
計測用レーザ光源ユニット 
       ＡＬＴ－３０００､４０００､７０００シリーズ 

 
距離計測・３次元形状計測・位置決め・分析等各種計測原理に合わせた高性能レーザ光源ユニット 

 

■レーザコリメーション光源ユニット 

照射光(拡大) 

   通常タイプ     低ノイズタイプ 

 
 

 

 

 

                
 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

  アクティブ方式三角測量法応用アプリケーションのレーザ光源ユニット 
 
  

プラスティックレンズを使用したローコストなコリメーション光源 

超小型ながらＡＰＣ（ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾙ）駆動を行っており、出力安定度に優れます 

 

     ＡＬＴ－３１００   コリメート径：２ｍｍ  レンズ：非球面プラスティック 

        波長：６５０ｎｍ 出力：１－３ｍＷ 
          外形 ：Φ４×１８ｍｍ 

                            電源電圧：ＤＣ５Ｖ±５％ 

 

   ＡＬＴ－３２００    コリメート径：３ｍｍ レンズ：非球面プラスティック 

          波長 ：６５０ｎｍ 出力：１ｍＷ 

          外形 ：Φ８×３０ｍｍ 

                           電源電圧：ＤＣ５Ｖ±５％ 

 

 
 

 

ガラスレンズを使用した高精度な計測用コリメーション及びスポット光源 

低ノイズタイプは、高周波重畳回路を搭載しスペックル、戻り光、モードホッピング等 

のノイズを低減しています 
 

 標準タイプ      低ノイズタイプ 

ＡＬＴ－３３１０  ＡＬＴ－３８５０ コリメート径：４ｍｍ  外形：Φ１２×５０ｍｍ 

ＡＬＴ－３４００  ＡＬＴ－３８６０ コリメート径：１０ｍｍ 外形：Φ３０×８９ｍｍ 

ＡＬＴ－３５００  ＡＬＴ－３８７０ コリメート径：１６ｍｍ 外形：Φ３０×８６ｍｍ 

 

            ●共通仕様 波長 ：６５０ｎｍ（４０５～９０５ｎｍ） 

      出力 ：１mW（０．１～１００ｍＷ） 

                           電源電圧 ：ＤＣ５Ｖ±５％ 

            消費電流 ：１５０ｍＡ以下（５ｍＷ以下） 

      レンズ ：ガラスレンズ 

      リード線 ：２芯シールド１ｍ 

      

      

 

 

 

超小型・小型レーザコリメーション光源 

計測用レーザコリメーション光源 

高周波重畳波形 



 

 

■レーザライン光源ユニット 

 

 

 

ＡＬＴ－３６００ 波長：５２０ｎｍ 電源：９Ｖ  

ＡＬＴ－３６１０   波長：４５０ｎｍ 電源：９Ｖ  

ＡＬＴ－３６２０   波長：６３８ｎｍ 電源：５Ｖ   

●共通仕様  外形：Φ１６×５８ｍｍ 

  コリメート径：４ｍｍ 

   光出力：最大４０ｍＷ   

 

 
   光切断法など、アクティブ方式三角測量法応用アプリケーションのレーザ光源ユニット 
  

 
コリメーション光源を扇形に広げ照射面にライン光が得られます 

低ノイズタイプは高周波重畳回路を搭載しスペックル、戻り光、モードホッピング等 

のノイズを低減しています 

  標準タイプ      低ノイズタイプ 

ＡＬＴ－７１１０D   ＡＬＴ－７８１０ ライン幅 ：１５０μｍ ライン長 ：５０ｍｍ 
   汎用、小型  作動距離 ：３００ｍｍ 外形 ：Φ１２×６５ｍｍ 

ＡＬＴ－７１３２D   ＡＬＴ－７８３０ ライン幅 ：７０μｍ  ライン長 ：６０ｍｍ 

   細線  作動距離 ：１３０ｍｍ 外形 ：Φ１６×８０ｍｍ 

ＡＬＴ－７４００D   ＡＬＴ－７８４０ ライン幅 ：１０μｍ（５０％） ライン長 ：１０ｍｍ 

   極細線  作動距離 ：６０ｍｍ  外形 ：Φ１６×１００ｍｍ 

                                                （ライン幅、作動距離はオプション変更可能）  

       ●共通仕様 波長 ：６５０ｎｍ（４０５～９０５ｎｍ） 

     出力 ：１mW（０．１～１００ｍＷ）  

     電源電圧 ：ＤＣ５Ｖ±５％ 

     消費電流 ：１５０ｍＡ以下 

     レンズ ：ガラスレンズ 

     リード線 ：２芯シールド１ｍ 

     

