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    レーザー・ダイオード・モジュールレーザー・ダイオード・モジュールレーザー・ダイオード・モジュールレーザー・ダイオード・モジュール  
 

データデータデータデータ    シートシートシートシート    
このデータ シートでは、以下の品目について記載
しています。 
 
デバイス RSRSRSRS 品番 
Beta TXBeta TXBeta TXBeta TX シリーズシリーズシリーズシリーズ 
1mW 変調 
3mW 変調 
3mW 変調 
Beta CWBeta CWBeta CWBeta CW シリーズシリーズシリーズシリーズ 
1mW 連続波 
1.5mW 連続波 
3mW 連続波 
3mW 連続波 
3mW ライン ジェネレータ 
3mW 広角ライン ジェネレータ 
シングル標準レンズ 
ライン ジェネレータ レンズ 
広角ライン ジェネレータ レンズ 
レーザー ダイオード ホルダ 

 
564-504 
194-004 
111-368 
 
194-010 
111-346 
111-352 
194-026 
194-032 
213-3613 
194-048 
194-054 
213-3629 
213-3641 

 

概要概要概要概要 
これらのデバイスは、機器組込み用として設計さ
れています。出力は BS(EN)60825 に従って設定さ
れていますが、レーザーはその仕様による認証は
受けていません。他の装置に組み込む場合、装置
全体が規格に完全に適合するためには、安全機能
の追加が必要になることがあります。これらの製
品を使用する前に、BS(EN)60825 を読んでおいて
ください。 

 
 
 
デバイス RSRSRSRS 品番 
Beta CameoBeta CameoBeta CameoBeta Cameo シリーズシリーズシリーズシリーズ    
0.8mW 連続波 
1mW 連続波 
3mW 連続波 
3mW 連続波 

 
213-3590 
213-3562 
213-3584 
213-3607 

 

説明説明説明説明 
これらのレーザー モジュールはレーザー ダイオ
ード、レンズ、ドライバ回路で構成され、金属ケ
ースに収納されています。モジュール本体は電気
的に絶縁されており、電気的な接続はフライ リー
ド線によって行われています。レンズは、高品質
の平行ビームを長距離に渡って発生する単一エレ
メントの高屈折率ガラスです。付属の専用キーで
レンズの位置を調整することにより、ビームの焦
点を合わせることができます。Beta CW シリーズ
と TX シリーズの標準コリメーティング レンズは、
精密な直線に焦点を合わせることができる扇形の
ビームを発生する、ライン ジェネレータ レンズ
と交換することができます。RSRSRSRS品番194-032には、
ビーム角 16°固定のライン ジェネレータ レンズ
が付属し、RSRSRSRS 品番 213-3613 にはビーム角 106°
固定のライン ジェネレータ レンズが付属します。
Beta Cameo シリーズのレンズは、ライン ジェネ
レータ レンズと交換することはできません。 
 

連続波レーザー連続波レーザー連続波レーザー連続波レーザーBeta CW シリーズシリーズシリーズシリーズ 
一般的特性一般的特性一般的特性一般的特性 
 

RSRSRSRS 品番/値 
パラメータパラメータパラメータパラメータ    111-346 194-010  111-352 

単位 

公称波長 635 670 670 785 nm 
大出力 1.5 1 3 3 mW 

標準出力の安定度 (@ 20℃) 2 % 
標準出力の温度依存性 15 μW/℃
動作電圧 +4.5～+5.5 -8～-12 ボルト 

低電圧における標準動作電流 30 - 75 25 - 45 50 - 80 mA 
高電圧における標準動作電流 30 - 75 25 - 50 50 - 85 mA 

電源の除去率 (50Hz-100kHz) 1.0 0.6 %/V 
TTL disable 電圧 - >4 ボルト 

大 TTL パルス繰返し数 - 10 Hz 
故障までの平均時間(MTTF)@30℃ 4,500 80,000 20,000 32,000 時間 
接続 250mm フライ リード線  
赤リード線 +ve 電源 -  
黒リード線 - -ve 電源  
緑リード線 0 0 ボルト 
青リード線 - TTL disable  

 

194-026 
213-3613 

194-032 
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光学的特性光学的特性光学的特性光学的特性 
 

RSRSRSRS 品番/値 
パラメータパラメータパラメータパラメータ    

111-346 194-010  111-352 
単位 

ビーム サイズ 4.5x2.5 3.5x2.5  4.5x2.5 mm 
小焦点(レンズ繰り出し時) 25 25 mm 
小焦点でのスポット サイズ >50 >50 ミクロン

偏光比 90:1 80:1 100:1 60:1  
ポインティング安定度 <0.05 mRad 
出力部の口径 6.0 3.5 6.0 mm 
ケースとビームの角偏差(フロント セル) <5 mRad 

 
スポット サイズは、光学的な測定によって決まります。スポット サイズと照度の関係は(      )2 で表さ
れるため、肉眼ではより大きく見えます。 
 
機械的特性機械的特性機械的特性機械的特性 
 

 
絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格 
 

RSRSRSRS 品番/値 パラメータ 
111-346 
              111-352 

194-010  194-026 
194-032  213-3613 

電源電圧 +0.6V -12.7V 
TTL disable 入力電圧

- -3～+7V 
動作温度 -10 to +30℃ 

             -10 to +30℃ -10～40℃ 
保存温度 -40～+85℃ 

 

