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Abstract 

Refractive index inside plant was investigated by combining an optical si1ica fiber probe 
with an optical analog transmission system. A mirror facet set at the sensing head of the 
probe was fabricated by cleaving a fiber (50同 μm-corestep時indexmultimode fiber). A laser 
diode lasing at 650 nm was used as an optical source in this system since the emitted light 
of 650-nm wavelength is scarcely absorbed in water and sugar solution， and thus suitable 
for monitoring refractive index inside plants. 
The sensing head was inserted into vegetables， and the lasing light was guided to the 

sensing head. The intensity of optical back-reflection generated at the sensing head was 
monitored for calculating refractive index inside plants. The following results have been 
clarified in these experiments. 
(1) The refractive indexes obtained in water and cane sugar solutions well corresponded to 

those monitored with a commercially available refract引 leter.
(2) The refractive indexes obtained by the probe tended to be larger than those monitored 

with the refract“meter because the influence of scattering by soluble solid constituent 
and fiber contained insidεplants was included in the values obtained by the probe. 

(3) The change in refractive index inside plant before and after LED light illumination or 
water supply was clearly monitored for leaf lettuce and Chinese cabbage. 

In addition， water content inside plant could be estimated by using the refractive index 
experimentally obtained. 
Based on these results， the newly developed technique has been demonstrated to be ap-

plicable to refractive index monitoring at the inside of plants. 
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持者 日 材料および方法

近年，発光ダイオード (LED)や蛍光灯等による照明を使用 1.光ファイバプロープ

した植物工場 1-3)で生産された野菜が急速に我々の身近な 植物へ挿入する光ファイバフ。ローフ、、として，図 1に示す外

ものとなってきている.植物工場では十分に管理された環境 径が 125μmで中央部のコア(光導波部分)の直径が50

下で様物が生育されているため，四季を関わず安全で高品 μmのステップインデックス型マルチモード光ファイバの先端を

質の野菜が効率良く生産されている.しかし，植物の生育状 垂直にカットしたものを作製した.本光ファイバを横物内へ挿

態をモニタし，それらのモニタ僚に基づいて生育環境を詳細 入すると，光は屈折率の変化のあるところで反射が起きるた

に制御できると，植物内の可漆性図形成分 (SSC)の含有量 め，ファイバ先端部の屈折率と本ファイバ先端に接している槌

等の制御ができ，遣を分および、味覚の奥なった野菜を問一植物 物内部の屈折率で決まる反射率にしたがって，反射奥り光が

工場で生産できる可能性があるさらに，出荷時期に合せた 発生する.この反射戻り光量の変化を検出することにより，光

糖度等の SSC含有量制御等も可能になる.また，耕地の狭 ファイバに接している部分の屈折率を求めることができる.図

い日本では，野菜のハウス栽培も重要な課題である.これらの 1に示すように，ファイバ先端の屈折率を nf.植物内部の屈

ハウス栽培や路地栽培では，生産性向上のために，植物が 折率を nmとすると，ファイバと植物内部との界面で、の光の電

栽培されている土中の湿度をモニタして潅水のタイミンクゆを決 カ(強度)反射率.R，は最も単純化された光の垂直入射の

定するといった手法も用いられている.これらの方法に比べ，

i'M物内部の水分量変化を夜接説Ij定できれば一層詳織なi時

開設定が可能となる

水分蚤または SSCの含有議等の検出にはいくつかの手法

が考えられているが，光を用いた非破壊検出技術が盛んに

研究されている 4-8) みかんおよび桃等の出荷検査の際の糖

度モニタでは光を用いた選別が既に一部実用化されている.

これらのセンシングでは，白色光を被検査体へ日夜射し，その

透過光または反射光の波長スペクトル中の糖の吸収による変

化を検出することにより糖度等を算出している.これらは非破

壊検変であるが，果物や植物の各部位を偶別に検出すること

は難しい.

