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最大限のパフォーマンスを
最小限のロスで

 

光ファイバケーブル .................................................................... p. 4

結合光学系  ......................................................................... p. 8

外部光学系  .............................................................................. p. 12

Martin Uddén
Managing Director, Optoskand AB 
Coherent Inc.

　私たちの使命は、あなたのレーザを加工対象物まで効率よく導くことで
す。お客さまは、高いパフォーマンスで柔軟性がある提案と、出力の損
失、時間の損失をなくすことを求めていますので、私たちは常にレーザ伝
送技術の可能性を向上させ続けなければなりません。
　我々は、ハイパワーレーザ向けの光ファイバーケーブルや結合光学系、
外部光学系などの伝送技術を研究開発し続けました。
　特許を取得した製品や、熟練した開発エンジニアが性能保証する製品
があります。
　私たちの安全で信頼性がある製品技術は、あなたのレーザを最適化す
るため１つのゴールとなります。
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光ファイバケーブル
‒ made to keep your power

OPTOSKANDの最高性能である光ファイバケーブル
は産業用レーザ界では最高の選択肢となります。
クォーツブロック、モードストリッパ及び内部冷却系の
技術はハイパワー下での究極のロスを実現することに
寄与します。

・  堅牢な設計
・  究極のパワーロス対応
・  低伝導ロス（1～2%）
・  10µn 以内のプラグアンドプレイ
・  高信頼性セーフティインターロック

モードストリッパ
内蔵モードストリッパは、ファイバコネクタ内でクラッ
ドにカップリングされてしまった光を効率的に除去し
ます。これにより、ファイバ中での高NAの光の存在が
なくなり、クラッド伝搬してしまった光によるファイバ
へのダメージを除去します。

水冷式
最大限のハイパワーパフォーマンスを実現するため
ファイバコネクタを冷却することは必須です。
OPTOSKANDの冷却技術は、直接、水に放熱を吸収
させる内部冷却系が基本となっております。モードス
トリップ技術と水冷却技術の組み合わせで、高いパ
ワーロスへの対応が可能です。

クォーツブロック
OPTOSKANDは産業界で最も熟練されたエンド
キャップ技術を開発しました。その合成石英製クォー
ツブロック（エンドキャップ）中でビームは拡がり、伝
搬していきます。これは端面での光強度密度が低くな
ることに寄与しています。高品質なARコーティングが
施され、検査、クリーニングも簡単にできます。

内蔵センサ
最新のハイパワーファイバコネクタは、自身の状況をモ
ニタリングするセンサが内蔵されています。安全機能に
加え、インストールやアライメントが容易になりました。
このセンサはファイバコネクタ内でどれくらいのパワー
が損失しているかがモニタリングでき、すべてのセンサ
はインターロック回路に組み込むことができます。

研究開発
OPTOSKANDの技術と信頼性は、30年以上に渡
り培われたノウハウと継続的な研究開発によるも
のです。熟練した、献身的なエンジニアはいくつも
の特許と安全認証をもたらすことに貢献していま
す。

・  売上の10～15％を研究開発に投資
・  大きなヨーロッパ圏の研究プロジェクトに参加
・  数種類のハイパワーレーザが準備された
　  テストラボ
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QBH ファイバ

RQB ファイバ

QD ファイバ

SMAQ ファイバ

QCR ファイバ

QBH RQB QD QCR QCS SMAQ

最大出力 (CW) 10 kW 1.5 / 3.0 kW* 20 kW 750W 300W 500W

モードストリッパ Yes

クォーツブロック Yes

水冷式 Yes No Yes No No No

一体型センサ No Yes No No No

コリメーションレンズ内蔵 No No Yes Yes No

伝導損失 < 3%, typical 1%

ARコーティング
1030-1090 nm

780-1100 nm
510- 550 nm

1030-1090 nm 1030-1090 nm
1530-1570 nm 780-1100 nm

ファイバコア SM-1000µm, round/square SM-300 µm SM, LMA 50-300 µm

対応インターフェース LLK-Q
HLC-8/LC-8

LLK-D
LCA 

LLK-Auto
Ø30 mm Ø14 mm SMA905** 

*Without/With external cooler      ** Z-plane moved 25 mm

This table is for guidance only, for more specific information please ask for our manuals.

