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セレクションガイド
YOKOGAWAの光スペクトラムアナライザは、高速で高性能な分散分光方式の光スペクトラムアナライザです。
可視から中赤外（350nm～5500nm）までの波長帯域をカバーする7種類の製品ラインアップを揃え、光ファイバー通信、
バイオメディカル、環境計測など幅広いアプリケーションの光スペクトル測定ニーズにお応えします。

光通信 AQ6370D 光通信の波長に最適化された高性能モデル

●● 波長範囲：600～1700nm
●● 波長確度：±0.01nm（高性能モデル）
●● 波長分解能設定：0.02～2nm
●● レベル範囲：+20～－90dBm
●● ●ダイナミックレンジ：78dB●typ.（ピーク±1.0nm、高性能モデル）

＜アプリケーション＞
●● 光トランシーバやLDモジュールの発光スペクトル評価
●● WDM伝送信号のOSNR測定
●● 光ファイバーアンプ（EDFA）測定

各モデルの測定波長範囲

可視光 AQ6373B 可視光測定に最適化された高性能モデル

●● 波長範囲：350～1200nm
●● 波長確度：±0.05nm
●● 波長分解能設定：0.01～10nm
●● レベル範囲：+20～－80dBm
●● ダイナミックレンジ：60dB（ピーク±0.5nm）

＜アプリケーション＞
●● ●医療/バイオや家電分野で使用されるレーザー光源の特性評価
●● 可視LEDの色度図解析

可視光＆光通信 AQ6374 可視光から通信波長をカバーする広帯域モデル

●● 波長範囲：350～1750nm
●● 波長確度：±0.05nm
●● 波長分解能設定：0.05～10nm
●● レベル範囲：+20～－80dBm
●● ダイナミックレンジ：60dB（ピーク±1.0nm）

＜アプリケーション＞
●● 光ファイバーの波長損失特性
●● 広帯域光源の特性評価
●● 可視から光通信帯域における各種レーザーの特性評価

光通信 AQ6360 光デバイス製造に最適化された高速光スペクトラムアナライザ

●● 波長範囲：1200～1650nm
●● 波長確度：±0.02nm
●● 波長分解能設定：0.1～2nm
●● レベル範囲：+20～－80dBm
●● ダイナミックレンジ：55dB（ピーク±0.4nm）

＜アプリケーション＞
●● ●LDチップ、TOSAなどの空間光測定
●● 光トランシーバ、光ファイバーアンプ（EDFA）テスト
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近赤外 AQ6375B 2μmを超える近赤外域に対応した長波長モデル

●● 波長範囲：1200～2400nm
●● 波長確度：±0.05nm
●● 波長分解能設定：0.05～2nm
●● レベル範囲：+20～－70dBm
●● ダイナミックレンジ：55dB（ピーク±0.8nm）

＜アプリケーション＞
●● レーザー吸収分光法で使用される光源の特性評価
●● スーパー・コンティニウム光源など広帯域光源の特性評価
●● ガスの吸収スペクトル測定

中赤外 AQ6376 3μmを超える中赤外域に対応した長波長モデル

●● 波長範囲：1500～3400nm
●● 波長確度：±0.5nm
●● 波長分解能設定：0.1～2nm
●● レベル範囲：+13～－65dBm
●● ダイナミックレンジ：55dB（ピーク±2.0nm）

＜アプリケーション＞
●● レーザー吸収分光法で使用される光源の特性評価
●● スーパー・コンティニウム光源など広帯域光源の特性評価
●● ガスの吸収スペクトル測定

関連製品
AQ6150シリーズ 光波長計
AQ6150シリーズは、光通信に応用される900～1700nm帯
域の光デバイスやシステムの光波長を正確に測定します。高精
度なマイケルソン干渉計と高速フーリエ変換（FFT）の採用によ
り、単一波長のレーザー信号だけでなく、DWDM●システムや
ファブリペローレーザーの複数波長のレーザー信号も測定する
ことができます。

AQ2200シリーズ  マルチアプリケーションテストシステム
AQ2200シリーズは、さまざまな光デバイスや光伝送装置の測
定と評価に最適な測定ソリューションを提供するモジュラータイ
プの測定プラットホームです。各種フレームとプラグイン・モ
ジュールをラインアップしています。

品名 記事
フレームコントローラ 3スロットタイプ、9スロットタイプ

光源モジュール レベル安定化光源、Grid●TLS

センサーモジュール 高パワータイプ、大口径センサー、
2チャネルタイプ

光アッテネータモジュール
（光減衰器）

標準タイプ、モニター出力つき、
センサー内蔵タイプ

光スイッチモジュール 1×2、2×2、1×4、1×8、
および●1×16チャネルタイプ

光トランシーバ制御モジュール ―

中赤外 AQ6377 5μmを超える中赤外域に対応した長波長モデル

●● 波長範囲：1900～5500nm
●● 波長確度：±0.5nm
●● 波長分解能設定：0.2～5nm
●● レベル範囲：+13～－60dBm
●● ダイナミックレンジ：50dB（ピーク±5.0nm）

