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Core Technology
With 43 years of experience in the optics industry Santec has command of the key manufacturing processes to build lasers,
instruments and components that meet the stringent demands for excellence by our customers. By committing to innovation as
well as listening to our customer requests, Santec has succeeded in introducing solutions for a broad range of new optical
applications. Our drive for Optopia has resulted in steps that minimize the timeline for a product to go from conception to
commercial applications.
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Mototaka Tei

IT Solution business in Japan.
Service for customers in more than 30 countries, which include
most of the world’s major telecommunications companies and
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and COO

Corporate Headquarters in Japan and three subsidiaries in the
world.

Test & Measurement
Bench Top Tunable Lasers

and CTO

203 employees in the world. (As of March 31, 2021)
Founded on Aug 25, 1979 by Dr. Masao Sadamura

Optical Test Platforms

Listed on the JASDAQ market
in Tokyo Stock Exchange.
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High Performance Tunable Laser

Lase r

TSL-770 (Flagship model/ 7th generation)

●
●
●
●
●
●

L a s er

TSL-570 (High performance model)
Santec’s all-new TSL-570 is a high performance tunable
laser with a wide tuning range, high power output and high
signal-to-noise ratio. It uses a new optical cavity design
with pre cise spe e d control up to 20 0 nm /s and
sub-picometer resolution and accuracy.
The TSL-570 is a high specification, full feature instrument
suitable for all applications. It has a simple to use touch
panel display as well as Ethernet, GPIB and USB interfaces
for remote control. A Wake-on-LAN (WoL) feature provides
convenience for remote installations. Models are available
to cover from 1240 to 1680 nm with output powers up to 20
mW and feature 0.1 pm resolution, sub-pm accuracy and a
m a r k e t l e a d i n g, 9 0 d B / 0 .1 n m, u l t r a - l o w l e v e l o f
spontaneous source emission. Santec’s new sealed laser
cavity is mode-hop-free and provides a stable output at
every wavelength.

Features

Wide tuning range from 1480-1640 nm
Mode-hop-free with rapid sweeps up to 200 nm/s
High output power +13 dBm
High signal-to-noise ratio 90dB/0.1 nm
High wavelength accuracy 0.3 pm(typ.)
Narrow linewidth <60 kHz

●
●
●
●

Fast, up to 200 nm/s, wavelength sweeps
Wide tuning range lineup: 1240 to 1680 nm
Wavelength resolution: 0.1 pm
High Signal-to-Noise Ratio: 90 dB/0.1 nm

●
●
●
●
●

Optical component characterization
Photonic integrated circuit testing
Quantum photonics
Optical spectroscopy
Interferometry

< TSL series performance comparison >
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TSL-770は、第7世代となる高性能・高速波長可変レーザです。レーザ共振器および制御回路を完全に新設計することで、従来比2倍の高速スキャンが可能となり、
かつ狭スペクトル線幅と低ノイズ化を実現しました。本製品は最大160nmの広帯域波長可変が可能で、測定のスループット、精度を向上させることができます。これによ
り評価現場、R&D、基礎研究など様々なアプリケーションで理想的なツールとなっております。また、光学系の振動対策、制御系のノイズ低減により外部共振器型波長可
変光源の特長である非常に高いQ値特性を活かした狭スペクトル線幅と、高周波数安定度の両立を実現したことにより、シリコンフォトニクス等、非常に高い周波数精度
を求められる最先端の研究分野でもご利用いただけます。
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Typical Specifications
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TSL-570は、高速スキャンと高い安定性の両方を備えた波長可変レーザーです。新しい光共振器設計により最大200nm/sの掃引速度制御とサブピコメートルの分解能と
精度を備えています。 さらに、新しい密閉型レーザーキャビティによりモードホップフリーで、すべての波長で安定した出力を提供します。また、使いやすいタッチパネル
ディスプレイと、リモートコントロール用のイーサネット、GPIB、USBインターフェースを備えており、操作性も向上しています。ゆえに、光通信用光学部品の特性評価、フォ
トニック集積回路や量子フォトニクス等の研究開発など様々なアプリケーションで理想的なツールとなっております。

Full-band TSL

Lase r

P ol a ri z a t i on

The Full-band TSL is a full-band, high performance tunable
laser system that covers the ultra-wide tuning range of 1240
to 1680nm (O-band to U-band). The system combines up to
four Santec’s tunable lasers (TSL-570 and TSL-770) with an
optical switch module (OSU-110) and control software. The
Full-band TSL can be easily controlled via GPIB and USB on
PC using the custom GUI.