QCS ファイバ

 

 
 

NEW DESIGN!

現在、最も標準的になったOPTOSKAND開発のQBH
ファイバです。産業向けとして、コンパクト、効率的な
水冷式、丈夫で柔軟性があるホース。10kW（CW）対
応します。

QBHファイバの空冷タイプです。接続インターフェー
スはQBHファイバと同じですが、QBHファイバよりも
ハンドリングパワーレベルが低いです。オーバーヒート
対策としてサーモスイッチを内蔵し、パルスレーザ向
きで外部水冷オプションがあります。

コリメートレンズが備わった小型空冷ファイバです。
中出力帯域で回折限界を可能にします。特注光ファ
イバでも作製可能で、ファイバレーザに直接融着され
るピグティルタイプです。

欧州自動車産業で標準インターフェース規格である
QDファイバです。20kW（CW）まで対応。オペレー
ション中のコネクタの状況をモニタリングするセンサ
が内蔵されています。OPTOSKAND製品中で最も損
失に耐えうることができるファイバです。

コリメート光を出力する空冷型ファイバです。堅牢な
デザインはロボットアプリケーションにも対応出来ま
す。QCRインターフェースは標準的なクランプアダプ
タに適合します。特注光ファイバでも作製可能で、
ファイバレーザに直接融着されるピグテールタイプで
す。

出力ロス対応設計されたSMAファイバです。SMAQ
ファイバは高出力半導体レーザのカップリング用と
して設計されています。OPTOSKANDの高出力ファ
イバでの経験により、標準的なSMA905を採用し、
高出力SMAファイバコネクタのマーケットが形成さ
れました。

光ファイバによるビーム整形
スクウェアファイバは、レーザを伝送するだけでな
く、ビームスポットの形状を変形することができます。
変形された四角いビームは、オーバーラップを最小
限にするステップアンドリピート加工に適していま
す。スクウェアファイバとシリンドリカルレンズが搭
載された非対称平行光学系の組合せで長方形型で
均一な強度分布を持つビームを整形することができ
ます。
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結合光学系
‒ cares for your beam

OPTOSKANDの結合光学系は、1つ若しくは、複数の
プロセスファイバへのエネルギを分配します。空間平
行光入力、もしくは、ファイバレーザからのフィーディ
ングファイバ入力のどちらでも対応し、時間分岐、エ
ネルギ分岐のいずれかで対応可能です。統合制御とエ
レクトロニクスは、光ファイバでのビームの取り回し安
全性を保証します。

・  柔軟なファイバ結合
・  < 45ms のスイッチング時間
・  空冷もしくは水冷対応
・  高品質合成石英光学素子
・  DGUV 準拠安全性エレクトロニクス

レーザ光の時間もしくはエネルギ分岐
レーザ出力ポートが１つでは十分でないことが良く
あります。OPTOSKANDはレーザ装置の時間もしく
はエネルギ分岐による、いくつかの解決策を提供し
ます。数種類のレンズ構成にすることで出力、BPPロ
スを最小限にすることができます。

フィーディングファイバ保護
フィーディングファイバを直接加工などで使用すること
は非常にリスキーです。フィーディングファイバがダメー
ジを負ってしまうと、ダウンタイムが長くなることでコス
トがかかってきてしまいます。OPTOSKANDのファイバ 
to ファイバスイッチ、もしくはファイバ to ファイバカプ
ラを使用することで、数分でプロセスファイバの交換が
出来、フィーディングファイバを守ることができます。

認定された安全性コンセプト
レーザ安全性は、OPTOSKANDの結合光学系の基
本です。搭載されているモニターはファイバの破損、
キャビネットドア、ミラー位置など様々な要素を監視
しています。DGUV準拠である安全性エレクトロニク
スは、高い安全性レベルの要求に対しても応えるこ
とができます。

品質と認証
高出力レーザ光学素子において品質は最重要事項
となります。OPTOSKANDの全製品は個別にハン
ドリングされています。テスト結果、製造情報は絶
えず分析され、将来の参考のため記録されていま
す。すべての製品は、最高品質を担保するために最
適な環境で製造されています。

