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液晶デバイス動作原理（液晶光学素子での偏光制御）
液晶可変リターダは、
リアルタイムにリターダンスを可変する

対して、液晶セルに電圧が印加されると、その電界方向に向

ことのできる光学素子です。その構造は、2枚のガラス板に液

くような形で液晶分子の長手方向が立ち上がります。印加電

晶層が挟まれた形になっており、
この液晶層にはネマチック

圧が大きくなるにつれて複屈折が小さくなり、結果、
リターダ

液晶が使用されています。ネマチック液晶は、電圧を変えるこ

ンスが減少することになります。
（Fig.4-6 参照）

とにより複屈折を変化させることができる複屈折材料です。

λ/2以上のリターダンスが必要な場合は、高複屈折率材料

Meadowlark社の液晶可変リターダは、精密に研磨された光

を用いるか、セルギャップを大きくすることで対応を取ること

学的にフラットな石英ガラスを使用し、2枚の石英ガラスが数

ができます。液晶材料の複屈折は、長波長側に向かうに従い

ミクロンの幅（セルギャップ）
で向い合せに配置しています。セ

減少するので、使用する波長で正確にデザイン、評価される

ルギャップ間は、ネマチック液晶で満たされており、空気に触

必要があります。Meadowarkの液晶可変リターダは、可視域

れないようにシールされています。精巧に製作された液晶デ

から近赤外域まで対応することができます。環境温度、使用

バイスは、優れた透過波面収差、面精度を実現し様々なアプリ

波長の変化などは、液晶リターダの光学性能に影響を及ぼ

ケーションで使用することができる製品となっています。

しますので、キャリブレーションなどの手法によりそのアプリ

液晶分子は一般的にラグビーボールのような形状を持った
屈折率楕円体となっています。屈折率楕円体の長手方向は、

ケーションに適応させることも重要です。

屈 折 率 の 大 き い こと を 示 し 、そ の 屈 折 率 は よく“ n e ”

液晶可変リターダ

(=Extraordinary：異常光線屈折率)と表記され、その向きを

Meadowlark社の液晶可変リターダは正確なリターダンスの

Slow

Axis（=遅相軸）
と定義されます。反対に、屈折率楕円体

の短手方向は、屈折率が小さいことを示し、“no” (Ordinary:常
光線屈折率)と表記され、その向きをFast Axis（=進相軸）
と定
義されます。
このne, noの差が、“⊿n (屈折率差)”となり、液晶
層の厚み“d”を使用して、
リターダンス（位相差） “δ”は、以
下の式で与えられます。

チューナビィティを提供することができます。
トゥルーゼロ
オーダのデバイスは、精巧に製作され、可視域から近赤外域
まで優れた性能を保有しています。液晶可変リターダは、他
の光学部品と組み合わせて使用することで、可変アッテネー
タ、可変偏波ローテータ、空間光変調器へとその可能性は広
げることができます。
光学の研究においては、様々なシーンで広い波長レンジに

電圧が印加されていない時（0V）に液晶分子の長手方向は、

おいてリターダンスの連続的なチューニングが求められる

ガラス面に対して平行なポジション（寝ている状態）を取りま

場合があります。
このデバイスは、PCを介して一枚の液晶可

す。
この時に、最大のリターダンス値を得ることとなります。
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δ (nm) = (ne - no) x d (µm)

変リターダでリアルタイムに偏光を変化させるようなアプリ
ケーションにも使用できます。
例えば、Fast Axis (もしくはSlow Axis)に対して45°
（方位角）

Voltage

Retardance

V∼2

δ = λ/2

Output State

に直線偏光を入射させることで

Fig.4-1に示されるような

偏光を一枚の液晶可変リターダで作り出すことができます。
また、Slow Axisに沿って直線偏光を入射させることで、偏光
を変えることなくリターダンスのみ可変し、位相変調器として

2<V<4

λ/4 < δ < λ/2

使用することもできます。さらには、2枚のポラライザの間に
はさむことで、液晶可変アッテネータとして、液晶可変リター

V∼4

δ = λ/4

ダの後にλ/4を一枚足すことで液晶偏波ローテータとして
も使用することができます。

4<V<7

0 < δ < λ/4

V∼7

δ=0

空間光変調器は複数の制御可能な小型ピクセル（画素）で
構成されている液晶可変リターダの集合体です。
このデバイ

Fig. 4-1 水平な直線偏光を入射すると、そのリターダンスに
あった偏光が出射される。

スは、強度変調器および（または）位相変調器として空間的

光変動が必要なアプリケーションで使用されます。
これら
の革新的な製品についての詳細および仕様に関しては
S
空間光変調器セクションを参照してください。
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液晶・可変リターダ（LCVR）
最後に、Fast Axis、Slow Axisから45°
の位置にマウント用のス
クリュー穴がくるようにアルミハウジングでアッセンブルしま
す。
異方性のネマチック液晶分子は、液晶セル中で一軸性複屈折
材料としての液晶層を形成します。ネマチック液晶では、その
液晶分子の長手方向が窓材（ガラス面）
との境界面では平均
的に平行に配列していますが、液晶層のほぼ中央部にかけて
はランダムな分布を持っているとされています。(Fig.4-6 (a))
印加電圧が0Vの時、液晶分子は、窓材に対して平行に配列
し、横たわる状態となり、最大のリターダンスをつくりだしま
す。電圧が印加されると、窓材に対して液晶分子が立ちあがり
始めます。(Fig.4-6 (b))
液晶可変リターダはすべて、ネマチック液晶を使用しており、

Fused Silica
ITO
Alignment Layer

機械的に駆動することなく、電気的に偏光をコントロールす

Spacer

ることのできるデバイスです。Meadowkark社の液晶可変リ

LC Molecules

ターダは、電圧を印加することで複屈折を可変することがで
きます。
この機能により入射偏光を楕円偏光、直線偏光、円偏
光に変換することができます。Meadowlark社では光学特性

