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高輝度青色ダイレクトダイオードレーザ

微細加工用高輝度青色レーザの高出力化
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単純に考えれば、多重するビーム数

表1 空間多重方式による結合可能なビーム数
結合可能なビーム数

光ファイバ
コア径
（μm ）
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450nm

976nm

0.15

12

2

0.2

21

4

0.15

47

10

0.2

84
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光ファイバのコア径 100μm の場 合、

kW レベルの出力を射程に置いた製品
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同社の計算によると、波長 450nm、

アプリケーション
同社が発表した新製品 HK-5650 は
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