波の入射面と出射面に設ける。連続波電磁波
分光測定では、窓材の厚さに依存するテラヘルツ波の多重反射が生ずることが知られてい
る。２つの窓材の厚さと試料厚、誘電率から多重反射の影響を排除することは容易ではな
く、例えば、移動平均をとることによりスペクトル上の干渉リプルを低減する方法がとら
れる。
【０００９】
また、水は赤外領域で非常に強い吸収を呈するため、高抵抗シリコン製の減衰全反射プ
リズム（ＡＴＲプリズム）上に液体試料を配置し、プリズム内に電磁波を透過して液体試
料を評価することが知られている（非特許文献３）。
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【００１０】
しかしながら、広帯域電磁波において、波長収差によるビーム径や集光位置の違いに伴
う、減衰全反射プリズムで生じる回析や多重反射の影響により、迷光の発生やスペクトル
上の干渉リプルが生ずる。これらの雑音は、温度等の環境変動によるプリズムの屈折率変
動の影響により、信号の振幅・位相の変動をもたらすため、測定再現性や測定精度が得ら
れないという課題があった。
【００１１】
本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、迷光の発生やスペクトル上の干渉リプル
を低減し、測定再現性や測定精度を向上させ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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【００１２】
本発明に係る誘電分光装置は、周波数の異なる２つの連続光波が合成された光信号を光
電変換して電磁波を発生する放射器と、断面形状が台形であって、平行な面の一方に測定
対象物を配置し、一方の傾斜面から前記電磁波を入射し、他方の傾斜面から前記電磁波を
出射する減衰全反射プリズムと、前記減衰全反射プリズムの他方の平行な面に配置された
、前記減衰全反射プリズムと同等の誘電率を有する電波吸収材と、前記２つの連続光波の
うちの少なくとも一方の位相を変調して合成した参照光を入力し、前記電磁波を受信して
ホモダイン検波する検波器と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
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本発明によれば、迷光の発生やスペクトル上の干渉リプルを低減し、測定再現性や測定
精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施の形態における誘電分光装置の構成を示すブロック図である。
【図２】測定系にレンズを用いた例を示す図である。
【図３】本実施の形態における減衰全反射プリズムを示す図である。
【図４】本実施の形態における電波吸収材の吸収係数と屈折率を計算したグラフである。
【図５Ａ】減衰全反射プリズムの底部に金属を配置したときの数値解析例である。
【図５Ｂ】減衰全反射プリズムの底部に電波吸収材を配置したときの数値解析例である。
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【図６】本実施の形態における減衰全反射プリズムの変形例を示す図である。
【図７】本実施の形態における減衰全反射プリズムの別の変形例を示す図である。
【図８】本実施の形態における減衰全反射プリズムのさらに別の変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００１６】
図１は、本実施の形態における誘電分光装置の構成を示すブロック図である。
【００１７】
図１に示す誘電分光装置は、連続波光源１１Ａ，１１Ｂ、スプリッタ１２Ａ，１２Ｂ、
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カプラ１３Ａ，１３Ｂ、位相変調器１４Ａ，１４Ｂ、第１フォトミキサ１６、第２フォト
ミキサ１７、ロックインアンプ１８、モニタ１９、及び遅延線２０を備える。測定試料１
００は、電磁波の経路上の放物面鏡４１Ａ，４１Ｂの間の減衰全反射プリズム３０上に配
置される。減衰全反射プリズム３０の底部には、プリズムの材料と同等の誘電率を有する
電波吸収材３１を備える。
【００１８】
連続波光源１１Ａ，１１Ｂは、周波数が互いに異なる連続波光信号を出力する。以下の
説明では、連続波光源１１Ａから出力された連続波光信号を第１光信号、連続波光源１１
Ｂから出力された連続波光信号を第２光信号とする。
【００１９】
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スプリッタ１２Ａは、第１光信号を分波する。スプリッタ１２Ｂは、第２光信号を分波
する。
【００２０】
カプラ１３Ａは、スプリッタ１２Ａで分波された第１光信号とスプリッタ１２Ｂで分波
された第２光信号とを合波する。カプラ１３Ａで合波された光信号はファイバを通って第
１フォトミキサ１６に入力される。
【００２１】
第１フォトミキサ１６は、カプラ１３Ａで合波された光信号を光電変換し、第１光信号
と第２光信号の周波数差に一致する周波数の電磁波（ミリ波又はテラヘルツ波）を発生す
る。第１フォトミキサ１６としては、例えば単一走行キャリア・フォトダイオード（ＵＴ
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Ｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅ）を利