(a) Maximum Retardance (V = 0)

の優れたデバイス生産の為に、その生産方法にも特に注意
を払っています。

LC Molecules
tipped with
applied voltage
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まず、光学フラットな石英ガラスの窓材にITO (=Indium Tin
Oxide:透過導体材料)のコーティングを行います。
このITOに
使用される材料は、450nm〜1800nmの領域で最大透過率
を得られるように特別にデザインされているものを使用しま
す。
（Fig.4-5参照）ITO層の上には、薄い誘電体層を形成し、そ
れをわずかにラビングしています。
こうすることで、液晶分子
が特定の配向を持って規則正しく配列することになります。
こうして加工された2枚の窓材を向かい合わせにして、精密
にアライメントして数ミクロンのギャップを開けた状態で保
持します。
このセルギャップ内を複屈折材料である液晶で満
たした後、
シールし電極をデバイスの外面に接続します。

(b) Minimum Retardance (V >> 0)
Fig. 4-6 液晶可変リターダの内部イメージ
印加電圧V=0 (a)、印加電圧 V>0 (b)

印加電圧が大きくなるにつれて、液晶分子はさらに立ち上が
ります。
こうなることで複屈折は減少し、
リターダンスが小さく
なります。窓材の境界にある液晶分子は、アライメント層（ラ
ビング層）に挟まれる形になっているので自由に回転するこ
とができません。
これらの一部の液晶分子は、
どんなに印加
電圧を上げても回転（立ち上がる）
しないので、〜30nm程度
の残留リターダンスを引き起こします。
ポリマーフィルムを張り付けた“コンペンセータ付き”液晶可
変リターダは、その残留リターダンスを除去することができま
す。Fig.4-8 に“コンペンセータ付き”、“コンペンセータなし”の
一般的な液晶可変リターダの“リターダンス vs 印加電圧”の
関係を紹介します。
どんな異方性材料であっても、
リターダンスはその“厚さ”と
“複屈折性”に依存します。液晶材料の場合、複屈折性は“動作
波長”、“駆動電圧”および“温度”に依存することになります。液
晶セル全体的では、温度の上昇とともにそのリターダンスは、
およそ“-0.4%/℃減少”する特性を持っています。

Fig. 4-5 ARコート無しの一般的な液晶デバイスの透過率(typ.)
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液晶・可変リターダ（LCVR）
応答速度
液晶可変リターダの応答速度は、“各層の厚み”、“液晶の粘
性”、“温度”、“駆動電圧の変化”、“表面処理具合”などの様々
な要因に依存します。液晶のみの応答速度は、液晶層の厚
みの２乗（リターダンスの２乗）に比例します。液晶可変リ
ターダの一つの特徴として、応答速度はリターダンスが増加
/減少の可変方向によっても異なります。
リターダンス増加時の応答速度は、液晶分子の機械的な緩
和（リラックス）により決定されます。対して、
リターダンス減
少時の応答速度は、液晶層を貫く電界フィールドの作用で
非常に速くなります。Meadowlark社の標準的な液晶可変リ
ターダの応答イメージをFig.4-7(b)に示します。λ/2から

Fig.4-7

一般的な液晶可変リターダの応答
2kHzの矩形波電圧が印加されている
過剰なDC電圧は、液晶素子を破壊する

0waveへの変化（低電圧→高電圧）へは、約5msとなります。
0waveからλ/2への変化（高電圧→低電圧）へは、約20msと
なります。
応答速度は、高複屈折で液晶層を薄くするようなカスタム材

a)

料を選定することで改善することはできます。
また、液晶の温
度が高くなることで液晶材料の粘性が低下し速い応答速度
を得ることができます。高速な応答速度が要求されるアプリ
ケーション向けには "高速液晶リターダ” を参照してくださ
い。

れは、液晶デバイスに高電圧を瞬時に与え、液晶分子の立ち
上がり始める際の速度を加速させます、その後、設定したリ
ターダンスに近づくにつれて印加電圧を下げる駆動手法で
す。
この手法を使用した場合、低リターダンスから高リターダ
ンスへの変化の際、印加電圧が瞬時に取り除かれ、液晶分

b)

子がすぐにリラックス状態へと移行します。TNEによる応答
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他にも、駆動方法を工夫した TNE (= Transient Nematic
Eﬀect: ) 手法により応答速度を改善することができます。
こ

速度は、Fig.4-7(c)に記載します。後述の"4チャンネル・デジ
タルコントローラ”のページに、
このTNEの電圧プロファイル
を記載しています。
Meadowlark社製品の液晶可変リターダは、使用される波長
で、〜30nmからλ/2以上のリターダンスの可変幅を持たせ
ています。
コンペンセータを付けることで0nmからの可変幅
を持たせることもできます。
この液晶可変リターダをカスタ
ム化することで、0nmから数waveまでのリターダンスを持た
せることも可能です。納入する際には、
ご指定の波長での"リ
ターダンスvs 印加電圧"を記したLUT (=Look Up Table)を同

Fig.4-8 印加電圧に対する液晶可変リターダの応答
（@632.8 nm、21 ℃）
a) コンペンセータなし
b) コンペンセータあり

封いたします。
このLUTを参照することで、自在に必要なリ
ターダンスを設定することができます。本製品は、同軸ケー
ブルによりコントローラに接続し簡単にお使い頂けます。
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液晶・可変リターダ（LCVR）
一般的に液晶デバイスの駆動には、AC波形を供給するコン

