
光ガスセンサとは

近年，地球温暖化や大気汚染など

の環境破壊が世界規模で問題となって

います．そのため，その原因となる環

境負荷ガスの排出を正確に測定できる

センサの必要性が高まっています．中

でも，光を用いたガスセンサは，ガス

の種類の判別，感度に優れることから

注目されています．光ガスセンサの応

用例を図１に示します．工場の煙突な

どの排ガス配管に光ガスセンサを配置

することで，排出ガスの種類・量を測

定できます．これを基に，排出される

ガスの管理が正常に行われているか判

断することができます．また，持ち運

び可能な光ガスセンサを用いることで，

離れた場所からガスを検知することが

でき，ガス漏れ個所の特定などの検査

に応用することができます．また，呼

気分析などの医療分野への応用も可能

です．このように，光ガスセンサはさ

まざまな場所での応用が期待されてい

ます．

光ガスセンサに用いる波長帯

CO2（二酸化炭素）やCO（一酸

化炭素）などの環境負荷ガスは，その

分子構造を反映して，分子固有の吸

収線を持ちます．２μm波長帯と呼ば

れる波長2.0μmから2.5μmの間にあ

る吸収線と2.3μm付近の拡大図を図

２に示します．この波長帯に吸収強度

の大きいCO2やCOの吸収線がたくさ

んあり，かつ水の吸収が小さいことが

分かります．つまり，２μm波長帯の

光を用いることによって，大気中の水

蒸気に邪魔されることなく，目的のガ

スを検知することができるのです．こ

のことから，２μm波長帯は，光ガス

センサに適した波長帯といえます．

光ガスセンサ用光源

吸収線を用いたガスの検知にはさま

ざまな方法がありますが，一般的な方

法を図３に示します．まず，図２の拡

大図に示したような密集したガスの吸

収線のうち，１本を選択します．選択

した吸収線付近の波長で発光する光源

を用いて，吸収線をまたぐように波長

を変化させます．そのときの発光強度

を測定すると，ガスが存在する場合に

は吸収線の波長での強度が小さくな

り，存在しなければ強度は一定のまま
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光ガスセンサに向けた波長2.3μmの
分布帰還型半導体レーザ

光ガスセンサ 半導体レーザ CO

２μm波長帯で発振する半導体レーザは，環境負荷ガスの光センサ用光源
として注目されています．本稿では，これまで困難であったInAs（インジウ
ムヒ素）結晶作製技術の確立によって実現された，発振波長2.3μmの分布帰
還型半導体レーザを紹介します．
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図１　光ガスセンサの応用例　 
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となります．このようにして，ガスを検

知することができるのです．

つまり光源には，ガスの吸収線と一

致した波長で発光することに加え，吸

収線の間隔よりも狭い波長純度での発

光，発光波長を吸収線に合わせて走

査するための波長変化量，十分なSN

（信号－ノイズ）比を取るための高い

光出力が必要です．

また，持ち運び可能なセンサに用い

るためには，小型で低消費電力である

ことも求められます．これらの特性を

満たす光源としては，半導体レーザの

１つである，InP（インジウムリン）基

板を用いたDFB（D i s t r i b u t e d

FeedBack：分布帰還型）レーザが

有望です．このレーザは主に光通信に

用いられる光源であり，NTTフォトニ

クス研究所には，成熟したDFBレーザ

の作製技術があります．しかしながら，

光通信用レーザの発振波長は1.3μm

～1.6μmであり，ガスセンサに用いる

ためには発振波長を２μm波長帯まで

伸ばす必要がありました．

半導体レーザの発振波長は，活性層

と呼ばれる化合物半導体膜の積層構造

によって決まります．NTTフォトニクス

研究所では，２μm波長帯で発光する

活性層の作製技術を開発することで，

これまでに，CO2とN2O（亜酸化窒

素）の吸収線に一致する発振波長2.0

μmと2.1μmのDFBレーザを実現して

います（1）．今回は，さらにセンサ用途

の拡大のために開発した，COの吸収

線と一致する発振波長2.3μmのDFB

レーザを紹介します．

InAs結晶作製技術の確立

発光波長を２μm波長帯まで伸ばす

ためには，活性層に用いるInGaAs

（インジウムガリウムヒ素）化合物半導

体膜に含まれるInの割合を増やすこと

が有効です．NTTフォトニクス研究所

が開発した波長2.1μmのDFBレーザ

では，InとGaの比が４対１のInGaAs

膜を用いています．今回，発光波長を

さらに伸ばすために，InGaAsの中で

もっともIn割合の多いInAs（インジウ

ムヒ素）に注目しました．

InAsはInPよりも格子定数が3.2％

も大きいため，従来の方法では，InP

基板上に良質なInAs結晶を作製する

図２　2μm波長帯の各種ガスの吸収線 
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図３　吸収線を利用したガスの検知方法 
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ことが困難でした．基板よりも格子定