そこで，筆者等は植物内部の水分量およびSSCの含有量

等を詳細に検出するための技術の構築に向け，半導体レー

ザと光ファイバの組合せによるアナログ光伝送システムを作製

した本システムと光ファイバフ。ローブを組合せ，当該プロー

プを植物へ挿入することにより，植物内部の水分衰を推定し

た9) 本報告では，これらの光ファイバセンシング技術の基本

である，植物へ挿入した光ファイバプローブ先端からの反射

戻り光量の測定技術と戻り光景から植物内部の煽折率を推

定する技術について報告する.さらに，植物へ給水や光照射

をしたときの反射戻り光量の変化から算出した屈折率変化と

反射の式を胤いて，

R = (n，-nS/ (n，+ nm)2 (1) 

となる 10) ここで，当該光ファイバを主義波して縞物へ到達する

入射光景を.P山とすると，光検出器でモニタされる反射反り

光強度は RPinの積に比例する.ファイバ先端の光導波構造

等で決定される定数をAとすると，反射戻り光強度.Pは，

P = ARP" α) 

と表せる.本反射戻り光量を屈折率の判明している媒質，た

とえば空気中(屈折率・ 1)または水中(屈折率:1.333 (20 

OC ))にファイバを挿入して測定した反射戻り光強度と比較す

ることにより，植物ゅの屈折率変化が検出できる.たとえば，
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当該変化から推定される植物内部の水分量変化についても 叫:refractive index of core 

f食言すする nm:refractive index of material monitored 

Fig. 1 Schematic diagram of multi-mode silica fiber 
(core: 50μm in diameter) and refractive indexes. 
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Cの水中におけるファイバ端面からの反射戻り光強度，れ

は

Pw= A[(担f-1.333)2/ (nf+ 1.333)2]Pi' (3) 

となるしたがって， nfは光の波長により若干変化するものの，

測定に用いる波長が同一であれば一定となるため，ファイバ

先端部に接している植物内の領域の屈折率， llm.を式 (1)，

α)および (3)により求めることができる.nmは植物内の水分

量や SSCにより変化するが，本手法により，それらの量の変

化を検出することが可能となる.

厳密には，光ファイバフoローブ、先端で、反射する光の電界は

ファイバ先端部から一波一長程度，植物内部へ染み出している

ために，その範閣内にある SSCや繊維質等による吸収およ

び散乱の彩響等も受けることになる.ここで，植物内部で吸収

されない波長の光を用いると，反射戻り光強度は主に，①プ

ロープ先端において腐折率差で決定される反対率(式 (1))

にしたがった反射，②フ。ローフゃ先端から植物内部へ染み出し

た反射光の電界の繊維質およびSSC等による散乱(プロー

ブ近端における散乱，反射戻り光景の減少)， @プローブか

ら植物内部へ放射された後，横物内部組織により散乱され，

再び、プローブ内へ戻ってくる逮端からの反射(反射戻り光量

の増加)等によって決定される.光ファイバフ。ローフゃ近端と遠

端で発生する散乱の影響を Sとすると，散乱光強度はプロー

プ先端の形状および入力光強度を反映するから，式 (2)に

散乱の影響を組み込んで、，

P = A (R -S) Pi， (4) 

と表せる.空気中や水中では本散乱光は無視できるから，式

(1)， (3)および (4)を用いて，植物内部からの反射戻り光強

度と，たとえば， 20'Cの水中からの反対戻り光強度の比は次

式となる.

P/Pw= [(nf-nS/ (nr+ nS  -S] 

/ [(nr-1.333)2/ (nr+ 1.333)2] 
(5) 

