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高速レーザープリンター用マルチチャンネル半導体レーザー

アレイの開発 
Development of Multi-Channel Laser Diode Array for High-Speed Laser Printer 

坂本 順信* 望月 健至* 片岡 慶二* 
Junshin SAKAMOTO Takeshi MOCHIZUKI Keiji KATAOKA 

要   旨 

高速レーザープリンターは帳票，明細書などの業務用データを大量印刷するために高速化が一

貫して求められてきたが，近年はマニュアルやブック印刷へも適用が拡大されており，高解像度

化も要求されるようになってきている．高速，高解像度化を同時に実現するにはマルチビーム数

の増加が必須であり，この要求に答えるための超マルチビーム化の一貫として5チャンネルおよ

び20チャンネル半導体レーザーアレイおよびビーム合成法によるビーム数の2倍化技術について

開発に取り組んできた．開発した技術の概要は下記のものである． 

(1) 5チャンネル半導体レーザーアレイ（レーザー出力：10mW/ch.，波長：635nm）． 

(2) 20チャンネル半導体レーザーアレイ（レーザー出力：10mW/ch.，波長：658nm）． 

(3) 半導体レーザーアレイを2個用いるビーム合成法． 

上記技術による40ビーム走査光学系では，印刷ドット密度1200dpi，印刷幅495.3mm（19.5イン

チ）で印刷速度2,000mm/秒（78.7インチ/秒）程度の印刷が可能である． 

ABSTRACT 

High-speed laser printers have been steadily required high-speed for printing a large volume of 

statements, accounts and so on. Moreover, recently the printers are extending the application area to 

printing of manuals and books where high-resolution printing is required. To realize high-speed and high-

resolution printing simultaneously it is necessary to increase the number of multiple beams. From the 

point of view we have been developing multi-channel laser diode arrays and the beam synthesizing optics 

using two laser diode arrays. In this report we describe the development results as follows,  

(1) Five-channel laser diode array that has 10mW/ch laser output and 635nm wavelength. 

(2) Twenty-channel laser diode array that has 10mW/ch laser output and 658nm wavelength. 

(3) Beam synthesizing optics using two laser diode arrays. 

The forty beam scanning by the devices described above would enable the printer to have, for example, 

about 2,000mm/s (78.7 inch/s) print speed with 1200 dot/inch print dot density and 495.3mm (19.5 inch) 

print width. 
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 1．はじめに 

高速プリンターは帳票，明細書などの業務用データを大

量印刷するために高速化が一貫して求められてきたが，近年

はマニュアルやブック印刷へも適用が拡大されており，高解

像度化も要求されるようになってきている．高速，高解像度

化を同時に実現するには，マルチビーム数の増加が必須であ

り，この要求に答えるための超マルチビーム化の一貫として

5チャンネルおよび20チャンネル半導体レーザーアレイおよ

びビーム合成法によるビーム数の2倍化技術について開発に

取り組んできている．本報告では，この開発した結果につい

て述べる． 

 

 2．走査光学系におけるマルチビーム仕様 

2-1 光走査光学系の概要と走査方式 

Fig.1は半導体レーザーアレイを用いた走査光学系の概略

図を示している．アレイから出射したビームをコリメータレ

ンズで平行光にし，光走査方向には次の2枚のレンズで更に

平行光に変換するとともに，マルチビームがポリゴンミラー

の同一箇所を照射するようにしている．副走査方向のビーム

はポリゴンミラー面に焦点を結ばせている．ポリゴンミラー

で偏向走査したビームは走査レンズで感光ドラム上を走査す

る．このFig.1の光学系では感光ドラム上でマルチビームは

斜めに配置し，走査させている．半導体レーザーアレイの発

光部は密接して配置できないために，結像したアレイスポッ

トは分離した間隔をもって形成することになる．斜め走査方

式は感光ドラム上のマルチビームを斜めにして走査すること

で密接した光走査線を形成している．1) 

2-2 マルチビーム数とレーザープリンター仕様 

高速，高解像度のレーザープリンター光学系では，1ドッ

トを印刷する光変調時間が印刷性能の限界を決める重要なパ

ラメータである．Fig.2は1ドットを印刷する光変調時間の限

界を10ns，マルチビーム本数を5ビーム，20ビーム，40ビー

ムの場合において，印刷速度と印刷ドット密度の関係を算出

したものである．ただし，ポリゴンミラ－面数を6面，走査

レンズ焦点距離を400mmとした．これによると40ビーム走査

では1200dpi，2,000mm/s程度まで可能であることがわかる． 

2-3 マルチビームに要求される項目 

マルチビーム走査光学系において，マルチビームに要求

される項目を挙げる． 

(1)レーザーパワー 

印刷速度，感光材料感度および光学系の光利用効率に依

存する．光学系の光利用効率は走査方式によっても大きく変

わるので留意が必要である． 

 

Laser diode array

Polygon  mirror

Collimator lens

Scanning lens

Photoconductor drum

Beam detector

Fig.1 Laser printer optics using multiple beams. 