電源および接地電源および接地電源および接地電源および接地 
負電圧で動作するレーザー モジュールは、-8～
-12V の範囲内の未調整電源で動作することができ
ます。電源範囲の下限(-8V)で動作させることで、
デバイス内の発熱が減少し、それに応じて期待耐
用年数が延びます。 
正電圧で動作するレーザー モジュールは、指定さ
れた範囲において 5%以下の調整電源でのみ動作
できます。すべてのレーザー モジュールで、ケー
スは電源電圧から絶縁されています。 
 

浮動電源では、「0」ボルトの接続部を(ヒートシン
クを使用している場合はヒートシンクも)アースに
接続してください。そうしないと、電気的ノイズ
の多い環境では、電源のリード線がアンテナとし
て機能することがあります。そのような条件の下
では、拾ったノイズによってレーザー モジュール
が損傷を受けることがあります。ヒートシンクを
使用していない場合は、レーザー モジュールのバ
レルを接地する必要があります。 

TTL disable 

この機能は、負の電源電圧で動作するレーザー モ
ジュールでのみ使用可能です。 
TTL disable 入力に+4～+7V の入力が加えられる
とレーザーが「オフ」になり、0V が加えられると
「オン」になります。使用中でない場合は、浮動
状態のままになります。この入力を使用して、レ
ーザーは少なくとも 10Hz の周波数でパルスの「オ
ン」と「オフ」を繰り返すことができます。 

ヒートシンクヒートシンクヒートシンクヒートシンク 
小電源電圧を上回る電圧または 30℃を上回る周

囲温度、もしくはその両方で使用する場合は、ヒ
ートシンクを追加する必要があります。組み込み
型レーザー ダイオードのケース温度が仕様の
大値を超えると、早期故障または致命的な障害が
発生することがあります。 
レーザー モジュールからの放熱を促進するには、
表面積を増やす必要があります。以下のグラフで
は、各モデルを異なる電源電圧と異なる周囲温度
で動作させたときに必要になる、厚さ 2mm のアル
ミニウム板の表面積の増加を示しています。モジ
ュールと追加のヒートシンクの間の接触が良好で、
熱抵抗が低いことが前提になっています。 
効果を 大にするには、ヒートシンクとモジュー
ルが溝の付いた前面部分の後方で接触するように
して(必要に応じてラベルを剥がす)、接触面に熱伝
導クリームを使用します。 

194-026
213-3613 

194-032 

4.5x2.5 
106°扇形 

16°扇形 

- 

- 

EV 
1
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独自のヒートシンクを使用する場合は、以下の式
を使用します。 
 
    φh ～            - (φm + φc) 
 
 
φh = 追加したヒートシンクの熱抵抗 
 (℃/W) 
φm = レーザー モジュールの熱抵抗(℃/W) 
φc = モジュールとヒートシンクの接触部の 
 熱抵抗(℃/W) 
Tc  = レーザー ダイオードのケースの 高動作 
 温度(℃) 
Ta  = 高予想周囲温度(℃) 
Vop = レーザー モジュールの動作電圧(V) 
Iop = 動作電流 @ Vop (A) 
 

これらのレーザー モジュールのφm+φc は一般
的に 10℃/W で、モジュールとヒートシンクの間の
熱接触が良好であることが前提になっています。 
Tc は、モジュールごとに次のように指定されてい
ます。 

RSRSRSRS 品番 ℃ 
111-352 60 
111-346 40 
194-026 50 
194-010 50 
194-032 50 

213-3613 50 
 

例：例：例：例：    
φm + φc = 10, Tc = 50℃, Ta = 35℃, Vop = 10V, 
Iop = 78mA 
の場合： 
 φh ～             - 10 
 
     ～ 9.2℃/W 

耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数 
各モジュールに組み込まれたレーザー ダイオー
ド デバイスは半導体ですが、複雑な電子光学素材
でもあり、その構造によって放射光の波長が決ま
ります。 終的にレーザー ダイオードに障害を発
生させるメカニズムは、素材の構造における転位
または間隙の形成です。スペクトルの可視領域で
動作するレーザー デバイスは赤外線で動作する
デバイスよりも構造がもろいので、より速い速度
で転位が進行します。 
通常の使用中に転位が発生する速度は、レーザー 
ダイオードの動作時の温度と関連しています。低
い電圧レベルでの使用、動作周囲温度の低減、適
切な放熱処理など、温度を下げるため可能な限り
の手段を講じることで、動作寿命をのばすことが
できます。「平均故障時間」(MTTF)の数値は、デ
バイスの構造と動作電力の違いを反映しています。 

連続波レーザー連続波レーザー連続波レーザー連続波レーザーBeta Cameo シリーズシリーズシリーズシリーズ 
一般的特性一般的特性一般的特性一般的特性 
 

RSRSRSRS 品番/値 
パラメータ 

213-3562 213-3590 213-3584 213-3607 
単位 

公称波長 635 670 635 670  
大出力 1 0.8 3 3 nm 

標準出力の安定度 (@ 20℃) <3 mW 
標準出力の温度依存性 15 % 
動作電圧 +4.5～+5.5 μW/℃

低電圧における標準動作電流 65 ボルト 
高電圧における標準動作電流 68 mA 

電源の除去率 (50Hz-100kHz) 1 mA 
平均故障時間 (MTTF) @30℃ 4,500 20,000 4,500 20,000 時間 
接続 2 ピン ソケット(結線済みプラグ付属)  
赤リード線 +ve 電源  
緑リード線 0 ボルト 

