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波長軸方向にデータを多重する WDM (Wavelength Division Multiplexing) 方式の急速な普及により，光スペク

トラム測定は重要かつ欠かすことのできない測定項目となった。光スペクトラムを測定・解析する光スペクトラ

ムアナライザは，光通信用デバイスの高性能化や低コスト化にともない，高性能・高機能かつ，高スループット

測定などが重要視されてきている。AQ6370C は，これらの要求に応えるべく高波長確度，高波長分解能，高ダ

イナミックレンジを実現し，さらに 100 nm を 0.2 秒以下という測定時間を実現している。ここでは，これらの

光スペクトラム技術について報告する。

The optical spectrum measurement is indispensable to the wavelength division multiplexing 
(WDM) technology that is increasingly being used in optical communications. Optical spectrum 
analyzers, which measure and analyze the optical spectrum of light that travels through optical 
fibers, are required to have high performance, functionality, and throughput as sophisticated 
optical communication devices become available at low prices. To respond to these demands, 
Yokogawa has developed the AQ6370C optical spectrum analyzer with high accuracy, resolution, 
dynamic range, and fast measurement of 0.2 sec for a 100-nm span. This paper describes the 
optical spectrum measurement technologies in the AQ6370C.

1. はじめに

スマートフォンの普及やクラウドサービスの進展によ
り，インターネットでの情報通信量は増大を続けている。
これに伴い各通信事業者はネットワークインフラの増強
が急務となっている。光スペクトラムアナライザは，光
ファイバ伝送システムの評価や光通信用デバイスの特性
評価用の測定器として幅広く使用されており，高速・大
容量なネットワークインフラの足元を支える重要な測定
器である。ネットワークの伝送品質を確保するためには，
システムを構成する光部品にさらに高い品質が要求され
ており，光スペクトラムの測定は欠かす事のできない検
査項目となっている。

しかし，測定器による検査時間は商品のコストに直結
するため，測定時間の短縮は重要な要求事項である。図 1
に示す AQ6370C は，クラス最高の光学性能と測定スピ
ードを実現している。本稿では AQ6370C の開発内容と
性能および機能について紹介する。

図 1 AQ6370C の外観

2. 光スペクトラムアナライザとは

2.1 原理
光スペクトラムアナライザは，各波長に対応した光パ

ワーを分光により測定し分析を行う測定器である。光ス
ペクトラムアナライザによる光スペクトラム測定の原理
を図 2 に示す。

入力された光は，図中の光バンドパスフィルタで，狭
い波長スロットに分割され，フォトダイオード（O/E 変
換器）で電気信号に変換される。光バンドパスフィルタ
の中心波長を掃引させながら得られる電気信号をプロッ
トしていくことで，光スペクトラムが得られる。この光
バンドパスフィルタは，光学的なプリズムを使用したメ
カニカルな装置でモノクロメータと呼ばれる (1)。光バン
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ドパスフィルタの特性が狭帯域でかつシャープであるほ
ど，高性能な光スペクトラムアナライザと言われている。
また，光バンドパスフィルタの中心波長を制御する精度
が高いほど，波長測定確度が良いことになる。

図 2 光スペクトラムアナライザの原理

2.2 性能指標
光スペクトラムアナライザの代表的な性能指標を以下

に列挙する。
 ● 波長測定確度
波長測定（読み取り）精度の確かさ

 ● 高分解能
二つの近接した波長λとλ＋Δλの２本の線スペクト
ラムを測定したとき，どのくらい小さいΔλまでを２
本のスペクトラムとして区別できるか，という能力

 ● 光学的ダイナミックレンジ（フィルタ特性のシャープさ）
被測定光を波長ごとに分解する際に，隣接する波長の光
パワーをどこまで抑圧して測定できるか，という能力

 ● 高速性
波長掃引速度の速さ

3. AQ6370C の開発内容

3.1 高波長確度技術
2.1 項で解説したとおり，光バンドパスフィルタの中

心波長を制御する精度が高いほど，波長測定確度が良い
ことになる。実際のモノクロメータでは，回折格子と呼
ばれる波長分散素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が測定波長に相
当することになる。AQ6370C は DC モータで回折格子
を駆動し，その回転角度をエンコーダで検出して負帰還
制御を行うサーボシステムを採用している。エンコーダ
には光学式エンコーダを採用し，数千倍の電気逓倍によ
り 0.2 角度秒以下の分解能で精密に回折格子を回転制御
している。また電気逓倍による僅かな直線性誤差も補正
処理を施す事により，± 0.01 nm 以下の波長確度を実現
している。図 3 に AQ6370C の波長確度の評価例を示す。
縦軸が波長測定誤差，横軸が測定波長帯域である。