用できる。第１フォトミキサは電磁波を発生する放射器として機能する。
【００２２】
位相変調器１４Ａ，１４Ｂは、制御信号により電気的に位相変調が可能な電気光学結晶
を用いた位相変調器である。位相変調器１４Ａはスプリッタ１２Ａとカプラ１３Ｂの間に
配置される。位相変調器１４Ｂはスプリッタ１２Ｂとカプラ１３Ｂの間に配置される。位
相変調器１４Ａ，１４Ｂに、発振器１５からの単一周波数ｆｍのノコギリ波状の制御信号
を印加してセロダイン位相変調を行い、変調周波数ｆｍと同等の周波数シフトを光信号に
生じさせる。位相変調器１４Ａは、スプリッタ１２Ａで分波した第１光信号のいずれか一
方の位相を変調する位置に配置する。位相変調器１４Ａをスプリッタ１２Ａとカプラ１３
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Ａの間に配置してもよい。位相変調器１４Ｂは、スプリッタ１２Ｂで分波した第２光信号
のいずれか一方の位相を変調する位置に配置する。位相変調器１４Ｂをスプリッタ１２Ｂ
とカプラ１３Ａの間に配置してもよい。位相変調器１４Ａ，１４Ｂは互いに制御信号を反
転して、プッシュ・プル制御による位相変調を行う。なお、位相変調器１４Ａ，１４Ｂの
いずれか一方を備える構成でもよい。
【００２３】
カプラ１３Ｂは、位相変調器１４Ａ，１４Ｂのそれぞれで位相変調された第１光信号と
第２光信号とを合波する。
【００２４】
遅延線２０は、カプラ１３Ｂと第２フォトミキサ１７とを結ぶファイバ上に配置され、
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カプラ１３Ｂで合波された光信号は遅延線２０を通って第２フォトミキサ１７に入力され
る。遅延線２０は、ファイバ端にレンズコリメータを接続し、２つのレンズを対向させ、
平行光を伝搬させることで低損失で実現できる。誘電分光装置においては、電磁波をホモ
ダイン検波する際に、検波器でのミキシング時における２つの光路長差が一致するように
光が伝搬するファイバの長さ等を予め調整する。本実施の形態では、カプラ１３Ａから第
１フォトミキサ１６までのファイバと、カプラ１３Ｂから第２フォトミキサ１７までのフ
ァイバとを同等の遅延長とし、さらにカプラ１３Ｂと第２フォトミキサ１７の間に、第１
フォトミキサ１６から第２フォトミキサ１７に出射される電磁波の空間伝搬長と同等の長
さ（遅延長）を有する遅延線２０を備えた。もしくは、カプラ１３Ａと第１フォトミキサ
１６との間に遅延線２０を配置してもよいし、遅延線２０を備えない構成としてもよい。
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【００２５】
第２フォトミキサ１７は、カプラ１３Ｂで合波された光信号を照射されるとともに、第
１フォトミキサ１６が放射し、減衰全反射プリズム３０を透過して測定試料１００で反射
した電磁波を受信し、ホモダインミキシングして周波数ｆｍの電気信号を出力する。第２
フォトミキサ１７は、アンテナ付きＵＴＣ−ＰＤと光ファイバとを同一パッケージに実装
することで実現できる。第２フォトミキサ１７には、光伝導アンテナ（ＰＣＡ：Ｐｈｏｔ
ｏ−Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ

Ａｎｔｅｎｎａ）を用いてもよい。第２フォトミキサは電磁

波をホモダイン検波する検波器として機能する。
【００２６】
ロックインアンプ１８は、第２フォトミキサ１７が出力する電気信号を同期検波して振
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幅及び位相を検出する（非特許文献２参照）。モニタ１９は、ロックインアンプ１８が検
出した振幅及び位相を処理する。
【００２７】
テラヘルツ波帯では、レンズや放物面鏡を用いた擬似光学系によるフリースペース法に
より、電磁波を減衰全反射プリズム３０に入射して測定対象である測定試料１００に照射
し、減衰全反射プリズム３０を透過した電磁波を検波して複素誘電率を計測する。放物面
鏡４１Ａ，４１Ｂを利用した場合は、レンズを利用するのに比べてレンズ内の多重反射が
生じないので測定値が安定する。図２に示すように、放物面鏡４１Ａ，４１Ｂの代わりに
レンズ４２Ａ，４２Ｂを用い、レンズ４２Ａ，４２Ｂの中央に測定試料１００を載せた減
衰全反射プリズム３０上を配置してもよい。支持台３５上に減衰全反射プリズム３０を配

50

(6)

JP 2017‑194361 A 2017.10.26

置し、電磁波の照射位置を調整する。
【００２８】
図３は、本実施の形態における減衰全反射プリズムを示す図である。
【００２９】
減衰全反射プリズム３０は、断面形状が台形のＤｏｖｅ型（ドーブ型）である。電磁波
は、減衰全反射プリズム３０の一方の傾斜面の所定位置に平面波で照射され、上面（平行
な面のうちの幅の広い面）に配置された測定試料１００で反射した後に、他方の傾斜面か
ら出射する。照射される電磁波のビームサイズに応じて、減衰全反射プリズム３０の幅及
び高さを調整する。減衰全反射プリズム３０の傾斜面の角度θは、入射した電磁波が測定
試料１００に４５度で照射されるように設計する。
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【００３０】
電磁波の入射時および出射時には、減衰全反射プリズム３０の材料であるシリコンと空
気の界面でおよそ３０％の電磁波が反射される。入射面と出射面での多重反射が生じるな
かで、ビーム径の変化や球面波となることで迷光成分が生成される。また、減衰全反射プ
リズム３０の一方の傾斜面の所定位置から上面側に電磁波が入射した際にも、図中の矢印
で示すように、減衰全反射プリズム３０の上面と下面で反射した後に出射される。さらに
、減衰全反射プリズム３０のエッジに電磁波が入射することによる回折の影響により不要
波が入る。これらの迷光成分や不要波が多重反射を介して出射側の光学系と結合すること
により測定信号の誤差を生ずる。
【００３１】
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本実施の形態では、減衰全反射プリズム３０の底部に電波吸収材３１を備えて、電波吸
収材３１が迷光などの電磁波を反射することなく吸収する。電波吸収材３１は、１ｋΩ以
下の低抵抗シリコンを用い、減衰全反射プリズム３０との誘電率差を小さくする。ｐ型も
しくはｎ型の高濃度不純物ドープ（１０１５〜１０１６ｃｍ−３）を行った低抵抗シリコ
ンの吸収係数ｎと屈折率αはＤｒｕｄｅモデルによって表すことができる（非特許文献４
）。例えば、不純物濃度Ｎｃ＝２×１０１６ｃｍ−３として、吸収係数ｎと屈折率αを計
算した例を図４に示す。同図に示すように、０．１〜２ＴＨｚで比較的平坦な吸収係数ｎ
と屈折率αを実現できている。電波吸収材３１は、減衰全反射プリズム３０の材料と同じ
誘電率を有することが望ましい。電波吸収材３１として磁性材料を分散させたゴムやセラ
ミックスを用いてもよい。または、電波を良く透過する発泡スチロールやスポンジ等の多
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孔質材料中に分散させたカーボン等の導電性材料や波長と同程度のサイズを有する誘電体
フィラーによる多重内部散乱によって、電磁波の減衰を生じさせてもよい。広帯域で電磁
波を吸収するメタマテリアルを利用した金属パタンを形成してもよい。なお、減衰全反射
プリズム３０の底部に加えて側面（電磁波の入射面・出射面ではない側面）にも電波吸収