 

Tc - Ta 
Iop x Vop 

50 - 35 
0.078 x 10 

3
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光学的特性光学的特性光学的特性光学的特性 
 

RSRSRSRS 品番/値 
パラメータパラメータパラメータパラメータ    

213-3562 213-3590 213-3584 213-3607 
単位 

ビーム サイズ 4.5 x 2.5 mm 
小焦点(レンズ延長) 25 mm 
小焦点でのスポット サイズ >50 ミクロ 

偏光比 10:1  
ポインティング安定度 <0.05 mRad
出力部の口径 2.0 5.2 mm 
ケースとビームの角偏差(フロント セル) <5 mRad

 

スポット サイズは、光学的な測定によって決まります。スポット サイズと照度の関係は (     )2 で表さ
れるので、肉眼ではより大きく見えます。 

機械的特性機械的特性機械的特性機械的特性 
 

 
絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格 
 

RSRSRSRS 品番/値 
パラメータ 215-3562 

215-3584 
215-3590 
215-3607 

電源電圧 +8V 
動作温度 -10～+30℃ -10～+40℃ 
保存温度 -40～+85℃ 

 
電源および接地電源および接地電源および接地電源および接地 
Beta Cameo は、5 ボルトの調整済み正電源で動作
させる必要があります。ケースは外部でアースに
接続することができ、電源からは絶縁されていま
す。 
2 ピンのラッチング コネクタによって接続され、
結合部分は配線済みで、500mmの7 x 0.2mm PVC
絶縁ワイヤ(赤が正で緑が 0V)が付属します。 

ヒートシンクヒートシンクヒートシンクヒートシンク 
小電源電圧を上回る電圧または 30℃を上回る周

囲温度、もしくはその両方で使用する場合は、放
熱機能を追加する必要があります。組み込み型レ
ーザー ダイオードのケース温度が仕様の 大値
を超えると、早期故障または致命的な障害が発生
することがあります。 
モジュールは、ねじ込みバレルを使用して金属ブ
ラケットまたはバルクヘッドに取り付けます。熱
伝導クリームを使用することで、接触と放熱を強
化することができます。 
独自のヒートシンクを使用する場合は、以下の式
を使用します。  
 φh ～             - (φm + φc) 

 
φh = 追加したヒートシンクの熱抵
抗(℃/W) 
φm = レーザー モジュールの熱抵抗(℃/W) 
φc = モジュールとヒートシンクの接触部の熱

抵抗(℃/W) 
Tc = レーザー ダイオードのケースの 高動作

温度(℃) 
Ta = 高予想周囲温度(℃) 
Vop = レーザー モジュールの動作電圧(V) 
Iop = 動作電流 @ Vop (A) 
これらのレーザー モジュールのφm+φc は一般
的に 10℃/W で、モジュールとヒートシンクの間の
熱接触が良好であることが前提になっています。 
Tc は、モジュールごとに次のように指定されてい
ます。 
 

RSRSRSRS 品番 ℃ 
213-3562 40 
213-3590 50 
213-3584 40 
213-3607 50 

 

例：例：例：例： 
φm + φc = 10, Tc = 50℃, Ta = 35℃, Vop = 5V, 
Iop = 68mA 
の場合： 
 
 φh ～             - 10 
 
      ～ 34.1℃/W 
 

1
EV 

0.068 x 5  
50 - 35 

4 

Iop x Vop
Tc - Ta 
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変調レーザー変調レーザー変調レーザー変調レーザーBeta TX シリーズシリーズシリーズシリーズ 
一般的特性一般的特性一般的特性一般的特性 

RSRSRSRS 品番/値 
パラメータ 

564-504 194-004 111-368 
単位 

公称波長 670 670 785 nm 
大出力 1 3 3 mW 

標準出力の安定度 (@ 20℃) 2 % 
標準出力の温度依存性 15 μW/℃ 
動作電圧 -8～-12 ボルト 

低電圧における標準動作電流 75 85 mA 
高電圧における標準動作電流 110 115 mA 

電源の除去率 (50Hz-100kHz) 0.6 %/V 
TTL disable 電圧 >4 ボルト 

大 TTL パルス繰返し数 10 Hz 
インターロック'enable' -5～+2.5 ボルト 
変調のタイプ アナログまたはデジタル  
線形応答に必要な 50Ωへの変調信号レベル 5OOmV pk to pk  
50Ωへの 大変調信号レベル 

( 大定格も参照) 8V pk to pk  

変調周波数帯域幅 (-3dB ポイント) 100Hz～50MHz  
周波数範囲 100Hz～100MHz  
変調の深さ (パルス) 90 % 
平均故障時間 (MTTF) @30℃ 80,000 20,000 32,000 時間 
接続 250mm フライ リード線  
黒リード線 -ve 電源  
緑リード線 0 ボルト 
青リード線 TTL disable  
白リード線 インターロック  
黄色と緑のツイスト ペア 変調入力  
 