・  ISO9001:2008認定
・ DGUV-certified safety electronics (PL e)
・  Implemented quality tools (e.g.FMEA)
・  クラス10000　1000m²クリーンルーム
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FFS FFS ac FFC FFC ac FCU FIM

最大出力 (CW) 8 kW 4.5 kW 12 kW 4.5 kW 4.5 kW n/a

インプットポート数 1 1 0* n/a

アウトプットポート数 1-4 1 1 n/a

時間分岐 Yes n/a n/a n/a

エネルギ分岐 Yes No n/a n/a n/a

水冷式 Yes No Yes No No n/a 

ARコーティング 1030-1090 nm 1030-1090 nm
1030-1090 nm 

780-1100 nm 
510- 550 nm

n/a

Control & Safety 
Electronics (CSE) Yes

ファイバ
インターフェース QB**, QD, Q5

*Collimated beam in        **QBH & RQB

This table is for guidance only, for more specific information please ask for our manuals.

NEW DESIGN!

ファイバ  to  ファイバスイッチ（FFS）

FFSは1つのレーザ源を最大4つまで分岐することが
できます。時間分岐、エネルギ分岐のいずれかが選
択でき、いろいろなファイバインターフェースへの変
換、コア径の変換をすることができます。FFSは高出
力ファイバレーザ用に設計され、DGUV-certified 
safety electronics (PL c) により導入が容易です。

空冷ファイバ  to  ファイバスイッチ（FFS-ac）

FFS-acは FFSと同じ技術が組み込まれていますが、
少し出力の低いレベルに設計されています。ビーム
ダンパの変わりにセーフティーキューブが搭載されて
いて、また、DGUV-certified safety electronics 
(PL c) により導入が容易です。

空冷ファイバ  to  ファイバカプラ（FFC-ac）

FFC-acは4.5kW (CW) 対応出来るように設計されて
います。FFCと同様にファイバコネクタのモニタリン
グセンサが搭載されています。DGUV-cer tified 
safetyコンセプト (PL e) で、小型化してます。

ファイバ  to  ファイバカプラ（FFC）

FFCはフィーディングファイバをプロセスファイバへ
１：１でカップリングします。様々なファイバインター
フェースへの変換、コア径の変換をすることができ
ます。12kW (CW) まで対応しています。
アイセーフ、独立したユニットでDGUV-cer tified 
safety  electronics (PL e) を取得済です。

ファイバ カップリング ユニット（FCU）
レーザとファイバを接続するインターフェースです。
レーザからのフリースペース光をFCUに接続された
ファイバのコアへ集光します。安全機能と様々なモニ
タのためのセンサが搭載されております。機械的ア
ライメント機構が備わっており、導入も容易です。

ファイバ インターロック モニタ（FIM）

FIMはQB/QDファイバのファイバインターロックをモ
ニタリングすることができます。両端QB/QDイン
ターフェース、方端QB/QDインターフェースにも対応
します。加えて、CANopen communication を介し
て、温度や散乱光をモニタリングすることができま
す。

Fast Fiber Break Detection (FFBD)
レーザがファイバにカップリングされるとき、散乱光
が検出されます。OPTOSKANDのFFBDセンサは、ファ
イバへのカップリング効率を最適化するために、その
散乱光をモニタリングすることができます。
OPTOSKANDのすべての結合光学系にはFFBDセン
サが搭載されており、ファイバのアライメントやファイバ
破損時の致命的な不具合を回避することができま
す。
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This table is for guidance only, for more specific information please ask for our manuals.
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‒ brings you into focus

 
 

 

COLLIMATING UNITS

INTERMEDIATE OPTICS

FOCUSING UNITS

PROCESS ADAPTERS

外部光学系

OPTOSKANDの調整済み外部光学系は、最高のパ
フォーマンスを保証します。外部光学系は、高いレベ
ルの柔軟性を供給するために組み立て式が基本コン
セプトとなっています。溶接ヘッド丸ごとから、平行光
学系のみまで、幅広い選択肢を提供します。