数が大きい半導体結晶を作製する際の

問題点を図４に示します．基板上の半

導体結晶は，基板の格子定数を引き継

いで形成されます．そのため，基板よ

りも格子定数が大きい場合，作製され

る半導体結晶には歪が加わり，格子が

変形します．しかし，さらに結晶を厚

くすると，歪の力に耐えられなくなっ

た結晶格子が緩和して，格子のずれ

（結晶欠陥）が発生してしまうのです．

結晶欠陥が発生すると，半導体結晶

の光学的特性が劣化し，半導体レー

ザの活性層として用いることが難しく

なります．

NTTフォトニクス研究所では，InP

基板上にInAsを作製する際の温度や

作製速度を最適化することにより，結

晶欠陥のないInAsを作製することに成

功しました．その結果，図５に示すよ

うに波長2.3μm以上で発光する活性

層を実現しました．

波長2.3μmDFBレーザの構造

図６が，開発した波長2.3μmで発

振するDFBレーザの構造です．レーザ

光が発生する活性層には，InAsと格

子定数がInPと同じであるInGaAsの

積層構造（多重量子井戸構造）を採

用しています．このような多重量子井

戸構造を用いることで，発光効率の上

昇など，レーザ特性を改善することが

できます．また，DFBレーザの最大の

特徴である，回折格子と呼ばれる波型

の周期構造を作製することで，この周

期に対応した波長のみを選択して高い

波長純度で発振させることができます．

そのほか，発光を得るために必要な活

性層への電流の注入効率を上げるため
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図４　基板よりも格子定数が大きい半導体結晶を作製するときの問題点 
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図５　InAsを用いた活性層の 
　　　発光特性 
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図６　発振波長2.3μmのDFBレーザ構造 
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に，活性層の脇を，電流をブロックで

きるInPで埋め込む構造となっていま

す．この構造は，屈折率の大きい活性

層を屈折率の小さいInPで取り囲む構

造になっているため，活性層で発生し

た光を閉じ込める役割もあります．

波長2.3μmDFBレーザの特性

開発した波長2.3μmのDFBレーザ

の特性を次に示します．動作温度25 ℃

で，120 mAの電流をレーザに注入し

たときの発振スペクトルを図７（a）に示

します．発振波長は2.330μm，レー

ザ発振の波長純度を表すSM S R

（SubMode Suppression Ratio：副

モード抑圧比）は30 dB以上と，優れ

た純度で波長2.3μm以上の発振が得

られています（2）．

DFBレーザは，動作温度と注入電

流量を変えることで，発振波長を変化

させることができます．25 ℃から85 ℃

までの動作温度におけるレーザの発振

波長と注入電流の関係と，2.3μm付

近のCOの吸収線を図７（b）に示しま

す．開発したレーザでは，2.330μmか

ら2.340μmの間で精度よく発振波長

を制御することができました．この発

振波長域は，COの吸収線と一致して

います．つまり，図７（b）の①で示す

吸収線は，DFBレーザの動作温度を

25 ℃とし，注入電流を150 mA付近

で変化させることで検知できるのです．

また，このレーザは，動作温度25 ℃

で20 mWまでの光出力が得られ，セ

ンシング用光源としての要求を十分に

満たす光出力が得られました．

以上のように，新たに開発したInAs

からなる活性層を用いたDFBレーザに

おいて，光ガスセンサ用の光源として

必要な波長純度・波長可変幅・光出

力を満たす特性を実現し，実用的な性

能を有することを確認しました．

今後の展開

本稿では，COの光ガスセンサ用光

源として期待される発振波長2.3μm

のDFBレーザについて紹介しました．

今後，環境問題の観点から，より多く

のガスについて，光センサが求められ

ると予想されます．NTTフォトニクス

研究所では，さらなる発振波長域の拡

大に取り組み，これらの要求にこたえ

られる半導体レーザの開発を進めてい

きます．
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環境問題の改善・解決に貢献するために
も，今後，センサの高感度化が可能な中赤
外半導体レーザの研究開発を進めていきた
いと思います．
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図７　発振波長2.3μmのDFBレーザの特性 

（a）　発振スペクトル 
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（b）　発振波長と注入電流の関係（上）およびCO吸収線（下） 