光学的特性光学的特性光学的特性光学的特性 
RSRSRSRS 品番/値 

パラメータ 
564-504 194-004 111-368 

単位 

ビーム サイズ 3.5x2.5 4.5x2.5 4.5x2.5 mm 
小焦点 (レンズ延長) 25 mm 
小焦点でのスポット サイズ >50 ミクロン 

偏光比 80:1 100:1 60:1  
ポインティング安定度 <0.05 mRad 
出力部の口径 3.5 6.0 mm 
ケースとビームの角偏差 (フロント セル) <5 mRad 
スポット サイズは、光学的な測定によって決まります。スポット サイズと照度の関係は(       )2 で表さ
れるので、肉眼ではより大きく見えます。 

1 
EV
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機械的特性機械的特性機械的特性機械的特性 
 

 
絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格絶対最大定格 
 

RSRSRSRS 品番/値 
パラメータ 564-504

194-004 111-368

電源電圧 -12.7V 
TTL disable 入力電圧 -3～+7V 
変調入力電圧 -1～+7V 
インターロック入力電圧 -5～+2.5V 
動作温度 -10～+40℃ -10～+50℃ 
保存温度 -40～+85℃ 

 

電源および接地電源および接地電源および接地電源および接地 
これらのレーザー モジュールは、-8～-12V の範囲
内の未調整電源で動作することができます。電源
範囲の下限(-8V)で動作させることで、デバイス内
の発熱が減少し、それに応じて期待耐用年数が延
びます。周囲温度が高い環境で使用する場合は、
このことが特に必要になります。 
すべてのレーザー モジュールで、ケースは電源電
圧から絶縁されています。 
 

浮動電源では、「0」ボルトの接続部を(ヒートシン
クを使用している場合はヒートシンクも)アースに
接続してください。そうしないと、電気的ノイズ
の多い環境では、電源のリード線がアンテナとし
て機能することがあります。そのような条件の下
では、拾ったノイズによってレーザー モジュール
が損傷を受けることがあります。ヒートシンクを
使用していない場合は、レーザー モジュールのバ
レルを接地する必要があります。 

放熱要件放熱要件放熱要件放熱要件 
小電源電圧を上回る電圧または 30℃を上回る周

囲温度、もしくはその両方で使用する場合は、放
熱機能を追加する必要があります。組み込み型レ
ーザー ダイオードのケース温度が仕様の 大値
を超えると、早期故障または致命的な障害が発生
することがあります。 
レーザー モジュールからの放熱を促進するには、
表面積を増やす必要があります。以下のグラフで
は、各モデルを異なる電源電圧と異なる周囲温度
で動作させたときに必要になる、厚さ 2mm のアル
ミニウム板の表面積の増加を示しています。モジ
ュールと追加のヒートシンクの間の接触が良好で、
熱抵抗が低いことが前提になっています。 

 

 
効果を 大にするには、ヒートシンクとモジュー
ルが溝の付いた前面部分の後方で接触するように
して(必要に応じてラベルを剥がす)、表面と表面の
間に熱伝導クリームを使用します。 
独自のヒートシンクを使用する場合は、以下の方
程式を使用します。 
 
 φh ～             - (φm + φc) 
 
 
 

Iop x Vop
Tc - Ta  
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φh = 追加したヒートシンクの熱抵抗(℃/W) 
φm = レーザー モジュールの熱抵抗(℃/W) 
φc = モジュールとヒートシンクの接触部の熱

抵抗(℃/W) 
Tc = レーザー ダイオードのケースの 高動作

温度(℃) 
Ta = 高予想周囲温度(℃) 
Vop = レーザー モジュールの動作電圧(V) 
Iop = 動作電流 @ Vop (A) 
これらのレーザー モジュールのφm+φc は一般
的に 10℃/W で、モジュールとヒートシンクの間の
熱接触が良好であることが前提になっています。 
Tc は、モジュールごとに次のように指定されてい
ます。 
 

RSRSRSRS 品番 ℃ 
564-504 50 
194-004 50 
111-368 60 

 

例：例：例：例：    
φm + φc = 10, Tc = 50℃, Ta = 30℃, Vop = 10V, 
Iop = 93mA 
の場合： 
 
 φh ～             - 10 
 
      ～ 11.5℃/W 
 
期待耐用年数期待耐用年数期待耐用年数期待耐用年数 
各モジュールに組み込まれたレーザー ダイオー
ド デバイスは半導体ですが、複雑な電子光学素材
でもあり、その構造によって放射光の波長が決ま
ります。 終的にレーザー ダイオードに障害を発
生させるメカニズムは、素材の構造における転位
または間隙の形成です。スペクトルの可視領域で
動作するレーザー デバイスは赤外線で動作する
デバイスよりも構造がもろいので、より速い速度
で転位が進行します。 
通常の使用中に転位が発生する速度は、レーザー 
ダイオードの動作時の温度と関連しています。低
い電圧レベルでの使用、動作周囲温度の低減、適
切な放熱処理など、温度を下げるため可能な限り
の手段を講じることで、動作寿命をのばすことが
できます。「平均故障時間」(MTTF) の数値は、デ
バイスの構造と動作電力の違いを反映しています。 

変調変調変調変調 
加えられる変調信号は、正弦波、デジタル、また
はその両方の組み合わせのどの波形でもかまいま
せん。ただし、電圧が+7V を超えないかまたは 0V
接続に対して-1V を下回る必要があります。ピーク 
トゥー ピーク信号が 500mV を超えると、熱によ
る早期故障が発生する可能性があります。変調入
力は、AC 結合です。 
変調の効率は、電子回路によって 100Hz 以下まで
低下したり 50MHz 以上になったりします。これら
の周波数は、レーザー光線の変調の振幅が一定の
変調電圧の中帯域振幅の 3dB(0.7)ほど低下した値
付近にあります。ただし、周波数範囲全体では
100MHz を上回ります。 
変調入力のインピーダンスは 50Ωです。すべての 
 