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ＡＬＴ－７５００ ２０μｍ レーザライン光源 

テレセントリック･デガウス光学系により良好な光量分布の平行光が得られます 
     レーザ波長  ６６０ｎｍ（赤色） 

ライン幅  ２０μｍ（13.5%）±２０％ 

ライン長  １６ｍｍ以上 

作動距離  ４３．７ｍｍ±０．７ｍｍ 

深度  ±２００μｍ 

パワー分布  ３０％（ｐ－ｐ）以下 

レーザ出力  ２０ｍＷ 可変可能 

レーザクラス  クラス３Ｂ   

出力安定度  ±３％以下 

電源  ＤＣ５Ｖ±５％ 

消費電流  ２００ｍＡ以下 

外形  ６３×１８０×９０ｍｍ 

ＡＬＴ－７７０２ ６μｍ レーザライン光源   ＡＬＴ－７７０3 ４μｍ レーザライン光源 

 デガウス光学系により、光量分布が良好です     ブルーレーザで微細ラインを実現 
 

  レーザ波長 ６６０ｎｍ（赤色）    ４０５ｎｍ（青紫色） 
  ライン幅  6μｍ（13.5％）±20％    ４μｍ（13.5％）±２０％ 
  ライン長  ３．０ｍｍ以上    ３．０ｍｍ以上 

作動距離  ２４．５ｍｍ±０．５ｍｍ    ２４．５ｍｍ±０．５ｍｍ 

深度  ±２０μｍ     ±２０μｍ 

パワー分布 20％（ｐ－ｐ）以下    20％（ｐ－ｐ）以下 

レーザ出力 ２０ｍＷ 可変可能    ２０ｍＷ 可変可能 

レーザクラス クラス３Ｂ     クラス３Ｂ   

出力安定度 ±３％以下     ±３％以下 

電源  ＤＣ５Ｖ±５％    ＤＣ５Ｖ±５％ 

消費電流  ２００ｍＡ以下    ２００ｍＡ以下 

  外形    80×220×68ｍｍ    80×220×68ｍｍ   
 

 

計測用レーザライン光源 

高精度計測用レーザライン光源 

ＲＧＢレーザコリメーション光源 



■ 内径計測用レーザ光源ユニット 

レーザライン光源 

■ ３次元計測用レーザ光源ユニット 

■ レーザドライブ基板 

 

 
   パイプ等、管構造の内径検査用の 360°ラジアル方向にレーザを照射する事ができるレーザ光源ユニット 

 

  

ＡＬＴ－４３００ 
      レーザ光をラジアル方向に放射する光源 
      作動距離 100mm（オプション変更可能） 

      ライン幅 0.2mm 

 
 

ＡＬＴ－７２３０  
      レーザ光をコーン状に放射する光源 

      放射角  ３９度 リング状 

           作動距離 φ100ｍｍ（オプション変更可能） 

 
 

● 固定パターン照射レーザ光源ユニット 
  DOE（回折光学素子）を使用しており高効率でパターンを照射します 

 

 

   ＡＬＴ－７２１０ 格子パターン 

   放射角  ３２° 格子１４×１４ 

作動距離 500ｍｍ（typ）調整可能    

対応波長 ６５０ｎｍ 

 

ＡＬＴ－７２２０ ランダムパターン  
    作動距離 500ｍｍ（typ）調整可能 
   対応波長 ７８０ｎｍ 

  
  

    ※各種波長、パターンに対応できます。お問い合せください。 

●可変パターン照射レーザ光源ユニット 
  レーザスキャンにより可変パターンを照射します 

  ライン光もしくはコリメーション光をスキャンしているためフォーカスフリーである特徴をもっています 

 
 

