
vBeam
Laser Beam Profiler

ISO報告書自動作成

全基本機能網羅

カメラ対応ソフトキー

システム価格￥34万円～

レーザービームプロファイラーシステム

高精度ビーム測定（３モード）

Broadband,Inc.

ｖBeamレーザープロファイラーはCCDまたはCOMSカメラで取り込んだレーザービーム画像を
ISO11146とISO13694の基準ソフトウェアで分析する装置です。また解析したデータをウィザード機能
によりISO報告書として自動作成し効率的な業務のサポートします。

ビーム測定精度は測定周囲の環境ノイズ、ROIの設定などに大きく影響されます。本ソフトウェアでは
ROIなどの影響が少ないガウシアンフィッティングとナイフウェッジ解析を基準に、重み付き計算（２nd
モーメント解析）の３モードによりROIを正確に設定し測定を行います。またバックグラウンド測定（３モー
ド）によりさらに精度向上をサポートします。

従来のソフトウェアは画像ボードをPCに設置、またはUSB経由のカメラ接続ではUSB（パラレル）ハード
キーが必要でしたが本システムではソフトウェアにカメラ情報を含むこと（ソフトキー）でハードキー機
能の簡略化、インターフェースポートの節約をしております。

（カメラ含む、税抜き）

(ISO11146＆13694)
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リアルタイムスクリーン
下記全ての画面がリアルタイム表示

パワー・ビーム径・
楕円率表示

中心位置・長短軸・
2ndモーメント径・ROI
を自動計測表示

データテーブル

コントロール画面

パワー・ビーム径・楕円率表示

3D波面表示

●パワー

●ビーム径

　　ガウシアン

　　ナイフエッジ

　　２ndモーメント

●楕円率・楕円傾斜角

●位置安定性

LOG（時間）計測

X-Y軸ビーム径計測・
表示

1Dビーム断面表示

ビーム強度分布

ヒストグラム表示

Broadband,Inc.
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基本機能

1Dビーム表示 ２Dビーム表示 ３Dビーム表示 データテーブル ヒストグラム ログ表示

カメラ設定 ROI設定
LOGチャート

データ保存

ISOレポート

表示色設定
バックグランド表示単位設定 カーブフィッティング

レーザーパワー

計測時間間隔設定

データ統計報告書作成ウィザード報告書作成 エネルギー校正

選択・数値設定 測定・設定 エクスポート（PNG/CSV)

その他必要機能はオプションにて対応

Broadband,Inc.
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（1）上記以外の波長対応カメラにつきましてはお問い合わせ下さい。

IBM　PC/AT及び互換機、OS:Windows XP、　RAM:250MB以上、USBポートｘ１または
PCIポートｘ１（カメラにより異なる）、ディスプレイ分解能：1024ｘ768 - 1280ｘ1024

主な仕様

（2）ソフトウェアは上記金額に含まれております。

(*) Nd:YAG (1064nm) レーザーの計測にご使用の場合はご注文時にお知らせさい。

動作環境

型番 61101 61102 62101 62104 62102 62013 69101

PCI フレームグラ

バー+カメラ

USBフレームグラ

バー+カメラ

標準1/2インチデジ

タルカメラ

高密度ピクセルデ

ジタルカメラ

干渉フリー（保護窓

なし）８ビットデジタ

ルカメラ

干渉フリー（保護窓

なし）10ビットデジタ

ルカメラ

近赤外用ビジコンカ

メラ + USBフレーム

グラバー

vBeam 1.1 vBeam 1.1 vBeam 1.1 vBeam 1.1 vBeam 1.1 vBeam 1.1 vBeam 1.1

タイプ 1/2 inch CCD 1/2 inch CCD 1/2 inch CMOS 1/2.5 inch CMOS 1/2 inch CMOS 1/2 inch CMOS 1 inch ビジコン

分解能 640x480 640x480 1280x960 2592x1944 1280x960 1280x960 ー

ピクセルサイズ (μm) 8.4 x 9.8 8.4 x 9.8 5.2 x 5.2 2.2x2.2 5.2 x 5.2 5.2 x 5.2 ー

ピクセルビット数 8 8 8 8 8 10 ー

外部トリガー対応 no no yes yes yes yes no

ウィンドウドライバー VFW, WDM VFW, WDM custom custom custom custom custom

カメラ保護窓取外し対応 × × × × ○ ○ ×

波長帯域 (nm) 400-1100 400-1100 370-1060 (*) 370-1060 (*) 370-1060 (*) 370-1060 (*) 400-1900 (**)

タイプ PCI USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0
測定画像取り込みレート 15 fps 15 fps 10 fps 3 fps 10 fps 6 fps 10 fps

価格（税抜き）￥ \340 ,000 \340 ,000 \353 ,000 \463 ,000 \535 ,000 \614 ,000 \1 ,850 ,000

概要

ソフトウェア

カメラ

デジタイジング

(**) 400-2200nm波長拡張タイプをオプションにて対応可能

Broadband,Inc.
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カメラ資料

CMOSカメラ

(型番62XXXシリーズ）

CCDカメラ

(型番61XXXシリーズ）

単位 [mm]

単位 [mm]

Broadband,Inc.
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有限会社ブロードバンド
〒121‐0832　東京都足立区古千谷本町4‐7‐9
TEL：03‐5838‐0082　　FAX：03‐5838‐0083
http://www.bblaser.com 
E‐mail :ask@bblaser.com

販売元・お問い合わせは
製造元： Visulux LLC

近赤外カメラ

(型番69XXXシリーズ）

単位 [インチ]

1インチ=25.4mm

Broadband,Inc.カメラ資料
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注目の機能

Broadband,Inc.
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オートゲインコード　　　　　　　

ｖBeamレーザープロファイラーで取り込むレーザー光の強度が弱い場合、或いはＮＤフィルターにて調整しきれない強度
補正をカメラのシャッター速度（露光時間）の自動調整により強度分解能を最大限まで拡張する機能です。またこの機能
を使用することで複数枚のNDフィルターなどが不要となり計測準備時間や、システムコストの削減にもつながります。

例えば下図１はレーザーの強度が弱く分解能が足りないため2次元のプロファイルも図２のように圧縮された図になりま
す。このような場合オートゲイン機能によりシャッター速度を遅くし取り込む信号強度を増幅させると図3のように階調を
拡張し2次元プロファイル（図４）の詳細を観察することが可能です。

図1 図2

オートゲインなし

図4図3

オートゲインあり

オートＲＯＩ追跡＆複数ＲＯＩ設定コード　　　　　　

ｖBeamレーザープロファイラーではバックグランドノイズの削減、不要な領域のノイズを計算することにより生じる測定誤
差を低減するためＲＯＩ（計算領域設定）を設定いたします。ビームの中心を特定しＲＯＩの自動設定、追跡をすることによ
り計算精度を上げています。また複数ビームを測定する場合に複数のＲＯＩ設定も可能です。