周波数において 50Ω同軸ケーブルを使用し、50Ω
の出力インピーダンスで信号源から駆動されるの
が理想です。ただし 1MHz 未満の周波数では、こ
れは必ずしも必要ではありません。 
図 1 に、約 250mV ピーク トゥー ピーク入力信号
を与える一般的な 50Ωデジタル変調ドライブを示
します。 

 
TTL ゲートを使用して 500mV ピーク トゥー ピ
ークの変調入力を得る代替方法を、図 2 に示しま
す。 
レーザー モジュールに変調を適用する場合は、レ
ーザー放射の発生について理解することが重要で
す。 

 

0.093 x 10 
50 - 30  
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電流が加わると光の放射が開始し、電流の増加と
共に光の強度が増大します。レーザー光線はしき
い値のレベルで放射され始めます。電流が増加す
るとレーザー光量も増加しますが、増加の割合は
電流の増加の割合をはるかに下回ります。変調は、
レーザー放射のため光のその部分(しきい値の上)
に制限されます。方形波信号を使用して、入力電
圧を指定された制限範囲内に維持することで、レ
ーザー放射の約 90%を変調することができます。0
～500mVピーク トゥー ピークの範囲内では変調
は線形で、それ以上ではダイオードによって異な
る直線性の誤差があります。変調度は、しきい値
の上では一般的に-7.7μW/mV です。マイナス記号
は、変調電圧の上昇によりレーザー光量が低下す
ることを示しています。 

インターロックインターロックインターロックインターロック 
インターロック入力が用意されているのは、キー
スイッチまたはその他の接点を使用してレーザー
をオンまたはオフにできるようにするためです。
'enable'時間は約 40mS です。レーザーを有効にす
るには、インターロック入力を 0V に接続する必要
があります。 

 
この入力に加えられる電圧は、+2.5V を超えたり
-5V を下回ってはなりません。 

TTL disable 
TTL disable 機能は、レーザーをオフまたはオンに
するために使用します。この入力の'enable'時間は
インターロックと同じで、約 40mS です。 

 

入力電圧が 4V を超えるとレーザーがオフになり
ます。使用中でない場合はこの入力は浮動状態の
ままになるか、希望により 0V に接続することもで
きます。 
この入力に加えられる電圧は、+7V を超えたり-3V
を下回ってはなりません。 

動作データ動作データ動作データ動作データ 
レーザー モジュールの電源を入れるときには、約
40mS の'enable'時間があります。このスロー スタ
ートにより、ダイオードにスパイクが届いたり致
命的な障害が発生する可能性を制限します。 
レンズは、 適な出力ビームを供給するように調
整されます。たとえば標準のコリメータは、10 メ
ートルの範囲に渡って高精度の平行ビームを供給
するように設定されます。レンズの調整が必要な
場合は、レンズ スロットにキーのタブを挿入して、
ビームがキーの中心を途切れずに通過するように
します。キーでレンズを回転させて、必要なスポ
ットを発生させてください。 
 

 
レーザー出力の波長は、図 6 に示すように温度と
共に変化します。 
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温度も、しきい値電流を変えることでレーザー ダ
イオードに影響します。温度が 25℃上昇するとし
きい値電流が増えるので、レーザー モジュールの
供給電流も約 10mA 増えます。大きな電流で使用
するとダイオードの寿命が短くなるので、レーザ
ー モジュールの動作温度をその用途で利用でき
る 小限の値に維持するためにあらゆる努力をす
る必要があります。 

出力の制御出力の制御出力の制御出力の制御 
これらのモジュールで使用している駆動回路では、
小型化と高信頼性を実現するために厚膜表面実装
技術を採用しています。出力ビームの強度を制御
するポテンショメータを 2 つ内蔵しています。電
源がその安全等級に規定された限界を超えたりレ
ーザー ダイオードの障害が発生する恐れがある
ので、どちらも調整しないでください。 
出力は工場で高度に正確なレーザー出力計を使用
して設定され、この機器の校正は国際規格に従っ
ています。設定出力は、レンズを通して放射され
る光の合計です。レンズを取り外すと放射される
出力がより高くなりますが、レーザー ダイオード
の自然な発散のために出力密度は低下します。 
代替レンズ システムとしてライン生成光学部を
取り付けることもできますが、一般的に標準のコ
リメータより効率が悪く、発散が大きいので、口
径 7mm の円形にしたときの出力密度は非常に低
くなります。 

偏光偏光偏光偏光 
レーザー ダイオード モジュールから放射される
光は直線的に偏光され、その偏光比は出力によっ
て変化します。また、偏光比はビーム全体で強度
分布に関連して変化します。光学的特性の表に、
各種モジュールの偏光比を示しています。高い偏
光比が必要になる用途では、高出力のモジュール
と、同軸状に配置してビームの直径を減らした開
口部とを併用する必要があります。 

