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要   旨 

RV-1000はバイオレットレーザーダイオードを複数個組み込み，小型でありながら405nmの光

出力1Wを200μmファイバコアから射出する事が出来る光源ユニットである． 

気体レーザや固体レーザに比べて，本装置は小型，軽量，安価であり，特に本製品では空冷に

より動作温度を安定化している為，水冷使用機に対して設置も容易である事から，種々の用途に

使用されている． 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

RV-1000 is a light source module comprising consolidation of a plurality of violet laser diodes. While 

compact in size, it provides optical output at 1W through a fiber core of  200um diameter. 

Compared with gas laser or liquid laser type, this light source module is more compact in size, lighter 

in weight and with a lower price. Especially by employing air-cooling system to stabilize its operating 

temperature, it offers more flexibility and convenience than a water-cooling system type in installation. 

All these advantages have enabled its adoptions in a wide variety of applications. 
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 1．背景と目的 

半導体レーザーダイオードは年々短波長化，高出力化製

品の発表がなされている． 

半導体レーザーは気体レーザーや固体レーザーに比較し

て小型で扱い易い反面，出力が低いという欠点をもっている． 

400nm付近の半導体レーザーは比較的 近開発発表され，

単体での高出力化がいまも研究開発されているが，現時点で

は単体で200mWがその 大値となっている． 

本製品（RV-1000）は半導体レーザーの小型で扱い易いと

いう利点をそのままに，高出力化を図る事で，種々の用途に

利用可能な短波長半導体レーザー光源を提供する事を目的に

開発された． 

 

 2．製品の概要 

本機の主な仕様をTable 1に，全体外観をFig.1に示す． 

Table 1 Specification of RV-1000. 

波長 400-410nm 

光出力，可変範囲 1000mW以上，0～100％可変 

光出力コネクタ FCコネクタ 

光ファイバ（付属品） 
コア径 200μm，NA0.2， 
ファイバ長2m 

光出力安定性 ±2％（25℃，CW点灯，8時間） 

出力光外部変調 DC～100kHz（50％デューティ） 

レーザーダイオード 
冷却方式 

空冷（サーモモジュール使用） 

レーザークラス 4 

レーザー安全機能 
・電源ON／OFF用キースイッチ 
・リモートインターロック入力 

自己診断機能 

・レーザーダイオード温度制御エラー時に
レーザーダイオード保護機能が働き，全
レーザーダイオードの発光を停止し，パ
ネルのレーザーダイオード温度制御エ
ラー表示LEDが点灯，また外部にもエ
ラー信号を出力する． 

・エラーをリセットする際は一旦電源を
OFFのこと． 

供給電力 DC ＋12V±0.5V／ Max6A 

寸法 347×206×83 mm 

重量 約5kg 

 

本製品の も特徴的な機能は約A4サイズの本体でありな

がら，1Wの短波長405nmレーザーを200μmという小径ファ

イバコアから射出する事であり，広い使用環境条件で目的位

置に照射可能な事である． 

Fig.1 RV-1000 External View. 

 3．製品の特徴 

3-1 バイオレットレーザーダイオード 

製造がとても難しいとされていたバイオレットレーザー

ダイオードであったが日亜化学工業の開発の成功により，優

れた安定性をもった製品が提供され，現在もさまざまな用途

への適応が考案されている． 

現在，市販されているバイオレットレーザーダイオード

の1個あたりの光出力は，次世代DVD用の横モードシングル

で数mWから百数十mWまで，また露光光源用としての横

モードマルチで200ｍWである． 

バイオレットレーザーダイオードの利点は，短波長であ

るためビーム径を絞ることができ，例えばDVDの書込み読

み出しに使えば，同じ大きさのディスクを使ってより細かな

ビットを扱うことができるようになり，その結果，高密度の

記録・再生が可能になることである． 

一方，露光用光源としては従来のランプ光源に比べ長寿

命でランニングコストが削減できることとデジタル制御が容

易であることが上げられる． 

また，他の気体レーザーや固体レーザーにない利点とし

て，小型，軽量，低消費電力，低価格がある．これにより組

込装置の省エネ，省スペース化，低価格化に，寄与できる． 

本機はこのバイオレットレーザーダイオードを多数個組

み込みし小型軽量でありながら大出力を得ている． 
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3-2 集約光学系 