ここで，ファイバの屈折率， nr，は使用する光の波長が決ま

れば一義的に決定される.反射戻り光強度比， P/Pw，は笑

測僚から算出するため，散乱項， S，が決定されれば，植物

内部の腐折率， llm.を算出することができる.光ファイバの損

失には波長依存性があり，紫外域あるいは中赤外域ではそ

の損失を考慮する必要があるが，通常の可視光域および近

赤外光では，今回のシステムのように，ファイバ長が数メートル

程度であれば，無視できる

2.センシングシステム

前述した光ファイバプローブを用いて横物内の屈折率を高

感度で測定するために，アナログ光通信システムを基本に，

9 

図2に示す測定システムを作製した.半導体レーザから出射

された光をレンズによって石英系マルチモード光ファイノ¥(コ

ア径 50μmのステップ。インデックス)へ入射し，向ーのコア筏

50μmのステッフ。インデックス光ファイバでイ乍製された光結合

器(ファイバカフ。ラ)を介して，ファイバフ。ローフ、、へ導く構成と

なっている.ファイバ先端と植物内部との界面で=反射した光は

カブラによって，フォトダイオードの光検出部へ導かれ，電気

信号に変換され，検出される.半導体レーザとマルチモードフ

ァイパの極み合わせでは，ファイバのコア内を伝播するレーザ

光が任意の光路を取りうるためにファイパ内で干渉を起こし，

光ファイバ断面内の強度分布(スペックルパターン)が待問

的に変化する現象が発生する.ここでファイバの接続部があ

ると必ず光軸ずれ等による接続損失があるために，漏れ出す

光の蚤が短時間で変化し伝送される光に強度雑音(モー

ダルノイズ)が発生する 11) 当該雑音を低減するために，半

導体レーザには直流電流に加え， 8kHzの交流電流を印加

して，半導体レーザの発振しきい電流値以下まで電流を変化

させることにより可干渉性を低減させ，スペックルパターンの変

化を抑制したその際，レーザからの光出力は交流電流によ

る変調により，ピーク値が数mWの交流電流の波形を反映し

た光パルス列となっているまた，変調周波数をフォトダイオー

ドの後段に接続したロックインアンフ。の参照信号とすることによ

り，フォトダイオードの電気信号を増i隠し測定感度の向上を

図った本システムのiRUA精度は路折率が1.333から1.365

の範間において，屈折率換算で0.001以下とすることができ

た (本システムで、は光ファイバフ。ロープFと屈折率差がなくなる

1.473近傍の屈折率をもっ対象物の測定は困難となる.) 

本システムにより，植物内部の屈折率の測定を行った.そ

の際，用いる波長は植物内で吸収されない波長を選定した.

図3に白色光源からの光を分光器により分光して測定した水

および20%フ、ドウ糖水溶液の吸光スペクトルを示す.本データ

より，使用する光の波長を水分や糖分等に吸収されない波長

である 650nmの赤色とした.このときの光ファイパの屈折率，

reflected 

light emitting section 

Fig. 2 Schematic diagram of monitoring system for 
optical back reflection. 
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日f，は1.473である

3.被試験試料と槌物生育装置

試験試料には， 10株以上のリーフレタス， 3株以上のレタ

ス， 5株以上の白菜および3株以上の小松菜の葉菜を用い

たこれらの菜菜は本葉が5枚程度のどニールポットの状態

で市販されていたもので、，購入後，数日間，実験室内で給水

を施しながら安定させたこれらの葉菜を用いた実験結果に

ついては次節で記述するが，変化の大きさに偶体差はあった

ものの，どの株も同様な結果を示した.

これらの葉菜を一株ずつ，植物生育装置内へ設置して

実験を行なった.作製した装霞は図 4に示すように，遮光お

よび半密問状態で横物へ LED光照射のできるスチール製

の装置とした.本装置の幸子量は 85cm (1福)x38cm(奥行

き)x83cm(高さ)である.本装置内の二酸化炭素濃度と

植物の葉の位置の温度を槌持モニタできるように市販の二

酸化炭素濃度計 (C02コントローラ，フィガロ技研袈)と銅ー

コンスタンタンの熱電対をセットした.光照射差は葉の位設

で 100μmolm-2 
S-1 (Quantum meter， apogee ins廿uments

inc.による測定値)となるように LEDパネルの位置を上下す

るとともに LEDへの注入電流を制御した LEDの中心波長

は，光合成を引き起こす 660nm近傍の赤色とした.ここで，

被試験植物はビニールポットに被えられた状態で、用いた.光フ

ァイバプローブはリーフレタスおよび白菜とも葉の高い位置の

芯の白い部分と緑色の部分の境界近傍に挿入した.光ファイ

バプローブの挿入の様子を図 5~こ示す.挿入法がまずいと，

植物とファイバの問に気泡が発生し，正確な測定がで、きなかっ

た.

結果および考察

1.散乱光強度の推定

ファイバフ。ローフ冷果物および野菜に直接持入し(図 6)，

10 
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Fig.5 

Schematic diagram of experimental chamber 
for LED light illumination. 

lettucI 

Photograph of a part of leaf lettuce at which an 
optical fiber probe is inserted. 

内部の腐折率測定を行った.光ファイバフ。ローフゃの先端は植

物へ挿入するたびに新しい聞とし植物へ挿入したときの汚

れによる測定値の誤差を除いた.果物や野菜の糖度は個体

主主および、季節によっても異なるが，春から夏にかけて入手でき

た市販の果物と野菜に関する測定結果の例を凶?に示す.

