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　光ファイバ技術をベースにしたプロ
ーブは、光断層映像法（OCT）によっ
て血管内生体イメージングにますます
使われるようになっている。例えば、
アテローム性動脈硬化の発見と診断
や、ステント移植における組織反応の
定量化に用いられる（1）。X線血管造影、
超音波、磁気共鳴映像法などの従来法
に比べて、OCTイメージング法の主な
メリットとしては、ミクロンレベルの
高い空間分解能、高速リアルタイム計
測、非侵襲、ローコストなどがあり、
特にこれは光ファイバプローブ技術の
進歩から得られるものである。

OCTを用いた医療イメージング
　OCTを用いた医療イメージングによ
り、内部組織の微細構造形態をリアル
タイムで横断的に可視化できる。これ
は挿入光ビームの位相遅延の干渉法計
測による（図1、図2）。計測は一般には、
周波数ドメインでは掃引光源を用い
て、タイムドメインでは低コヒーレン
ス広帯域光源を用いて行う。いずれの
場合でも、シングルモードファイバ

（SMF）で光を供給し、2×2 50/50フ
ァイバカプラでそれぞれ計測アームと
リファレンスアームに分ける。
　計測アームからの光はファイバプロ

ーブを通って伝搬し、組織表面に焦点
を結ぶ。組織表面から反射してくるビ
ームはプローブによって再び集められ、
ファイバカプラを通って受光ファイバ
アームに至る。このビームは、リファ
ランスアームからの反射光と干渉する
ようになっている。これら2つのビー
ム間の干渉パタンは、タイムドメイン
もしくは周波数ドメインのいずれかで
処理される。
　結果として、2つのビーム間の位相遅
延もしくは時間遅延が定量的に決まる。
組織表面の3D微細構造を撮るには、
計測中にファイバプローブを回転させ、
同時に組織表面をスキャンする（3、4）。
�
ファイバベースプローブ
　ファイバベースプローブは、OCTイ
メージングを可能にする重要な要素と
なる。プローブはSMFからの発散光
を集め、ビームを組織表面に集中させ、
次に反射戻り光をSMFに結合する。
この重要なコンポーネントはフリース
ペース・マイクロオプティクスからモノ
リシックのオールファイバエレメント
に移行した。一般的なプローブは、
SMF、集光光学系、ビーム偏向素子、
外部被覆からなる。
　発散ビームをSMFで供給する。ビ
ームの角度はファイバの開口数（NA）
で決まる。集光光学系は通常、異なる
光学特性をもつ複数のファイバででき
ている。ビームの集光と平行光を得る
ために、放射状の屈折率分布を持つマ
ルチモードファイバ（MMF）である
GRINファイバが一般的に使用されて
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図1　OCTイメージングは、内部組織の微
細構造形態をリアルタイムで横断的に可視
化できる。これは、ファイバプローブ（b）を
用いて入力した光ビーム（a）の位相遅延を干
渉法計測することによる。



いる（5、6）。カラーレスファイバなど、
他のファイバはスペーサとして使うの
が一般的である。
　ビーム偏向素子は通常、マイクロプ
リズムか、研磨したファイバボールレ
ンズを使用する。外部被覆は、通常キ
ャピラリチューブでできており、プロ
ーブを周囲の媒体から保護するために
用いられる。この種のプローブは非常
にコンパクトであり、経済的に量産で
きる可能性がある。
　集光ビームのスポットサイズ、2Wお
よびワーキングディスタンスZ0はプロー
ブの主要な光学設計パラメータで、正確
に制御される。複数の異なるGRINファ
イバとカラーレスファイバの組み合わせ
により、出力ビームを最適化するため
の設計オプションが多様になる。
　設計的にさらに配慮すべき点とし
て、光インタフェースからの反射の抑
制がある。この点は、計測の信号対雑
音比（SNR）向上のために重要である。
プローブが長期に安定して使えるため
には、機械的耐性が高く、振動の影響
を受けないことが要件となる。プロー
ブ製造工程を適切に制御し、製造誤差
を最小に抑えることは、高品質のプロ

ーブを高い歩留まりで製造する上で極
めて重要である。

ファイバプローブの製造
　高品質で信頼できるファイバプロー
ブを製造するためには、以下の4点が
不可欠となる。①低損失、低反射、高
強度の高品質の接合部、②ファイバ長
の正確な制御、③各ファイバ素子の高
精度センターアライメント、④光路伝
搬中のビーム偏向が最小になること。
　こうしたファイバプローブの製造では、
従来のフリースペース光学系、あるいは
個々のセグメントを接着剤で接続する方
法に対して、融着接続が推奨される方
法である。融着接続の明らかなメリット
としては、以下の点が挙げられる。
・ 融着接続した2つのファイバの接合部

