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長波長帯域光スペクトラムアナライザAQ6375
AQ6375 Optical Spectrum Analyzer for Long Wavelength Band

測定波長範囲1.2～2.4 µmを高い波長分解能で高速に測定できる，分散分光方式のデスクトップ型光スペクト

ラムアナライザAQ6375を開発した。従来，この波長域は単体の分光器を用いた大掛かりなスペクトラム測定シ

ステムが一般的であり，通信波長帯域で普及しているデスクトップ型光スペクトラムアナライザのこの分野での

実現が望まれていた。環境および医療分野で重要なCO2，NOX，H2Oの強い光吸収が波長2 µm前後に存在し，近

赤外半導体レーザを用いたレーザ吸収分光法による高感度な計測装置が普及し始めている。AQ6375光スペクト

ラムアナライザはこの分野で用いられる近赤外半導体レーザ等の光スペクトラムを，高分解能かつ高速に測定で

きると共に操作性およびメンテナンス性に優れており，近赤外半導体レーザの性能向上や普及に貢献できると考

えている。
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We have developed the AQ6375 grating-based desktop optical spectrum analyzer, which can measure

an optical spectrum over a wide wavelength range from 1.2 to 2.4 µm with high wavelength resolution at

high speed. Despite the popularity of desktop optical spectrum analyzers in the telecommunication

wavelength region, a large-scale optical spectrum measurement system with a monochromator has

commonly been used for measuring the long wavelength region, and so there was a need for a desktop

optical spectrum analyzer for long wavelengths. Deep optical absorptions appearing in the long wavelength

region around 2 µm caused by CO2, NOX and H2O are attracting attention in the environmental and

medical fields, and thus sensitive measuring equipment by laser absorption spectroscopy using a near-

infrared semiconductor laser is becoming more popular. With excellent optical spectrum measurement

capabilities (high resolution and high speed), operability and maintenance performance, the AQ6375

optical spectrum analyzer will contribute to the performance improvement and spread of near-infrared

semiconductor lasers used in laser absorption spectroscopy.

1. は じ め に

近年地球環境問題がクローズアップされ，温室効果ガ

ス削減の取り組みが本格化し始めている。温室効果ガス

としてCO2があるが，これ以外にも地球環境を悪化させ

るガス（気体分子）として，SO2やNOXなどが挙げられる。

これらの微量な気体分子を高感度に計測するために，

レーザ光を用いた吸収分光技術が注目され，盛んに開発

が進められている（1），（2）。

レーザ吸収分光法では，波長2 µmの近赤外域で単一縦
モード発振する高性能なレーザが不可欠であり，従来で
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図1　AQ6375光スペクトラムアナライザ
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はこれらのレーザ発振スペクトラムを測定するために，