図7の縦軸に示した屈折率はファイバフ。ローフゃ先端を野菜や

果物に挿入したときの反射戻り光強度とプローフ守先端を水中

に入れたときの反射戻り光強度の比を求め，式 (5)において，

S=Oとして算出した nmの値である.図中のエラーバーで、示し

た数値は上述したモーダルノイズによる反射戻り光強度等の

変動に起因している11).(図 7に示した測定値は開発初期

の測定システムを用いたため，エラーバーが大きく，屈折率換

算で約 0.005である.)横軸に示した屈折率は，光ファイバフ。

ローブを挿入した部分の野菜および果物の搾汁を用いて，市

販の糖度計(手持活折計R-5000，アタゴ社製)により測定

した値である.本測定に使用した屈折計は屈折率測定範閣

が1.333から1.520で，屈折率の大きなプリズム上へ搾汁を

載せ搾汁とプリズム問の光の屈折現象から搾汁の屈折率を

求める構成となっている搾汁の王子均屈折率が小さいとフ。リズ
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Fig. 6 Photograph of peach under refractive index 
measurement. An optical fiber probe is directly 
inserted into the peach. 

繊維質などの図形成分による光散乱の彩響があるためであ

る.図 7において，屈折率計による測定では，きゅうり，冬瓜

および大根の搾汁の活折率は1.337近傍でほぼ河じ債であ

るが，光ファイバフ。ローフ守ではそれぞれ約1.33，1.34および

1.35と異なった値となっている.光ファイバフ。ロープF先端で、の

散乱光強度が高いと，反射戻り光が減少し等倒的に植物

内部の屈折率が大きくなった(光ファイバの屈折率に近づい

た)ように算出されてしまう.上述した②近端と③逮端の散乱

の影響は果物と野菜の種類およびファイバフ。ローブを挿入す

る部位によって異なるが，プローブ挿入時に屈折計の測定値

からあるいは夜糖水溶液を用いた検量線からのずれを求め

て，散乱の影響 S，を求めることができる.図 8にリーフレタス

の場合のSの算出法を示す.図示した場合では，散乱の影

ムとの屈折率差が大きくなるため，搾I十を載せた部分へ入射 響 S，は反射率に換算して約一0.05%と見積もることができ，

した光は大きく屈折し搾i十の平均屈折率が大きくなるにつれ 式 (5)を用いて，横物内部の属折塁手を求めることができる

て入射光の腐折が小さくなることを利用して搾汁の屈折率を 2.雰囲気温度と屈折率(反射戻り光強度)変化

測定するものである.本屈折計の最小路盛は 0.001である. 図 9にLED光を植物へ照射したときの葉の位震の温度

図7中で

7イパフ。ロ一フ中による浪測t定で、求めた服折E率字と糖度計(屈折E率容 昇している.葉の表面のi温昆皮は測定できていないが，その周

言計十)でで、測定した!腐話折率とe'はま良い相関が得られ，測定点は直 閤の雰図気のj滋昆皮は約 lOC程度の上昇で飽和している一

線上にある.この結泉より光フアイパフ。ロ一フ守》カが宝i溶容液の屈折豆率字 般に液イ体本や鴎体はj滋鼠度によりイ体本積が変化しし，光に対する分極

(糖度)を精度良く測定できることがわかる.しかし，果物およ の状態が変化するため，屈折率は温度依存性を有する.水

び野菜のiRU定結果では，光ファイバプローフゃの澱定値は屈折 等の液体の屈折率は温度の上昇に伴って線形的に減少する

率計で測定した値と傾向は同一であるが，屈折率計の測定 ことが良く矢口られている 12)

f直に比べ大きい傾向にある.これは屈折率計が果物や野菜 リーフレタスを植物生育装置内に設慢し LED光照射なし

の搾汁の平均屈折率を測定するのに対し，光ファイパプロー の碕室状態で電気ヒータによる雰間気温度を変化させたとき

ブでは采物や野菜の液体成分の腐折率だけではなく SSCや の結果を図 10に示す.ヒータをオンにして縞物の周部温度を

。
a 
o 
0.. 1.39 
h 

~ 1.38 
tj: 

~ 1.37 
℃ 

e 1.36 
m 

吋... 