温度コントロールしていないタイプのものでは、温度が１℃

トローラが必要となります。Meadowlark社製、液晶可変リ

上昇することで約0.2%〜0.3%のリターダンスの低下が予想さ

ターダ（LCVR =Liquid Crystal Variable Retarder）には、特に

れます。

振幅の調整可能な2kHzの矩形波が必要です。
Meadowlark社からリリースしている “Basic液晶デバイスコ
ントローラ” 、“4チャンネル・デジタルコントローラ” は、
これ
らの液晶可変リターダの駆動に最適なコントローラとなって
います。液晶デバイスは温度によりその特性が変化するの
で、動作温度を厳密にコントロールされる方にはLCVRに温
度センサー&コントロール・オプションもご用意しています。
温度センサーは、LCVRの基板上に直接取り付けてあります

特長
•
•

PCによるコントロール
温度コントロールオプション

•

動作波長450〜1800nmまでの広域をカバー

•

メカ機構なしでリターダンス値をコントロール

ので、温度センサーオプションを選択することで大きくかさ

Liquid Crystal Devices

ばるなどといった不都合、煩わしさなどはありません。

Fig. 4-9 LVR-100外形寸法（inch）

Fig. 4-10 LVR-200、 LVR-300 外形寸法図 （inch）

仕様

型式

リターダ・材料

ネマチック液晶

ガラス・材料

石英

波長範囲

450 〜 1800 nm（波長指定）

リターダンス範囲
コンペンセータなし
コンペンセータ付き

5

〜 30 nm 〜 λ/2
0 nm 〜 λ/2
カスタムリターダンス対応可能

直径

(in.)

クリアアパーチャ

(in.)

厚み

(in.)

型番

コンぺンセータなし（30 nm〜λ/2）

1.00

0.37

1.23

LVR - 100

2.00

0.70

0.75

LVR - 200

3.00

1.60

1.00

LVR - 300

コンぺンセータ付き（0 nm〜λ/2）

透過波面収差 (@632.8 nm)

≦λ/4

1.00

0.37

1.23

LRC - 100

スクラッチ／ディグ

40 〜 20

2.00

0.70

0.75

LRC - 200

偏角

≦ 2 arc min

3.00

1.60

1.00

LRC - 300

表面反射

≦ 0.5 %（0 °
入射時）

公差

± 0.005 inch

VIS：450〜700 nm

IR1：650〜950 nm

動作温度範囲

0 ℃ 〜 50 ℃

IR2：900〜1250 nm

IR3：1200〜1700 nm

損傷閾値

500 W / cm2、 CW
300 mJ/cm2、10 ns、可視域

液晶可変リターダ
（LCVR）
は大きく以下の４タイプに分けられます。

※オーダー時にどの波長範囲のものかをご連絡ください。
F
※オーダー時に使用される波長をご連絡ください。
※温度コントロール(オプション)は、
末尾に“-TSC”と記載ください。

液晶・可変アッテネータ（LVA）
特長

液晶可変アッテネータ
（LVA）は、連続的に光の強度をコント
ロールすることができます。LVAは、コンペンセータ付きの

• 高コントラスト比

LCVR

(液晶可変リターダ）が２枚のポラライザ（偏光板）に

挟まれた構成になっており、
これら２枚のポラライザは、透

• PCによるコントロール

過軸が交差するセッティング（=クロスニコル）
となっており、

• 連続的にアッテネーション

LCVRにλ/2のリターダンスを与えることで、透過する光は最
大となります。
（Fig.4-11参照）λ/2のリターダンスは、１枚目
のポラライザを透過した直線偏光を90°
回転させる機能（旋
光）を持つので、２枚目のポラライザ（アナライザ）後に最大
透 過を得ることができます。反 対 に、L C V R に 0もしくは
1waveのリターダンスを与えることで、２枚目のポラライザ
後に最低透過を得ることができます。
透過率は、印加電圧の上昇（リターダンスはλ/2→0wave)
につれて減少します。クロスニコル下での透過率“T”とリ
ターダンス“θ(°
)”の関係は以下の式で与えられます。
T(θ）= 1/2 [1-cos(θ)] x Tmax
ここで、“Tmax”は最大透過率を示し、
リターダンスがλ/2（も
しくは180°
）の時に得られます。Fig.4-12は印加電圧と透過
率の関係です。
最大透過率は、使用しているポラライザの性能だけでなく
液晶可変リターダの性能に依存します。Fig.4-13は、550nm

Unpolarized
Input

f

45˚

で最適化されたLCVRを使用した際の透過率データです。入

Liquid Crystal Devices

Linear
Polarized
Output

射光には無偏光（Depolarization）の光源を使用していま
す。明と暗との比を示す、
コントラスト比は、最大透過率を最

s

低透過率で割った値で定義されます。特定の１波長で最大

Entrance
Polarizer

Compensated
Liquid Crystal
Variable
Retarder

Exit
Polarizer

／最低透過率を評価した場合、
コントラスト比は1000：1を
超えることもあります。
Meadowlarkでは、
ご指定の波長で500：1以上のコントラ
ストを保証しています。

Fig. 4-11 LVA構成図

Fig. 4-12 特定波長でのLVA特性

Fig. 4-13 550nmで最適化されたLVAの波長依存性
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液晶・可変アッテネータ
（LVA）
液晶可変アッテネータ(LVA)は、高効率の方解石やビームス
プリッティング・ポラライザを使用することで透過率の最大化

