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Abstract: We have studied on the machine learning approach for the light-wavelength estimation using a multi-mode-fiber-based 

wavemeter. The developed convolutional neural network (CNN) was able to well estimate (classify) a wavelength of light from a 

speckle image obtained by the wavemeter with an accuracy of ~ 100% and a wavelength resolution of less than 0.1 nm. Here, we 

report on an experimental analysis of the estimation accuracy degradation due to intensity (photon-number) fluctuations in measured 

light. The speckle images with photon-number fluctuations were calculated by means of the Monte Carlo method, and the wavelength 

estimation was carried out using them. Uncorrelated errors were observed, which indicates that the developed CNN might not learn 

specific (or principle) features of speckle images. 

 

１． 概要 

分光器は光を波長ごとに分離しその相対強度を測定

できる装置であり、物理・化学基礎研究から医療、食

品分析などに広く利用されている。分光器は回折格

子やプリズムによる光の回折現象を用いたものが一

般的であるが、より小型かつ高波長分解な手法の開

発が進められている。その一つに、マルチモードファ

イバ(MMF)分光器が挙げられる[1]。MMF の複数伝播

モードが干渉することによって発生するスペックル

パターン（2 次元強度分布：SP）から入力波長または

スペクトルを推定することができる。文献[1]では、M

MF 出力端面上の SP を画像データとして取得し、M

MF の逆伝達関数を利用して入力光スペクトルの再

構成や波長推定を実現している。ここで、逆伝達関数

は実験によって得られたパラメータから計算される

ため、その実験における雑音等の影響を強く受ける。

よって、より尤度の高い光スペクトル再構成を実現

するためには、補助的に何かしらの最適化手順を必

要とする。文献[1]では、シミュレーテッドアニーリ

ングによる最適化を行っている。本研究では、SP 画

像から入力光スペクトル再構成する手順を全て深層

学習に置き換えることを検討してきた。畳み込みニ

ューラルネットワーク(Convolutional Neural Network

 : CNN)を用いた画像識別をMMF波長器に適用する

し、0.1nm 幅で 1550.0nm～1550.9nm、0.01nm 幅で 15

50.00nm～1550.09nm の各 10 パターンずつで行った。

波長分解能 0.1nm および 0.01nm とした場合、約 99%

の精度で波長識別が可能であることが可能となった

[2, 3]。本手法においては、機械学習により多数の SP

の特徴量が抽象的に抽出され、それにより波長識別

（分類）を達成する。本来、分光計測、特に被測定光

強度が弱い場合のそれにおいて計測誤りの原因とな

る雑音、強度揺らぎに対して本手法がどの程度、許容

度を有するか検証するべきである。今回、実際に被測

定光の持つ「光子数ゆらぎ」に対する許容度を評価す

るため、モンテカルロ法によって光子数ゆらぎが相

対的に大きい SP を作成し検証した。平均光強度（光

子数𝑛）に対して、その揺らぎの大きさは√𝑛でスケー

ルされる。ただし、これは1 ≪ 𝑛となる場合であり、

平均光強度が極めて低く単一光子数水準の場合は揺

らぎの大きさは𝑛でスケールする。被測定光の強度が

極端に弱く、光子数揺らぎが相対的に大きくなると、

分光・波長計測は一般的に困難なものとなる。言い換

えれば、本課題は機械学習 MMF 波長計の被測定光強

度下限を評価するための一検討であると言える。 

 

２．実験方法 

2.1 CNN を用いた画像識別 

文献[3]でも検証した、入力光スペクトルの再構築

を深層学習で行う有効性を確かめる上で性能評価を

同じ環境で改めて行った。訓練用 SP 画像データを取

得する際、概要で述べた様に波長分解幅を 0.1nm、ま

たは 0.01nm 刻みの 10 クラスとした。学習には訓練

データをそれぞれの波長で 24 枚、テストデータを 6

枚で行い、一波長で計 30 枚用意した。また、学習モ

デルを作成するうえで、図 1 に示した CNN のネット

ワークモデルを用いて性能評価を行った。 
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Figure 1  CNN Model Configuration 

 

2.2 モンテカルロ法を用いた雑音画像の識別 

 スペックル画像に発生する雑音に対し、深層学習

は有効であるかモンテカルロ法を用いて画像生成し

検証する。モンテカルロ法は乱数を用いて数値計算

を行い、シミュレーションする手法の一つである。基

画像から輝度を読み取り、光子 1 つを 1 プロットと

して白に近い値にプロットされやすい環境を構築し、

ランダムにプロットを落とす事で画像生成を行う。

今回は 10 万点のプロットで検証を行い、2.1 で作成

したモデルを用いて雑音や光量のを減らし、性能を

維持できるか確認するための画像が出来ているか検

証する。基画像からモンテカルロ法を用いて画像生

成した結果を図 2 に示す。今回はそれぞれの波長に

つき 3 種類の画像生成を行った。(計 30 枚) 

 

基画像 1550.0 nm 生成画像 1550.0 nm 

  

Figure2 Comparison of Monte Carlo image and base 

image 

 

以上のモンテカルロ法を用いた画像を使い、波長

幅 1550.0nm～1550.9nm の波長領域において、波長

幅 0.1nm の 10 クラスで検証を行う。 

 

３．実験結果 

3.1 識別実験に使う基画像の学習結果 

 前回使用した CNN は波長幅 0.1nm,0.01nm 共に約

100%の成果が出力され性能を認出来た。学習で使用

したスペックル画像を用いたテストではほぼ誤認識

をしてしまう事がないモデルを作成することが出来

た。 

3.2 モンテカルロ法を用いた雑音実験 

 3.1 の学習結果を使用し、モンテカルロ法を用い

た波長推定を行った。結果をコンフュージョンマト

リクスで表 1 に示す。 

 

Table 1  Estimation results of generated images by deep 

learning 

 

 

縦軸は波長幅の小数点第一位の値を表している。

縦軸は予測した波長、横軸は正解を表しており赤い

部分がそれぞれの正解を表している。識別率は約 4

0%となった。1550.3nm, 1550.5nm, 1550.8nm の識別

は出来ている。しかし 1550.0nm,1550.1nm,1550.4nm, 

1550.7nm, 1550.9nm は誤認識となった。また隣接し

た波長幅での誤認識ではないため、改善にはクラス

数を絞るのではなく、モデルの改善や雑音を新しい

パターンとして学習させる事を検討する。 

 

４．まとめ 

 MMF 分光器において、SP から入力光波長を推定

する手法として深層学習（CNN モデル）の適用を試

みた。モンテカルロ法雑音画像を生成し、40%の波長

識別精度を確認した。雑音有の波長推定精度改善の

ため、訓練データのバリエーションを増やすことや

波長分類に寄与する領域の検出に適しているオート

エンコーダ型のモデルに変更するなどの検討を継続

する。 
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