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NanoScan要説	

•  動作原理	
•  特長	
•  CCDとの違い	
•  用途	
•  NanoScanの必要性	

•  NanoScanのユーザ	



NanoScan	

動作原理は?	

	



ビームサンプリング手法	

ディテクタ	

スリット	

ビーム	

移動方向	



ビームサンプリング原理	

スリットはヘッド有効口径内
にあるビームのXY両軸方
向を横切ります	

最初のスリットがビーム
短軸方向をスキャンした
際の出力信号	

最初のスリッ
トの方向	

ディテクタドラム上のビームスポット	

2番目のスリットの方向	 ドラムの回転方向	

ドラムの回転方向	
2番目のスリットがビーム
長軸方向をスキャンした際
の出力信号	

直交した2つのスリット	

ディテクタドラム	モータ	

スキャンスリット	

ビーム	

スキャンヘッド	

位置エンコーダ	

有効口径	

数字の付いた線は各
軸の方向（スリットの
スキャン方向）を示す	



スリットスキャナ動作原理	

光ビーム	

スキャンヘッド	

スキャンヘッド内の2つのスリットの働き	

アパーチャ1	
ビーム形状	

ディテクタ･ドラム	

スキャニング･スリット	

アパーチャ2	
ビーム形状	



NanoScanの特長	

•  基本的に NanoScan は
集光ビームや平行ビー
ムに用いられます	

	



ビーム幅、クリップレベル法	

	

レーザビームプロファイル	

重心 
　　　　100% 

 

ecnaidarI 
	

FWHM 

	

13.5% (1/e2)	
	

ビーム断面距離 

パワー密度=パワー/ビーム面積	

	

パ
ワー

密
度 



4シグマ測定 

4シグマ測定 



NanoScan d4σ( 2次 モーメント)計算 

スリットスキャナ出力プロファイル 
 

スリット幅が狭い場合のプロファイル 

プロファイルからの2次モーメント 
 

実際的な総和計算 



楕円率	

DY	
	

DX	
	

DY
DXE =



広範囲の波長に対応	

NanoScan 構成 

• シリコン･ディテクタ使用： 

190～900nm 

• ゲルマニウム･ディテクタ使用： 

　　700～1800nm 

• パイロエレクトリック･ディテクタ使用： 

200nm～>>20μm 

 



NanoScanスキャンヘッド 

NanoScan概要 
• シリコン･ディテクタ（可視域） 

 λ =190 ～900 nm 
  >1000nmでの使用は不可 

 スポット径：10 μm ～20 mm  
• ゲルマニウム･ディテクタ（近赤外） 

 λ=700 ～1800 nm 
 スポット径： 10 μm ～12 mm 

• パイロエレクトリック･ディテクタ  
 λ=0.25 ～20 μm （10.6 μmを含

む） 
 スポット径： 20 μm ～20 mm 

 



極小ビームの測定 

NanoScan構成 

• 標準ヘッドには2種類のアパチャあり：3.5mm、9mm 
3.5 mm アパチャではスリット幅1 .8μm 
9 mm アパチャでは2種類のスリット幅あり（5μm 、

25μm） 

• ラージアパチャ ヘッド  
25mm （Si用）、20mm（パイロ用）、12mm （Ge用） 
スリット幅： 25μm 

 



測定可能な最小ビーム 

 

• スリット幅の選択：  

1/e2 ビーム幅の1/4 以下 

• アパチャ径の選択： 

3.5mm アパチャ：1.8µm スリット 

9mmアパチャ：5µm または 25µmスリット 



コンボリューション誤差 

コンボリューションに依る誤差を除くため、スリット
幅は1/e2 ビーム幅の25%以下にする必要あり。 



ダイナミックレンジが非常に広い 

 
NanoScan動作領域の優位性	



ダイナミックレンジが広いことのメリット 

• 集光、非集光ビームの測定が可能 

• 減衰なしでほとんどの測定が可能   

• 測定中にビームや減衰調整は不要 

• M2 測定に非常に有用 

Ø NanoModeScanによる高速測定が可能 



ビームを直接測定 

 