き1.35

X 
~ 1.34 
z 
。1.33
〉

ち1.32
符

Sugar content (Brix%) 

o 10 20 

280C 

と 1 .32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 

SRefractive index mo凶 0削 withrefractmeter 

Fig. 7 Refractive indexes of various fruits and vegetables. The vertical and the horizontal axis indicates the refractive 
indexes monitored by the fiber probe and a commercially available refractmeter 
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す図には LEDによる光照射開始の 20分前からフ。ロットし

である.光照射する前は図4に示した装程内で 15時間以上

光の無い状態に保った.光照射前の反対戻り光強度はほぼ

一定の備で、あった.光照射開始とともに，反射戻り光強度が

減少し光照射によって光ファイバフ。ローフ守と植物内部との界

販の反射率が減少する結果となったこれは植物内の周折

率が増加し光ファイバフ。ローフ叩の腐折率に近づいているこ

とに対応している.植物の葉の部分の!認折率が増加する理

由は，光照射により気孔からの蒸散や光合成が始まることによ

り，最初に葉の中の細胞中の水分が使用され，根からの給

水が追いつかず，葉の水ポテンシャルが低下することに対応

していると考えられる 13.14) 水ポテンシャルが減少するにした

がい，等倒的に業内の液体濃度が高くなって屈折率が増加

したと考えられる.
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12-

徐々に約 3
0

C程度上昇させた後に温度を低下させた.その温

度変化に対応して，光ファイバフ。ローフゃからの反射戻り光強

度が変化し計算される等価的な屈折率が変化した.雰閤

気温度上昇に対してサンプルの葉から蒸散が活発になる可

能性もあるが，本実験装登内において，これらの影響を総て

含んだ等価的な屈折率の温度変化は雰囲気温度の変化l'C
あたり約 0.0003の変化と見積もられた以下に述べるサン

プルへの給水や光照射の際の屈折率変化の検出には，これ

らの屈折率の温度依存伎を考慮した.

3. LED光照射の有無による植物の屈折率変化

作製したセンシング、システムを用い， LED光照射光の有

無による植物の状態変化の検出を試みた.図 11にLED光

照射光の有無によるリーフレタス内部の屈折率の検出例を示
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これらの関係式を用いて，式 (6)と式 (7)の比をとると，

となる.したがって，初期状態からの植物内部の水分量の変

化分を屈折率の測定値から近似的に推定することができる.

図 12に式 (8)を用いて，リーフレタスにLED光を長持関

照射したときの初期水分景からの変化を示す.図には LED

光照射開始の 10分前からプロットしてあるが，それ以前は他

の実験と同様に，リーフレタスは装置内において暗室状態で

15時間以上放霞されたものである.光照射直後は図 11に示

した場合と同様に水分量は減少(屈折率が場加)するが，

照射時間が経過するにつれ，照射開始後40分程度で一度

飽和傾向になり，その後さらに減少している.照射開始後40

から 50分ではリーフレタスの楽にヨウ素デンプン反応は認めら

れなかったが，飽和傾向の後さらに減少した領域では弱いヨ

ウ素デンブン反応が認められた.また，光照射をオフにしても

図 11に示した場合のように急速な水分量(屈折率)の回復

は見られず，数時間にわたって徐々に回復した.光照射関始

後に水分量の減少(崩折率の増加)が一度飽和した後の振

る舞し、は光合成産物に影響されている可能性がある

4.給水前後の極物内部の水分量変化の推定

LED光照射のない熔室状態で植物に給水したときのレタ

スとリーフレタスの楠物内部の水分量の変化を関 13に示す.

これらの実験では.LED光照射がないので，光合成産物等

の影響はなく，単純に給水の影響を見積もることがで、きる.試

験に用いた試料は試験開始前に，図 4に示した装置内で48

時間以上，給水をせずに放置されたものである.レタスでは

給水後，短時隠で植物内部の水分量が増加しているが，図

示したリーフレタスでは水分是の増加まで'50分ほどかかって

いる.試験では本リーフレタスの株が水分最埼加開始までか

かる時間が最長で=あった.水分量増加後は双方ともほぼ飽和

(8) Nw/N川、 (n0 - 1.333)j (n m -1.333) 

LED光照射開始後 45分後に光照射を停止すると，反射

戻り光強度は増加に転じ，槌物内の屈折率が減少したこれ

は案内の細胞中の水分量ーが徐々に増えていることに対応して

いると思われる.照射停止後 20分から 30分には光照射前

の状態よりも細胞内の水分量が増加していることに対応して

いると思われるオーバーシュートが反射戻り光強度(股折率)

の変化に表れ，その後光照射前の値に戻って安定になった.