Fig.2 Relation between print speed and print dot density 
in multiple beam scanning case where the time to 
print one dot is 10ns.  
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(2)発光部間隔 

マルチビーム数が大きくなると，光学系部では光軸から

離れた位置をビームが通過することになるため，また，特に

縦走査方式では光スポットを隣接させる必要から小さい発光

部間隔が望ましい． 

(3)マルチビーム相互間の波長のずれ 

光学系色収差の影響で印刷幅が個々のビームで異なる現

象が生じることがある．印刷幅変動を検出してデータ制御に

より修正する方式もあるが，用いないことを想定し，また光

学系色収差補正機能を考慮し，素子間ばらつきとして1nm以

内を目標とした． 

(4)ドループおよびクロストーク 

レーザープリンターにおいては，印刷領域外で半導体

レーザー（以下LDと略す）を発光させ，光パワーが所定値

になるように電流を設定する．印刷領域内ではLD電流を一

定に保つように制御するが，LD発光部自体の発熱から光パ

ワーが減少し，印刷濃度が変動する現象が生じる．これをド

ループと称している．また，クロストークはマルチビーム中

の1ビームの光出力が，他のビームのon，off状況により変動

する現象である．この開発では，ドループとクロストークの

両方込みで10%以下を目標とした． 

 

 3．5チャンネル半導体レーザーアレイ 

5チャンネル半導体レーザーアレイ(2) （以下，5ch LDAと

略す）は，有機感光体のほか高耐久感光体As2Se3の感度に

も適合すること，視認性が良いこと，およびビームを小さく

絞るためには波長が短い方が光学的に有利であることから波

長635nmを選択した．Table 1には5ch LDAの仕様を示す． 

Table 1 Specifications of 5ch LDA. 

Item Symbol Min Typ Max Unit 

Optical Output 
Power 

Po 10 - - mW 

Threshold 
Current 

Ith -  27 mA 

Slope Efficiency η 0.4 0.6 0.8 W/A 

Wavelength λp 610 635 645 nm 

Droop Rd - - 10 ％ 

 

このLDAは基材にAlGaInPを用いており，熱の影響による

特性を改善し，ドループを抑制することが課題である．ド

ループは注入電流の流れ込みによるジュール発熱で光出力が

低下していく現象であり，このドループ低減の影響因子であ

るLDAチップの端面反射率としきい値電流（Ith）の最適化，

および駆動方式の改良を行った． 

3-1 Ithと端面反射率の最適化 

LDAチップの光出射端面は酸化や汚染防止のために誘電

体膜が蒸着され，膜厚によって端面の光反射率が変化する．

Fig.3はLDAの前側反射率をパラメータとし，共振器長等を

変えることで，しきい値電流Ithを変化させ，ドループを測

定した実験結果を示す．この結果によると，ドループは前側

端面反射率を高くし，Ithを低くした方が低ドループ化に有

利であるが，端面反射率50～60％では10ｍW近傍でI-L特性

にキンクが生じるため，前側反射率として32％を採用した． 

 

Fig.3 Relation between droop and facet reflectance. 

3-2 駆動方式の改良 

LDの動作電圧（Vop）と光出力は相関関係にあり，立上

がり時のVopを抑え，光出力のピークをカットすることで，
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Fig.4 Schematic of improved drive circuit. 
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ドループが低減できることがわかった．この知見に基づき

Fig.4に示すように，LD駆動回路はツェナーダイオードをLD

と並列に配した定電圧回路構成とした．この結果，Fig.5に

示すように環境温度40℃においても25℃と同等である5%程度

のドループ率にすることができた． 

 

Fig.5 Relation between droop ratio and package temperature. 

3-3 I-L特性 

Fig.6に5ch LDAの電流－光出力（I-L）特性を示す．ch間

でIthやスロープ効率のばらつきは少なく，10mWまでの線形

性が確保されている． 

Fig.7に5ch LDAの外観を示す．標準のφ9パッケージを用

いている． 

 

Fig.6 Relationship between light output and injection 
current of 5ch LDA. 

 

Fig.7 Package of 5ch LDA. 

 4．20チャンネル半導体レーザーアレイ 

波長658nmの20ch LDAは，高速域での1200dpiを超える高

解像度のレーザープリンターを実現するために開発している． 

Table2に20ch LDAの仕様を示す．端面発光レーザーの狭

ピッチ化および多チャンネル化を図るには素子の温度上昇お

よび応力がレーザー特性に及ぼす影響に留意する必要がある． 

Table 2 Specifications of 20ch LDA. 