スリット面が測定面 

スキャンヘッド	

ビーム	

アパーチャ2	
ビーム形状	

アパーチャ1	
ビーム形状	

ディテクタ･ドラム	

スキャニング･スリット	

スキャンヘッド内の2つのスリットの働き	



スリット面の詳細 



スリット面が既知であることのメリット 

 

• 焦点スポットの測定が可能  

• ウエスト位置を高精度で特定 

• 再現性が高い 

• 光学的性能を保証 



ビーム位置精度 

• 極めて低ジッタ  

• ビーム位置精度：~50nm 

• 性能の一貫性を保証  

• 狭い空間での正確な位置測定が可能 



その他の機能：複数ビーム解析 

•  最大16ビームの解析が
可能  

•  個々のパラメータを測定  
•  リニアアレイ のみに対応  
•  ソフト上で45°回転変換
が可能 

Ø 分析画面 

Ø  45°を入力 

 



回転変換 

•  座標をデフォルト値から変更 

•  レポートの座標軸をリニアにする 

•  45°の操作では楕円解析は除外 

•  円形ビームを想定 

•  詳細な構造解析ではなくアライメン

トに使用 



ROI 選択	

•  最大16の ROI に対応	

•  各ビームデータ表示のため

のカラーコード 	

•  自動/マニュアルの選択 	

Ø  ドラッグアンドドロップ	

Ø ダイアログボックスへの数
値入力	



使用上の限界	



2D/3D 画像はあくまでも近似	



実際の2D/3D計測にはカメラタイプが必要	

	

実際の2D 画像を見るには
カメラタイプが必要。	
	
NanoScan はガウシアンあ
るいはガウシアンに近い
ビームのビーム幅測定に
用いられる。	

NanoScanは高次ビームや
フラットトップ･ビームの測
定には不向き。	

	



低繰返しパルスビーム測定	

	

•  NanoScanは繰返し5kHz 以上のパルスを測定	

•  5kHz 以下のパルス測定にはカメラタイプを使用	



NanoScan による
パルスビーム測定	

	



測定可能なパルスビーム	

•  繰返し周波数5kHz 以上	
•  下記が安定している：	

Ø 繰返し周波数	

Ø パルスエネルギ	

•  パルスエネルギ密度が損傷しきい値以下	

•  平均パワーが動作領域内にある	



パルスビーム のタイプ 

 

•  パルス幅変調 (PWM)レーザ 

Ø  パワーコントロール 

Ø  標準的なCO2 レーザ 

•  Qスイッチレーザ 

Ø  ピークパワーを上げる方法 

Ø  短パルス 

•  ピコ秒およびフェムト秒レーザ 

Ø  平均出力は低い 

Ø  非常に高いピークパワー 

Ø  パルスエネルギ (Epulse) が重要 



パルスビーム 

•  CO2 パルス幅変
調@ 50%  

•  ピケッフェンス   
（杭柵状） 

•  繰返し10kHz  

•  パルスモードオフ 



パルスビーム 
 

•  PWM@95% 

•  CO2レーザで一般的

なパワー制御 

•  ユーザはCWと思い
込んでいるか、繰返し
周波数を知らない 



パルスモードオン 

•  ピークコネクト･アルゴリズム 

•  ピーク検出  

•  繰返し周波数を使って ピー

クを抽出  

•  正確な周波数が必要  

•  NanoScanが周波数を測定 

 



繰返し周波数 vs ビーム径 

 

min2
DNfv

pulse =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

v=ドラム速度（μm/ms） 
f=パルス周波数（kHz） 
N=プロファイル当たりのパルス数 
Dmin=最小ビーム径（μm）	





パルスビーム 測定の難しさ 

• パルス幅変調 

Ø  CWと同様のパワー計算  

Ø 平均パワーを使用  

• Qスイッチや他のエネルギ増幅法  

Ø パルス時間幅 が10-6 秒(1 μsec) 以下  

Ø パルスエネルギの計算 

Ø スリット損傷計算式の利用 



パルスビーム測定の問題点 

 