仕様
リターダ・材料

ネマチック液晶、複屈折ポリマー

ポラライザ・材料

ダイクロイック・ポリマー

90%を超えます。

ガラス・材料

石英

カスタムデザインのダブル液晶可変アッテネータは、5000：1

波長範囲
VIS
NIR1
NIR2

450 〜 700 nm
700 〜 900 nm
900 〜 1500 nm

適切なダイクロイック・ポラライザを利用する近赤外線適用

コントラスト比

500：1 @ 550 nm

用のカスタムデバイスも製作することができます。

透過波面収差(@632.8 nm) ≦λ/4

Meadowlark社からリリースしている”Basic液晶デバイスコ

スクラッチ／ディグ

40 〜 20

ントローラ”、”4チャンネル・デジタルコントローラ”は、正確

偏角

≦ 2 arc min

表面反射

≦ 0.5 %（0 °
入射時）

公差

± 0.005 inch

動作温度範囲

0 ℃ 〜 50 ℃

損傷閾値

1 W/cm2、
CW (ダイクロイック・ポラライザ）

と閾値の増大を期待できます。
直線偏光での入射で、ほぼどの波長においても透過率は

を超える高コントラストを達成できます。そのデザインは、３
枚のポラライザの間に２枚のLCVR (液晶可変リターダ）を配
置した構成になります。

で、繰り返し行われる強度コントロールに最適なコントロー
ラとなっています。

Contrast Ratio

Liquid Crystal Devices

10,000
1,000
100
10

直径

クリアアパーチャ

厚み

型番

1.00

0.37

1.23

LVA-100-λ

2.00

0.70

0.75

LVA-200-λ

3.00

1.60

1.00

LVA-300-λ

(in.)

(in.)

(in.)

※オーダー時に使用される波長をご連絡ください。
※カスタムサイズ製作可能

Fig. 4-14 Typical Contrast Ra o of a Liquid Crystal Variable
A enuator op mized at 550 nm
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型式

液晶・偏波ローテータ（LPR）
特長
• 高パワー入力
• 高コントラスト
• PCによるコントロール
• 180°
の回転角
• 直線偏光の連続回転

液晶偏波ローテータ(LPR)は、特定の波長の偏波面を連続的

LPRの回転時のコントラスト(Polarization Purity)は回転した

に回転させることができます。LPRは、LCVR(液晶可変リター

直線偏光とそれに直交した軸の比で表されます。LPRの回転

ダ）
とλ/4のゼロオーダー・ポリマーリターダの構成になって

角は、印加電圧と駆動時の温度に非常に影響を受けます。

います。LCVRのFast Axisは、λ/4リターダのSlow Axisに対し

Polarization Purityは、平均的に150：1よりも良いとされて

て45°
回転して取り付けてあります。入射の直線偏光はλ/4リ

います。

ターダのSlow Axisに沿って入射させる必要があります。LCVR
のリターダンスを電気的にコントロールすることで、機械的に
動作する機構なしで偏光面の回転を可変させることができま
す。

LPRには、偏光を約-40°
〜+140°
までを10°
刻みで回転させ
ることのできる印加電圧が記載されたLUT (テストデータ)を
添付しています。
この測定はご依頼の一波長で室温の環境

λ/4リターダは、LCVRを透過した後の楕円偏光を、改めて別
の方位角（Azimuth）の直線偏光に変換させます。回転角はあ
たかもλ/2リターダで得られる旋光角と同様に得ることがで
きます。

Liquid Crystal Devices

下で行われます。
標準的なLPRには、入力側に使用するポラライザは付属して
いません。LPRの最適な性能を得るためには、入力する偏光
を精密にアライメントする必要があります。
Meadowlarkでは、ポラライザを付加したタイプでも供給を

応答速度は、回転角の角度に依存します。回転角が小さけれ

行えます。必要に応じてご依頼ください。

ばその応答速度は遅くなります。

Fig. 4-15

Operati on of Liquid Crystal Polarizati on Rotator showing complete rotati on of a linearly polarized input beam
LPR 駆動原理
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液晶・偏波ローテータ（LPR）
仕様

型式

リターダ・材料

ネマチック液晶、複屈折ポリマー

直径

厚み

型番

石英

(in.)

クリアアパーチャ

ガラス・材料
波長範囲

450〜1800 nm（波長指定）

1.00

0.37

1.23

LPR-100-λ

偏光回転角

180°
、
もしくはそれ以上

2.00

0.70

0.75

LPR-200-λ

Polarization Purity

150：1（平均値）

3.00

1.60

1.00

LPR-300-λ

透過率

≧ 92 %（直線偏光入射時）

Liquid Crystal Devices

透過波面収差（@632.8 nm） ≦λ/4

9

スクラッチ/ディグ

40 〜 20

偏角

≦ 2 arc min

表面反射

≦ 0.5 %（0 °
入射時）

公差

± 0.005 inch

動作温度範囲

0 ℃ 〜 50 ℃

損傷閾値

500 W/cm2、CW
300 mJ/cm2、10 ns, 可視域

(in.)

(in.)

※オーダー時に使用される波長をご連絡ください。
※カスタムサイズ製作可能

NEW

液晶・高コントラストシャッタ（LCS）
特長
• 高コントラスト
• 駆動機構なし
• PCコントロール
• 発生振動なし
高コントラストシャッタ
（LCS）は、
メカ的に駆動するシャッタ
と比べて、振動が発生しないので特に偏光の入力には便利
です。構成する部材のLCVR（液晶可変リターダ）にツイスト
ネマチック液晶を使用しているので、印加電圧が0Ｖの際に
は、偏波面が90°
回転（旋光）
しますが、8V〜10V印加時には
偏波面は変化しません。使用するドライバは、2KHzのACで
ある、D4010, D3050が最適です。

仕様
リターダ・材料

ツイストネマチック液晶

ガラス・材料

石英

ポラライザ・材料

ダイクロイック・ポリマー

波長範囲

450 〜 700 nm

コントラスト比

1000：1（平均値）

入射角

最大10°
まで

LCSは、可視域対応のダイクロイック・ポラライザと共に
供給され、450nm〜700nmの使用範囲で平均コントラス
トは1000:1以上を確保できます。
クリアアパーチャのより
大きなものや対応波長を2.1umまで伸ばしたカスタム
シャッタも製作可能です。