図 3 AQ6370C 波長確度の評価例

3.2 高波長分解能技術
図 4 に基本的なモノクロメータの構成を示す。平面回

折格子の他に，コリメーティングミラー，フォーカシン
グミラーとよばれる２枚の凹両鏡から構成されている。

図 4 モノクロメータの基本的な構成

光ファイバから入射した光は，コリメーティングミラ
ーで平行光線となり回折格子に導かれる。回折格子で回
折された光は，フォーカシングミラーによって，スリッ
トを中心に分散方向（図 4 において左右方向）にスペク
トルを結像する。スペクトルの中でスリット上に集光し
た波長の光のみが出射されることになる。このときモノ
クロメータの波長分解能 RBW は式（1）で与えられる。

ここで，d は回折格子の溝間隔，m は回折格子の回折
次数，βは回折格子の反射面の法線と出射光とのなす角
度である。モノクロメータの波長分解能を高くするに
は，フォーカシングミラーの焦点距離 f を長くすること
やスリット幅εを狭くする事が効果的であることは明ら
かである (2)。ただし，フォーカシングミラーの焦点距離
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を長くする事はモノクロメータが大型化する事になるた
め，モノクロメータ内で光を往復させる加分散ダブルパ
ス方式を採用するのが一般的である。AQ6370C でも加
分散ダブルパス方式を採用しているが，スリット上で結
像するビーム径が大きくなっては高分解能が得られない。
AQ6370C では 0.02 nm の最高分解能を実現している，
これは 20 mm 以下のスリット上にビームを結像させてお
り，光学部品の収差特性を最小にできるように，コリメ
ータおよびフォーカシングミラーを独自設計することで
実現している。

3.3 高ダイナミックレンジ技術
先にも説明したように，モノクロメータは光のバンド

パスフィルタとして考えることができる。一段のバンド
パスフィルタを通過したときのフィルタ特性を図 5- 左に
示す。このときの通過域，阻止域との差（光学的ダイナ
ミックレンジ）は，40 dB 程度である (1)。この光のバン
ドパスフィルタの後に，もう一段バンドパスフィルタを
接続することで，ダイナミックレンジを飛躍的に向上さ
せることができる（図 5- 右）。

図 5 ダイナミックレンジの向上

AQ6370C のモノクロメータはこのようにフィルタを
カスケード接続することを基本概念としている。従来の
ダブルパス（マルチパス）モノクロメータの設計によれ
ばスペース効率を改善する効果はあったものの，前半の
光路と後半の光路が重なっているため，前半部分で生じ
た散乱光などの不要な光成分が後半部分に混入し，これ
がダイナミックレンジを制限し，理想的なカスケード接
続状態の性能を得ることができなかった。新方式のモノ
クロメータでは，光学配置の工夫により前半部分の光路
と後半部分の光路を完全に分離することに成功した。こ
れにより，理想的なカスケード接続とほぼ同じ性能を得
ることができるようになった（図 6）。この方式により，
従来では測定時間が大幅に長くなる特殊な測定モードで
しか実現できなかった高ダイナミックレンジ測定を，通
常測定モードで実現することができ，測定時間の短縮に
寄与した。

図 6 AQ6370C 通常測定モードにおけるダイナミックレンジ

3.4 高速測定技術
光スペクトラムアナライザの測定時間は，回折格子の

回転速度に依存する。AQ6370C の回折格子はサーボシ
ステムによって駆動させているが，モータ設計の最適化
と加減速制御方法の工夫により，100 nm の波長範囲を
0.2 秒以下という最高測定スピードを実現している。ま
た近年では長距離大容量通信の送信用光源として，波長
可変レーザが主流になっていている。このレーザの品質
検査には，レーザの主信号におけるサイドモードがどれ
だけ抑圧できているかを測定する事が重要とされている。
このとき，レーザの主信号のピークパワーとサイドモー
ドのスペクトラムを同時に測定する必要があるため，ダ
イナミックレンジの広い測定を高速に行う事が重要であ
る。光スペクトラムアナライザにはオートレンジ測定機
能があり，入力光レベルに応じて内部の増幅器の利得を
切り替えながら測定を行える。AQ6370C は，内部の利
得切替時の時定数と回折格子の回転速度を最適化するこ
とにより，オートレンジ測定についても早い測定スピー
ドを実現している。また，スムージング測定機能を併用
する事で，測定時間を犠牲にする事無く，サイドモード
測定時の SN 比を改善することもできる。AQ6370C のス
ムージング測定機能は，SN 比が不足しているスペクトル
測定箇所を自動的に判別し，最適なスムージング処理を
施す事ができるため，波長可変レーザや DFB (Distributed 
Feedback) レーザのサイドモード測定に威力を発揮する。