本変化は，葉から失われる水分量減少の特定数と，根から葉

に供給される水分最増加の時定数が異なっているために生じ

ていると考えられる悶様な変化は実験に用いた他のリーフレ

タスの全株および、白菜の会株でも検出された

4.横物内部の水分量変化推定

水溶液の屈折率は水に溶解しているsscの量により変化

する.本システムではプローブ光として.650 nmの可視領域

の光を用いているため，周波数応答の観点から，水分子の

双様子モーメントの屈折率への影響等を考慮する必要がな

く，電子分極のみを考慮すれば良い.水溶液の屈折率は，

厳密には.sscの量に比例するのではなく，クラジウス m モソ

ツテイの関係式を用いて求める必要がある 15) しかし，植物

の業内部のように.sscの濃度の低い場合は，屈折率と濃度

の関係は近似自力に線形として扱うことがで、きる 12) 屈折本が

水溶液の濃度に比例する関係は濃度 30%以下の煎糖水溶

液などで良く知られている 12) これらを勘案し腐折率と濃度

の線形の関係を用いると，実験中の植物内部の屈折率は次

式で表すことができる.

nm= B[N叫十 (Nm-Nmo)] 

/[Nw+N叫十 (Nm -N mo)] + 1.333 

light 0符 l

¥; 
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ここで¥N叫.Nm.およびNwは，それぞれ，植物内部に含

有されている初期のsscの量笑験中のsscの登および実

験中の水分量である.B ~土水溶液濃度を屈折率へ変換する
ための定数(傾き)である.右辺第一項は濃度に対する項

であり.sscの濃度がOのときに屈折率は1.333となる.LED 

光照射下で生産される光合成産物が判明すれば定数Bは

決定できる.しかし，光合成産物等が屈折率へ与える影響を

厳密に推定できなくても，水分量の変化分については次式を

用いて推定できる試験開始時の初期状態の植物内部の屈

折率と水分量をそれぞれnoおよびN耐とすると，試験開始時

では Nm= NmOであるから，

(6) 

100 

Water content change from the initial value 
for leaf lettuce under r巴lativelylong-term 
illumination of LED light. 

n
u
 

n
u
 

au 

Fig.12 

13-

(7) 

となる.ここで，光合成産物が生成されている場合でも，レタ

スや白菜といった檎物の葉ゅの王子均的な濃度は数%以下で、

あると推定されるので，

Nmo<N叫.Nm < Nwおよび、NmキN叫と霞くことができ，

no= BNmo/ (N時十 N耐)+ 1.333 
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Fig. 13 Water content change from the initial value 
before and after water supply for (a) lettuce 
呂nd(b) leaf lettuce. Samples were stored for 48 
hours in a dark chamber without water supply. 

している.本センシングシステムが植物内部の水分量変化を

推定できていることが分る.

t商 要

植物内部の水分illや可i容'校図形分 (SSC)の含有量を検

出することを目的に，先端が垂直カットされた単純な光ファイバ

プローブ伊を用いたアナログ光信号検出システムを作製した.本

システムを用い，水分およびSSCに吸収されない波長である

650 nmに発援波長を有するレーザダイオードを光源として，

LED光照射の有無および給水の前後で、の植物内部の屈折

率変化を検出し，水分量の変化を推定した.その結来，

(1)水および際糖水溶液の測定では，市販の屈折率計(糠

度計)の測定結果と一致すること，

(2)果物や野菜内部の屈折率は，問形成分の散乱の影響が

含まれるために，屈折率計による測定値からずれ，散乱

の影響の補正の必要があること，

(3)リーフレタスおよび、白菜等の光照射下における内部の屈

折率変化が検出できること，

(4)リーフレタス等の給水の前後における植物内部の水分量

変化が推定できること，

14 

号事を明らかにしたこれらの結果に基づき，作製したセンシン

グシステムが植物内部の溜折率変化(水分量変化)の測定

に適用できることを示した.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
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