高性能な単体の分光器を用いた大掛かりな測定システム

を構築することが一般的であった。しかし，測定精度，測

定スピード，操作性ならびにメンテナンス性などに課題

があり，波長2 µm帯においても光通信波長域で普及して
いる，デスクトップ型で高性能な光スペクトラムアナラ

イザの実現が望まれていた。

当社では，これまで通信波長域で，高性能デスクトップ

タイプから小型なトランスポータブルタイプまで様々な

光スペクトラムアナライザを開発してきた。今回，これま

でに培ってきた光スペクトラム測定技術を基に，長波長

（2 µm）帯光スペクトラムアナライザAQ6375を開発した
（図1）。

本稿では，AQ6375の特長と性能について報告する。

2. レーザ吸収分光法による気体濃度測定

レーザ吸収分光法には以下の特徴があり，注目されて

いる。

①気体分子（ガス）の選択性が高い

②空間中の分子検出が可能

③高速な計測が可能

更に，レーザ光源に近赤外半導体レーザを使用するこ

とにより，以下の特長が備わった。

④計測装置の小型・軽量化が可能

⑤低価格化が可能

⑥メンテナンスが容易

⑦高い信頼性

近年，この実用的な計測装置が開発され，急速に普及し

始めている。

レーザ吸収分光法では，単一縦モードで発振するレー

ザが使用される。図2に示すように，検出する気体分子固

有の吸収波長を中心としてレーザの発振波長を僅かに変

調し，分子の吸収によって生じた光強度の変化を検出す

ることにより濃度を求めることができる。従って，検出の

限界はレーザの性能に直接左右されるため，レーザ吸収

分光法で用いられるレーザには，優れた単一モード特性

が要求される。また，気体分子には波長2 µm前後の近赤
外域に比較的強い光吸収が存在し，高感度な検出を実現

するために，近赤外域で安定に発振するレーザの開発が

不可欠である。

3. AQ6375光スペクトラムアナライザ

波長2 µm帯の近赤外域で単一縦モード発振する半導体
レーザとし，てDFB-LD （Distributed Feedback Laser

Diode）やVCSEL （Vertical Cavity Surface Emitting La-

ser diode）が開発されている（3），（4）。

これらのレーザの性能指標としてレーザ発振の主モー

ドとサイドモードの差であるSMSR （Side Mode Suppres-

sion Ratio）や不要な背景雑音光であるSE （Spontaneous

Emission）レベルなどが重要であり，レーザ発振スペクト

ラム測定結果より求められる。

今回開発したAQ6375光スペクトラムアナライザは近

赤外域で高い光学性能を備えており，前記半導体レーザ

等の光スペクトラムを高分解能に測定できると同時に，

通信波長域で好評を頂いている当社の光スペクトラムア

ナライザAQ6370と同様に測定スピードおよび操作性に

優れているため，前記半導体レーザ等の性能向上や普及

に貢献できると考えている。

AQ6375の特長を，以下に示す。

3.1 AQ6375の特長

（1）広い近赤外測定波長範囲

測定波長範囲1.2～2.4 µmを実現した。レーザ吸収分
光の波長域のみではなく，通信波長域もカバーして

いる。半導体レーザだけではなく，SC  （Supe r

Continuum）光源の超広帯域スペクトラムの一括測定

も可能である。

図2　レーザ吸収分光法

図3　フリースペース光入力インタフェース
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（2）高い波長分解能