材３１を設置してもよい。
【００３２】
続いて、本実施の形態の電波吸収材の不要反射波除去の効果の数値解析例について説明
する。
【００３３】
図５Ａは減衰全反射プリズムの底部に金属を配置し、減衰全反射プリズムへの入射波を
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パルス状平面波として与えた際の出射パルス波形の信号強度の時間波形を数値解析した例
である。図５Ｂは減衰全反射プリズムの底部に電波吸収材（低抵抗シリコン）を配置した
ときの数値解析例である。両者ともに、０．１７５ｎｓｅｃにおいて、入射したパルス状
平面波が所望の伝播経路で減衰全反射プリズムの出射面に到達している。金属を配置した
場合は、０．２６ｎｓｅｃにおいて、不要反射波が出射面に到達していることがわかる。
また、その他の迷光成分と考えられる０．２ｎｓｅｃ以降の小さい不要反射波に関しても
、電波吸収材を配置した場合には比較的低減できていることがわかる。
【００３４】
次に、減衰全反射プリズムの変形例について説明する。
【００３５】
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図６は、本実施の形態における減衰全反射プリズムの変形例を示す図である。同図に示
す減衰全反射プリズム３０は、電磁波の入射面と出射面に反射防止構造３２を設けた。電
磁波が減衰全反射プリズム３０に入射するとき及び出射するときに、反射が低減されるた
め、多重反射による干渉リプルや迷光の発生を低減できる。反射防止構造３２として、光
学的な反射防止構造と同様に、４分の１λ誘電体膜、あるいは表面に電磁波の波長の１０
分の１以下の凹凸を形成した構造を用いることが可能である。
【００３６】
図７は、本実施の形態における減衰全反射プリズムの別の変形例を示す図である。同図
に示す減衰全反射プリズム３０は、図６の減衰全反射プリズム３０の底部にさらに反射防
止構造３２を設けた。底部に設けた反射防止構造３２の誘電率と厚さは、減衰全反射プリ
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ズム３０の材料と電波吸収材３１の誘電率に応じて適宜設計する。減衰全反射プリズム３
０の底部に反射防止構造３２を設けたので、電波吸収材３１は、減衰全反射プリズム３０
と同様の誘電率を有する必要はない。
【００３７】
図８は、本実施の形態における減衰全反射プリズムのさらに別の変形例を示す図である
。同図に示す減衰全反射プリズム３０は、図６の減衰全反射プリズム３０の電波吸収材３
１の下に温度制御器３３を設けた。温度制御器３３は、例えばペルチェ素子とヒータを備
えた金属板である。電波吸収材３１に熱伝導率の高いシリコンを用いることで、効率的に
測定試料１００及び減衰全反射プリズム３０の温度を制御し、減衰全反射プリズム３０の
屈折率変動を抑制することが可能である。
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【００３８】
以上説明したように、本実施の形態によれば、断面形状が台形の減衰全反射プリズム３
０の平行な面上に測定試料１００を配置し、配置面に対向する面に電波吸収材３１を備え
、傾斜面から電磁波を入射して別の傾斜面から電磁波を出射することにより、減衰全反射
プリズム３０内で生じる回析や多重反射の影響による迷光の発生やスペクトル上の干渉リ
プルを低減することができ、測定再現性や測定精度を向上できるという効果を奏する。
【符号の説明】
【００３９】
１１Ａ，１１Ｂ…連続波光源
１２Ａ，１２Ｂ…スプリッタ
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１３Ａ，１３Ｂ…カプラ
１４Ａ，１４Ｂ…位相変調器
１５…発振器
１６，１７…フォトミキサ
１８…ロックインアンプ
１９…モニタ
２０…遅延線
３０…減衰全反射プリズム
３１…電波吸収材
３２…反射防止構造
３３…温度制御器
３５…支持台
４１Ａ，４１Ｂ…放物面鏡
４２Ａ，４２Ｂ…レンズ
１００…測定試料
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