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　量子カスケードレーザ（QCL）に対す
る関心が劇的に増大しているが、それ
はエンドユーザが従来の技術では不可
能な測定法を期待しているからだ。相
互干渉への耐性、応答速度の向上、ダ
イナミックレンジの拡大、測定精度の
改善などが要因となり、QCLメーカー
は有力な国際企業のユーザとも提携し
て、新しいQCL装置を開発している。
　このビジネスチャンスを手にしたい
と考えているQCLメーカーは、矛盾す
るさまざまなエンドユーザの要求を迅
速に、かつ優れたコスト効果で満足さ
せるためには、ロバストなガス測定器
が必要だということに気付いている。
これに対応するため、スコットランドの
カスケードテクノロジーズ社（Cas cade 
Technologies）は現場でのサービスとア
ップグレードが可能なモジュラ方式の
QCL技術によるガス検出器を開発した。

産業用の装置
　われわれの設計法では、QCLレーザ
を個別の光学モジュールに実装し、光
学系への取付けと取外しを反復して行
うことができる（図1）。各モジュール
からの光はコリメーションされ、すべ
てが工場内でアラインメントされ固定
されている。それぞれのモジュールに
はレーザとガスの動作特性のデータベ
ースが内蔵され、マザーボードによる
インタロゲーションと制御ソフトウエ
アへの伝送が行われる。モジュールは
いずれもサービス／修復／アップグレ
ードの現場での無停止交換が容易であ
り、ソフトウエアの再調整や再構成を
行わなくても、連続動作を実行できる。
電子回路はいずれもIPC‐610標準に準
拠して順列動作し、70℃の温度と高い
湿度および振動環境における動作の信
頼性が保証されている。

　このモジュラ方式は光学系にも適用
され、長い光路長（4〜100m）と短い
光路長（0.1〜4m）の両方に使用でき
る二光路長ガスセルを含めた多数の異
なる光学配置を使用できる。それぞれ
の光路はダイナミックレンジ改善の要
求を満たすことができるように構成さ
れている。高速ガス交換用の小容量

（0.25l）のガスセルは、パーフルオロア
ルコキシアルカン（PFA）を被覆してガ
スの吸収効果を最小にし、200℃以上
での動作も可能にしているため、多数
の工業用プロセス用途に応用できる。一
方で、ハードウエアは限定された用途
での開放光路配置に合せて設定され、
そこではレーザが測定現場や倉庫など
の周辺に投影され、危険物質の漏れ検
出に応用される。また、煙道の直接挿
入式測定の用途にも使われる。この場
合はレーザが煙道から排出されたガス
の柱を通して直に投射され、発電所な
どの放出ガスの連続測定が行われる。
　この単一チップ上多重QCLは、ガス
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図1　このロバストな
モジュラ方式の分析器
は、交換可能なレーザ
モジュールと二光路長
ガスセルを内蔵して、
個別の要求への対応を
容易にしている。（資
料提供：いずれの写真
もカスケードテクノロ
ジーズ社）





部品はピラミッドはんだ法を最適化し、
セレン化亜鉛（ZnSe）反射防止光学窓
のはんだ付けを可能にして、完全ハー
メチック封止の無揮発性を実現した。
最後に、内部を注意深く組立て、中赤
外放射に最適な材料を選択して、被覆
なしのQCL背面ファセットからの内部
全反射を抑圧する独自の手法を開発
し、光フィードバックによるレーザ不
安定性の発生リスクを排除した。

分光測定法の開発
　標準的な圧力と温度の産業ガスを測
定する場合、QCL光源のスペクトル線
幅は測定ガスの吸収スペクトル線幅よ
りも十分に狭いため、そのスペクトル形
状はランベルト・ベール則を使用して
正確にモデリングできる。この手法に
はターゲットと相互干渉ガスの両方の
正確な分光データベースが重要になる。
公表された利用可能なデータベースは、
とくに高温のデータが適切でないこと
が分かった。そこで、0.004cm−1フー
リエ変換赤外（FTIR）分光計と高温ガ
スセルによる高分解能スペクトルマッ
ピング図に投資し、スペクトル線の強
度と位置および圧力と温度への依存性
をデータベースに正確に蓄積できるよう

にした（基本ガス標準へのトレーサビ
リティが得られる）。この手法の利点
はゼロ補正とスパン補正の必要性の最
小化が立証された理論モデルと測定機
器の応答との間に直接の関係が得られ
ることにある。
　相互干渉効果も測定機器の精度の著
しい劣化を引き起こし、従来のガス分
析器の大きな制約要因になる。QCL
光源の場合、相互干渉効果は測定に対
して二つの経路で基本的な混乱をもた
らす。まず、付加的な吸収スペクトル
線が現われ、基本ガスの分析用の測定
スペクトル線との重なりが起こり、ス
ペクトル線が不明瞭になる。また、分
子間干渉効果を引き起こし、測定する