ビームの位置とポインティングビームの位置とポインティングビームの位置とポインティングビームの位置とポインティング 
安定度安定度安定度安定度 
レーザー ハウジングを基準としたレーザー ビー
ムの位置は、実装部内のレーザー ダイの位置、ハ
ウジングの機械的構造の同心性、レンズの実装集
束システムの偏心率など、多くの要因によって決
まります。どれか 1 つでも変更すると、レーザー ス
ポットの位置が移動します。 
これらのモジュールではそのような変動を 小限
にして、放射されるレーザー ビームが 5m ラジア
ン以内でケースと平行になるように設計されてい
ます。 
しかし、動作温度の変化によっても機械的な変位
を引き起こすことがあり、動作中のビーム位置が
代わることがあります。これらのモジュールで実
施された測定では、そのような変位(ビームのポイ
ンティング安定度)が 5μラジアン/℃未満であるこ
とを示しています。 

適用例適用例適用例適用例 

 

備考備考備考備考 
1. 抵抗器 VR1 により回路の感度が変わり、値が増

えるほど感度が向上します。 
2. このような構成の RSRSRSRS 品番 194-379 では、フォ

トダイオードで受ける光の変化と低周波(50Hz
と 100Hz)の変化に影響されません。 

3. このデバイスでは、同期検波システムを含めた
他の構成が可能です。 

4. 小領域 PIN ダイオードを使用する場合は、レン
ズを使用して表面に対するビームの焦点を合わ
せることで、光の収集を大幅に強化することが
できます。このレンズは特殊な品質である必要
はなく、モールド プラスチック製のフレネル 
レンズであってもかまいません。 

濃度計濃度計濃度計濃度計 
図 8 に示した適用例では、レーザー モジュールの
出力ビームがいくつかの周波数 F{MOD}によって
変調されます。これはロックイン増幅器(または位
相判別整流器/復調器)にも、基準信号として供給さ
れます。ロックイン増幅器は検出器の出力を復調
し、基準周波数との位相同期にはないノイズ信号
を除去します。このシステムにより、通常他のタ
イプのレーザーでは必要な機械式チョッパ ホイ
ールとそれに関連する制御電子部品が不要になり
ます。このタイプのシステムは、ビーム減衰が少
なくとも 1000 で動作することができます。 
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近接測定近接測定近接測定近接測定 
この適用例では、レーザーは検出される表面また
は対象物に光のビームを投影し、戻りビームの測
光中心がリニア位置感知検出器によって検出され
ます。レーザーと検出器は、それらが効果的に 1
つのユニットになるように構成されています。レ
ーザーと表面の間の距離が変化すると、戻りビー
ムはリニア PSD の方に移動します。レーザーと対
象物の間の距離は、三角測量によって計算するか、
または戻りビームが検出器の中心と合うまで距離
を変化させて特別に設定することができます。 
 

 

中距離でのデータ伝送または中距離でのデータ伝送または中距離でのデータ伝送または中距離でのデータ伝送または 
ビーム中断の安全適用ビーム中断の安全適用ビーム中断の安全適用ビーム中断の安全適用 
このシステムではレンズ 1 でビーム サイズを大き
くし、空気の乱れがある場合でも一部の光は必ず
検出器に届くようにします。レンズ 2 は、検出器
でのビームの捕捉を改善します。標準のコリメー
ティング レンズの代わりに焦点距離 60mm のレ
ンズでは、直径約 25mm のビームを発生させます。
ビームが途切れると伝送が中断されるので、これ
が発生する可能性のある場所に機器が設置されて
いる場合のデータ転送アプリケーションには不可
欠です。安全とセキュリティのアプリケーション
では、ビームの中断はそのビームを通過する人か
物の存在を検出することに使用され、この場合レ
ーザーによって伝送されるデータはコード化され
た「ワード」の形式になります。 

 

煙煙煙煙/霧検出器霧検出器霧検出器霧検出器 
このタイプの検出器は、変調光のビームを大気を
通して投影するレーザー モジュールと、信号を受
信する検出器で構成されます。霧か煙が存在する
と、ビームを減衰させて信号の振幅が減少します。
基準ビームを使用すると、レーザーの出力強度の
変化が取り除かれます。 

 
あるいは、レーザーと検出器を並べて実装して、
システムが後方散乱光に応答できるようにするこ
ともできます。この構成では検出器がレーザー信
号を捜していて、十分な霧または煙があるときに
のみそれを見つけます。このシステムは振幅の変
化では動作しないので、ほとんどのアプリケーシ
ョンにとって基準ビームは必要なくなります。 
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位置調整位置調整位置調整位置調整 
対象物を所定の場所に位置決めまたは配置するた
めのデバイスには、数多くの利用方法があります。
ここで説明するアライナは周辺光が変化する場所
に 適で、そうでない場合は結果の精度に影響す
ることがあります。四分円検出器の 180 度反対側
の四分円を使用することで、検出器に届いている
光のスポットの位置を正確に特定することができ
ます。各四分円の信号が等しいとき、スポットは
検出器の中心に位置決めされます。ダイオードの
一部に外部光が入っていると位置の変化として登
録されますが、変調レーザー ビームを使用してス
ポットを発生させることで無効にできます。 

 
 

位置調整する項目でそのようなシステムを 2 つを
並べて使用すると、XY 位置の精度が向上するだけ
でなく、回転誤差を登録することもできます。レ
ーザー1 とレーザー2 の光のスポットは、垂直位置
と水平位置を示すだけでなく、レーザー1 のスポッ
トが検出器 1 の中心よりも下にあってレーザー2
のスポットが検出器 2 の中心よりも上にあるとき、
2 つのスポットを連結する線によって図示される
回転の要素があることも示しています。 
 