本装置は高出力，高エネルギー密度を特長とし， 大1W

のレーザー光がコア径200μmのファイバから出射される仕

様となっている． 

この仕様を満足するために，本装置では，複数のバイオ

レットレーザーダイオードからのレーザー光を1本のマルチ

モードファイバに結合する集約光学系を採用している． 

半導体レーザーとマルチモードファイバの結合光学系の

設計では，半導体レーザーのエミッションエリアサイズ，発

散角とマルチモードファイバのコア径，NAを考慮しながら，

結合効率が 適になるように，光学系の倍率等を決定してい

く．光学系の倍率が小さいほどビームスポット径は小さくな

り，ファイバのコア径に対する余裕度は大きくなる．しかし，

光学系の倍率を小さくするためには，収束ビームの収束角を

大きくしなければならない（＝NAが大きくなる）ため，

ファイバのNAに対する余裕度としては不利になってしまう． 

複数の半導体レーザーと1本のマルチモードファイバを結

合する場合，ファイバのNAは制限されているため，1個の半

導体レーザーからのビームに許される収束ビームのNAは，

半導体レーザーの個数が増えるほど，小さくしなければなら

ず，光学系の倍率は大きくなってしまい，ビームスポット径

のコア径に対する余裕度は小さくなってしまう．また，光学

系のサイズも大型化してしまうため，光学部品のコストアッ

プや商品イメージダウンなどのデメリットが生じてしまう． 

本装置では，アナモフィック光学素子を使用し，半導体

レーザーのエミッションエリアの非対称性とアナモフィック

光学素子の非対称性を適切にマッチングさせることで，複数

のバイオレット半導体レーザーからのレーザー光を1本のマ

ルチモードファイバに高効率で結合する小型の光学系を実現

している． 

具体的には，半導体レーザーの配列も非対称になってお

り，配列数の多い方向のビーム光束幅がアナモフィック光学

素子によって縮小され，光学系サイズの大型化を抑制しつつ，

NAおよび光学系の倍率の条件を満足するようなレイアウト

となっている．光学系の倍率は，アナモフィック光学素子に

より水平方向と垂直方向で異なることになるが，半導体レー

ザーの配置の向きを，光学系の倍率の大きい方向にエミッ

ションエリアの小さい方向，光学系の倍率の小さい方向にエ

ミッションエリアの大きい方向となるような向きにすること

で，ビームスポット形状を略円形に成形しつつ，スポット径

をコア径に対して十分余裕のあるサイズに収めている． 

これらの方法により，本装置では，光学系サイズを大型

化させることなく，複数のバイオレットレーザーダイオード

からのレーザー光を1本のマルチモードファイバ，しかもコ

ア径200μmという細いファイバへの高効率な結合を実現し

ている． 

なお，本装置のファイバコア径は200μmと小さいため，

ファイバ出射光の集光が容易である．現在，ファイバ出射端

に接続するオプションレンズとして，0.75倍，1倍，2倍の集

光レンズ3種とビーム径14mmのコリメートレンズをライン

ナップしている．Fig.2にオプションレンズを示す． 

特にコリメートレンズを装着した場合のビームプロファ

イルをFig.3に，実投影の様子をFig.4に示す． 

本製品は，波長405nmの高エネルギー密度のレーザー光を

必要とする応用用途には 適な製品である． 

 

Fig.2 Optional Lenses. 

Fig.3 Beam Profile after Collimating. 

Fig.4 Beam Photo. 
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3-3 空冷システム 

