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レーザ光測定の必要性
　半導体、液晶、マイクロエレクトロ
ニクス、医療、自動車といったあらゆ
る分野の加工にレーザは不可欠となっ
ている。最近では太陽電池、LEDな
どのグリーンテクノロジー分野、スマ
ートフォンを代表とされる先端エレク
トロニクスデバイス分野での普及が加
速している。レーザ加工も成熟して、
よりクリティカルな加工条件が求めら
れており、そこで加工品質のカギを握
るのがレーザ光測定である。
　レーザは励起源、レーザ媒質、ミラ
ーやレンズといった光学部品等の多数
の消耗品で構成された装置であり、レ
ーザ出力は一般に経時変化する。また、
周囲の温度・湿度変化、振動、汚れ（オ
イルミスト・ヒューム）等の環境変化
で、光学部品の反射率・透過率、また
は光軸等が影響を受け、日々のレーザ
出力や集光特性が微妙に変化すること
にもつながる。したがって、レーザ加
工においてはレーザ出力・ビーム集光特
性の日常的な測定・点検が極めて重要
となる。レーザ光の出力や集光特性を
正確に数値として捉えることは、単に
品質管理に留まらず、装置が最適な状
態であるか、または設定した基準と相
違はないか、故障は生じていないか等
の判断をする際にも重要となる。 日
常点検で日々の出力変化等を測定・観
察すれば、その結果からメンテナンス

を実施、または時期を予測してのメン
テナンス計画が可能になり、突然の装
置停止のリスク低減につながる。生産
現場においては、レーザ加工と同時に
レーザ光測定を行えば、出力変動の許
容範囲を設定することが可能となり、
不慮の出力低下が生じた際には加工を
停止して不良品の発生を減ら
すこともできる。また、レー
ザ計測の結果を、随時レーザ
発振器にフィードバックして
おくことにより、出力の電子
的な制御を行うこともできる。
このようにレーザ光測定は、
加工の再現性、品質管理に留
まらず、レーザを用いるあら
ゆる場面において「付加価値」
をもたらす重要な役割を担っ
ている。

ビームトラック機能　
　汎用のレーザパワーメータは
受光素子に入射される出力に
応じた信号を出力する。その
受光素子はCCDカメラのよう
な2次元アレイではないので、
ビームプロファイラのように強
度分布を認識することはでき
ず、受光素子全体に入射され
たトータル出力を測定してい
る。Ophir Opt ronics Ltd,（イ
スラエル）が開発したビームト

ラック機能では、一つのセンサでパワ
ーやエネルギーの出力測定に加え、ビ
ームポジション（中心位置）およびビー
ム径を高精度で算出することが可能に
なった（図1、表1）。
　信頼性のあるレーザ光測定を行うに
は、ビームの入射位置やビーム径など
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ビームトラック機能搭載
レーザパワーメータ

モデル 50（150）A-BB-26-PPS
　吸収体 ブロードバンド
　波長帯域 0.19 - 20μm 
　開口径 φ 26mm
　冷却方法 空冷
　＜パワー測定＞
　パワー測定範囲 40mW - 150W（断続測定）
　断続測定制限 連続＠50W、130秒＠100W、

90秒＠150W
　レンジ（パワー）  150W / 50W / 5W
　ノイズレベル  2mW
　耐久パワー密度　 12kW/cm2＠150W、

17kW/cm2＠50W
　応答速度（0-95%） 1.5秒
　校正角度 ±3%
　出力直線性 ±1.5%
　＜エネルギー測定＞
　エネルギー測定範囲 20mJ - 100J
　レンジ（エネルギー） 100J / 30J / 3J / 300mJ
　最少エネルギー 20mJ 
　耐久エネルギー密度  <100ns
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ビームトラック機能
　＜ポジション＞
　位置精度（a） 0.1mm
　位置分解能 0.05mm
　ポジション測定に必要なパワー ≧100mW
　＜サイズ＞（ガウシアンビーム）
　精度（b） ±5%　
　測定範囲（4σビーム径） φ3 - 20mm
　サイズ測定に必要なパワー密度 ≧1W/cm2