＜アプリケーション＞
●● レーザー吸収分光法で使用される光源の特性評価
●● コンティニウム光源など広帯域光源の特性評価
●● ガスの吸収スペクトル測定
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お問い合わせは

YMI-KS-MI-M06

本　社 〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
  TEL：0422-52-5544　FAX：0422-52-6462
 ホームページ https://www.yokogawa.com/jp-ymi/

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター　  0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail ：tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp
受付時間 ：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00､ 13:00～17:00

記載内容は2020年1月16日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。価格には別途消費税が加算されます。
All Rights Reserved. Copyright © 2020, Yokogawa Test & Measurement Corporation [Ed:01/b] Printed in Japan, 001(KP)

●製品はISO●14001の認証を受けている事業所で開発・生産されています。
●地球環境を守るために横河電機株式会社が定める「環境調和型製品設計ガイドライン」●
および●「製品設計アセスメント基準」に基づいて設計されています。

地球環境保全への取組み

*●製品の機能・仕様などの詳細については、カタログ（AQ6370SR-20JA、AQ6360-01JA）をご参
照ください。

仕様・機能の比較
モデル AQ6370D AQ6360 AQ6373B AQ6374 AQ6375B AQ6376 AQ6377

帯域 光通信 光通信 可視光 可視光＆光通信 近赤外 中赤外 中赤外

波長範囲
（nm）

Min. 600 1200 350 350 1200 1500 1900
Max. 1700 1650 1200 1750 2400 3400 5500

波長確度
（nm）

±0.1
●（全波長範囲）
±0.04●

（1450～1520nm）
±0.01●

（1520～1580nm）*
±0.02●

（1580～1620nm）

±0.1
●（全波長範囲）
±0.02

●（1520～1580nm）
±0.04

●（1580～1620nm）

±0.2
（全波長範囲）
±0.05

（633nm）

±0.2●
（全波長範囲）
±0.05
●（633nm）
±0.05

●（1523nm）

±0.5
●（全波長範囲）
±0.05●

（1520～1580nm）
±0.1●

（1580～1620nm）

±0.5●
（全波長範囲）

±0.5●
（全波長範囲）

波長直線性（nm） ±0.01～0.02 ±0.02 ― ― ― ― ―

波長分解能
設定（nm）

Min. 0.02 0.1 0.01 0.05 0.05 0.1 0.2
Max. 2 2 10 10 2 2 5

最大波長サンプル数 50001 50001 50001 100001 50001 50001 50001

測定レベル
範囲（dBm）

Max. ＋20 ＋20 ＋10（400～550nm）
＋20（550～1100nm）

＋10（400～550nm）
＋20（550～1700nm） ＋20 ＋13 ＋13●typ.

Min.

－60●
（600～1000nm）

－80●
（1000～1300nm）

－90●
（1300～1620nm）

－80●
（1300～1620nm）

－60●typ.●
（400～500nm）
－80●typ.

（500～1000nm）
－60●typ.

（1000～1100nm）

－70
（400～900nm）

－80●
（900～1600nm）

－62
●（1300～1500nm）

－67●
（1500～1800nm）

－70●
（1800～2200nm）

－67●
（2200～2400nm）

－65●
（1500～2200nm）

－55●
（2200～3200nm）

－40●typ.
●（1900～2200nm）
－50●typ.

●（2200～2900nm）
－60●typ.

●（2900～4500nm）

レベル確度（dB） ±0.4 ±0.5 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±2.0●typ.
レベル直線性（dB） ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.2 ±0.05 ±0.2 ―
レベル平坦性（dB） ±0.1～±0.2 ±0.2 ― ― ― ― ―
偏波依存性（dB） ±0.05～±0.08 ±0.1 ― ±0.15 ±0.1 ― ―

ダイナミックレンジ
（dB）

50●typ.●
（±0.1nm,●
RES:●0.02nm）*
78●typ.●
（±1.0nm,●
RES:●0.05nm）*

40
●（±0.2nm,●
RES:0.1nm）
55

●（±0.4nm,●
RES:0.1nm）

60
（±0.5nm,●
RES:●0.02nm）

60
（±1.0nm,●
RES:●0.05nm）

45
●（±0.4nm,●

RES:●0.05nm）
55●

（±0.8nm,●
RES:●0.05nm）

40●
（±1.0nm,●
RES:●0.1nm）
55●

（±2.0nm,●
RES:●0.1nm）

50●typ.
●(±5.0nm,●
RES:0.2nm)

適合
ファイバー

SMF 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
GI 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ―
大口径 〇 ― 〇 〇 ― ― 〇

パージ機構 ― ― ― 〇 〇 〇 〇
高次回折光
カットフィルター ― ― 〇 〇 〇 〇 〇

アライメント用光源 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇
波長校正用光源 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇
*高性能モデル