 
 

 

ライン生成レンズライン生成レンズライン生成レンズライン生成レンズ(RS 品番品番品番品番 194-054、、、、213-3629) 
 

 

説明説明説明説明 
ライン ジェネレータは、レーザー ダイオードか
ら放射される光の焦点を合わせるか平行にする球
形のレンズと、ラインを生成する円筒形のレンズ
で構成される複合システムです。フロント セル組
立てを回転させることでビームの焦点を合わせた
り平行にしたりでき、 終的に位置を固定すると
きはロッキング リングを使用します。 高のライ
ンを発生させるには、レーザー ダイオード モジ
ュールに付属するキーを使用してライン ジェネ
レータを回転させます。 
ライン ジェネレータによって生成されるライン
の長さは円筒形のレンズの焦点距離によって決ま
り、その太さは球形のレンズによって生成される
焦点スポットのサイズによって決まります。有効
距離が長くなるほど、線がより大きくより太くな
ります。 

調整調整調整調整 
付属のキーを使用して前面からライン生成レンズ
のねじを抜き、取り外します。出力ビームの焦点
を必要な距離のスポットに合わせ、ロッキング リ
ングを本体に締め付けてください。ライン生成レ
ンズを交換してフロント セルの端と揃うように
し、それを回転させて 高の直線を発生させます。 

仕様仕様仕様仕様 
長さ(レーザーを超えて延長) --------- 約 9mm 
直径 ------------------------------------  15.0mm 
扇形の角度 ---------  16°(RSRSRSRS 品番 194-054) 
 106°(RSRSRSRS 品番 213-3629) 
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コリメーティングコリメーティングコリメーティングコリメーティング レンズレンズレンズレンズ 
(RS 品番品番品番品番 194-048) 
 

コリメーティング レンズは単一エレメントの高
屈折率ガラスからなり、両方の面にレーザー品質
の反射防止コーティングを施しています。このデ
ザインは単純ですが、高度に効率的で、発散が極
めて低く、短距離、中距離、長距離の範囲での光
のスポットが十分に定義されています。 

仕様仕様仕様仕様 
エレメントの数 -------------------------------------------1 
焦点距離 ----------------------------------------- 10.0mm 
口径 -------------------------------------------------- 0.175 
作動距離 ------------------------------------------- 7.9mm 

小クリア口径 ---------------------------------- 3.5mm 

レンズの交換レンズの交換レンズの交換レンズの交換 
レンズは、ねじを 1 つ外して別の 1 つを締め付け
るだけで交換できます。コリメーティング レンズ
を取り外すか取り付けるときは、レーザー ダイオ
ード ユニットに付属する「キー」を使用する必要
があります。 

レーザーレーザーレーザーレーザー ダイオードダイオードダイオードダイオード ホルダホルダホルダホルダ 
(RS 品番品番品番品番 213-3641) 

 
このレーザー ダイオード ホルダはBeta CWシリ
ーズと TX シリーズのレーザー ダイオードで使用
するように設計されており、追加のヒートシンク
でレーザー ビームを管理する簡単な方法を組み
合わせています。レーザー ダイオード ユニット
は M3 ボルトによってホルダにクランプされ、レ
ーザー ビームを必要な方向に向けてロックする
のに 2 本の M4 ねじと 1 個の M4 ボルトを使用し
ます。メイン ブロックの後方には M3 ねじ穴が 2
つあり、ヒートシンク フィンを接続できます。ベ
ース プレートでは、ユニットを固定するための取
付け穴の構成を選択することができます。 

 

