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• 段ボール箱に運送時の損傷がないかご確認ください。著しい損
傷がある場合には直ちに運送業者にご連絡ください。

• 段ボール箱を慎重に開封し、すべての付属品（同梱の納入品一
覧用紙）をご確認ください。

• 装置の外観に損傷がないか慎重に確認してからご使用ください。
運送以外の原因で損傷があるとき、あるいは付属部品が欠品し
ている場合には装置を使用せず、本書最後の頁にある連絡先へ
ご連絡ください。

• 段ボール箱は輸送時保護のための一時的なもので、長期保管に
は使用できません。

• 開封以降、長期間本装置を使用されない間は、本装置光学部品
にカビが生えたり、結露するのを防ぐため、湿度管理された低
湿デシケータ内に保管していただくようにお願いいたします。

段ボール箱開封時のご確認

納入品（形態）：ビームプロファイラ本体（1p）、USBケーブル（1p）、
その他付属品、オプション部品



• 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して

説明しています。

「してはいけない内容」です。

「装置故障のおそれがある警告」です。

「装置故障や、火傷などの熱傷を負うお
それのある警告」です。

「レーザ光によって、失明や熱傷、火災
のおそれがある警告」です。

重要事項

禁止

装置
取扱警告

温度警告

レーザ光
取扱警告

「誤操作や誤使用を防ぐ重要情報を
示す事項」です。

1. はじめに

• 本取扱説明書に記載されている事項は、装置を安全に正し
くお使いいただき、操作者他の負傷を防ぐためにあります。
禁止事項、警告事項を必ずお読みいただき、主要な制限を
十分にご確認ください。
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• 事故や故障のおそれがありますので、装置の分解、修理、
および改造を禁止します。これらの操作が認められた場合、
製品保証は失効し、必要な修理はすべて有償修理となりま
す。また、修理をお断りする場合があります。これに由来
する直接的、及び間接的損害について、弊社は責任を負い
ません。

• 装置を誤って落下させたり、強い衝撃が加えられたりして、
装置が正しく動作しないとき、特に異常な発熱や臭い、煙
が装置から発生したときには、ただちに使用を中止して弊
社へご連絡ください。また、装置を分解しないでください。
上記をお守りいただけない場合、いかなる結果についても
弊社は責任を負いません。

禁止

• 製品に同梱されているUSBケーブル、トリガーケーブル
を使用してください。または仕様に合ったケーブルをご使
用ください。合わない場合、装置の故障や火災のおそれが
あります。

• 装置を使用しないときは、本体側あるいはパソコン側から、
接続ケーブルを必ず外してください。待機通電による発熱、
静電破壊、感電、漏電、故障、火災のおそれがあります。

• ケーブル類の取り付け、取り外しは、コネクタ部を保持し
て行ってください。ケーブル部を持ちますと装置側端子が
破損したり、ケーブル断線のおそれがあります。

装置
取扱警告

• 装置に水などの液体をかけないでください。
• 大きな温度変化のある環境や結露する環境に装置を置か

ないでください。故障の原因となります。
• 塵埃の多い環境に装置を置かないでください。故障の原

因となります。
• 装置を落下させたり、激しい振動や衝撃のある環境に装

置を置かないでください。測定精度の低下や故障の原因
となります。

【安全のために必ず守ること】



• 本装置は特殊な透明蛍光板を用いた世界で初めての
ビームプロファイラです。
（特許取得/出願済）

• 本装置に取り付けられている蛍光板が測定面となりま
す。レーザビームの測定したい位置に蛍光板を置くこ
とで、その位置での高精度な2Dビームプロファイル
をリアルタイムに測定できます。

• レーザ光はCW、または1kHz以上の高繰り返しパルス
動作であれば安定して測定できます。100Hz以下の低
繰り返しのパルス光でも測定は可能ですが、同期が取
れない場合があります。

