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図 1 図式はファラデー回転分光（ FRS ）検出スキームを示している。入力直線偏光は、磁気円複
屈折（ MCB ）下で異なる屈折率を持つ 2 つの円偏光波の重ね合せである。ファラデー回転を第 2
の偏光子から出現する光の強度変調として検出できるように、試料を 2 つの偏光子間に置いて
FRS 信号を測定した。磁場は光路と同じ方向である。
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ペンタフルオロエタンに対して13 ppbv、
酸化窒素に対して15ppbvの測定精度が
達成された（ 7 ）、（ 8 ）。
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図 3 プリンストン大学の
ワイヤレスセンサネットワ
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ステーション
（画像 a：F. ウォイチェホフ
スキの提供）はプリンスト
ン大学工学部の中庭（画層
b：MIRTHE の提供）
に12
のステーションを使って配
備された。温度は、2011
年 10 月 9 日 〜 11日 の期
間、IR 温度センサを使って、
ステーション1128 におい
て最高温度 27℃と最低温
度 6.3℃で測定された（ b：
下図）
。
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センシング製品ラインの基盤として有

このQCLOPSシステムは、オゾン、ア
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望な次世代中赤外センシング技術の開
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スモークに含まれる複雑な化学種の検
（11）
知試験が実施された（図 2 ）
。ウッド

スモーク中の 2 種類のガス、メチルフェ
ノールとベンジルアルコールをターゲッ
トとして、QCLOPSによるそれらの識別
に成功した。これらのガスは有害である
ことに加えて、入手可能な QCL（ 965 〜
1260cm−1 ）の発振領域内にスペクトル
特徴をもつため選択された。

ワイヤレスセンサネットワーク
新しいセンサ技術開発に向けたテス
トベッドとして、プリンストン大学のワ
イヤレスセンサネットワーク（ SNOP ）
が設置された。SNOPは、プリンストン
大学キャンパス上の地面と屋根の高さ
に配置された 12 のワイヤレスステーシ
ョンからなる（図 3 ）
。センサ機器は表
面温度測定用の IR 温度計、太陽放射セ
ンサ、3次元の超音波風速計、開光路 IR
ガス分析計、温度・相対湿度プローブ、
IR 表面温度センサ、および 4コンポーネ
ント放射計などである（ 12 ）。
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