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仕様は予告なく変更される場合がございます。ご不明点はご遠慮なくお問合せください。

ゴニオメトリック・ラジオメータ

LD 8900, LD 8900R ファーフィールドプロファイラ

拡がりを持つ光のプロファイル計測は、Photon（オフィール・フォトン）のファーフィールド・プロファイラが最適で、
光の放射強度を簡単かつ正確に測定します。ゴニオメトリック・ラジオメータLD8900およびLD8900R (ワイドダイナ
ミックレンジ対応) では、ファーフィールド・パターンの3D計測が数分以内でCCDカメラより遥に高い分解能で行えま
す。LD8900Rファーフィールド・プロファイラ計測はダイナミックレンジ は>24dB でリアルタイムでのファーフィールド
計測に対応しています。またワイドレンジ対応のLD 8900Rはダイナミックレンジは>36dBで、ファーフィールドパターンの
裾野部分の計測がより詳細に行えます。両モデルとも0.055°の角度サンプリング分解能と最大発散角度±72°(144°)
に対応し、面発光レーザ、レーザ ダイオード、光ファイバ、光導波路、光拡散板などの各種光源の光束計測に最適で
す。LD8900Rでは、光ファイバのモードフィールド径の計測が5%以内の精度でリアルタイムに行えます。LD8900と
LD8900RではシリコンかInGaAsディテクタのいずれかがご選択頂けます。標準の入射口径は2mmですが、オプション      
としてLEDなど拡がりが大きい光源用に10mmの入射口径をご用意しています。

LD8900及びLD8900Rシステム構成

■ スキャンユニット 
■ モーションコントロール モジュール
■ ゴニオメトリック・ラジオメータ用 解析ソフトウェア
■ PCIインターフェースモジュール
■ 電源・装置ケーブル
■ オプションで準カスタムソース搭載（別途ご相談）

LD 8900RによるMFD(モードフィールド口径)のリアルタイム測定

LD 8900Rゴ二オメータで、一般的な10μmシングルモードファイバを測定すると、測定精度±5%でMFD（モードフィー
ルド口径）のリアルタイム測定が実現します。シングルモード・オプティカルファイバのMFD は計測されます。この計測
は、米国電気通信工業会/ 米国電子工業会 (TIA/EIA) の規格 FOTP-191に述べられている方法に従って行われます。特に
MFD はPetermann II 積分を用いて計算され、データは角度分解能0.055°でサンプリングされ、計測は±72°(144°視角) 
の 角度範囲で行われます。

*より高精度が必要な場合、MFDとAeffの計測を0.5%以内の精度で行えるLD 8900HDRをご用意しています。

 トポグラフィカル表示 ー LD8900R レーザダイオード回折リング

レーザダイオードの均一性ポーラ表示 (左 )  3D 表示 ( 右上 )
統計表示（右下 )ー LD8900R
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仕様は予告なく変更される場合がございます。ご不明点はご遠慮なくお問合せください。