• パルスエネルギが一定でないレーザ  

Ø ピークコネクトではビームトップを検出  

Ø プロファイルが不安定 

• パルスレートが低すぎる場合のビーム径測定 

Ø カメラタイプを使う必要あり 

• フェムト秒レーザ 

Ø ピークパワーが非常に高い  

Ø スリット材に対する影響がリニアでない 

Ø 全てが十分理解されているわけではない 



パワー測定へのパルスの影響 

 

• Epulse は周波数の減少
に伴い低下  

 

•  Ppulse はパルス時間幅減
少に伴い増加 

•  これは時間幅がps
(10-12) またはfs(10-15)に
近づくにつれ顕著となる 
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フェムト秒およびピコ秒レーザの測定 

• パルスエネルギの計算 

Epulse =	

	

Pavg	

	

flaser	
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•  100μmのビームのパルス当たりのエネルギ密
度の計算： 

 

フェムト秒およびピコ秒レーザの測定 

22
2 /160/16.0

2
0001.0100

5.12 cmmJcmJ
m

JEdensity ==

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ×
=

π
µ

µ





損傷しきい値 

• 5J/cm2：Cu スリット @>3μm 

• 2.5J/cm2：Cu スリット 700nm～3μm 

• 1J/cm2：Ni スリット @>400nm 

• 600mJ/cm2：Niスリット @190nm～400nm  

• 10mJ/cm2：黒色スリット材 

 



フェムト秒レーザ用NanoScanヘッド 

 

•  平均パワーからディテクタを選択 
•  Epulse からアパチャを選択 

•  黒色化されていないスリットとドラムを使用 

•  高繰り返しレーザ(>100kHz) はCWモード

でフィルタリングにより測定 



短パルス測定で考慮すべき点 

• 周波数が変わるとエネルギが変わる 

• 周波数が下がるとパルスエネルギが大きくなる 

• 損傷しきい値を超える可能性がある  

• 損傷しきい値計算式の利用 



損傷しきい値計算器	

Slit WL Range Diameter(um)Avg Pwr(W)Freq(kHz) Pulse Width (nsec)  Energy(J)  Power Density(W/cm^2)  Energy density (J/cm^2) Peak Irradiance(W/cm^2) Cu    >3um                  1000             500            
5                    50                 1.00E-01                 6.37E+04                           1.27E+01                           4.00E+06	
Cu    700nm-3um            75               50            cw                   NA                    NA                    1.13E+06                              NA                                  NA	
Ni/Cu190-400nm             20                1              10                   100                1.00E-04                 3.18E+05                          3.18E+01                           2.00E+03	

Ni     >400nm                80               0.5            50                   0.1                 1.00E-05                 9.95E+03                           1.99E-01                           2.00E+05	

Ni Blk190-700nm             75             0.001           10                 0.0001              0.0000001                2.26E+01                           2.26E-03                           2.00E+06	

Ni Blk700nm>3um          1000             0.1            cw                   na                    NA                    1.27E+01                               NA                                  NA	
	

6	
	



プロファイラ選択のための4つの質問 

• 波長は？ 

• スポット径および径の定義は？ 

•  ビームのパワーは？ 

•  ビームはパルスかCWか？ 



波長は？ 

 

• 選択肢は下記：  

Ø シリコン 

Ø ゲルマニウム 

Ø パイロエレクトリック           
（高出力） 

190 ～1000 nm 

700 ～1800 nm 

200nm～20 µm 

 



典型的なフォトディテクタ波長応答特性 



ビーム幅は？ 

 

•  スリット幅の選択：  

Ø 1/e2 ビーム幅の1/4 以下 

•  アパーチャサイズの選択： 
Ø NanoScan2  

•  3.5mm 

•  9mm 

Ø ラージアパチャ(NanoScan1)  

• Si：25mm 

• Ge：12mm 

• Pyro：20mm 
 



コンボリューション誤差	

•  コンボリューションに依る誤差を除くため、ス
リット幅は1/e2 ビーム幅の25%以下にする必
要あり。 

 	



ビームのパワーは? 