Features
●
●
●
●

Wide wavelength range 1240-1680 nm
Mode-hop-free wavelength sweeps
200 nm/s sweep speed
Easy and automatic operation by exclusive

PER stability

OSU-110

Power stability

45

0.05

44

0.03

0.04

44.5

PER [dB]

The OUS-110 is an optical switch that covers a wide band
of 1240-1680 nm. By combining the OSU-110 and multiple
santec TSLs, it is possible to construct a tunable light
source system with a ultra-wide band range. The OSU-110
is one of the key parts of test system automation and are
ideal for reducing measurement time and improving
measurement reproducibility.
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Features
●
●
●

Wide wavelength range 1240-1680 nm
SMF or PMF
Fast switching speed

WSL-110
The WSL-110 is a compact and cost effective tunable laser
source for use in WDM systems and optical measurement
applications. This laser can be tuned to any wavelength with
high, 1 MHz resolution in both C-band or L-band, covering a
38nm tuning range. An internal wavelength locker provides
high wavelength accuracy and stability.
●

Features
●
●
●
●
●
●

C-band or L-band tuning with high resolution
Fine tuning available with 1 MHz resolution
Narrow linewidth <100 kHz
High output power >+15 dBm
Integrated wavelength locker
Single or two ports available

Full-band TSLは、1240-1680nm(O-bandからU-band)の広帯域をカバーする波長可変レーザー光源システムです。最大4台の波長可変レーザーTSL-570と光スイッチ
OSU-110で構成されており、コストパフォーマンスが高い光源システムとなります。
OSU-110は、1240-1680nmの広帯域をカバーする光スイッチです。波長可変レーザーTSLシリーズと組み合わせることによって広帯域をカバーする波長可変レーザー光源シ
ステムFull-band TSLとしてもご利用いただけます。
WSL-110は、1MHzの高分解能で任意の波長が設定可能な波長可変光源です。内部の波長ロッカーにより高波長精度と高波長安定度を実現しています。

●

●
●

●

Full band 1260-1630 nm
Simultaneous display of extinction ratio, optical power,
and polarization angle
50 dB dynamic range for PER with high resolution 0.01 dB
Wide dynamic input power range
Normal power model: -40 to +10 dBm
High power model: -25 to +20 dBm
Interchangeable connectors: FC, SC or LC

Lens

PD

Input Fiber
Rotating
polarizer

Amp

PLS-100は、45dBの消光 比を維持しながら高出力および高出力安定度を実現した偏光光源です。PEM-340と組合せることにより、PER測定が可能となります。
PEM-340は、1260nm〜1630nmのフルバンドをカバーした偏光消光比モニタです。ノーマルパワー仕様は+10〜-40dBm、ハイパワー仕様は+20〜-20dBmの光入力に対
して測定が可能です。偏光消光比・偏光角度・入力光強度を同時に測定し、結果をディジタル信号とアナログ電圧信号で得ることができます。

Optical Test Platforms

Optical Test Platforms
Swept-Wavelength Component Test System
The Santec’s Swept Test System has been developed to
streamline photonic testing, providing a complete solution
where high-speed analysis, high resolution and accuracy
are key. Combining one of Santec’s tunable lasers (TSL-770,
TSL710, TSL-570 or TSL-550) with Santec’s optical power
meter (MPM-210), a polarization control unit (PCU-110) and
custom sof t ware, the complete Swept Test System
optimizes WDL and PDL measurement for use in both R&D
and production environments. Using real-time referencing,
while simultaneously acquiring output power from the
tunable laser and the transmitted optical power through the
DUT, the system provides high accuracy in WDL and PDL
analysis using the Mueller Matrix Method.
Over-sampling and rescaling algorithms are used to
ma ximize testing throughput while maintaining
measurement integrity.
The Swept Te st System utilizing the MPM-210 and
MPM-213 is suitable for measuring the performance of fiber
optics components using transceiver- like photodiodes
(ROSA/Coherent receiver, etc.) or optical channel monitors.