85
85

スイッチング時間（10 % 〜 90 %）室温時

→ Close

0.4 ms

透過波面収差（@632.8 nm）

≦λ/2

スクラッチ/ディグ

60 〜 40

表面反射

≦ 0.5 %（0 °
入射時）

偏角

≦ 5 arc min

損傷閾値

1W/cm2、CW

ガラス厚み

0.48 〜 0.52 inch

偏光方向

入射偏光 - 垂直方向
出射偏光 - 水平方向

動作温度範囲

0 ℃ 〜 50 ℃

75
75

Polarized Transmission(%)

Open

80
80

Polarized Transmission (%)

5 ms

Liquid Crystal Devices

Close → Open

70
70
65
65
60
60

55
55
50
50
450
450

500
500

Fig. 4-16

550
550

600

650
650

600

Wavelength
Wavelength

700
700

Transmission for Polarized Light

型式
直径

クリアアパーチャ

厚み

1.00

0.37

1.23

LCS-100

2.00

0.70

0.75

LCS-200

3.00

1.60

1.00

LCS-300

(in.)

(in.)

(in.)

型番

※カスタムサイズ製作可能
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高速液晶デバイス動作原理
Meadowlark社では、高分子安定化液晶（ポリマー安定化）

Meadowlark社からリリースされている液晶デバイス”LCVR”

を使用した次世代型高速液晶デバイスをリリースしていま

の応答速度は、液晶層内部の大半の液晶とセルギャップに

す。液晶の立上がり、立下り方向にかかわらず約175usのス

よって決定づけられます。

イッチング速度を達成したこの高速液晶デバイスは、
とにか
く高速応答を求めるアプリケーションは最適なデバイスと言
えます。

セルギャップが厚くなることで液晶デバイスの応答速度は”厚
みの2乗”で増加します。
この特性は、液晶セル内の大半を占め
る液晶分子の特性と、配向層（アライメントレイヤー）の分子
物性に依存します。
（Fig.4-6参照）
実際の液晶セルの電気効果には2つの特性（領域）がありま

高速応答液晶技術

す。

高速応答する液晶デバイスは、過去十数年に渡り研究され

(1) 配向層に近接する箇所ではマイクロ秒での応答となる高

てきました。 Meadowlark社では、高分子網を使用した液

速応答領域：ファスト・サーフェース・レイヤー効果

晶デバイスの特性強化のため、先進的な製作プロセスを開

(2) 大半の液晶層ではミリ秒での応答となる低速応答領域

発しました。

この (2) は、一般的な液晶デバイスの応答です。
Fig.4-17 (a) は、上記2つの領域が存在する”一般的な液晶デバ
イス：LCVR”です。
この低速応答を克服するために液晶層内に
少量の高分子材料を導入することで、液晶層内部に無数の配
向層を形成することを可能にしました。
こうすることで、大半を
占めている液晶層内部にファスト・サーフェース・レイヤー効
果が多く発生するようにします。(Fig.4-17(b)) 液晶層への高分
子安定化材料の導入する手法は、セルギャップとスイッチング
(a)

速度の関係を断ち切ることができます。ですが、(b)の時点で
は、高分子材料が浸透したことによって液晶層内の配向の均

Liquid Crystal Devices

一性は意味をなさなくなります。液晶分子の配向がランダム
に配列することでリターダの特性でもある Fast Axis のような
方位がなくなるのです。
Meadowlark社では、デバイスに機械的なせん断方向へのプ
ロセスを加えることで液晶層に一様な配向を促し、結果、高速
(b)

液晶リターダーとしての Fast Axis が生まれることになります。
(Fig.4-17 (c))このプロセス後に液晶セルはロックされ、周囲を
シーリングされます。
この一連の製造プロセスで、優れた液晶
分 子 の 配 向とリターダンスの 均 一 性 がクリアアパ ーチャ
20mm以下のエリアで確保することができます。
Meadowlark社の高速液晶デバイスは、可視域から近赤外域
までの広い波長範囲で使用することができます。

(c)

Fig. 4-17 (a) 一般的な液晶デバイスの構造
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(b)

高速液晶可変デバイスは、液晶層内部に
ポリマー層を形成

(c)

特殊な方法で液晶層内部のランダムな
液晶配向を一様に安定化

汎用的な液晶デバイス同様に温度、使用波長の変化に大きく
影響を受けるので、異なる環境下での使用時には校正される
必要があります。高速液晶可変リターダは、
ご指定の波長での
"リターダンスvs 印加電圧"を記したLUT (=Look Up Table)が
同封されます。また、高速液晶シャッタには、一般的な性能評
価データが添付されます。デバイスは同軸ケーブルでドライ
バに接続できるので、簡単にご使用になれます。

NEW

高速液晶・シャッタ（SCS）
特長
• メカ機構なしでリターダンス値をコントロール
• PCコントロール
• ノイズなし
• 高速応答
高速液晶シャッタ
（SCS）は、高速液晶リターダ（SLCVR）が２枚
の交差するポラライザの間に挟まれておりサブミリ秒での光
学的な開閉が可能です。応答速度は、開閉どちらの時も125µs
程度となり、約40℃での使用環境では、50µsにもなります。
D3050HVコントローラ
（２チャンネル・デジタルコントローラ）
を使用して、その駆動と温度のコントロールを行うことができ
認できます。
このヘイズにより、700nm近傍で約1%、450nm近

85

傍で10%程度のロスが発生します。
（700nm辺りでの散乱光

80

はほとんど無視できるレベルです。）SCSは、可視域対応のダイ

75

クロイック・ポラライザと共に供給され、450nm〜700nmの使

70

用範囲で平均コントラストは200:1以上を確保できます。
クリ

65

アアパーチャのより大きなものや対応波長を2.1µmまで伸ば

60

したカスタムシャッタも製作可能です。

55
50
450

500

550
600
Wavelength
[nm]
Wavelength [nm]