半導体レーザーは，その動作温度によって動作電流など

が変化する事が知られている．とりわけ発振波長が変化する

現象は，光出力を自動調整するAPC（オートパワーコント

ロール）に代表される電子回路による制御では補償できない

為，半導体レーザーの動作温度を一定にする事は特に重要で

ある． 

特に，本製品はバイオレットレーザーダイオードを複数

搭載しており，DVD機器などの民生機器に見られるような

簡易な方法（通常は筐体に自然放熱）では冷却しきれない． 

冷却方法は大別すると水冷と空冷がある． 

水冷方式はチラーと呼ばれる水温調整装置にて一定温度

に制御した冷媒をパイプに通して温度を一定にする方式であ

り，装置が大型になり，設置の自由度も低くなってしまう． 

一方，空冷システムはペルチェクーラと呼ばれる，電子

冷却素子にて直接的にレーザーダイオードを冷却する為に，

チラーが不要で，装置の小型化と自由度が高くなる． 

ペルチェクーラは2種類の金属の接合部に電流を流すと，

片方の金属からもう片方へ熱が移動するという「ペルチェ効

果」を利用した素子である．可動部が無く，騒音を発生しな

い冷却装置である． 

実際にはこの片方へ逃がした熱を強制排熱する必要があ

り，ヒートシンクとファンを用いて排熱する． 

レーザーダイオードの温度はそのケース温度を測温素子

にて測定し，指定温度になるように，ペルチェクーラに流す

電流量をコントロールする電子制御回路によって制御されて

いる． 

本製品では複数のレーザーダイオードを制御下に置く必

要があり，レーザーダイオード→ペルチェクーラ低温側→ペ

ルチェクーラ高温側→ヒートシンクの熱流路とレーザーダイ

オードの電流路が複雑に交差する為に特に熱流路構造に工夫

が必要であった． 

通常はペルチェクーラとヒートシンクに電子回路用の通

路確保の為の貫通穴を開けなくてはならないが，熱効率が落

ちてしまう為に，ペルチェクーラ，ヒートシンクを大きくす

る必要があった． 

本製品はこの点を打破する為に熱流路を立体構造とし電

子回路の通路と干渉しないように配置した． 

この際，熱流路の設計はリコー製品における熱流路設計

を基本に，動的シミュレーションを可能にした上で事前に検

証し試作レスで熱流路の構築をする事が出来た．この結果，

複雑な熱流路であるにもかかわらず，本装置の使用環境条件

15℃～35℃，及び0～1Wの全光出力範囲で25±2℃以下に制

御可能になっている． 

この結果，バイオレットレーザーダイオードの発光波長

の変動はFig.5のグラフから読み取れるように0.5nm程度とな

る． 

実際に採用している熱流路をFig.6に示す． 

 

Fig.5 Peak Wavelength vs. Case Temp. 
(From Nichia Kagaku Kogyo Products Guide) 

 

Fig.6 Heat Flux Road. 

本装置はペルチェクーラ，ヒートシンク，空冷ファンと

レーザーダイオードの保持部材からなる熱流路と，この熱流

路を制御する電子制御装置も含めて約A4サイズの製品の中

に納め完全なパッケージとしている． 

この為，本システムは可搬性がよく，設置起動までの時

間は数分以下である． 

起動後の熱回路安定までの時間も短く数秒から数十秒で

安定する． 
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3-4 電子制御回路 

本装置の電子制御回路は発光制御回路と温度制御回路か

ら構成されている． 

発光制御回路は複数のレーザーダイオードを個々に安定

に点灯するための電子制御回路であり，リコーの複写機用

レーザー書込みユニットで培われた，高速オートパワーコン

トロール回路（APC）を複数回路搭載し，これらを連携動作

できるように構成されている． 

今日の複写機は高速なデジタル対応に伴いレーザー書込

みユニットの発光制御回路は高速で複雑な光変調制御が出来

るように進化し続けている． 

本装置はこの複写機で使用される発光制御回路に比較す

ると，高い光出力を制御する点が異なり，これに対応するよ

うに 適化している． 

この結果，光変調応答周波数はリコーの書込みユニット

に比較すると遅くDC～100kHzであるが，0～1Wを変調する

ことが可能となっている． 

 

温度制御回路は複数のレーザーダイオードの温度を高精

度に一定に保つための温度制御回路である． 

温度制御回路は先に述べたペルチェクーラと測温素子で

あるサーミスタを使用し外気温が変化してもレーザーダイ

オード温度を25±2℃以内に保つよう制御している． 

この結果，波長変化もなく光出力安定性±2％を実現して

いる． 

温度制御の状態は外部より監視できるように背面パネル

コネクターからモニター出力しており，前面パネルのインジ

ケータでも確認出来るように構成している． 

ファンが何らかの異常でロックした場合や，異常な高低

温度検出時など温度制御エラー時は安全の為，ペルチェクー

ラ通電停止と光出力停止の保護機能を備えている． 

Fig.7に温度制御基板の外観を示す． 

 

Fig.7 Temperature Control Board. 