• 蛍光板の損傷閾値は非常に高い※1ので、フィルター
等でレーザ光を減光する必要はありません。光ファイ
バー出射端、LD発光面、集光レンズに蛍光板を近づ
けてプロファイルを測定できます。（波長によっては、
強く集光した場合、信号が飽和することがありま
す。）

※1 11頁の装置仕様参照
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2. 装置の特徴



3. 装置外観
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ご注意：外観寸法はBPF-Sシリーズ共通です。（本体の色、デザインはBPF-S400の例です）
性能改善のため、外観形状、端子位置は予告なく変更する場合があります。



4. 使用上の注意
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• 本装置の使用時には必ず、お使いになるレーザ波長に
合ったレーザゴーグルを着用してください。反射光や散
乱光により視力低下、失明するおそれがあります。

レーザ光
取扱警告 • 本装置に入射したレーザ光は、入射出力を維持したまま

レーザ排出口を通して装置外部へ排出されます。そのため
排出されるレーザ光により、視力低下や失明、火傷や火災
が発生するおそれがありますので、予め入射出力に応じた
安全装置（ビームダンパー、ビームトラップ等）を排出口
側に設置していただき、排出されるレーザ光に対し十分に
安全な処理がなされた環境でお使い下さい。

温度警告

• 本装置へ著しく高出力なレーザ光を入射し続けるとき、本
装置の表面温度が上がることがあります。本体の表面温度
が40℃を超えると内部の部品が破損、故障するおそれがあ
るので、下段に記載された「温度インジケータの見方」を
参考に本体表面温度の異常な上昇があった時は直ちに入射
レーザを止め、使用を中断してください。

• 本体表面温度上昇は使用条件により異なります。下表を参
考にして安全にお使いください。

• 温度が下がれば、測定を再開できます。

＊1 測定条件：LD出力 30W CW ＠808nm（BPF-S800）
環境温度26℃

≪温度インジケータの見方≫
温度インジケータは40℃で変色します。

使用可（変色前） 使用中止（変色後）
※ 温度インジケータは水銀化合物を含有しております。

廃棄の際は、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物業者に
委託してください。

0～20min 20～40min 40～60min 60～360min

本体の表面温度 30℃以下 30～32℃ 32～33℃ 33～34℃

連続測定時間（*1）
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• 本装置で測定できるレーザ光の波長は、装置の型名で規定さ
れる11頁記載の仕様の範囲です。それ以外の波長のレーザ光
は絶対に入射しないでください。内部の光学部品が損傷する
おそれがあります。

• 蛍光板でのレーザ光の光強度が、BPF-S4000/800/900では
1MW/cm2、BPF-S1000では100kW/cm2を超えないように
注意してください。蛍光板が損傷するおそれがあります。こ
れらの光強度値は損傷しない動作保証値ではなく、これを超
えると損傷が起こる可能性が非常に高くなる目安の数字であ
ります。蛍光板は、常時外部に露出し、お客様の使用環境
（粉塵、湿度）や保管方法、取り扱い方、レーザの波長、種
類（CW、パルス）、平均パワー、ビーム形状（ホットスポッ
トの有無）などで損傷する閾値が1～2桁大きく変化（低下）
します。蛍光板自体は自然劣化の少ない安定な材料ですが、
コーティング膜は汚れ、粉塵等の付着が無くても、強いレー
ザ光の暴露で時間と共に酸化などの変質が起こり、損傷閾値
が次第に低下するものと考えられます。以上の理由により、
弊社としては蛍光板の損傷の保証値を一律に設定することが
できません。

• BPF-S400ではNd:YAGやNd:YVO4などの固体レーザのSHG光
（532nmや473nm）も測定できますが、基本波（波長1μm近
傍の光）が混入していないことをご確認ください。混入して
いる場合、蛍光板の蛍光信号と重なって正しい測定ができま
せん。カメラが破損する可能性があります。事前にフィル
ター等で完全に除去してください。