Item Symbol Min Typ Max Unit 

Optical Output 
Power 

Po 10 - - mW 

Threshold 
Current 

Ith -  25 mA 

Slope Efficiency η 0.4 0.6 0.8 W/A 

Wavelength λp  658 660 nm 

Droop Rd - - 10 % 

 

 

 

Fig.8 Effect of temperature and stress on laser characteristics. 
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Fig.8に温度，応力のレーザー特性への影響および開発項目

をまとめて示した．この章では，素子温度低減のためのパッ

ケージ構造および素子歪み応力低減の取り組みについて述べ

る． 

4-1 素子温度上昇の低減 

20ch LDAは端子の数も22本（20ch+PD端子+COM端子）と

多くなるため，Fig.9(a)に示すように端子の基板にはセラ

ミック基板を用いている．従来のLD構造では，素子冷却は

マウントしているヒートシンクおよびステムを介して冷却し

ていたが，この構造では困難であるためにヒートシンクの一

部をパッケージの外部に突出させ，ヒートシンクを強制空冷

可能な構造とした．この構造の採用によって，直接ヒートシ

ンクに冷却フィンを取り付け効率よく素子を冷却することが

可能となる．Fig.10はパッケージ単独を自然放熱する条件で，

φ9mmパッケージと今回の20ch用パッケージの温度上昇を比

較したものである．φ9ｍｍパッケージのレーザー素子から

外部冷却接触面までの熱抵抗が28℃/Wに対し，本構造では

熱抵抗を17℃/Wまで低減できている． 

 

Fig.9 Photograph of inner structure (a) and package (b) 
of 20ch LDA. 

 

Fig.10 Relation between temperature rise and total current. 

4-2 活性層の歪応力低減 

20ch LDAは発熱密度が高いため，リッジ構造で放熱性の

良いジャンクションダウンで組み立てる構造とした．一方，

狭ピッチによるチャンネル間の電気的クロストーク低減のた

めにアイソレーション溝の検討も進めた．Fig.11は，チャン

ネル間に設けたアイソレーション溝がある場合と無い場合に

おいて，ヒートシンクへのボンディング時の熱収縮による活

性層の変形をシミュレーションしたものである．図(a)に示

すように，アイソレーション溝を設けた素子の場合はY方向

の活性層の歪が大きくなっているが，図(b)に示すアイソ

レーション溝を無くした素子の場合は，ヒートシンク材料を

更に選ぶことで活性層の歪みを小さく抑えることが可能と

なっていることがわかる．Fig.12はアイソレーション溝があ

る素子と無い素子を多数試作し，I-L特性におけるスロープ

効率のばらつきを比較した結果である．溝を形成させた素子

は試作素子間でスロープ効率のばらつきが大きく，これは活

性層の歪みが原因と考えている．この活性層の歪は，波長ば

らつき誤差も大きくする結果が得られており，本開発ではア

イソレーション溝を無くし，活性層の歪を低減する構造を採

用することにした． 

一方，アイソレーション溝を無くすことは，電気的クロ

ストークの発生が懸念されるため，実験評価した．評価方法

および得られた結果をFig.13に示す．ch1を1kHz，3ｍWで駆

動し，一方，ch2～ch20を同時に50μs遅延させて1kHz，

3mWで駆動する．このときのch1の光出力をピンホトダイ

オードで観察した結果によると，図中に矢印部で示すch2～
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ch20を駆動したポイントで，ch1の光出力が2％大きくなって

いるが，許容範囲内であり電気的なクロストークの影響は少

ないといえる．これはチャンネル間の電気抵抗が数KΩと大

きいためと考えている． 

 

Fig.11 Strain of laser active area. 

Fig.12 Comparison of slope efficiency variation. 

(a)           (b) 

Fig.13 Crosstalk waveform (a) and drive pulse (b). 

4-3 ドループの低減 

ドループ低減を図るためには，3章で述べたレーザー端面

反射率の最適化を行うことの他に，共振器長を短かくし，し

きい値電流を低く抑えることが有効である．開発した素子の

25℃でのしきい値電流は15mＡ前後と低くすることができた．

ドループ特性をFig.14に示す．この図は，全チャンネル同時

に，1kHz，3ｍWで発光させ，パッケージ周囲の温度25℃，

50℃，60℃にてドループ率を評価したものである．50℃，バ

イアス電流／しきい値電流＝0.5の設定で10％以下とするこ

とができた．また，高温時のドループ対策としては，前述し

た外部冷却を併用することで更に効果があることを確認して

いる． 

 

Fig.14 Relation between droop ratio and package temperature. 