（a）センサ中心から10mm以内の範囲において 
（b）ビーム中心がセンサ中心の1mm以内の範囲において 

表1　50(150)A-BB-26-PPSの仕様

図1　ビームトラック機能搭載のパワーメータ

出力測定に加えて
ビームポジション、ビーム径の測定



の条件を再現することが重要である。
よりクリティカルな測定を行おうとす
れば、入射位置やビーム径など同じ条
件で測定を行い、面内感度差の影響を
無くして測定再現性を高めることが必
要である。
　これまで入射位置やビーム径の確認
はおおむね目視で行われていた。可視
光であればビームの入射位置からの反
射光、紫外や赤外など人の目には見え
ない光ではIRキャッチャやIRビューア
を用いて反射光を可視光に変換し、観
察してビームが受光素子の中心部近傍
に収まるようにビームの入射位置を調
整している。目視での確認は作業者の
主観的であることが多く、作業者によ
ってバラツキが生じる。このバラツキ
が測定の再現性を低下させる要因のひ
とつである。ビームトラック機能では
パワーメータの測定表示画面上にポジ
ションやビーム径の数値情報だけでな
く、受光素子上のどこにビームが照射
されているのかが視覚的に認識できる
イメージ画像を表示する（図2）。入射
位置、ビーム径が変化するとイメージ画
像も変化に伴って更新され、視覚的に
とらえているので誰もが入射位置を容
易に把握でき、定量的にとらえているの
で測定条件を再現できるようになる。
　運用上も、IRキャッチャやIRビュー
アを使用する際には、それらを保持す
る手はふさがってしまい作業性が低下

するが、ビームトラック機能では測定
画面上で確認が行えるので煩わしさを
伴わず確実な作業が行える。安全上も
受光素子に当たった反射光を観察する
には注意が必要である。特に高出力域
では散乱光といえども危険を伴うので
反射光を直接観察することのないビー
ムトラック機能では作業者の安全も確
保できると言える。その他、「管理区
域等でレーザ発振中にセンサに近寄れ
ない」「装置内に設置している」などの
特殊な環境下の場合にも遠隔で照射位
置の確認が可能となった。
　単にビームポジションやビーム径の
観察にとどまらず、時系列に観察すれ
ば、ビームの揺らぎやビーム径の変化
を把握できる。レーザ加工においては
出力、パワー密度、ビームの揺らぎが
加工品質に大きな影響を与えることが
ある。たとえばレーザマーキングで出
力低下があれば所望の線幅や深さが得
られない。ビーム径の変化はパワー密
度・エネルギー密度に関わってくるの
で出力変化以上に加工品質への影響が
大きい。また直線を描こうとしたとき、
ビームが大きく揺らいでいては、直線
は描けない。従来こうした変化をとら
えるにはパワーメータ、ビームプロフ
ァイラといった複数の計測器で行って
いた。一つのセンサでこれらの測定を
行えるビームトラック機能は、単に使
いやすいだけでなく運用面・コスト面

でも大きなメリットを与え、工程上で
プロセスのモニタリングとしても魅力
ある装置と期待されている。

測定原理
　ベースはサーモパイル（熱電対列）セ
ンサを用いている。通常のサーモパイ
ルセンサでは、受光素子の中心部近傍
に照射されたレーザ光が素子に吸収さ
れ熱に変換されて中心部から外周部へ
と放射状に放熱し、放熱の際に光の出
力に応じた温度差が中心部と外周部に
生じる。素子の裏面に円周状に配置し
たサーモパイルは内周部（温点）と外周
部（冷点）で温度差を生じると、温度差

（出力）に応じた起電力を発生して、直
列に結ばれた各熱電対からの信号を積
算して出力する。
　ビームトラック機能付きセンサでは
熱電対からの積算された信号の他に、
円周状に配置されたサーモパイルを4
分円に分割して、各セクションの信号
を比較してビームの中心位置を求めて
いる。これとは他にビーム径測定のた
めには別センサ（特許取得済）が設けら
れている（図3）。

　ビームトラック機能搭載モデルは、
まずは汎用性の高い50W、150Wの2
機種が先行してリリースされている。
今後の展開としては低出力モデル（3W、
10W）と高出力モデル（250W、400W）
の年内リリースが予定されており、あ
らゆるアプリケーションでの普及が期
待されている。
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図3　ビームトラック機能用センサの概略図図2　測定画面