650

700

Fig. 4-20 SCS（シャッター）OPEN時の透過特性
1.0
1.0
0.8
0.8

Normalized Response

Normalized Response

Liquid Crystal Devices

Polarized Transmission (%)

Polarized Transmission(%)

ます。SCSは、その液晶層中に青、緑の波長領域にヘイズが確

0.6
0.6

高分子安定化ネマチック液晶

ガラス・材料

石英

ポラライザ・材料

ダイクロイック・ポリマー

波長範囲

450 〜 700 nm

コントラスト比

200：1（平均値）

入射角

± 5°

Close → Open
Open → Close

0.2
0.2
0

リターダ・材料

スイッチング時間（10 % 〜 90 %）室温時

0.4
0.4

0.0
250

仕様

300
300

350

400
400

450

500 900 1000 1100
500
900 1100

Time ( s)

Time (µs)

1300

1500

1200 1300 1400 1500

Fig. 4-21 SLCVR応答特性

型式
直径
(in.)

クリアアパーチャ
(in.)

厚み
(in.)

型番

コンペンセータなし（50 nm 〜λ/2）
2.00

0.70

0.75

12
コンペンセータなし(50んｍ

SCS - 200

150 µs
150 µs

スイッチング時間
（10 % 〜 90 %）40℃時

50 µs

透過波面収差 (@632.8 nm)

≦λ/2

スクラッチ/ディグ

60 〜 40

表面反射

≦ 0.5 %（0 °
入射時）

偏角

≦ 5 arc min

損傷閾値

1 W/cm2、CW

ガラス厚み

0.48 〜 0.52 inch

偏光方向

入射偏光 - 垂直方向
出射偏光 - 水平方向

動作温度範囲

-10 ℃ 〜 60 ℃

NEW

液晶・中赤外可変リターダ
特長
・

機械的駆動パーツなし

・

PCによるコントロール

・

可変アッテネータとして使用可能

液晶を使用しての偏光コントロールは、ついに中赤外域ま
で可能となりました。
Meadowlark社からリリースされています液晶・中赤外可変
リターダを使用することで、3.6µm〜5.7µm内において可変
アッテネータとして、偏波コントローラとして広く使用で
きるデバイスとなります。

仕様
リターダ・材料

ネマチック液晶

基材・材料

ゲルマニウム（ARコート付)

波長範囲

3.6 µm 〜 5.7 µm

リターダンス（max)

1/2λ（@4 µm) *

リターダンス（min)

0.06λ（@4 µm at 10 V)

反射

≦ 5% (片面あたり)

動作温度範囲

0 ℃ 〜 +50 ℃

応答速度

≦ 0.5 sec.

*カスタムにより"4 µmで1λ"、"5.7 µmで0.7 wave"にも対応可能

型式
直径 (in.) クリアアパーチャ (in.)

13-1

厚み (in.)

型番

2.00

0.70

0.75

LVR-200-MIR

3.00

1.60

1.00

LVR-300-MIR

液晶・紫外可変リターダ
特長
・

紫外波長域で位相、強度変調可能

・

アナログ変調方式

・

機械的駆動パーツなし

これまでの液晶・可変リターダと機能同じく紫外波長域
で使用できる液晶・紫外可変リターダです。
標準品のコントローラを使用して駆動させることで、紫
外域において自在にリタデーションを可変できる可変リ
ターダとしてご使用になれます。他のオプティクスと併
用してご使用なることで、可変アッテネータや、シャッ
タとしてもご使用になれます。

仕様
リターダ・材料

ネマチック液晶

基材・材料

UVグレード合成石英

最低動作波長（min.）

230nm

リターダンス（max.）

1/2λ（@400nm）

リターダンス（min.）

0.06λ（@400nm at 10V）

反射

ARコート対応可能

動作温度範囲

0℃ 〜 +50℃

※カスタム仕様対応可能

型式
直径(in.) クリアアパーチャ (in.)

Contact us: 5964 Iris Parkway Frederick, CO 80530

13-2

厚み(in.)

型番

1.00

0.37

1.23

LVR-100-UV

2.00

0.70

0.75

LVR-200-UV

FLC 強誘電液晶デバイス
Ferroelectric Liquid Crystal Devices
FLC (強誘電液晶) を使用した液晶デバイスは、これまで

NEW

Now Oﬀering

のネマチック液晶では、達成が困難であった高速応答性
が特長の液晶可変デバイスです。
FLCデバイスは、透過率のコントロールをアクティブに
動作させることが必要なアプリケーション向けにデザイ
ンされています。最大の特長は、高速バイナリーオペレ
ーション、高純度直線偏光の出射、高い消光比のパフォ
ーマンスが挙げられます。本製品には、メカ機構はない
ので、駆動時の振動、騒音の発生はありません。
FLCの駆動には、DCバランスのとれたACドライブ信号
が必要で、一般的に50%のデューティサイクルでの使用
となります。FC-010コントローラは、FLCデバイスを
駆動させるのに最適なコントローラです。
Typical FLC Switching Speed

FLC 特長
・超高速スイッチングスピード
・マウントあり / なし対応可
・無音、無振動
・低電圧駆動

Transmission vs. Wavelength

FLC Driver sold
sepaarately

4/2015

FC-010（FLCコントローラ）

ローテータ 仕様
位相差板・材料

強誘電液晶

ガラス・材料

石英

ントローラです。

波長範囲

400〜800 nm
カスタムで2 µmまで対応可能

それぞれのFLCデバイスを駆動させる最適な波

透過波面収差
スクラッチ/ディグ

λ/4 (P-V@633 nm)
[ λ/10 (RMS@633 nm) ]
60-40

背面には、mini-DIN6とBNCのインタフェースが

偏角

≦ 5 arc min

準備されています。

形状 (マウント）

1.00 / 2.00 ±0.005 in

クリアアパーチャ

0.37 / 0.70 in

応答速度
(10-90%, 90-10%)