重要事項

• 下表に従って、放射角（全角、1/e2）が制限値を超える
レーザ光を入射しないでください。レーザ光が装置内部で
広がり、装置を異常に加熱するおそれがあります。

0 1 2 3 4

放射角制限値 　　 38°      36°      36°      34°      34°

レーザ光集光位置と蛍光板との距離　（mm）重要事項
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• レーザ入射面には、蛍光板を塵埃から保護するシールド
ウィンドウとシールドガラス、蛍光板の周囲に充填され
た金属緩衝材にレーザ光が当たることを防止するための
蛍光板カバーが搭載されております。

• シールドガラスを交換したり、レーザ出射端を蛍光板に
近接させて測定する場合に、シールドを取り外すことが
できます。なおシールド部品（金属）は再利用可能部品
ですので、ガラスが割れても廃棄しないでください。

• この部品は六角穴付M2.5ボルト2個で蛍光板カバーに固定
されており ます。取り外しは本器を固定した状態で行
い、蛍光板面に対して垂直に持ち上げてください。

• シールドウィンドウの取り外し、取り付けの際は、蛍光
板表面を絶対、傷つけないよう慎重に行ってください。

重要事項

≪取り外し方≫

六角穴付M2.5ボルト
×2

シールドウィンドウ

シールドガラス

蛍光板カバー
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• 蛍光板に汚れがありクリーニングする場合には、蛍光板
カバーを取り外すことで、蛍光板を完全に露出させるこ
とができます。（9章のクリーニング方法参照）

• 蛍光板カバーを取り外す際には、蛍光板面に対し垂直に
持ち上げるようにしてください。横にずらして外すとカ
バーと蛍光板面が擦れ、表面のコーティングに傷が入る
おそれがあります。カバーを取り付ける際にも同じよう
に十分注意してください。

• 蛍光板カバーを外した状態では、絶対にレーザを照射し
ないでください。蛍光板の周囲の金属緩衝材にレーザ光
がわずかでも当たるとそこが急激に発熱し、蛍光板が破
損する恐れがあります。

• 蛍光板カバーを装着した状態でも、その窓近傍に強い
レーザ光を照射しないでください。レーザの周辺光でカ
バーが急激に発熱し、蛍光板が損傷する恐れがあります。

重要事項

蛍光板

六角穴付M2ネジ×2
蛍光板カバー

（t=3.0mm）

≪取り外し方≫



5. 装置仕様
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**カメラのピクセルサイズから、もっと小さなビーム径も測定、表示できますが、ビー
ム内に10ピクセル（測定点）以上あることを推奨しています。

**** 製品の動作保証値ではありません。損傷閾値はレーザの波長や動作モード（CW/パ
ルス、パルス幅）、使用環境（粉塵等）に大きく依存します。

測定波長範囲* 380-550nm （S400）

750-900nm （S800）

900-980nm （S900）

1030-1070nm（S1000）

測定面積 □5mm

カメラピクセル数 1280 x 1024

分解能（カメラピクセルサイズ） 5.3μm x 5.3μm

最小測定ビーム直径** 53μm

最大測定ビーム直径 4mm

カメラフレームレート Up to 20Hz

シャッター Global

測定モード CW / high rep. pulse

信号の直線性誤差***
＜10％

＜1.2MW/cm2 （S400）

＜3kW/cm2 （S800/S900/S1000）

空間距離誤差 ＜2%

蛍光板の損傷閾値****
（CW）

＞1MW/cm2 （S400/S800/S900）
＜100kW/cm2 （S1000）

最大入力パワー（CW） ＜200W              （S400）
＜50W （S1000）

インターフェース USB2.0

ソフトウェアOS Windows 10（64bit）

*蛍光板材料の特性により、この波長範囲でもレーザ出力によっては測定できない波長
が存在します。

*** レーザの波長に強く依存します。
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6. 保証について

保証期間：蛍光板など光学部品を除き、ご購入から1年間

上記に定める保証期間内に、万一当製品に故障が発生した場合は、下記の
通り無償修理または代品交換をさせていただきます。当社までお申し出く
ださい。ただし蛍光板などの光学部品につきましては、明らかな初期不良
の場合のみで、それ以外は購入1年未満でも有償修理（交換）となります。