4-4 20ch LDAのI-L特性および発光パターン 

Fig.15に20ch LDAのI-L特性の一例を示す．ch間でIthやス 

ロープ効率のばらつきは少なく，10mWまでの線形性が確保
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されている．Fig.16に試作した20ch LDAの発光パターンの写

真を示す． 

 

Fig.15 Relationship between light output and injection 
current of 20chLDA. 

 

Fig.16 Light pattern from 20ch LDA. 

 5．ビーム合成光学技術 

印刷ドット密度が600dpi，1200dpi，2400dpiと高解像度化

されていくに従い，マルチビーム数を多くする必要が生じる

ことはFig.2において説明した．しかし半導体レーザーアレ

イのチャンネル数を増すことにも限界があるため，2個の半

導体レーザーアレイを用い，ビームを合成することでマルチ

ビーム数を2倍化する光学系を開発することにした．開発に

おいて留意した点は，①比較的大きなサイズのLDAでも2個

用いることができること，②合成後のビームは感光材料上で

任意に近接させることができること，である．なお実験にお

いては，光源として150μm間隔の5ビームを出射する2式の

光ファイバアレイを用い，1200dpi印刷用として10ビームに

合成する実験検討を行った．それぞれの光ファイバには波長

405nmの紫色半導体レーザーを結合させている． 

 

Fig.17 Beam synthesizing optics. 
(a) structure, (b) light spot arrangement by 
synthesizing beams. 

5-1 ビーム合成光学系 

Fig.17(a)にビーム合成光学系を示す．それぞれの光ファイ

バアレイ（A光源，B光源とする）から出射する5ビームをコ

リメータレンズで平行光にし，無偏光ビーム合成プリズムで

10本ビームに合成している．このビーム合成方式は2式の光

源ユニット寸法が比較的大きい場合でも合成プリズム自体の

寸法は小さく，合成後のビームは任意に近接させることがで

きる特長を有している．Fig.17(b)は感光体上に合成した10

ビームの配置を示す．A光源，B光源からのそれぞれの5ビー

ムは600dpi相当のビーム間隔（42.33μm）に調整されており，

互いに補間して1200dpi相当のビーム間隔（21.17μm）をも

つ10ビームを得ている．また，それぞれの5ビームの主走査

方向位置をほぼ一致させており，合成に伴う印刷幅の損失を

抑えている．更に，走査方向の同期検出をA光源，B光源そ

れぞれ異なる位置のビームで行うことにより，走査毎の制御

を可能としている．本方式は原理的にビーム数に依らないた

め，20 LDA2個による40ビーム光源の実現も可能である． 

(b)
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5-2 合成光学系の実験結果 

繰り返し環境特性評価によるA光源，B光源の相対的位置

変動を測定した．ホルダ材質，固定手段の最適化により，A

光源，B光源の相対位置変化0.6μm/30Kの結果を得た．全光

学系の倍率を7倍とすると，1200dpiで±10％の走査線間隔の

変動に相当する値であり，実用可能な範囲である． 

 

 6．結言 

高速，高解像度化を同時に実現するにはマルチビーム数

の増加が必須であり，この要求に答えるための超マルチビー

ム化の一貫として5チャンネルおよび20チャンネル半導体

レーザーアレイ（LDA）およびビーム合成法によるビーム数

の2倍化技術について開発に取り組んできた．開発した技術

は下記のものである． 

(1) 5チャンネルLDAを開発した．光出力：10mW/ch，波長：

635nm． 

① ドループ低減のためにLDAのしきい値電流および端面

反射率の最適化を行った． 

② ドループ低減にLDと並列にツェナーダイオードを配置

した定電圧駆動方式が有効であることを示し，環境温

度40℃においても5％程度のドループに抑えることがで

きた． 

(2) 20チャンネル半導体レーザーアレイを開発した．光出

力：10mW/ch，波長：658nm． 

① セラミック基板を内部にもつパッケージを開発した．

レーザー素子からステムまでの熱抵抗は17℃/W. 

② 低しきい値電流化（15mA）および上記①の対策でパッ

ケージ温度50℃まで，10％程度のドループに抑えるこ

とができた． 

(3) ビーム合成光学系で2式の5ビーム素子から1200dpi用10

ビームを発生させ，繰り返し環境温度特性評価実験にお

いてビーム配列の安定性を確認した． 

今後，これらマルチビーム光源技術を搭載したプリン

ターの製品化に向け検討を進めて行く． 

なお，半導体レーザーアレイの開発においては，（株）日立

製作所 中央研究所の協力を頂いた． 
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