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Nicolet 8700 AM（振幅変調）ステップスキャン
によるパルス発光測定

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
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はじめに
Thermo Scientific™ Nicolet™ 8700フーリエ変換赤外分光装置
（FT-IR）は、外部の赤外光をFT-IRに導入し赤外分光を行うための
外部入光ポートを持ち、このポートに外部の光源からの光を導入さ
せることによりレーザ、LED、赤外線ヒータなどの光源の赤外発光ス
ペクトル測定を行うことができる。
赤外線ヒータなどの連続した光を発する光源は、通常のリニアス
キャン測定モードを使用してスペクトルを測定することができる。
これに対してパルスレーザなどの周期的に発光する光源のスペクト
ルを測定しようとする場合、通常のリニアスキャン測定モードでは、
光源のパルス発光周波数とFT-IRに特有のフーリエ周波数との関係
によって測定が行えない場合がある。この場合でもAMステップス
キャンを使用することにより、フーリエ周波数に関わらずパルス発光
する光源の測定を行うことができる。
ここでは光源のパルス発光の周波数とフーリエ周波数との関係、パ
ルス発光光源をリニアスキャンモードで測定する方法、およびAMス
テップスキャンでの測定方法について説明する。

FT-IR
FT-IRでは光源から連続的に放射される赤外線エネルギーをマイケ
ルソン干渉計に入射し、マイケルソン干渉計で干渉させた赤外線エ
ネルギーを赤外線検出器で検出して電気信号に変換する。この電気
信号をA/Dコンバータでデジタル化しフーリエ変換することによっ
て赤外線放射エネルギーのスペクトルを生成する。
マイケルソン干渉計、光源、および検出器の模式図を図1に示す ¹。

図1：マイケルソン干渉計

図1の左側の光源から出た光はマイケルソン干渉計に入射し、ビーム
スプリッタで二つに分けられて固定鏡および移動鏡に向かう。固定
鏡および移動鏡で反射した二つの光はビームスプリッタに戻り、ビー
ムスプリッタで一つの光に再結合される。再結合された光は検出
器に向かい検出器で電気信号に変換される。移動鏡は常に一定の
速度でビームスプリッタから遠ざかる（または近づく）ように動いて
おり、移動鏡に向かった光の進む距離は移動鏡の動きに応じて変化
する。このため再結合される光は、固定鏡までの距離と移動鏡まで
の距離との差によって生じる光の位相に応じてお互いに強め合う、
または弱め合うように干渉する。この干渉信号はインターフェログラ
ムと呼ばれる。

フーリエ周波数
FT-IRでは移動鏡を等速度で動かしている（リニアスキャンモード）
ので、ある波長の光（単色光）のインターフェログラムはある周波数
の正弦波になる。この周波数はフーリエ周波数と呼ばれ、移動鏡の
速度および（1cm当たりの）光の波数の関数として次式で表される。
    ƒF = νσ
ここで、ƒFはフーリエ周波数（Hz）、νは移動鏡の光学ミラー速度
（cm/sec）、σは光の波数（cm-1）を表す。
一般的なFT-IRではHe-Neレーザの光（σ ≒ 15,798 cm-1）をリ
ファレンス信号として移動鏡を動かしているが、Nicolet 8700 

FT-IRでMCT検出器を使用して測定を行う時の標準的なミラー速
度（1.8988 cm/sec）におけるHe-Neレーザのフーリエ周波数は
上記の式により、
    ƒF  = 1.8988 cm/sec×15,798 cm-1÷1000 ≒ 30 kHz

になる。
このときの中赤外波長領域（4,000 cm-1～ 400 cm-1）の赤外光
のフーリエ周波数は同様に計算して約7.6 kHz～ 0.76 kHzになる。
これはミラー速度1.8988 cm/secで測定した中赤外波長領域のス
ペクトルは、検出器で約7.6 kHz～ 0.76 kHzの電気信号として検
出されるということを意味する。



図3の中で四角で囲んだ例は移動鏡が停止している間にサンプルを
変調させているアプリケーション（AMステップスキャン）を示してい
る。［丸で囲んだ例は移動鏡を停止させている間にサンプルに時間
変化が生じているアプリケーション（時分割ステップスキャン－ここ
では取り上げない）を示している。］

リニアスキャンモードでの
パルス光源の測定
Nicolet 8700 FT-IRでは、外部光源からの光をミラーで平行光にし
て外部入光ポートに入射させることによって、外部光源の発光スペク
トルを測定することができる。外部入光光学系の配置図を図4に示
す。