3-5 応用用途 

3-5-1 次世代DVD部品検査用途 

本機は，その発光中心波長が405nmである事から次世代

DVD（HD，BDの2方式共）光学部品の検査・試験用光源に

活用されている． 

採用理由は本機の特徴である高出力，小径コア径，ファ

イバ出力という点が有効利用できるからである． 

一般に加速試験を行なう為には，その環境印加条件を厳

しくする方法が知られているが，本装置は次世代DVDに組

み込まれるレーザーダイオードの出力60mWの実に16倍の大

出力を印加する事が出来る． 

また，環境試験は過酷な温湿度条件に被試験体を配置し

て試験を行なうが，この際に問題になるのが印加条件の安定

性である． 

印加条件が光である光学部品では，この安定した光源を

印加環境条件で得る事は容易ではなく，環境槽の観測窓から

レーザーを照射するなどの大変な準備が必要であった． 

本装置では，ファイバ先端を環境槽に入れる事で簡単に

この環境試験が可能となる． 

DVD関連部品はそのサイズが小さく1mmに満たないもの

も存在するが本製品のファイバコア径は200μmであり，そ

の開口数NAは0.2である為、小径の光線を取り出す事が可能

で，ファイバ先端にオプションレンズを取り付ける事で，容

易に光線の大きさを設定する事も可能である． 

本装置のシリーズ機種としてRV-8X01を2006年7月に発売

開始した（Fig.8），光出力は170mW×8chとなっており，

個々の出力は低いが，ファイバコア径は100μmとしており，

パワー密度は200μmコアの4倍得られるようにしてある． 

この製品はそれほど大出力を必要としないが，同時に大

量の試験が必要な用途に適した製品である． 

 

Fig.8 RV-8X01(170mW×8ch)External View. 
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3-5-2 製版機用光源 

近年，高性能で小型な電子機器が携帯電話を初めに生活

に浸透してきている． 

これらを支える電子部品搭載技術はCSP/FC-BGA（Chip 

Size Package/Fillip Chips - Ball Grid Allay）へと進化し，高密

度実装を実現している．これに伴い，フレキシブル基板やモ

ジュール基板，電子部品等の製版を行なう装置として短波長

のダイレクトイメージャーが使用されている． 

ダイレクトイメージャーは従来のアナログ露光で必要で

あった露光版が不要で，設計データから直接感材露光により

製品を製作するもので，高速に高精細な製品加工が可能に

なっている．この分野でも高精細化の為にバイオレットレー

ザーダイオード搭載が進んでおり，スキャニング素子による

ものやDMD（Digital Micro mirror Device）素子を利用したも

のなど多彩に発展しており今後に期待される． 

3-5-3 検査機用光源 

表面検査技術も高密度化を支える重要な技術であり，高

密度化に伴い，その検出能力の向上が求められている． 

半導体プロセス用ではウエハーの表面検査やパターンの

検査を行い，歩留まり向上を行なう為に利用されている． 

フィルムやシート状製品の欠陥を検出する用途も多く，

液晶用光学フィルムやガラス基板の検査に多く利用されてい

る． 

これらの利用形態の多くは，その被検査品が移動してい

る状況で検査する為，高速でその検査画像を取得する必要が

ある事から，撮像素子にはラインカメラが用いられる． 

通常のCCDカメラでは1フレームを取り込む時間中に被検

査品が移動してしまい，像が流れてしまうからである． 

検査用光源はこのラインカメラに適用させる為にライン

状の光線が必要となる． 

光源のちらつきはあってはならず，このためスキャニン

グは利用されていない． 

現在，多くの検査機はハロゲンランプや蛍光灯を用いて

ファイバーアレイなどによってライン光源を実現しているが，

検出サイズを微細化する為，使用波長を短波長にする試みが

なされている． 

 

RLI-0023はこの用途向けにRV-1000のファイバ出力に取り

付けるだけで約800mmのライン状光源が得られる製品である． 

Fig.9にRLI-0023の外観図，Fig.10に長手方向の照度分布，

Fig.11に短手方向の照度分布を示す． 

 

Fig.9 RLI-0023 External View. 

Fig.10 Illumination Distribution in Longitudinal Direction. 

Fig.11 Illumination Distribution in Widthwise Direction. 
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3-5-4 光造形用光源 