≦100 µs
室温時、波長により異なる

動作温度範囲

20℃〜30℃

駆動電圧

±5〜20 V, 50 % デューティ比

FC-010は、Meadowlark社製 強誘電液晶デバ
イスを同時に2台まで駆動させることができるコ

形をあらかじめセーブしておくことができます。

コントローラ 仕様
サイズ

13.5 × 13.5 × 5.1 cm

チャンネル数

シャッタ 仕様

(上記ローテーターにポラライザを付加したもの)
偏光板・材料

ダイクロイックポリマー

2チャンネル

透過率

出力波形

バイポーラ ±15 V ピーク電圧
±5 V 保持電圧

≧ 30 % (typ. - 無偏光時）
≧ 65 % (typ. - 偏光時)

波長範囲

振幅分解能

16 bit, 1 mV

450 〜 720 nm
カスタムで2 µmまで対応可能

透過波面収差

内部駆動

1〜10 kHz、
50 % デューティサイクル

λ/2 (P-V@633nm)
[λ/8 (RMS@633nm) ]

コントラスト

≧ 200 : 1

電圧分解能

型式
製品名
ローテータ
シャッター
コントローラ

直径 (in.)

クリアアパーチャ (in.)

厚み (in.)

型番

1.00

0.37

1.23

FPR-100-λ

2.00

0.70

0.75

FPR-200-λ

1.00

0.37

1.42

FCS-100-λ

2.00

0.70

1.13

FCS-200-λ
FC-010

NEW

Basic
液晶デバイスコントローラ（Ｄ4010）
B
特長
• スタンドアローンユニット
• Meadowlark社液晶デバイス
（高速液晶タイプを除く）
全製品に対応可能
• 電圧値、周波数セッティングのメモリ機能
• LEDディスプレイによるセッティング確認
• SMA、BNCコネクタ・インターフェース
• セットアップフリー
• 直観的なオペレーション
• RoHS、CEコンプライアンス対応
• 低DCバイアスから液晶デバイスを保護
Internal

Frequency/Voltage 1

Voltage 1

nal Modulation”ノブを調節すると設定された２つの電圧値

7.000

に周期的に交互にスイッチングします。外部からのモジュ

Voltage 1

Output
Frequency
Internal

D4010には、内部モジュレーション機能があります。 “Inter-

レーションも取り込めるので外部機器の入力にも応えます。
Voltage 2

Pulse

Voltage 2
Voltage 2

1.500

External

Basic Liquid Crystal Controller
Model D4010

Meadowlark社製の液晶可変リターダは、LUT（“電圧値
vs リターダンス”の表）が添付されるので、D4010と使用

Error

Fig. 5-1 D4010メインパネル

することで、正確なリターダンスを得ることができます。

仕様

D4010は最も簡素な機能を持ったコントローラです。

出力電圧

0 V 〜 20 V rms (max.)

D4010は、Meadowlark社製液晶可変デバイス（高速タイプ

電圧分解能

±1 mV（< 10 V）
±10 mV（≧10 V）

液晶デバイスドライブ波形

2 kHz、矩形波

除く）を１台のみ駆動できるコントローラです。
デジタルディスプレイには“印加電圧”のみが表示され、設定
されている電圧を簡単に確認することができます。 繰返し
周波数と電圧値の設定はノブを回転調節することで行われ、
その設定は押すだけで保存され、次回使用時に読み出すこと

出力バイアス

± 5 mV DC max.

電源

100 〜 240 V AC
47 〜 63 Hz
500 mA

内部モジュレーション

0.5 〜 150 Hz
50 % Dutyサイクル

外部モジュレーション

DC 〜 500 Hz
バリアブル Dutyサイクル可能

サイズ（W×D×H）

7.0 × 5.0 × 3.0 inch

液晶可変リターダ使用の際には、LUTを見ながら手動で電圧
値をコントロールし、その使用に合わせたリターダンスを調
整することができます。
D4010には、異なる２つの電圧を記憶させ、交互に２つのリ
ターダンスを発生させることができます。例えば、λ/4とλ/2
を交互に発生させることで、直線偏光を左右どちらかの円偏
光に変換させるアプリケーションなど。マニュアル・トグルで

Liquid Crystal
Controllers

ができます。

外部モジュレーション（input) TTL 対応可能
5 V max.

簡単にこれら二つの状態にすることができます。

型式
ベーシック液晶デバイスコントローラ

D4010
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T Cデバイス用２チャンネル・デジタルコントローラ（Ｄ3060ＨＶ）
Swift
特長
• USB, RS-232Cインターフェース
• C++のコードおよび、dllライブラリ
• コンパクトで簡単取扱い
• マイクロソフト “Hyper Terminal” 構成ファイル込
• 10mV 分解能で2チャンネルを独立してコントロール

仕様
液晶デバイスドライブ波形 13 kHz、矩形波
出力電圧

0 V 〜 100 V rms (max.)

電圧分解能

10 mV(LabVIEW使用時0.155 mV）

Meadowlark社製高速液晶可変デバイスを最大2台まで駆動

DCオフセット

< 50 mV

できるコントローラです。

コミュニケーション
インターフェース

USB もしくはRS-232C

ケーブル長

LEMO RFケーブル、2 m
(液晶デバイス - コントローラ)

