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Yokogawa の光スペクトル測定技術は，光通信技術の発展とともに成長を遂げてきた。現在では，核となるモ
ノクロメータによる分光技術を光通信以外の波長帯域にも拡張し，350 nm – 2400 nm の広波長範囲において光
スペクトル測定のソリューションを提供できるようになった。その中でも AQ6373B は 350 nm – 1200 nm の測
定波長範囲をカバーし，短波長レーザや LED, 光フィルタなどの特性を高精度に測定する。ここでは，AQ6373B
の広帯域測定技術について報告する。

In line with the advancement of optical communications technology, Yokogawa’s technology
for optical spectrum measurement has also evolved, centering on spectroscopy using a
monochromator. Its wavelength coverage has expanded beyond optical communication bands,
ranging from 350 to 2,400 nm. Among Yokogawa’s solutions, the AQ6373B covers from 350 to
1,200 nm and accurately measures the characteristics of short-wavelength lasers, LEDs and
optical filters. This paper describes the wide-band measurement technology implemented in the
AQ6373B.

1. はじめに
これまでバイオメディカル分野や産業加工装置分野に
おいて，消費電力やサイズが大きい気体レーザや固体レ
ーザが使用されてきたが，近年，それらのレーザに代わり，
低消費電力かつ小サイズの半導体レーザを用いた光源へ
の置き換えが進んでいる。半導体レーザの市場拡大に伴
い関連製品の研究・開発が活発化し，光スペクトルを評価・
解析する測定器である高性能な光スペクトラムアナライ
ザへのニーズが高まっている。

図 1 AQ6373B の外観

ところが，このような半導体レーザ関連の研究・開発に
必要な，可視光領域を含めた広い波長範囲をカバーした

2. モノクロメータの広帯域化

小型の光スペクトラムアナライザは，受光感度やダイナ

AQ6373B の測定波長範囲は 350 nm – 1200 nm であ

ミックレンジなどの性能面で充分なものがなく，分光器を

り，１台で広い範囲を測定することが可能である。本項

用いた大型の測定システムを構築する必要があった。図 1

では，この実現手段について説明する。

に示す AQ6373B は，広い波長範囲を１台で効率よく測定
したいというユーザのニーズに対応して，可視光帯域を全
てカバーしたモデルである。ここでは，AQ6373B の開発
内容と性能および機能について紹介する。

2.1 レンズの広帯域化
モノクロメータを構成するための重要な部品として，
コリメーターミラー，フォーカシングミラーがある。従
来これら光学部品は，放物面鏡を用いた反射光学系で構
成されていた。反射光学系と対を成すのがレンズに代表
される屈折光学系である。屈折光学系は反射光学系に比
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る。それゆえ，カメラやプロジェクターなどの民生品で

AQ6373B の全測定波長範囲において高い効率を実現す

多く使用されていることは承知のとおりである。一方で

ることは困難である。そこで，本器では測定しようとす

レンズを使用するうえで光学系として最も考慮すべき点

る波長に合わせて回折次数を変えることにより，広い波

は，波長によって焦点距離が異なる色収差という課題で

長帯域で高効率化な測定を可能としている。本器では２

ある。AQ6373B ではこの色収差の課題解決し，高精度

次回折光と１次回折光とを切り替えて測定している。そ

で広帯域なレンズを開発した。図 2 に開発した広帯域レ

れぞれの使用区分を図 4 に示す。

ンズの構成を示す。３種類の異なる硝材で設計された３
枚のレンズを組み合わせた構成となっている。高分散ガ
ラスと低分散ガラスの両方を組み合わせることによって
色収差を取り除いている。ここでいう分散とは，波長に
よる屈折率差のことである。図 3 には広帯域レンズの色
収差の特性図を示す。色収差の特性を焦点距離に対する
色収差の量として表すと，350 nm – 1200 nm の波長
帯域において，最大で +0.08%（350 nm 付近）および
－ 0.02%（450 nm, 1200 nm 付近）である。広い波長帯
域において色収差が補正されていることがわかる。
低分散ガラス