光源が連続して点灯している場合は、内蔵の赤外光源による一般的
なスペクトル測定と同様の手法により、リニアスキャンモードで外部
光源の発光スペクトルを測定することができる。しかし光源がパル
ス発光（点滅）している場合で、かつパルス発光の周波数が測定した
いスペクトル領域のフーリエ周波数の範囲内に入っている場合、マイ
ケルソン干渉計での光の干渉による変調信号と、光源のパルス発光
による信号とが混ざり合ってしまい、正しいスペクトルを得ることが
できない。
光源がパルス発光している場合でも、パルスの周波数がフーリエ周
波数より10倍程度以上高い場合は、検出器のプリアンプの後にロー
パスフィルタを入れて高周波成分（パルス発光周波数の信号）をカッ
トすることにより、リニアスキャンモードでパルス発光している光源
の発光スペクトルを測定することができる。
たとえば前述の例では、光源のパルス発光周波数が76kHz以上で
あれば測定を行うことができる。

AMステップスキャン
リニアスキャンモードではマイケルソン干渉計の移動鏡を一定の速
度で動かしながら、各データポイントでデータのサンプリングを
行っている。図2で右側のグラフは時間とマイケルソン干渉計の移
動鏡の位置の関係、中央はHe-Neレーザの干渉波形、一番左は赤外
光の干渉波形を示している。

時間の経過に比例して移動鏡が動き、He-Neレーザの干渉波形の
ゼロクロス毎にサンプリングして赤外光のインターフェログラムを
得ている。

これに対してステップスキャンでは、移動鏡を各データポイント（He-

Neレーザの干渉波形のゼロクロス）に移動させた後に停止させ、移
動鏡が停止している状態でデータのサンプリングを行う。図3で右
側のグラフは時間とマイケルソン干渉計の移動鏡の位置の関係、中
央はHe-Neレーザの干渉波形、一番左は赤外光の干渉波形を示し
ている。

時間の経過にしたがって移動鏡は階段状に動き、それぞれの位置で
移動鏡が停止しているときにデータのサンプリングを行っている。
結果としてはリニアスキャンモードでの測定と同様の赤外光のイン
ターフェログラムが得られる¹。
ここで一般的な光検出器は周波数応答特性を持っており、DC信号
（変化しない光）の検出はできないことに注意する必要がある。移
動鏡を停止させた状態では光の強度変化（変調）が起こらないため、
検出器で光信号を検出することができない。検出器で光信号を検
出するためには、パルスレーザなどのように光源自身がパルス発光
している、またはチョッパーなどを使用して光を変調させる必要が
ある。

図2：リニアスキャン サンプリング

図3：ステップスキャン サンプリング

図4：外部入光光学配置図

図5：ローパスフィルタ
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光源のパルス発光の周波数が低く、通常のマイケルソン干渉計の
移動鏡のミラー速度ではパルス発光の周波数をフーリエ周波数
の10倍以上に保てない場合でも、ミラー速度を遅くしてフーリエ
周波数を下げることによって測定を行うことが可能になる。たと
えばミラー速度を0 .1581 cm/secに下げると、中赤外波数領域
（4,000 cm-1～ 400 cm-1）のフーリエ周波数は約630 Hz～ 63 

Hzになるので、約6.3 kHz以上の周波数でパルス発光している光源
の発光スペクトルであれば測定することが可能となる。
Nicolet 8700 FT-IRでは8.86 cm/secから0.0016 cm/secまで
の幅広いミラー速度を使用することができるため、広範囲のパルス
周波数で発光する光源の発光スペクトルの測定を行うことが可能
である。
リニアスキャンモードによる発光スペクトル測定で、ミラー速度を遅
くしてフーリエ周波数を下げることによって低いパルス周波数の光
源の測定も可能とはなるが、ミラー速度が遅くなることによって環
境の振動の影響を受け易くなるため、装置を除振台の上に置くなど
の工夫が必要となる場合がある。またサンプルの信号の周波数が
低くなることによって1/fノイズの影響を受け易くなり、より早いミ
ラー速度での測定よりもS/N比が低下する可能性があることを考
慮する必要がある。また近赤外領域のスペクトルを測定したい場合、
測定波数領域が高くなるのにしたがってフーリエ周波数が高くなる
ことも忘れてはならない。
リニアスキャンモードによる発光スペクトル測定では、測定したい
サンプルの発光スペクトルと共に、サンプルの発熱および環境から
のエミッションスペクトルも一緒に測定される。図6にリニアス
キャンモードで測定した、パルス周波数50 kHzのパルスレーザの発
光スペクトルを示す ²。この例では環境からのエミッションスペクト
ルの上に1200 cm-1のパルスレーザのスペクトルが重畳されて測定
されているのが確認できる。

ロックインアンプによる同期復調
リニアスキャンモードでのパルス発光スペクトル測定において、ロー
パスフィルタで高周波成分（パルス発光周波数の信号）をカットする
のではなく、ロックインアンプを使用して光源の発光に同期した信号
のみをサンプリングすることによって、光源の発熱や環境から発生す
るエミッションの影響を除いたサンプルから発光スペクトルのみを
測定することができる。図7にロックインアンプを使用した測定系の
ハードウエアの構成図を示す。