●
●

MPM-210H
MPM-211
MPM-212
MPM-213
MPM-215

Optical components characterization interleavers, Fiber Bragg Gratings(FBGs), WSS, DWDM components
Photonic material characterization
Optical spectroscopy

●

Typical configuration

●

IL / PDL measurement setup with the polarization controller PCU-110 and the power meter MPM-210H
Trigger out

Tunable Laser
TSL-770 / 570

●

Computer

Trigger in

Power Monitor (Reference)

●

Optical
Power Meter
MPM-210H

DUT

Polarization
Controller
PCU-110

(Main Frame)
(4ch power meter)
(2ch power meter)
(4ch current meter)
(High dynamic range)

The MPM-210H is a new multi-port optical power meter that
is perfect for measuring the optical characteristics of
m u l t i - p o r t o p t i c a l d e v i c e s . T h e M P M - 210 H c a n
simultaneously measure up to 20 por ts (4 por ts per
MPM-211 module) very fast with high resolution. It features
h i g h a c c u r a c y, h i g h l i n e a r i t y, a n d e x t r e m e l y l o w
polarization-dependent sensitivity with power levels from
- 8 0 to +10 dBm (-70 to +5 dBm@MPM-215) ove r a
wavelength range of 1250-1680 nm. GPIB, TCP/IP and
RS-232C inter faces provide a convenient automated
measurement solution.
The MPM-210H is ideal for IL and PDL measurement of
multi -port optical components including Dense Wavelength
Division Multiplexing (DWDM), AWG, Wavelength Selective
Switches (WSS) and more. When combined with a santec
TSL-Series laser equipped with a power monitor output, the
MPM-210H allows the user to complete high precision IL
measurements while referencing in real-time. In particular,
the MPM-215 is suitable for high-speed measurement of
optical components with a dynamic range of 50 dB or more.
Seeing as the new MPM-210H multi-port optical power
meter is command compatible with the previous MPM-210

Applications
●

A na l y s i s

●
●

MPM-210H (Main frame)

MPM-211/-212/-213/-215 (Modules)

Wavelength Range 1250 - 1680 nm
Power meter module (MPM-211/212)
Dynamic power range -80 to +10 dBm
Power meter module (MPM-215)
Dynamic power range -70 to +5 dBm
Current meter module (MPM-213)
Dynamic power range -70 to +10 dBmA
Up to 20 ports measurement
Analog output (MPM-212)

USB

GP-IB

PCU-110

IL measurement setup with the power meter MPM-210H
Trigger out

Tunable Laser
TSL-770 / 570

Computer

Trigger In

Power Monitor (Reference)

Optical
Power Meter
MPM-210H

DUT

USB

GP-IB

The PCU-110 is PDL measurement with Mueller Matrix method.
Command control (polarization control, etc.) that can be used for
GPIB and Ether communication is possible.

Features
●
●
●

SantecのSwept Test Systemは高速、
高精度および高分解能で光コンポーネントやモジュールのWDL/PDL特性測定が可能で、
生産ラインやR&Dなど幅広い分野でご利用い
ただけます。
パワーモニタ出力を搭載したsantec TSLシリーズからの出力パワーモニタとDUTを透過した光パワーを同時に測定してリアルタイムにリファレンスを取得するこ
とで高精度にWDL/PDL特性を測定できます。
Swept Test Systemはsantec波長可変光源 TSLシリーズ、
パワーメータMPM-210H、
偏波コントローラPCU-110および専用ソフ
トウェアにて構築されます。
PDLはMuller Matrix技術により測定しています。
MPM-210HとMPM-213を組み合わせたSwept Test SystemはROSA/コヒーレントレシーバーの
ようなフォトディテクタを内蔵したO/Eデバイス評価にも最適です。

Wavelength range 1260-1360 / 1480-1640 nm
High SOP repeatability
Power monitor function

MPM-210Hは、マルチポート光デバイスの光特性評価のために最適な新しいマルチポート光パワーメータです。MPM-210Hは1台で最大20ポートまで同時に高速、高分解能
にて測定可能です。 GPIB/Ethernetインタフェースを搭載しており、プログラムによる自動化、遠隔操作が可能です。
PCU-110は、4偏波を設定できる偏波コントローラです。Swept Test Systemに組み込むことでMuller MatrixによりPDL測定が可能になります。GPIBやEthernet通信で使
用できるコマンド制御(偏波制御等)が可能になっています。

Fi l t e r

Program mable

-9
TF
O

80

-9

TF

30

O

O-band is available upon request.

