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(a) 近傍界測定システム

電界測定技術が求められています．

図１

携帯電話

(b) 比吸収率測定システム

電界計測システム
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トム＊内で電界プローブを３次元的に
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す．図３(b)に示すように先端部をガラ

などの金属素子から構成されるアンテ

す．図３(a)にEOプローブの先端部を

ス管の片端に固定し，ガラス管内を通

ナを用いるため，電界プローブからの

示します．EOプローブの先端部はEO

した光ファイバのコネクタをもう一方

散乱によって電波に擾乱を与えていま

結晶，誘電体反射膜，コリメータレン

の端に固定しています．偏光変化を強

す．また電界プローブと被測定機器と
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じない電 界 プローブが求 められてい
ます．

光

電波

電気光学プローブ
従来の電界プローブにおいて課題で
あった被測定電界への擾乱や電気的結

出力の偏光状態

図２

合を生じさせないため，センサ部から

誘電体反射膜

EO効果を用いた電界計測の原理

金属素子を排除した電界プローブを開
発しました．開発した電界プローブは
誘電体反射膜

コリメータレンズ

印加された電界に線形比例して屈折率
が変 化 する１ 次 の電 気 光 学 （ E O :
ElectroOptic）効果（ポッケルス効
果：Pockels effect）を有するEO結
晶を用いています．EO結晶を用いた

1 mm

電界計測の原理を説明します（図２）．
電界が印加されていないとき，EO結

EO結晶

フェルール

(a) EOプローブの先端

晶へ入射した光は偏光状態を保ったま
ま誘電体反射膜により反射され戻って
きます．電界が印加されると，光を入

ガラス管

光ファイバ

フェルール

EO結晶

射する結晶面や偏光状態によって屈折

＊ ファントム：携帯電話から放射される電波の
吸収量を測定するためのもので，人体の電気的
特徴（誘電率，透磁率）や物理的特徴（密度）
を模擬した人体電磁ファントムです．人体電磁
ファントムには，人体の形状を模擬した固体
ファントムやファントム内部の状態を測定する
ための液体ファントムなどがあります．
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光ファイバコネクタ

コリメータレンズ
(b) EOプローブの構造

図３

EOプローブの構成
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比例しており，ロックインアンプもし
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システムはEOプローブ，偏光処理モ
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２次元走査ステージから構成されてい

オードで電気信号に変換した後，差動

電界計測システム
図 ４ (a)にE O プローブを用 いた電

感度特性
開発した電界計測システムは35,dB
以 上 のダイナミックレンジを有 し，
0.6,V/m以下の電界を検出可能です．

電波暗箱

実験的に1.95〜20,GHzの帯域におい
て平坦な感度特性が確認されており，

光ファイバケーブル

原理的にはTHz帯まで感度を有しま
偏光処理モジュール

す．感度の指向性はダイポールアンテ
ナと同じであり，直交軸間の感度の消
光比は45,dB以上です．

EOプローブ

ダイポールアンテナ

ダイポールアンテナ近傍界計測
図４(a)に示した電界計測システムを
用いて2.45,GHz帯の半波長ダイポー

信号処理ユニット

ルアンテナの近傍界を計測しました．
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近傍界計測
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領域（〜数mm）においても測定値は
計算値とよく一致しています．この結
果はダイポールアンテナの極近傍の電
界を正確に測定できることを示してい
ます．またダイポールアンテナからの距
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信号発生器からダイポールアンテナへ
17,dBmの正弦波を入力した状態で，

電波暗箱

EOプローブを走査しました．図５(b)
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に底面から５mm離れた平面の電界分
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測システムがSAR計測に有用であるこ
とを確認しました．
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(b) 容器底面から５mm離れた平面の電界分布
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果から，従来の電界プローブにおいて

た．図５(a)に示すように１辺200,mm

課題であったアンテナの極近傍におけ

の立方体のアクリル容器に生体等価

る電気的結合を生じることなく，正確

ファントムを満たし，容器底面から

な電界を計測することが可能であるこ

５mm離れた位置に2.45,GHz帯の半

とを確認しました．

波長ダイポールアンテナを配置します．
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ユビキタス社会を推進する基盤技術につ
いて，戦略的かつ挑戦的に研究開発を進め
ていきます．
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