しかしながらロックインアンプで同期復調を行うためには光源のパ
ルス発光周波数の10倍程度の時定数が必要なため、依然として光源
のパルス発光周波数はフーリエ周波数による制限を受ける。光源の
発光の周波数は少なくともフーリエ周波数の10倍程度以上でなけ
ればならない。
リニアスキャンモードでの測定において、ロックインアンプを使用す
るかしないかは、測定する光源の発光スペクトルが環境のエミッ
ションによるスペクトルより十分に大きいかどうかで判断できる。
光源自体が加熱しているようなサンプルの場合、ロックインアンプ
を使用することによって良質なスペクトルを得ることができる。図8

にパルス周波数10kHzのパルスレーザの発光スペクトルを示す ²。

図6：リニアスキャン測定によるパルスレーザ発光スペクトル

図7：ロックインアンプを使用した測定系

図8： ロックインアンプを使用したリニアスキャン測定による 
パルスレーザ発光スペクトル
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◦光源のパルス発光周波数が測定したいスペクトル範囲のフーリ
エ周波数より1桁以上高く、発光エネルギーが強い場合は、リニ
アスキャンモードで測定することができる。
◦リニアスキャンモードの測定では、光源のパルス発光スペクトル
の他に、光源自身や環境からのエミッションスペクトルも一緒に
測定される。
◦ロックインアンプを使用することにより、リニアスキャンモードの
測定でも、光源自身や環境からのエミッションスペクトルを取り
除くことができる。
◦リニアスキャンモードの測定では、ロックインアンプを使用した
場合でも、光源のパルス発光周波数は測定したいスペクトル範囲
のフーリエ周波数より10倍以上高くなければならない。
◦AMステップスキャンを使用することにより

1.フーリエ周波数に影響されず、任意のパルス発光周波数の光
源の測定が行える。

2.低いパルス発光周波数の光源の測定で考慮しなくてはならな
い振動、および1/fノイズによる測定データへの影響を抑える
ことができる。

3.ロックインアンプの時定数を調整することで、非常に微弱な発
光の測定が行える。

以上によりNicolet 8700フーリエ変換赤外分光装置のAMステッ
プスキャン測定機能は、微弱な出力のパルス発光光源の測定に非
常に有効なツールであることが分かる。
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AMステップスキャンによる
パルス光源の測定
リニアスキャンモードがマイケルソン干渉計の移動鏡を一定の速
度で動かしながら各データポイントでデータのサンプリングを
行っているのに対して、AMステップスキャンでは移動鏡を各デー
タポイントに移動させた後に停止させ、移動鏡が停止した状態で赤
外光を変調させてデータのサンプリングを行う。
AMステップスキャンにおいて検出器で得られる光信号の変調周
波数は、光源のパルス発光周波数、またはチョッパーのオン-オフの
周期のみとなりフーリエ周波数は存在しなくなる。このためフーリ
エ周波数の影響を受けること無く、任意のパルス周波数で発光し
ているサンプルの測定が可能となる。AMステップスキャン測定に
おいて、光源のパルス発光の周波数は検出器のプリアンプのバン
ド幅のみに制限を受ける。たとえばNicolet 8700 FT-IRで使用し
ている標準のMCT-A検出器のプリアンプのバンド幅は175 kHz

である。
AMステップスキャン測定のためのハードウエア構成は、ロックイン
アンプを使用したリニアスキャンモード測定の構成（図7）と同じで
ある。ソフトウエアの設定によってAMステップスキャンモードの測
定を選択することにより、測定を行うことができる。
AMステップスキャンモードによる測定では：
1.移動鏡を停止させてデータのサンプリングを行う。
2.同じ光源をリニアスキャンモードで測定する場合のフーリエ周
波数より10倍以上高い、光源の変調周波数でサンプリングでき
る。
ことにより、パルス発光周波数の低い光源をリニアスキャンモード
で測定する時にデータの質を低下させる要因となる、振動および
1/fノイズによる影響を抑えることができる。
また干渉計を停止させてサンプリングを行うので、任意の長さの
時間でサンプリングを行うことができる。これによりロックイン
アンプの同期復調の時定数を長く取ることによって、信号の出力
が非常に弱い微弱な出力の光源のスペクトルを測定することが可
能となる。図9にパルス周波数50 kHz、10 nWオーダー出力の
LEDの発光スペクトルを示す ²。

まとめ
Nicolet 8700 FT-IRを使用したパルス発光光源のスペクトル測定
において、リニアスキャンモード測定、ロックインアンプを使用した
リニアスキャンモード測定、およびAMステップスキャン測定には次
の特徴がある。

図9：AMステップスキャンによるLEDのスペクトル