図 7 DFB レーザの高速測定の例
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図 7 に DFB レーザのスペクトラムを高速に測定した時
の例を示した。約 0.3 秒の測定時間で，レーザのサイド
モードを明瞭に測定できていることがわかる。

3.5 フリースペース構造の光入力部
光スペクトラムアナライザには光コネクタにより被測

定光が入力されるが，光コネクタの着脱に伴うレベル変
動は抑える必要がある。また，接続する光ファイバの種
類において，例えば GI62.5 マルチモードファイバでも挿
入損失が少ないほうが様々なアプリケーションで使用で
きる。当社では，従来からフリースペース構造の光入力
部を採用しており好評を得ている。AQ6370C のモノク
ロメータにおいても光学部品などを最適なレイアウトに
することにより，フリースペース構造を実現した。これ
により，光コネクタ着脱時のレベル変動を抑え，かつマ
ルチモードファイバでも少ない挿入損失で接続ができる。

4. 機能

AQ6370C の代表的なアプリケーションについて紹介
する。

4.1 WDM OSNR テスト
AQ6370C の高い光学的ダイナミックレンジにより，

50 GHz スペーシングの DWDM (Dense WDM) 伝送シス
テムの OSNR (Optical Signal-to-Noise Ratio) も正確に測
定できる。特に多重化される信号数が増えるとモノクロ
メータの光学的ダイナミックレンジの制約を受け正確な
OSNR 測定ができなくなるため，測定時間が大幅に長く
なる特殊な測定モード（高ダイナミックレンジモード）
を選択する必要が出てくる。AQ6370C の高い光学的ダ
イナミックレンジを用いれば，多重化される信号数が増
えた場合でも，通常の測定モードで正確で高速な OSNR
測定が可能である。図 8 に AQ6370C の WDM 解析機能
を使用して解析を行った例を示す。WDM 信号の波長，
レベル，波長間隔，OSNR を一括測定し，解析結果をデ
ータテーブルとして表示できる。

図 8　WDM 解析結果の一例

4.2 光ファイバアンプテスト
AQ6370C の NF 解析機能を用いれば，光ファイバア

ンプの評価パラメータである GAIN（増幅度），NF (Noize 
Figure） を各チャネル一括して測定することができる。
NF 測定時の ASE (Amplified Spontaneous Emission) レベ
ルは，WDM 信号の SSE (Source Spontaneous Emission) 
成分も含まれているが，SSE サプレス機能を使用するこ
とにより，この SSE 成分を除去でき，正確な NF 値を測
定することができる。また，各チャネルの GAIN および
NF の値をグラフでも表示できるため，GAIN の傾きの様
子を視覚的にとらえることができる。

5. 非通信帯域のラインナップ

高い品質と信頼性が要求される光ファイバ通信の市場
で培われた光スペクトラム測定技術を非通信帯域に適用
した製品をラインナップしている。

AQ6373 は 350 nm ～ 1200 nm の測定帯域を有し，
医療 / バイオ分野のレーザースペクトラム測定や，光フ
ィルタの透過率測定に適している。また，レーザ加工機
などの産業分野やレーザプロジェクタなどの家電分野な
どにおいても，0.02 nm という高波長分解能測定を武器
に威力を発揮する。

AQ6375 は 1200 nm ～ 2400 nm の測定帯域を有し，
地球環境問題でクローズアップされている CO2，SO2，
NOX，メタンなど温室効果ガスの分布と濃度を光吸収を
測定する事により計測する事ができる。また，それらの
ガスセンシングで使用される半導体レーザやファイバレ
ーザの開発や生産でも活用されている。

6. おわりに

以上，AQ6370C 光スペクトラムアナライザの技術に
ついて解説した。AQ6370C は高波長確度，高波長分解能，
高ダイナミックレンジを実現すると同時に，高い測定ス
ループットを実現した。今後我々の光スペクトラム測定
技術が光ファイバ通信の発展に貢献できれば幸いである。
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