ガス流には大量の水蒸気や二酸化炭素
ガスが発生し、基本ガス分子には分子
間衝突による物理的変形が起こる。こ
の変形は量子力学エネルギー準位への
摂動となり、圧力、温度、ガス濃度が一
定であっても、吸収スペクトル線の形
状と強度が変化する。われわれが特許
化したイントラパルス技術に基づいて
スペクトルバンドを測定すると、多数
の吸収スペクトル線の同時観測が可能
になる（図3）。多くの場合、われわれは
レーザ波長を注意深く選択し、吸収ス
ペクトル線との一致を最小にするが、
2次ガスからの付加的な吸収線がスペ
クトルデータベースに含まれたままで
レーザスペクトルの解析アルゴリズム
を使用すると、このような最小化は不
可能になる。この技術を多数の干渉ガ
スの共存下にある生の燃焼排ガス測定
を含めた数多くの測定に応用し、いず
れの測定も成功を収めることができ
た。この測定は単一レーザを使用して
多数のガスを同時に測定できる。われ
われは四つのレーザモジュールを内蔵
した分析器を使用し、8〜16種類のガ
スの同時測定を可能にしている。
　レーザスペクトルの解析アルゴリズ
ムは、吸収スペクトル線の吸収ピーク
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図3　高分解能のQCLはランベルト・ベール則を用いて、多重ガスの複雑なスペクトル形状を正確にモデリングできる。公表済みの利用可能なスペク
トルデータベースの品質と精度を修正して、法律で定められた性能を満足する。



強度だけを測定するのではなく、その
面積と形状を測定してガス濃度を決定
する。分子間干渉効果が衝突スペクト
ル線広がりをもたらす場合は、スペク
トル線広がりパラメータが変化して
も、吸収面積はガスの固定濃度に対し
て一定に保持される事実を利用して、
干渉効果の影響を回避する。代表的な
性能指数の相互干渉効果は分析器の検
出限界と同等またはそれ以下でなけれ
ばならないが、QCL分析器の場合、この
ことは後測定による実験的補正をまっ
たくしなくても実現できる。

産業への応用
　今日までのQCL分析器の商品として
の魅力は、その独自のセールスポイン
トと測定上の問題とが十分に整合する
ニッチな産業用途を中心に発揮されて
きた。新しい未経験の技術を産業用に
採用する場合はリスクを緩和するため
の優れた投資回収率（ROI）が必要にな
る。QCL分析器をアエロゾル噴霧器の
高速漏れ検出システムに開発した例で
は、噴霧器の生産ラインの速度が毎分
150缶から500缶へと増加した。また、
家庭用ボイラーの生産ラインの例では、
高感度で高精度の一酸化炭素/二酸化
炭素（CO/CO2）煙道分析器を使用する
ことで、ボイラーの設置時間が90秒か
ら20秒に短縮された。さらに、自動車
試験装置では、排気ガス低減を要求す
る法制上の規制を満たすために、高速
応答の高精度QCLガス分析器を使用
して、伝統的な計測技術を革新するた
めの挑戦が行われている（図4）。
　これらの市場にQCL製品を導入し、
その長期信頼性と実際の性能を実証す
ることは、この技術の世界市場への普
及につながると期待される。最近正式
認可を受けた排出ガス連続モニタリン
グ用のQCL分析器は、従来の分析器の

技術を置き換え、最大規模の市場の一
つになると期待される。QCL分析器の
長期にわたる使用可能期間と低レベル
排出ガスの検出能力との組合せによっ
て、伝統的に保守的なエンドユーザの
関心も寿命コストが低く将来性のある
測定器に向けられるはずだ。爆発物の
高度化が進み、脅威が増大しているセ
キュリティシステムの分野では、英国の

空港が搭乗客検査のスループットを増
加し、誤り率を減少させるために、QCL
によるスクリーニングを試行している。
われわれは現在、防衛用途へのQCL
の利用も検討している。この応用では、
輝度と高速応答性に優れた小型半導体
赤外光源が、航空機へ向けて飛来する
ミサイル破壊用の赤外対抗防衛システ
ムに利用される。
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図4　現在のQCLガスセンサは
家庭用ガスボイラーの設置（ａ）、
排出ガスの連続モニタリング
（ｂ）、生産ラインのアエロゾル
噴霧器の漏れ検出（ｃ）、空港に
おける高度化された爆発物の検
出（ｄ）などの多数の用途に応用
されている。