入力電源

100 V 〜 240V、AC
47 〜 63 Hz
2.5 A

パッケージは、前面パネルコネクタへの外部からの信号入

セーフティ機能

インターロックスイッチ

力、もしくはCellDRIVEによって作られるサイン波、矩形波、三

サイズ（W×D×H）

10.50 × 7.25 × 4.0 inch

角波、のこぎり波などによって駆動できます。追加機能として

モジュレーション波形

外部モジュレーション
入力（0 〜 5 V）
サイン波、三角波、矩形波
のこぎり波

温度コントロール
（1チャンネルのみ）

アクティブ・ヒーティング、
パッシブ・クーリング
設定温度に対し±1 ℃

同期信号

TTL、1 µsパルス、Phase 指定可能

Swiftデバイス用2チャンネル・デジタルコントローラは、

D3060HVは、D3050の全機能に加えて、高速液晶デバイスを
駆動する機能を備えています。CellDRIVE3100HVソフトウェア
は、CellDRIVE 3100 の特徴をすべて含んでいるのに加えて高
速液晶デバイスを最適にドライブできるようにしてあります。
さらに１チャンネルの温度モニター／コントロール機能が付
加されています。13kHz矩形波の振幅信号を与えるD3060 HV

は、CellDRIVEが作り出す波形中のご希望のポイントで同期シ
グナルをフロントパネルから排出したり、全てのCellDRIVEの
セッティングを保存／読み出すことが可能です。

構成
・ Ｄ3060HVコントローラ
・ ユーザマニュアル
・ USB、 RS-232Cケーブル
・ 温度コントロールケーブル
・ LC - コントローラ間接続ケーブル
・ 電源ケーブル
・ CellDRIVE3100 HVソフトウェア

PC要求仕様

・Pentium II 以上
・32 MB RAM
・CD-ROM ドライブ
・20 MB ハードドライブ空き容量
・USB 又は RS-232Cインターフェース
・Windows XP 以上
・LabVIEW Instruments Library 使用には、
LabVIEW Version 6.1 以上が必要

Liquid Crystal
Controllers

Controllers

NEW

型式
高電圧コントローラ

D3060HV

高電圧ケーブル

Swift LC Cable
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２チャンネル・デジタルコントローラ（D5020）
これまで、一台のコントローラで同時に複数の液
晶デバイスに対して異なる制御を行わせることは
非常に困難でした。D5020は、２台までの液晶デ
バイスをそれぞれ独立してコントロールできるよ
うにデザインされています。本体正面にはそれぞ
れの液晶デバイスからの同期シグナルを排出でき
るように２つのポートが付加されています。さら
に、本体背面には液晶デバイスのコントロール用
にBNCポート、温度制御オプションの液晶デバイ
スをサポートできるように温度コントロール用の
ポートも２つづつ設けてあります。
専用のCellDRIVE 5000ソフトウェアを使用してPC
からコントロールすることで、２台の液晶デバイ
スを完全に独立してコントロールさせることがで
きます。

特長

Autonomous Mode（設定記憶機能）があり、設

・ ２チャンネルまでの液晶デバイス、温度コ ント

定した駆動条件をD5020が記憶していますので、
電源もしくは接続をOFFにするまで、独立して駆
動させておくことができます。

ロール機能
・ USBによるPCからの給電（温度コントロール使用
時にはACアダプタが必要です）
・ 波形パターン生成機能
・ 同期パルス排出機能
・ LabVIEWサンプルコード含
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２チャンネル・デジタルコントローラ（D5020）
構成

仕様
液晶デバイスドライブ波形
出力電圧

2kHz、矩形波
0〜10Vrms (20Vrmsオプション)

・ D5020コントローラ

電圧分解能

1mV
（LabVIEW使用時 0.155mV）
＜5ｍV

・ USBケーブル

DCオフセット
コミュニケーション
インターフェース

USB

ケーブル長
SMA-SMB、2m
( 液晶デバイス、コントローラ)
サイズ（L×W×H）

5.50×5.25×1.63 inch

モジュレーション機能

外部モジュレーション
入力（0〜5V）
サイン波、三角波、矩形波、
のこぎり波

温度コントロール
（2チャンネル）

アクティブ・ヒーティング、
パッシブ・クーリング
設定温度に対し±1℃

同期信号

TTL、ユーザ指定による
タイミングとフェーズ

PC要求仕様
- Windows 7、8、VISTA
- LabVIEWバージョン 2010もしくはそれ以上
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・ ユーザマニュアル
・ 電源ケーブルとアダプタ
・ CellDRIVE 5000ソフトウェア
・ LabVIEW バーチャルインスツメンツ
ドライバ

型式
D5020

液晶デジタルコントローラ

D5020-20V 液晶デジタルインターフェース
（20Vrms)
SMA-SMB

SMA-SMBケーブル

SMB-BNC

SMB-BNCケーブル

B1010

アナログ液晶コントローラ
Analogue Liquid Crystal Controllers

NEW

Now Oﬀering

アナログ液晶コントローラ B1010はMeadowlark社製
ネマチック液晶デバイスを駆動させることができる最も
シンプルな液晶コントローラです。
異なる二つの電圧設定をメモリに保存しておきそれぞれ
にスイッチングをすることでPC等に接続することなく簡
単に液晶デバイスを制御することができます。
例えば、液晶可変リターダをB1010で駆動させる場合、
λ/4と3λ/4となる電圧をあらかじめ保存し置くこと
で、中央のバナナジャックを左右に倒せば、それぞれ右
回り/左回りの円偏光を作り出すこともできます。

仕様
出力電圧

0〜20 Vac, RMS, Max.

駆動波形

2 kHz 矩形波

外部モジュレーション
機能（入力）

なし

出力バイアス

±10 mV DC

要求仕様

12 VDC、
200 mA or 9 V バッテリ
外部電源インタフェース込
100-240 VAC、
50-60Hz、0.3A

バッテリ

1時間程度駆動

外形サイズ

3.3 × 6.0 × 2.2 in.

重量

< 450 g

特長
・コンパクトで独立したコントローラ
・Meadowlark社製
ネマチック液晶デバイスに使用可能
・簡単オペレーション
・オプションで短時間のバッテリ駆動