高精度なツェルニ・ターナー形加分散ダブルパスモ

ノクロメータを採用し，単体の分光器に比べ非常に

小型ながら高い波長分解能を達成した。シングル

モードファイバ使用時，測定波長2 µm （2000 nm）に
おいて，波長分解能0.05 nmを実現している。モノク

ロメータ内には可変式スリットを搭載しており，波

長分解能を0.05 nmから2 nmまで，測定条件に応じ

て設定することができる。

（3）高感度・高速測定

高感度近赤外域InGaAsフォトダイオードを採用する

と共にモノクロメータを反射光学系で構成し，全て

の光学部品に金コーティングを採用することにより，

モノクロメータの損失を抑え，高感度・高速測定を実

現した。

（4）フリースペース光入力インタフェース

モノクロメータの光入力インタフェースには，当社

モノクロメータの特長であるフリースペース（空間入

射）インタフェースを採用した（図3）。

これにより，シングルモードファイバのみではなく，

マルチモードファイバの直接入力も可能である。ま

た近赤外域では，低コストの光アイソレータが普及

していないため，光ファイバ端面に A R（a n t i -

reflective）コーティングを施して反射による戻り光強

度を低減しているが，フリースペース光入力インタ

フェースは光ファイバ端面のコーティングに傷を付

けない特長も持っている。

（5）クイックレスポンス・高速リモートインタフェース

AQ6375は，当社従来器で高い評価を得ているキー/

コマンドレスポンス，ならびにリモートインタ

フェースを採用している。開発および製造において，

自動測定システムへの組み込み時に非常に高い測定

スループットを得ることができる。

（6）使い易いユーザインタフェース

ユーザインタフェースはAQ6370と同様にユーザフ

レンドリな操作性となっている。トレース機能，波形

ズーミング機能，中心波長解析，SMSR解析などの各

種解析機能等に加え，AQ6375では，近赤外域で広く

用いられる単位である波数（Wave number： cm-1）に

よる設定・表示モードを備える。波数モードでスペク

トラムを表示した場合の画面表示例を，図4に示す。

3.2 高分解能モノクロメータの構成

AQ6375は回折格子を使用した分散分光方式の光スペク

トラムアナライザであり，当社が長年培ってきた高性能

モノクロメータの様々なパラメータを近赤外域に最適化

して，高い光学性能を実現している。広い測定波長範囲で

高い波長分解能を得ると共に高い測定感度を実現するた

めに，モノクロメータは反射光学系のツェルニ・ターナー

形加分散ダブルパス方式を採用し，全ての光学部品で金

コーティングを施してモノクロメータの損失を最小限に

留めている。

一般的に高い波長分解能を実現している分光器の多く

は，1段式（シングル）モノクロメータをカスケード接続し

たダブルモノクロメータであり，大型で広いスペースを確

保する必要がある。さらに，振動に敏感で除振台上で使用

するなど扱い辛いこと，光学性能を維持するためのメンテ

ナンスが容易でないことなど，多くの課題があった。

当社の加分散ダブルパスモノクロメータは，1枚の回折

格子で2回分光を行うことにより，前記ダブルモノクロ

メータと同等の高い波長分解能と広い光学的ダイナミック

レンジを兼ね備えた，小型なモノクロメータである。図5

に，AQ6375で採用した加分散ダブルパスモノクロメータ

の構成を示す。

図5の入射コネクタ（光入力インタフェース）からミラー1，

回折格子そしてミラー2を経由して，反射光学系内部のス

図4　波数モード時の表示画面 図5　加分散ダブルパスモノクロメータ構成図
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リット1までの光路（図5，青色の光路）で1回目の分光が行

われた後，反射光学系部で光が折り返される。反射光学系

部から再度出射する一度分光された光は，ミラー2，回折

格子，ミラー1そしてスリット2までの逆の光路（図5，赤

色の光路）で更に分光（2回目）される。この反射光学系部

は，入射された光の像を上下左右共に反転させる構造と

なっており，1回目の回折で生じた光の分散が2回目で2倍

となるように，光の分散方向を反転して出力する。また，

反射光学部は，回折格子の非分散方向（図5の回折格子回

転軸方向）に光をオフセットさせると同時に，光の入射方向

に対する出射方向が同一角度となるように構成されている

ため，1回目と2回目の分光波長を広い波長範囲で一致さ

せることが可能となった。これにより，回折格子の回転角

度と同期した光学アライメント補正機構が不要となり，シ

ンプルな構成で高性能小型モノクロメータを実現した。

4. AQ6375の光学的性能

AQ6375光スペクトラムアナライザの主要性能仕様を，

表1に示す。

開発したAQ6375で，波長2 µmにて単一縦モード発振
するDFB-LDを測定したのでその測定結果を図6に示す。

測定条件を波長分解能設定0.05 nm，感度設定HIGH1，

スパン100 nmとし，波形ズーミング機能で拡大表示して

スペクトラムを観測した。測定波形から判るように，

AQ6375は高い波長分解能と広い光学的ダイナミックレン

ジを兼ね備えているので，近赤外半導体レーザの発振主

モードとサイドモードを明確に分離して測定することが

可能である。また，高い感度を有しているため，レーザの

自然放出光（SE）も鮮明に測定できており，レーザの

SMSRやSEレベルなどの主要パラメータを正確に求める

ことができる。

5. お わ り に

波長2 µm帯の近赤外域で使い易く，高い光学的性能を
備えるデスクトップ型光スペクトラムアナライザAQ6375

を開発した。AQ6375の高い総合性能は，近赤外域半導体

レーザや関連デバイスなど，新しい波長域におけるデバ

イスや計測装置の開発の加速，デバイス生産性の向上に

寄与できると確信している。AQ6375が，環境計測の発展

および普及に貢献できれば幸いである。
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表1　AQ6375光スペクトラムアナライザ主要仕様

図6　近赤外半導体レーザスペクトラム測定結果
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SMF （9.5/125 µm） 
MMF （50/125 µm, 62.5/125 µm） 
1200 - 2400 nm 

±0.05 nm （1520 -1580 nm）,  
±0.1 nm （1580 -1620 nm）, ±0.5 nm （Full range） 

0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 nm 

NORM_HOLD, NORM_AUTO, NORMAL,  
MID, HIGH1, HIGH2, HIGH3 

-62 dBm （1300 - 1500 nm） 
-67 dBm （1500 - 1800 nm, 2200 - 2400 nm） 
-70 dBm （1800 - 2200 nm） 

±1 dB （1550 nm, 入力レベル: -20 dBm,  
測定感度: MID, HIGH1- 3） 

+20 dBm （全入力光パワー） 

45 dB以上 （1523 nm, PK波長の±0.4 nm,  
RES設定: 0.05 nm） 

55 dB以上 （1523 nm, PK波長の±0.8 nm,  
RES設定: 0.05 nm） 

±0.1 dB （1550 nm） 

0.5 sec （NORM_AUTO）  
1 sec （NORMAL） 
10 sec （MID） 
20 sec （HIGH1） 
60 sec （HIGH2） 
600 sec （HIGH3） 
（任意の100 nm, SMPL: 1001） 