1. 取扱説明書等に従った当社指定の使用条件のもとで、保証期間内に、
万一当製品に故障が発生した場合は、無償にて故障箇所の修理または
代品交換をさせていただきます。

2. 上記修理後または代品交換後の保証期間は、購入時に定めた保証期間
内とさせていただきます。

3. 上記保証期間を過ぎた装置の故障については、修理費用はお客様のご
負担（有償）となりますが、有償修理後の該当修理部品については新
たに1年間の保証期間（無償）を設けさせていただきます。

4. 上記の無償保証期間内においても次の場合は有償とさせていただきま
す。

「保証について」は、明示した保証期間および条件のもとで上記に記載の
保証内容をお約束するものです。従いまして、明示、黙示を問わず、その
他の一切の保証を行うものではありません。

① 使用上の誤り、または当社指定に基づかない修理や改造により故障あ
るいは損傷した場合。

② 落下、その他の衝撃を加えたことにより製品が故障あるいは損傷した
場合。

③ 火災、公害、暴動、通信障害等の発生および地震、雷、風水害その他
の天災地変など外部の要因または、特異な使用環境（粉じん、静電気、
水漏れ、結露、薬品使用等）により製品が故障または破損した場合。

④ 当社指定以外の機器を接続、あるいはソフトウェアで駆動したことに
より製品が故障または破損した場合。
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7. 蛍光板のクリーニング方法

蛍光板の表面は常時外部に露出し、お客様の使用環境（粉塵）や保管方法、
取り扱い方法（指紋など）で、レーザの損傷閾値が2桁以上大きく低下しま
す。ご使用前の目視チャックはもちろんですが、使用頻度に応じ定期的な
クリーニングをお勧めします。しかしながら、クリーニングの方法によっ
ては逆に表面を汚したり、コーティングに傷を付ける恐れがありますので、
注意して行ってください。下記に当社内での標準的なクリーニング方法と
注意点を示します。溶剤を使わずレンズペーパなどで拭きますとコーティ
ングに傷が入りますので、絶対にお止めください。弊社でも有償でクリー
ニングを行うことができます。

1. シールドウィンドウ、蛍光板カバーを外し、蛍光板を露出させま
す。蛍光板の周囲には放熱兼弾性保持用に特殊なインジウム
（In）金属が充填されています。このインジウムは蛍光板の表面
よりごくわずか盛り上がっており、クリーニングの際には注意が
必要です。

2. 目で見える粉塵をクリーンエアーで吹き飛ばします。帯電したイ
オンを吹き付けることができるイオンエアー（イオンシャワー）
ガンを使うと、効果的に粉塵が除去できます。

3. 光学部品用のレンズぺーパ（当社推奨：ソーラボジャパン製MC-5
レンズクリーニングティシュ）を長手方向に3回二つ折りし、さら
に長手方向に1回二つ折りしたものを、ステンレス製のピンセット
で1cm程度の幅で2回折り曲げて掴みます。
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4. ペーパに有機溶剤（アセトンを推奨）をしみ込ませた後、すぐに
ペーパを挟んだピンセットを持った手を、床に向けて手首を使い
小さく弧を描いて1度強く振ります。 （麺の湯切りの要領です）こ
の時、飛び散った溶剤が目などに入らないように気を付けてくだ
さい。これによりペーパから余計な量の溶剤が飛びますので、毎
回同じウェット状態でクリーニングできます。また同時に、レン
ズぺーパに付着していた細かな粉塵も、飛び散る溶剤と共に取り
除かれます。その後、直ちに蛍光板を拭く作業に入ります。時間
が経つとペーパから溶剤が蒸発してドライ状態となり、蛍光板に
傷が付く可能性があります。