・  プラグアンドプレイのために調整済み
・  25mm径/50mm径の高品質合成石英レンズ使用
・  最小フォーカスシフト
・  小型
・  組み込みが容易

最大限の柔軟性が考慮された組み立て式
OPTOSKANDの多種多様の外部光学系標準品を組
み合わせることで、様々な種類の焦点距離や機能、
独自アプリケーション毎に最適なプロセスヘッドを
生み出すことができます。

長期間の関係
OPTOSKANDは、レーザシステムにおいてファイ
バコンポーネントの思い通りの導は、初期からの密
接なサポートと協力が重要であると信じています。
私たちの熟練した技術者は常に関わり合い、技術
的なサポートが必要な時には直接のサポートも
行っています。各地での正規代理店とも密接に連
携し顧客へのサポートも行っています。

・  R&Dグループは、導入前テストや導入もサポート
・  顧客主導型の製品開発
・  グローバルネットワーク
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平行光学系ユニット 中間光学系ユニット 集光光学系ユニット 加工ヘッドアダプタ

調整済み Yes n/a

レンズ径 25 mm & 50 mm n/a

最大許容出力 (CW) d25: 10 kW
d50: 6 kW

d25: 5 kW
d50: 6 kW n/a

焦点距離 50-250 mm n/a 60-500 mm n/a

非対称性
アスペクト比

 1:1.5/2.0/2.5/3.0 (f170) 
1:1.6/2.0/2.6/3.3/4.0 (f226)

n/a n/a n/a

水冷 Yes No No Yes/No

ARコーティング 1030-1090 nm (standard)

接続形状 QB*, QD, Q5 n/a n/a n/a

*QBH & RQB

This table is for guidance only, for more specific information please ask for our manuals.

平行光学系ユニット
平行光学系ユニットはファイバからの拡がったビーム
を平行光にします。OPTOSKANDの平行光学系ユ
ニットは特にファイバ向けに設計されています。どの
平行光学系ユニットも、大きすぎるNA成分で存在
する戻り光が透過しないように、アパーチャが備え
られています。すべての平行光学系ユニットは水冷
式で安定したパフォーマンスを提供します。

ファイバ コネクタ マウント
ファイバと外部光学系をつなぐインターフェースで
す。コネクタマウントはすべてのOPTOSKANDの平
行光学系ユニットに組み込まれています。2種類のサ
イズが用意され、インターロック回路に直列につな
がれるサーモスイッチが内蔵されています。同一の
顧客インターフェースと fiber end planeはコネクタ
で独立しています。

中間光学系ユニット
平行光学系と集光光学系の間に設置されます。ビー
ムベンディングキューブは平行光の方向を90度曲げ
ることができます。ツインスポットオプティクスはレー
ザビームを2つに分割することで、集光光学系ユニッ
ト後に2つの焦点スポットを結ぶことができます。

非対称平行光学系ユニット
シリンドリカルレンズからなる非対称平行光学系ユ
ニットは、ビーム整形を可能にします。正方形ビーム
は、長方形ビームに変換、また真円ビームは、楕円ビー
ムへ変換されます。ファイバと出口側の形状は標準の
50mm径の平行光学系ユニットと同じです。

集光光学系ユニット
平行光学系からの平行光を加工対象物で集光できる
ようになります。集光スポットと焦点深度は、平行光学
系、集光光学系、並びにビーム品質の組み合わせで決ま
ります。OPTOSKANDの集光光学系は、固定焦点、もし
くは焦点位置微調性機構のどちらかが選択できます。

加工ヘッド アダプタ
集光光学系と加工対象物の間に設置されるアクセサ
リです。加工を後押しすることや光学部品を守ること
もできます。容易に交換可能なカバースライド、引き出
し式ホルダなどもご提供可能です。調整済み外部光
学系向けに組み込み式ホルダも用意しております。

調整済み光学系
レンズの有効焦点距離は製造公差により変化しま
す。プラグアンドプレイを担保するには、これらの公
差を補償することが必要になります。
故に、OPTOSKANDの外部光学系はアッセンブル
中に微調整が施されたものとなります。
微調整は、参照用ファイバと校正された測定器で行
われます。レンズは平行光、もしくは集光した位置ま
で動かした後に固定されます。
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