光造形は光を当てると硬化する特殊な樹脂を利用して3次

元立体のモデルを製作するもので，その用途は工業用途のみ

ならず，近年は医学用途で，手術前の確認用に患部の立体モ

デルを製作するなどの応用も検討されるなど目覚しい発展を

遂げている． 

応用用途はマイクロマシン用途にも広がり，この目的の

為に精細度を向上すべく，ここでも短波長化（405nm）製品

が近年発表されてきている．光造形によるマイクロマシンが

利用される日も近いと思われる． 

3-5-5 微細半田付け用光源 

加速する電子機器の小型化に組立技術や接合技術の開発

も要求されてきており，微細半田付け用光源としてバイオ

レットレーザーダイオードが採用されている例がある．電子

機器のパターンあるいは切片として多用される金メッキは

405nm帯の短波長側で非常によい光吸収特性があり，バイオ

レットレーザー光源は，金パターンを加熱するのに非常に優

れている．従来の近赤外レーザーでは金パターン以外の周辺

部も加熱してしまい，周辺部にダメージを与えてしまってい

たが，本製品では例えば200μmの金パターンのみを狙って

照射でき，そのパターンに搭載された微小ボール半田のみを

加熱溶融し切片との半田接合が可能となっている．今後ます

ます小型化が進む電子デバイスの接合において，バイオレッ

トレーザー光源による接合技術の需要は拡大していくと思わ

れる． 

3-5-6 微細樹脂溶着用光源 

レーザーによる樹脂溶着は接着の代替としての利用が検

討されており，その特長として下記の項目があげられる． 

1) 部材の削減となる． 

・固定用部材などの削減ができる． 

2) 接着剤が不要となる． 

・接着剤の煩雑な管理が不要となる． 

（保管温度，使用期限，購買管理等） 

・ディスペンサーの管理が不要となる． 

（各設定値，温度管理，針などの購買管理等) 

3) 変形量が少なく，調整固定に有利． 

・接着材の硬化収縮を気にしなくて良い． 

4) 高気密性が可能となる． 

・接着材の量の影響がなく均一接着が可能． 

 

樹脂溶着の代表例として光透過性樹脂と光吸収性樹脂の

溶着がある．（Fig.12） 

 

Fig.12 An Example of Resin Welding. 

溶着の原理は， 初に光透過性樹脂を透過したレーザー

光が光吸収性樹脂に照射され，その場所がエネルギー吸収に

より昇温，溶融する．その時，光吸収性樹脂に密着した光透

過性樹脂は伝熱により昇温して，両者とも溶融した状態にな

る．レーザーの照射を止めると温度が下がり，固体となり溶

着が完了する．この時重要な要素として両者の密着性がある． 

密着が不十分であれば，伝熱がうまく行われず，溶着が

不完全な物になる．Fig.13はレンズ枠にレンズを樹脂溶着で

接着する様子を示している，この場合はレンズを収納する枠

が光吸収性樹脂となり，レンズが光透過性樹脂となっており，

上記で説明の溶着が可能となる． 

 

Fig.13 Lens and Lens Frame Welding. 
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もうひとつの例として光吸収樹脂間の溶着がある．この

場合は二つの部材の中間にレーザー光を照射し，両者を同時

に溶融させることにより溶着が可能になる．（Fig.14） 

 

Fig.14 Welding between Optical Absorbing Resins. 

溶着装置PPW-1000（Fig.15）は，この樹脂溶着を容易に

行なう為にRV-1000を用いて構成した樹脂溶着装置である． 

 

Fig.15 PPW-1000 External View. 

PPW-1000は特に円周用の溶着装置として開発された．用

途としては光学レンズ鏡筒の組立（デジタルカメラ，携帯電

話用カメラ等）である． 

本装置の特長はレーザー溶着による特長のほかに下記の

特長がある． 

1) レーザーパワーの設定，治具の回転数をタッチパネル

で入力可能の為，条件設定が容易． 

2) 加圧機構による組み付け部品の浮き上りの防止． 

3) 高さ検出機構による組み付けエラーの防止． 

4) 回転部インデックス機構により多点分割溶着が可能． 

5) 溶着位置が目視で確認可能． 

6) 装置のコンパクト化により卓上作業が可能． 

上記の特長のほか，オプションにより自動化への対応が

可能となっており小径のレンズ鏡筒の組立に適合した製品と

なっている．ワークの固定は上部からの加圧と，下部からの

吸着を選択できる．レーザーの照射は斜め上方より行い，照

射位置の調整は，マイクロメーターヘッドにより設定が容易

になっている．溶着時間は製品の大きさによるが，φ8mmの

溶着で5秒程度である．ここでも，本製品のファイバコア径

200μmである事が微細な加工を容易にし，またファイバに

よる自由度がワークへの照射位置の調整を容易にしている． 

本装置は円周の溶着という組立用途で開発されたが，2次

元，3次元の溶着，自動化対応など市場ニーズに対応した開

発を継続中である． 

 

 4．今後の展開 

半導体レーザー光源を集約化し高出力にして一本のファ

イバから出力する本機の構成は，これまで述べてきたような

自由度があり，種々の分野へ，その自由度を活かした応用展

開が行なわれている． 

波長に関しても405nm以外の半導体レーザーも続々と高出

力化の発表がなされており，同様な展開が期待出来る． 
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