図 4 回折効率と次数の使用区分
図 5 に回折格子の入射角と反射角の関係を示す。回折
高分散ガラス

格子は入射された光を波長によって異なった角度に反射
する。取り出す波長と，角度の関係は次式で表わされる。

図 2 広帯域レンズの構成

λ=

d
(sin α + sin β), m = 0, 1, 2 ･･･（１）
m
（法線）

入射光
α

出射光
β

図 5 回折格子の入射角と反射角
図 3 色収差の特性

ここで，αは入射角，βは反射角，d は回折格子の溝
間隔，m は回折次数である。このようにある波長λが反

また，色収差の他にも，球面収差，コマ収差，非点収

射する方向は一つではなく，m ＝ 0,1,2・・に対応した

差などの収差が小さくなるようにレンズの曲率半径を最

複数の方向に分かれて反射する。AQ6373B の場合，例

適化設計しており，モノクロメータの出射スリット上で，

えば 350 nm – 500 nm の２次回折光を取り出そうとす

スポットサイズを十分小さくすることができる。

ると，その２倍の波長 700 nm – 1000 nm の１次回折光
と重なり合って出力されてしまう。AQ6373B では光学

2.2 回折次数の切り替え
回折格子を波長分散素子として用いるモノクロメータ

フィルタを使用し，測定しようとする次数以外の高次光・
低次光を抑圧しながら測定する。この光学フィルタは，

において，その回折効率の波長特性は広帯域化を考える

モノクロメータの内部に３種類用意し，波長帯域ごとに

うえで重要な要素となる。回折効率は，主に回折格子の

自動的に切り替えを行っている。

溝形状によってその特性を最適化することができるが，
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用いられる。AQ6373B では，このような場合を想定し

3. 高波長分解能の実現

て，出力スリットを２段階に調整する機能を搭載した。

モ ノ ク ロ メ ー タ の 波 長 分 解 能 RBW (Resolution
BandWidth) は次式で与えられる。

RBW = ε ∙

d
cos (β)
m∙f

この機能は，光入力部に接続される光ファイバのコア径
の大きさに応じて，ユーザが設定を変更することができ
る。50 um 以下のコア径の場合には小径ファイバモード

・・・（２）

を選択，800 um 以下の大口径ファイバを接続する場合
には大口径ファイバモードを選択する。図 7 に光フィル

モノクロメータの波長分解能を高くするには，フォー

タの分光特性の測定方法を示す。レンズを対向して配置

カシングミラーの焦点距離 f を長くすることやスリット

し，平行光の間に測定したい光フィルタを空間的に配置

幅εを狭くする事が効果的であることは明らかである。

する。光源にはハロゲンランプのような広帯域光源を使

AQ6373B は，これらのパラメータを最適値に設定して

用する。使用する光ファイバは，このような空間光を取

お り， 高 い 波 長 分 解 能 を 実 現 し て い る。 特 に，2.2 項

り込む際に便利である大口径ファイバを用いる。図 8 に

で述べた，２次回折光を使用する波長範囲においては，

AQ6373B を使用して，光フィルタの分光特性を測定し

0.01 nm という高い波長分解能で測定することができる。

た例を示す。測定する際には，大口径ファイバモードに

式（２）の回折次数 m を２にすることができるため，フ

設定している。AQ6373B では，このように大口径ファ

ォーカシングミラーの焦点距離を２倍にしたのと同様な

イバを使用する場合においても，モノクロメータの損失

効果が得られる。0.01 nm という高い波長分解能をもっ

を小さくすることができるため，ダイナミックレンジの

てすれば，狭い縦モード間隔で発振する青色半導体レー

広い測定が可能になる。

ザの光スペクトルを明瞭に測定することができる。図 6

大口径ファイバ

には AQ6373B で測定した青色半導体レーザの光スペク
トル測定例を示す。

0.04nmの縦モード間隔の光スペクトル
を明瞭に分離して測定可能

広帯域光源

AQ6373B

光フィルタ（被測定対象）
レンズ

図 7 光フィルタの測定方法

50dB以上の
ダイナミックレンジ

透過域特性

阻止域特性

図 6 青色半導体レーザの測定例

4. 大口径ファイバモードの設定
当社の光スペクトラムアナライザ全シリーズ共通の特
長の一つにシングルモードファイバだけではなくマルチ
モードファイバの測定が可能なフリースペース構造の光
入力部が挙げられる (1)。AQ6373B のモノクロメータに