LD 8900 / LD 8900R ゴニオメータ仕様

センサ／ディテクタ
スキャン曲率半径 / Scan Radius 84mm
ピンホールサイズ / Pinhole Size 1000µm (オプションあり)
入射口径 / Entrance Aperture 2mm 標準 (オプション 1cm)
FOV / Field of View ±72° (144°)
アジマス スキャン / Azimuthal Scans 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200
空間サンプリング解像度 / Spatial Sampling Resolution 0.055度, 3241ポイント/スキャン
波長範囲
シリコンディテクタ 320-1100nm
InGaAs ディテクタ 800-1700nm
UV オプション 190-～1100nm
光源入力パワー >400nm
ミラー ダメージスレッショルド CW 900 W/cm²
ミラー ダメージスレッショルド パルス 1J/cm²
LD, マルチモードファイバ （NA >0.5） 十数µW～十数W*
シングルモードファイバ 1µW ～ 1W**
波長 <400nm 別途お問合せ
ハイパワー用オプション 別途お問合せ
光源出力 CW または パルス (繰り返し周波数 >10kHz)
計測パラメータ 
角度幅 / Angular Widths FWHM, 5%, 13.5%, ユーザー指定2 クリップレベル
NA / Numerical Apertures FWHM, 5%, 13.5%, ユーザー指定2 クリップレベル 
角度幅比率 / Angular Width Ratios FWHM, 5%, 13.5%, ユーザー指定2 クリップレベル
角度位置 / Angular Position セントロイド ピーク 
強度・振幅 / Intensity or Amplitude セントロイド ピーク ユーザ指定の位置2ヶ所
MFD / Mode-Field Diameter LD 8900Rのみ
相対統合パワー / Relative Integrated Power コーン角度でのユーザー相対パワー（ユーザー任意）
データ更新レート
シングルスキャン更新 ～5Hz
垂直スキャン更新 ～0.5Hz
3D プロファイル取得時間* * 時間はPCに依存
10 アジマス スキャン ～7秒
20 アジマス スキャン  ～14秒
50 アジマス スキャン  ～35秒
100 アジマス スキャン ～70秒
200 アジマス スキャン  ～140秒
ファイル保存 / データログ

プログラムデータおよびセットアップ初期設定ファイル
ASCII ファイルプロファイルおよびサマリーパラメータ
無加工の3Dスキャンデータ・バイナリーフォーマット
スクリーンキャプチャ: BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG
ファイルへのログおよびCOMポート

コンピュータ通信
RS-232 シリアルCOMポートが必要
ActiveX オートメーション

電気 / メカニカル
AC電源 110V ～60Hz標準, 220V ～50Hzオプション(インストール カテゴリ: Class II)
主要供給電圧変動 公称電圧の±10%を超えないこと, 過渡過電圧(インストール カテゴリClass II),  

汚染度1または2 (IEC 664)
寸法
スキャニング ユニット 318 × 228 × 241mm
スキャナ 203 × 165 × 165mm
モーション コントローラ 51 × 89 × 248mm

環境条件
屋内使用

温度 5℃ ‒ 40℃
高度 2000m
最大相対湿度 80%（温度～31℃）、50%（ 相対湿度 40℃）までリニアに減少

LD8900用PC要求仕様は、次の通りですが事前に弊社までお問合せください。
・OS Windows7 32bit/64bit ・PCIスロット×1 ・RS232ポート×1 ・メモリ2GB以上



ビ
ー
ム
プ
ロ
フ
ァ
イ
ラ

239

2016.1.1

株式会社オフィールジャパン www.ophiropt.com/jp

仕様は予告なく変更される場合がございます。ご不明点はご遠慮なくお問合せください。

モデル名 製品概要 製品番号
LD8900/InGaAs InGaAsディテクタ採用ゴニオメトリック・ラジオメータ。波長帯域800nm～1700nm。

レーザダイオード、拡がり角の大きい光強度計測。入射口2mm。
PH00173

LD8900/Si Siディテクタ採用ゴニオメトリック・ラジオメータ。波長帯域320nm～1100nm。
レーザダイオード、拡がり角の大きい光強度計測。入射口2mm。フル3D解析。
ダイナミックレンジ >36dB（0 dB ）

PH00174

LD8900R/InGaAs ワイドダイナミックレンジ対応。
InGaAsディテクタ採用ゴニオメトリック・ラジオメータ。波長帯域800nm～1700nm。
ファイバオプティクス、ウェーブガイド、レーザダイオード、VCSEL（面発光レーザ）、 
LEDの光強度計測。

PH00175

LD8900R/Si ワイドダイナミックレンジ対応。
InGaAsディテクタ採用ゴニオメトリック・ラジオメータ。波長帯域320nm～1100nm。
ファイバオプティクス、ウェーブガイド、レーザダイオード、VCSEL（面発光レーザ）、 
LEDの光強度計測。フル3D解析。