レーザーの分類レーザーの分類レーザーの分類レーザーの分類 
 

レーザー デバイスはすべて、生物学的危険を伴う
強力な単色光のビームを発生します。危険の程度
は、波長、ビームの出力、エネルギー、放射時間
など多くの要因に依存します。眼球はレーザー光
の焦点を網膜上で合わせやすく、それによりエネ
ルギー密度が上がるため、 も傷つきやすい器官
です。レーザーの放射照度が高すぎると、ビーム
への露出部分に皮膚障害が起こることもあります。 
RSRSRSRS 品番 111-368 と 111-352 はクラス IIIb のレー
ザー製品と同等の出力と波長を持つ赤外線を放射
します。このため安全手順が守られない場合には、
網膜の損傷、白内障、火傷の危険があります。 
レーザーの安全性については、BS(EN)60825 によ
り、レーザー製品のビームの特性に従って分類す
ることが規定されています。レーザーの使用にあ
たっては必ずこの規格を参照してください。 
レーザー ダイオード モジュールは、バージョン
に応じて公称波長 635～785nm の連続波を放射し
ます。これらの製品は O.E.M.デバイスとして分類
されていますが、クラス II、クラス IIIa、または
クラス IIIb のレーザー製品の波長と出力条件に準
拠しています。 
O.E.M.向けのレーザー ダイオード モジュールが
BS(EN)60825 に記述された認証レーザー製品と
して認定されるには、目視できる「オン」インジ
ケータ、ビーム シャッター、キー スイッチの追
加が必要になることがあります。ただし、内蔵さ
れているレーザーが認証済みであるかどうかにか
かわらず、レーザーを内蔵する製品は独自の方法
で証明する必要があります。製品内でレーザーを
使用する方法により、当初の種別が変わることも
あります。したがって、該当規格への適合は、製
品メーカーの責任において保証する必要がありま
す。 
クラスクラスクラスクラス IIIIIIII のレーザー製品のレーザー製品のレーザー製品のレーザー製品は可視光線を放射し、本
質的に安全だとはいえませんが、通常は瞬きなど
の嫌悪反応によって目は保護されます。光学的補
助器具*を使用しているときに誤って見てしまっ
ても危険はありませんが、凝視は避ける必要があ
ります。ビームを皮膚に照射しても、皮膚の障害
は起こりません。RSRSRSRS 品番 194-010、213-3562、
213-3590 は、クラス II 製品の波長と出力制限に準
拠しています。 
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クラスクラスクラスクラス IIIaIIIaIIIaIIIa のレーザー製品のレーザー製品のレーザー製品のレーザー製品は可視光線を放射し、
本質的に安全だとはいえませんが、通常は瞬きな
どの嫌悪反応によって目は保護されます。光学的
補助器具*を使用しているときに誤って見てしま
うと危険な場合があります。ビームを凝視しない
ようにしてください。また、光学機器を使用する
前に必ず安全管理者の許可を得てください。ビー
ムを皮膚に照射しても、皮膚の障害は起こりませ
ん。RSRSRSRS 品番 111-346、194-032 は、クラス IIIa 製
品の波長と出力制限に準拠しています。 
クラスクラスクラスクラス IIIbIIIbIIIbIIIb のレーザー製品のレーザー製品のレーザー製品のレーザー製品は可視光線または不可
視光線を放射することがあり、直接ビームや鏡面
反射光を保護なしの状態で見ると(ビーム内観察状
態)危険です。RSRSRSRS 品番 111-352、194-026、194-004、
111-368、213-3613、213-3584、213-3607 は、ク
ラス IIIb 製品の波長と出力制限に準拠しています。 
直接ビームを見ないようにしたり鏡面反射をコン
トロールするには、以下の注意事項に従ってくだ
さい。 
1. レーザーの利用は管理区域に限定する必要があ

ります。 
2. 不注意な鏡面反射を防ぐように注意する必要が

あります。 
3. レーザー ビームは、反射の危険をまだ 小限に

している間でもビームの位置決めを可能にす
る色や反射率を持つ散漫な素材によって、実用
的経路の終端で終端処理する必要があります。 

4. 直接ビームまたは鏡面反射ビームを見る可能性、
あるいは項目(3)の条件に準拠していない拡散
反射を見る可能性がある場合は、目の保護が必
要です。 

5. 管理区域への入口には、レーザー危険表示を掲
示する必要があります。 

クラス IIIb のレーザー、またはそれと同程度の出
力と波長のレーザーを使用する会社または組織は、
正しい安全手順が常に守られていることの確認を
職務とする安全管理者を指名する必要があります。 

概要概要概要概要 
すべてのレーザー ダイオード モジュールには調
整可能で取り外し可能な光学部が付属し、それに
は各ユニットに付属する特別なキーが必要です。
ビームの焦点を小さなスポットに合わせても、ビ
ーム内観察状態の危険を増大させることはありま
せん。 
光学組立て全体を取り外す場合、そのユーザーは
レーザー ダイオードの完全な放射出力を受けま
す。ただし、ダイオード表面からのレーザー ビー
ムの発散ではエネルギー密度が低いので、通常そ
の分類に関連付けられている以上の危険をユーザ
ーが被ることはありません。 
これらの製品の性能または機能に影響を与える可
能性のある修正または変更があると、必要に応じ
て検査と再分類が求められます。この修正または
変 更 を 実 施 す る 担 当 者 ま た は 組 織 が 、
BS(EN)60825 に準拠した製品全体の再分類とラ
ベルの付け直しを保証する責任があります。 
 

レーザー ダイオード モジュールからのレーザー 
ビームを、可能なときはいつでも拡散反射素材に
よってその実用的経路の終わりで必ず終端処理す
るのは良い習慣です。また、レーザー システムの
電源が入ったままでも使用中でない場合に、付属
のプラスチック キャップを使用してレーザーの
開口部でビームを終端処理するのも良い習慣です。 
レーザー ダイオード モジュールはO.E.M.向けの
製品ですが、BS(EN)60825 と 21 CFR Part 
1040.10 に準拠した波長と出力の分類を示すラベ
ルが付属しています。これらのラベルを、このペ
ージの裏面に示しています。 
 
備考備考備考備考    
* 光学的補助器具とは、眼鏡、双眼鏡、望遠鏡、

拡大鏡、およびこれらの相当品を意味します。 
** ビーム内観察状態とは、すべてを観察する状態

を意味し、目が分散光源を見るのではなく、レ
ーザー放射にさらされる状態です。 

 

ラベルの位置ラベルの位置ラベルの位置ラベルの位置 
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警告ラベルと製品ラベル警告ラベルと製品ラベル警告ラベルと製品ラベル警告ラベルと製品ラベル 

 
 
 

RS 技術文書の記載内容は正確で信頼性がありますが、誤りや欠落に対して RS Components では責任を負いません。ま
た、これらの情報を使用する場合は、すべてユーザー自身の責任で使用してください。 
これらの情報を使用することでサード パーティーの特許またはその他の権利を侵害した場合でも、RS Components で
は責任を負いません。 
RS Components の技術文書に記載の仕様は、予告なく変更することがあります。 
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