図 8 光フィルタの分光特性の測定例

5. 温度補償技術

おいても光学部品などを最適なレイアウトにすることに

モノクロメータはコリメートミラー（レンズ）およ

より，フリースペース構造を実現した。これにより，光

びフォーカシングミラー（レンズ）を用いて出射スリッ

コネクタ着脱時のレベル変動を抑え，かつマルチモード

ト上にビームを結像させている。高い波長分解能を実現

ファイバでも少ない挿入損失で接続ができる。特に可視

するには，数十 um 以下のスリット幅を使用する。また

光帯域をカバーする AQ6373B においては，空間光の状

モノクロメータの光学部品を配置するケースの材料はア

態でデバイスの光スペクトルを測定するアプリケーショ

ルミニウムを用いるのが一般的である。このような構成

ンが多い。このような場面では，空間に放射されている

において周囲温度が変化するとケース材料であるアルミ

被測定光を機器内部に取り込むために，いったん光ファ

ニウムの線膨張により，出射スリット上でのビームスポ

イバに入力する。しかし光ファイバへの効率的な取り込

ットにピンぼけが生じてしまう。この原因により波長分

みは容易ではなく，比較的コア径の大きな光ファイバが

解能の劣化や，測定レベルの低下が起きることがある。
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AQ6373B では，アルミニウムケースとレンズの焦点距
離の温度変化が一致するようにレンズを設計した。一般
的にレンズの焦点距離はレンズの曲率半径と硝材の屈折
率によって決まる。AQ6373B では，百種類以上の硝材
の中から最適な硝材を選択することで，温度補償を実現
した。本技術に関しては特許取得済（特許 5453730 号）
である。

6. 波長測定の高精度化
モノクロメータは，回折格子を回転させることで波
長掃引を行っている。すなわち，回折格子の回転角度を
精度よく制御することで高精度な波長測定が実現でき
る。AQ6373B は光通信用の光スペクトラムアナライザ

図 10 波長の時間変化の測定例

AQ6370 シリーズで培われた回折格子の回転駆動技術を
利用しており，350 nm - 1200 nm の広い帯域において

7.2 色度解析機能

も高精度な波長測定を実現できる。図 9 に AQ6373B の

照明やディスプレイ，計測など多分野に応用される可

波長確度の評価例を示す。縦軸が波長測定誤差，横軸が

視光 LED の発光スペクトルから，ドミナント波長と色座

測定波長である。光源は，He-Ne ガスレーザ，水銀 / ア

標 x, y, z を解析する色度解析機能を搭載している。図 11

ルゴンランプの輝線スペクトルを用いて評価した。

に白色 LED のスペクトルを測定し，色度解析を行った例
を示す。

図 9 波長確度の評価例

7. 機能

図 11 白色 LED スペクトルの色度解析例

AQ6373B のアプリケーションについて紹介する。
7.1 データロギング機能
光スペクトルの測定と解析を一定時間毎に自動的に

8. おわりに
本 稿 で は，AQ6373B 光 ス ペ ク ト ラ ム ア ナ ラ イ ザ の
広帯域化の技術および，性能や機能について解説した。

行い，結果をグラフ表示することができるデータロギン

AQ6373B は光通信用の AQ6370 シリーズで培われた高

グ機能を搭載した。ピーク波長，ピークパワー，OSNR

波長確度，高波長分解能，高ダイナミックレンジ化の技

(Optical Signal-to-Noise Ratio) 等の解析結果をロギング

術と，可視光を含む広帯域な光学部品設計技術を融合さ

し，その変化をグラフで確認することができる。この機

せたモデルである。今後我々の光スペクトル測定技術が

能は光スペクトルデータもロギングできるため，デバイ

バイオメディカルや環境計測，光ファイバ通信などで使

スのヒートラン評価において，測定後のデータから任意

用される半導体レーザや光学フィルタなどの研究開発や

のタイミングの光スペクトラムを確認することや，時間

生産性向上に貢献することで，これらの分野の発展に寄

と共に変化する光スペクトルを観測することができる。

与できれば幸いである。

図 10 にレーザ波長の時間変化についてデータロギング
機能を用いて測定した例を示す。
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