PH00176

 オプション
パルス
InGaAs オプション

パルス光源（繰り返し応答周波数>10kHz、パルス幅>500ns）用フェールセーフ操作
オプション。繰り返し応答周波数>10kHzの場合、繰り返し応答周波数、パルス幅、出力に
依存してゲインサチレーション状態の可能性あり。不良モードの判断として、このような
状況で動作する場合は、要問い合わせ。疑わしい場合は、パルス光源での操作をCW光源
での操作で確認要。ソフトウェアアップグレード含む。詳細は別途お問合せ。

PH00185

パルス
InGaAs アップグレードオプション 

ゴニオメトリック・ラジオメータInGaAsシステム用パルスアップグレード・オプション。
パルス光源（繰り返し応答周波数>10kHz、パルス幅>500ns）用フェールセーフ操作
オプション。繰り返し応答周波数>10kHzの場合、繰り返し応答周波数パルス幅、出力に依
存してゲインサチレーション状態の可能性あり。不良モードの判断として、このような状
況で動作する場合は、要問い合わせ。疑わしい場合は、パルス光源での操作をCW光源で
の操作で確認要。ソフトウェアアップグレード含む。詳細は別途お問合せ。

PH00186

PCI コントローラ アップグレード デスクトップPC・標準PCIインターフェース対応インターフェース。9180コントローラ 
カード用インターフェースボックス、PCIインターフェースカード、ケーブル、出荷校正、
再アライメント付き。インストール時に弊社へ返送要。ソフトウェアのアップグレード対応。

PH00187

LD 8900マウント・オプション ユーザー側で用意したLDデバイス対応マウントオプション。
マウントオプションにより装置への使用が迅速に。テスト治具1ヶ付属。

PH00181

LD8900 ソフトウェア ビューア LD8900(8-bit)ゴニオメトリック・ラジオメータ用のソフトウェアビューア。
PCに保存したファイルの再分析や保存したデータの再読み込みが可能。

PH00182

LD8900R ソフトウェア ビューア LD8900R(16-bit)ゴニオメトリック・ラジオメータ用のソフトウェアビューア。
PCに保存したファイルの再分析や保存したデータの再読み込みが可能。

PH00439

ファイバ マウント - FC FCコネクタ付きシングルモードファイバ用プレート&マウント
光源と基準面間の距離はプレートのラベルに記載あり。

PH00189

ファイバ マウント - SC SCコネクタ付きシングルモードファイバ用プレート&マウント
光源と基準面間の距離はプレートのラベルに記載あり。

PH00190

ファイバ マウント - ST STコネクタ付きシングルモードファイバ用プレート&マウント
光源と基準面間の距離はプレートのラベルに記載あり。

PH00191

ファイバ マウント - BF ベアファイバ用コネクタなしのシングルモードファイバ用プレート&マウント
光源と基準面間の距離はプレートのラベルに記載あり。

PH00192

ファイバ マウント - 
BFのオプション

ベアファイバ・マウント用4ファイバ リボン カートリッジ・オプション。       
ベアファイバ要。

PH00193

NIST レファランス スタンダード N.A. レファランス スタンダード:NISTトレーサブル（ゴニオメトリック・ラジオメータ
LD8900およびLD8900R）
提供データ： N.A.及び角度幅50%、13.5%、5%クリップレベル、標準偏差。
NISTレファランス スタンダードには、保管ケース内のマウンティングプレートに必要な
LD光源シングルモード・テストファイバ付属。 

PH00188

LD 8900 / LD 8900R ゴニオメータ製品概要
ゴニオメトリック・ラジオメータ LD 8900 ファーフィールドプロファイラシステムは、スキャンユニット、PCIコントローラインター  

フェース、ActiveXオートメーションコマンドを含んだWindows 7 (32/64)対応ソフトウェアで構成されています。PCIスロット付き        

タワー/デスクトップPCに対応しています。（ノートPCには非対応。） LD 8900Rシステムはダイナミックレンジ>36dB (0dB)に対応し

ています。 LD 8900Rシステムは、16bitデジタイザ、拡散光コントロール、特殊アンプ採用にて標準のLD8900より優れたダイナミックレ

ンジを実現しています。パルス光源での操作の場合は、別途お問合せください。 