Gaussian Filter

-3
O

20

TF

-3

TF

O

50

Flat Top Filter

Man ual

The OTF-350 is a versatile manually optical tunable filter
that allows simultaneous and independent tuning of
center wavelength and bandwidth over C & L bands. Its
unique precision free-space optics and accurate tuning
mechanism bring forth excellent optical control and a flat
top passband shape of filtered signal.

The OTF-320 is a manually tunable optical filter that
features a wavelength indicator. Tuning is achieved by
rotating a dial on the side of the unit, and the meter on the
top of the unit provides the wavelength reference. A wide
choice of tunable filter wavelength range and profile are
available from santec's selection of thin-film based filters.

Features

Features

●
●

●
●

Wavelength tuning range: 80 nm
Wavelength range: 1530-1610 nm (C&L Band)
O-band is available upon request.
Bandwidth: 0.2-10.0 nm (Normal type)
Bandwidth: 0.1-15.0 nm (Wide type)

OTF-980は、
波長と透過帯域幅をそれぞれ独立して変えることができるベンチトップ型の可変光フィルタです。
回折格子をベースとしたユニークな高精度可変メカニズムに
より、
フラットトップな透過フィルタスペクトルと優れた光学特性を実現しております。
波長と透過帯域幅の設定はタッチスクリーンもしくはGPIB/Ethernet/USBインタフェー
スより行うことができ、
プログラムによる自動化、
遠隔操作が可能です。
OTF-350は、
波長と透過帯域幅をそれぞれ独立して変えることができる手動型可変光フィルタです。
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●
●

●

80 nm tuning range with analog wavelength indicator
Excellent transmission characteristics and low PDL
and PMD over whole tuning range
Wavelength tuning knob with lock function

OTF-930は、ベンチトップ型の波長可変光フィルターです。用途に合わせた様々な光フィルタの搭載や、1〜3枚の光フィルタのカスケードマウント（Filter structure S1、S2、
S3）による透過特性の選択が可能です。また、リニアスライディング方式による80nm連続波長可変と低損失、PDL <0.1dB 、PMD <0.1psの特長を持っています。
OTF-320は、波長インジケーターを備えた手動型波長可変光フィルターです。 波長範囲と透過特性は選択いただけます。
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Santec introduces an Ultra Violet (UV) durable spatial light
modulator (SLM-250). This product is a world’s first for
two-dimensional SLM, extending their use into the UV
band. The UV hardened SLM-250 has 42 times higher UV
durability when compared to standard SLM devices. A
power density up to 10 mW/cm 2 is sustainable using a
novel liquid cr ystal and dielectric mirror design. The
SLM-250 follows the popular first generation, HD-LCOS,
SLM-150 from Santec model. The SLM-150 is suitable for
various scientific and industrial applications, including
b e a m s h a p in g, wa ve f r o n t c o r r e c t i o n a n d o p t i c a l
manipulations.

90

Factory default setting

*

*

No condensation
No condensation

*

GUI software and SDK for Windows
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450-1600

< 0.5

< 1.5

< 0.6

< 2.5
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High-Power Lasers up to 200 W. And up to 51 GW/cm²
power handling capability. This product is suitable for Laser
processing application.