5. 拭く際には、ペーパの濡れた平らな腹で撫でるように、せいぜい
ペーパの曲がるテンションだけが蛍光板に加わるように、一方向
に一度だけ拭きます。汚れの再付着を避けるため、同じ面では二
度拭きません。すなわちペーパ1枚につき、ピンセットで持った折
り曲げた状態の上下の面で2回しか拭きません。また往復させるよ
うな拭き方もしません。2回拭いたらペーパを新しいものに交換し
て折り曲げ、再度拭きます。目で見てきれいでも最低4回（ペーパ
2枚分）は拭いてください。ここで説明した方法に従えば、拭きす
ぎて蛍光板に傷が入ることはありません。また1～2回だけでは、
拭き取れず汚れを広げているだけのことがあります。レンズペー
パの繊維に対して垂直な方向に拭くと、より高いクリーニング効
果が得られます。

アセトンを含んだ
レンズペーパ

ピンセット

インジウム

蛍光板
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6. 蛍光板の周囲にはインジウムがあります。インジウムは金属な
ので溶剤には溶解しませんが、粘土のように柔らかく、ペーパ
が接触すると、その繊維の間にインジウムが付着します。さら
に、その付着した繊維が蛍光板の面に接触すると、インジウム
が蛍光板の面に付着してしまいます。インジウムは光をよく吸
収するため、付着すると蛍光板のレーザ損傷閾値が大幅に低下
します。インジウムを避けて蛍光板の内側だけを拭くことは難
しいので、ペーパのインジウムに接触した部分が、拭いている
間に蛍光板の面に接触しないよう、図のように拭き始めの位置
と拭く方向に気を付けてください。もしインジウムが蛍光板の
面に付着してしまった場合は、根気よく拭きます。右下の例は
拭き方として良いように見えますが、両側のインジウムが盛り
上がっているので、蛍光板にペーパがうまく接触しません。ま
た蛍光板の端部（幅1mm未満）は測定に寄与しないので、あま
り端部まで蛍光板をクリーニングする必要はありません。

誤った拭き方

拭き方の例（上からみた図）
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7. クリーニング後は蛍光板の面の光の反射を見て、汚れがないか、
拭きムラ、虹のような模様はないか確認します。なお、何度拭い
ても取れない非常に小さな点のようなものが見えることがありま
すが、これはコーティング時のブツの可能性もあるので、取れな
くても気にする必要はありません。（測定には影響ありません）

8. クリーニングに使うレンズペーパ、有機溶剤は、推奨例以外にも
さまざまなものが市販されていますが、シルボン紙（小津産業製
ダスパー）は紙が厚く不適です。レンズ用の綿棒は蛍光板のよう
な微小面積には使いやすそうですが、力の制御が難しく、コー
ティングに傷を付ける恐れがあります。また面内を均一に拭くに
も適しません。一部の綿棒では溶剤の使用を禁じているものがあ
ります。有機溶剤としては、アセトンの他にメチルアルコールや
IPA（イソプロピルアルコール）、無水エタノールなどありますが、
洗浄力や乾燥のスピード（遅いとシミが残る）でアセトンが最も
優れています。なおレンズ用でも成分が不明な洗浄液はコーティ
ングが侵されたり、残留物が出る可能性もありますので、使用し
ないでください。
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8. 校正について

本製品は、カメラベースのビームプロファイラでありますが、通常のカメ
ラ式と異なり、光学系を通して蛍光像を二次的に測定しているために、購
入後の振動や衝撃、温度変化などにより、光学系にズレが生じた場合、
ビームプロファイラとしての測定精度（位置精度や空間分解能）が低下し
ます。そのため、パワーメータなどと同様、定期的に弊社にて校正を行う
ことを推奨いたします。
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お問い合わせ先

カナレ電気株式会社

光デバイス開発部

〒480-1307
愛知県長久手市立花2888-1

0561-61-3111（TEL）

0561-64-0337（FAX）

laser＠canare.co.jp