は高強度であり、接合面での伝搬損
失が低く反射も大幅に抑制される。

・ 各ファイバ素子の長さは融着とクリ
ービング工程で高精度に制御でき、
出力ビーム特性を調整できる。

・ 融着工程で、各ファイバ素子を高精
度にセンターアライメントできる。

・ 完成したプローブは、コンパクトかつ
高強度であり、本質的に周囲の機械

振動や温度変化の影響を受けない。
・ そして製造コストが低く、製造工程

は量産に適している。

　長さを正確に制御してファイバを融
着接続する工程は一般に3段階で構成
される（図2）。まず2つのファイバ（例
えばSMFとGRINファイバ）を融着接
続する。次に正確に移動して位置オフ
セットLを入れる。最後に、ファイバ（例
えばGRINファイバ）を長さLで正確に
フラットクリーブする。
　このファイバプローブ作製には、抵
抗加熱（図3）をベースにしたフィラメ
ントフュージョン技術が推奨される融
着法である。アーク放電融着などの方
法に対するフィラメントフュージョン
の主要なメリットは４つある。まず、
フィラメントは円形であり、円周状に
均一な加熱を維持する。これは、融着
工程後、円形ビーム形状を維持するの
に極めて重要である。
　第2に、フィラメントフュージョンは幅
広い温度制御ができる。これは、異種
ファイバの融着接続では重要である。例
えば、GRINファイバは通常ゲルマニウ
ム添加濃度が高く、融着工程中に若干
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図2　光ファイバプローブ製造では、長さを正確に制御してファイバを
融着接続する工程は一般に3段階で構成される。

図3　フィラメントフュージョン技術は抵抗加熱をベースにしたもので、
均一加熱、ドーパント拡散制御、低反射、高強度結合を含めて、アーク
放電融着法に対してメリットがある。



拡散する。融着温度の適切な制御と低
温融着が利用できることは、高品質結
合に必須である。さらに、適切な融着
工程により反射を抑制する必要がある。
　3番目に、フィラメントフュージョン
は高信頼で再現性のよい工程である。
したがって、高いスループットと高歩
留まりで、量産に適した工程である。
4番目に、フィラメントフュージョン
では、融着ファイバの結合強度が高い、
一般にその強度は200kpsiを上回る。
これにより、作製されたプローブは長
寿命で頑丈である。
　プローブ製造工程中、GRINファイ
バ長の制御は、出力ビームで所望の光
学特性を達成するには極めて重要であ
る。各スプライスファイバセグメント
の長さを正確に制御するには、ファイ
バスプライシングとクリービング間の
位置登録の保持が求められる。加えて、
高品質の出力ビームを得るにはクリー
ビング角度の制御も重要である。
　テンション・スクライブクリービング
法は、クリービング前に先ずファイバ
に張力（テンション）をかける。小傾角
の、極めて平坦なクリーブ面が得られ
るので、この方法は適した技術である。
また、異なるファイバ長のファイバを
融着するときでも、この方法により安
定したファイバプローブができる。
　完成したファイバプローブは、プロ
ーブを周囲の媒体から保護するために
保護シースを必要とする。キャピラリ
チューブはファイバプローブに密着さ
せ、チューブ端は融着工程で封止でき
る。この工程もチューブの均一な加熱
と正確な融着温度制御を必要とする。

アプリケーション例
　図4aは、完全カプセル化したOCT
イメージング用ファイバプローブで、
キャピラリチューブ内では、上述の技

術を用いて複数のファイバ素子が融着
されている。チューブ内のファイバ部
分が最初に処理され、次に外側の保護
チューブがファイバに密着される。
　図4bは、ボールレンズ先端を持つフ
ァイバプローブを示している。これは、
ボールの一端を研磨して平坦なブリュ
ースター角にすれば、マイクロプリズム
に換わるビーム偏向デバイスとして使
える。
　OCT以外では、ファイバクラッドの
外側にわずかに伝搬するエバネセント
波を用いたファイバセンシング技術
が、医療イメージングや他のセンシン
グアプリケーションでも使える可能性
がある。図5は、125μm SMF-28フ
ァイバをミクロンレベル直径まで細く
したテーパーマイクロファイバを示し

ている。マイクロファイバで生成され
るこのエバネセント場は、ファイバの
外側にあてがわれた特殊センシング媒
体、および分光分析を介した計測と相
互作用する。
　結論として、光ファイバ技術を用い
る医療イメージング技術が登場してき
ており、集積されたファイバプローブ
を使うOCTを介したコヒレント検出
法から、テーパーマイクロファイバを
使う分光技術までがある。フィラメン
トフュージョンやその他の技術など、
ファイバ処理技術は成熟しつつあり、
これらのプローブを経済的に量産する
ための課題を満たして、需要にも応え
られる。これによって光ファイバ技術
の医療やセンシングアプリケーション
への普及が促進される。
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図4　最終的なプローブデザインの例。（a） キャピラリチューブにカプセル化された完成された全フ
ァイバプローブ、（b） 先端にボールレンズを持つファイバプローブ。ボールレンズの一端を研磨して
平坦なブリュースター角にすれば、マイクロプリズムに換わるビーム偏向デバイスとして使える。

図5　125μm SMF-28ファイバをミクロンレベル直径まで細くしたテーパーマイクロファイバ
はエバネセント場を生成できる。エバネセント場は、ファイバの外側にあてがわれたセンシング媒
体および分光分析を介した計測と相互作用する。
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