  ライン光をスキャンし、レーザを変調することにより任意の 

  縞模様のパターンを照射することができます。 

  幅の異なるストライプをカメラフレームに同期してライン光 

  の時間軸でグレイコードを照射します。 

 

 

 

ライン光をスキャンし、レーザをアナログ変調することにより 

正弦波状のパターンを発生させ、シフトも可能です。 

 

 
 

 

 ＡＰＣ，ＡＣＣ，デジタル／アナログ変調のオールインタイプ 

  ＡＰＣ－１ 中電流タイプ 

   駆動電流   最大３００ｍＡ 

デジタル変調 １ＭＨｚ    

電源    ３～５Ｖ 

  ＡＰＣ－２ 大電流タイプ 

   駆動電流   最大２Ａ 

アナログ変調 １ＭＨｚ（ＡＣＣ）    

電源    ５Ｖ 

       

DOE 固定パターンレーザ照射光源 

グレイコードパターン照射レーザ光源 

位相シフト用パターン照射レーザ光源 

レーザリング光源 

レーザ放射リング光源 



 

■ 距離計測用レーザ光源ユニット 

■ オプション対応 

■ 蛍光分析用レーザ光源ユニット 

■ 赤外分析用レーザ光源ユニット 

■ 屋外計測用レーザ光源ユニット 

 
  

  
波長  ９０５ｎｍ 

出力  ７Ｗ 

パルス幅     ５ｎｓ(半値幅) 

パルスデューティー ＣＷ～５０ＭＨｚ  

※各種仕様に対応できます。お問い合わせください。 
 
 

 
 

波長  ７８０ｎｍ 

出力  ５０ｍＷ 

アナログ帯域幅  ＤＣ～１０ＭＨｚ   

ＡＰＣ  リアルタイム方式 

   歪率  ３％以下  

                ※各種仕様に対応できます。お問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 
波長   ８０８ｎｍ  

出力   １５０Ｗ 

   パルス幅  ０．１～１０μＳ 及びＣＷ 

   パルス周期  １００～１０ＫＨｚ   

   ゲート遅延  ０～６４μＳ ５ｎｓ単位 

                ※各種仕様に対応できます。お問い合わせください。 

 
  

波長   ３７５、４０８、４５０、４７３、４８８、 

５１５、６４０、７８５、８０８、９４０ｎｍ 

ビーム径  １０～１００μｍ 

出力  １～５０ｍＷ ＣＷ 

   安定度  ３％以下(高周波重畳) 

                ※各種仕様に対応できます。お問い合わせください。 

 
  

波長   １５５０、１７３０、２０００、 

２３００、２５４０ｎｍ 

出力  １～１０ｍＷ ＣＷ 

安定度  ３％以下 

電源  ＤＣ５Ｖ 

※各種仕様に対応できます。お問い合わせください。 

 

 

 

 

波長  ８０８ｎｍ 

光出力  ３ｍＷ／ｃｍ以上 

ライン幅  ３ｍｍ 

ライン長  ４ｍ 

作動距離  ２ｍ 

※各種仕様に対応できます。お問い合わせください。 

 
 

 

  ＵSB パワーコントロール機能、波長、照射出力、照射領域、照射光量分布 

  アナログパワーコントロール、出力イネーブル(インターロック)、エラー出力(電流、温度オーバー) 

  ＡＣアダプタ、バッテリー駆動、ＵＳＢセルフ電源、レーザ温度コントロール 
       ＊各種オプションに対応します。お問い合わせください。 

 

レーザ安全クラス規定に準じて御使用下さい。              仕様は予告なく変更する場合があります 

お問い合わせ、お求めは下記の取扱店へ       レーザでもっと便利に、クリエイティブに 

      
        〒176-0014東京都練馬区豊玉南 １－２１－１０ 

    TEL 03-5946-7336 FAX 03-5946-7316 

    http://www.alt.co.jp  e-mail:info@alt.co.jp 

          CAT#120417 

ＴＯＦ(Time of flight)用レーザ光源 

位相差用レーザ光源 

■ 蛍光分析用レーザ光源ユニット 

■ レンジゲート計測用レーザ光源ユニット 