 

•  作動領域チャートで チェック要 

•  ビームがスキャンヘッドやスリットを損傷しないことを
確認 

•  パイロエレクトリック･ディテクタを使うべき? 

 



CW あるいはパルス? 

 

•  CWであれば、全て OK 

•  繰返し周波数は十分高いか? 

Ø –>1kHz 

Ø ビーム径測定のために十分速いか 

•   100kHz以上は CWとして扱う 

 

 



NanoScanとCCDの用途の違いは?	
	

•  NanoScanではリアルタイムのフィードバックが可能	

Ø 試験的調整は不要	

Ø ほとんど光学部品を用いることなく直接測定が可能	

•  各種プロセスで使用	

Ø レーザの集光	

Ø オプティックスの調整	

Ø コリメーション	

Ø オプティックスのアライメント	

•  リアルタイムのアライメント	



NanoScanのユーザの多くは製造工程に従事 

 



NanoScanアプリケーション 

• 通常は一般的な測定：  

Ø ビームサイズ  

Ø ビーム位置  

Ø 拡がり角 

• 複雑なビーム形状は対象としない 

• パワーメータの様な使用ではない 

Ø リアルタイム･フィードバック  

Ø 調整しながら測定 

 



NanoScan マーケット &アプリケーション  

 

• レーザプリンター  

Ø R&D 製品開発 

Ø 部品検査; 部分組立 

Ø 最終スキャンレンズ試験 

Ø LD コリメータ 

• バーコードスキャナ  

Ø 部品の部分組立 

Ø LD コリメータの部分組立 

• 光メモリ 

Ø R&Dがメイン 

Ø LDコリメータの部分組立 

 



• レーザおよび LED メーカ 

Ø R&D と製造現場 

• ファイバオプティック 受動部品メーカ 

Ø GRIN レンズコリメーション 

Ø LD とファイバの結合 

Ø 回折光学レンズのテスト 

Ø ファイバのNA 

 

NanoScan マーケット &アプリケーション  

 



• レーザ光学系構築 

Ø 光学部品試験  

Ø サブアセンブリ試験 

Ø 最終試験  

Ø 据付後の性能確認 

Ø 現場でのレーザ交換のサポート 

 • 医用レーザ光学系 

Ø 最終試験  

Ø 光学部品試験 

NanoScan マーケット &アプリケーション  

 



NanoScanの購入者は? 

 

•  産業分野スピード 

Ø 使い易さ 

Ø スピード 

Ø 測定結果の再現性の高さ 

Ø 測定精度 

•  光学部品数が最小 

•  セットアップ時の現場での変更が最小 



• 研究者 

Ø 小ビームの測定 

Ø 最小の減衰で高出力ビームを測定したい 

Ø 光学系が複雑 

Ø  IR域をカバーする低価格の測定器が欲しい 

Ø 複数の光学系を測定する 

NanoScanの購入者は? 

 



• レーザメーカ 

Ø ユーザの測定技術への対応  

Ø 測定スピードの向上 

Ø 測定結果の再現性 

 

NanoScanの購入者は? 

 



エンドユーザ 

•  高いビーム位置精度  

Ø レーザプリンタ 

Ø マーキング装置 

•  コリメーション 

•  IR用途での経済的なソリューション 

•  小ビームでの用途に使用 

 

NanoScanの購入者は? 

 



 
 

 
 

 
  
TEL 048-646-4150  

Email info@ophirjapan.co.jp

NanoScan2（2013年リリース）の仕様は
こちらをクリックしてください。

http://www.ophiropt.com/jp/laser-measurement-instruments/beam-profilers/products/slit-based-profilers/nanoscan2