For DWDM applications, Santec’s MOVA is an optical
va r i a b l e a t te nu a to r b a s e d o n e l e c t r o s t a ti c MEMS
technology. Our tilting mirror design coupled with laser
welded packaging ensure a reliable, stiction-free device.
Silicon MEMS device s are robust, which withstand
r e p e a te d s w i t c hi n g, w i d e te m p e r a t u r e r a n g e a n d
mechanical shock without failure. Operational stability
and long-term reliabilit y are ensured with Telcordia
compliant packagings.
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Santec's UTP-1-LL and UTP-1 are the world’s smallest
single, high directivit y, uni-directional tap monitor s.
Compared to the current SANTEC uni-directional MTP-1,
the new UTP-1 is an 80% reduction in size, allowing the
cu s to me r to r e du c e the ir m o dule’s f o o tp r int w hile
increasing design capability.
SANTEC's tap monitor series is excellent for high-density
integration in next generation small form factor packages
matching CFP, CFP2 and CFP8.

UTP-1

/12

UTP-24

Santec’s IPM-8 is an integrated tap-monitor and high
dynamic range log-amplifier module for any DWDM
application. This device detects the optical signal, and
calculates to absolute optical power using a calibration data.
The optical power data can be accessed from electrical
communication interface.
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T he MPA-10 0 is a highly inte gr a te d r a ck model of
pigtailed photo-detector array. Multi-channels optical
power from MPO or MTP connectors are detected by
photo-detector array. Photo-detector of Si type for 850
nm r a n g e a n d In G a A s t y p e f o r 126 0 ~1610 nm a r e
available. The detected photo-current is converted to
vol t a g e o u tp u t u s in g a 16 - bi t DAQ in te r f a c e. T he
dimension is ( W )482.6x(D)430x(H)44 mm. The highly
integrated MPA-100 is available up to 80 channels. The
MPA-100 is useful for many applications, such as testing
and monitoring of transceivers for data communications
i n d a t a c e n t e r s , b r o a d b a n d /C AT V, a n d
telecommunications. Tap-PD model (fibers input&output,
a p a r ti a l p owe r d e te c ti o n) i s a l s o a va il a b l e up o n
customer’s request.

MTF-1
MTF Spectrum
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-40
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MTF-1 (with PCB)
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1560

1570

1580
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We want to help as many people as possible. That’s why we’ve built our company on superior
engineering. Based in Santa Clara, CA, we leverage our 42 years of experience in cutting-edge optical
science. By focusing on creating the advanced optical imaging techniques, we help physicians improve
the speed and accuracy in diagnosis.

3D Optical Profiling

3D Optical Profiling
High Sensitive and High Speed Game Changing
3D Optical Profiler for Production Development Support
The Santec Optical Profiling System uses the combination of a high-speed tunable laser and an interferometric
detection technique to bring record sensitivity to a single beam, non-contact optical profiling. The OPS-1000 is designed
to deliver high speed, high accuracy, non-contact measurements regardless of shape, material, color or surface shape
of the target object.

Top 4 Features of OPS-1000
1. High Sensitivity
Minimum light detection sensitivity of 100dB. Dynamic Range >70dB

3D Height Map Data

Drill Bit

2. Single Beam Geometry
Minimizes structural interference within shapes and structures.

Gear Box

3D Height Map Data

3. High Speed Measurement
OPS-1000 brings high speed measurement of 400,000 points per second for complete automatic
inspection. Data Acquisition Time ~5 sec

Features

Applications
●
●
●
●
●

3D measurement of materials
3D detection of defects
Fully automated profiling
Real time process monitoring
3D Automated Optical Inspection Scan

Parameter
Repeatability of measurement

Displayed range
Measurement speed
Output file format

●
●
●
●

High sensitivity
Single beam geometry
High speed measurement
Ambient light neutral

OPS-1000-15

Specification

Engine Cylinder Head

3D Height Map Data

CAD Comparison Data

4. Ambient Light Neutral
OPS-1000 utilizes a coherent measurement principle; so is not affected by ambient light such as sunlight
or reflective surface of sample, delivering reliable data.
OPS-1000-100

XY : ±10 µm

XY : ±10 µm

Z : ± 1 µm

Z : ±10 µm

XY : 15 mm

XY : 100 mm

Z : 30 mm

Z : 100 mm

200,000 points / sec

400,000 points / sec

Point cloud library format (.pcd)

OPS-1000は高速波長可変レーザの技術を干渉計測に応用した、世界最高感度の光学式三次元計測器です。本製品はヘテロダイン検波方式により、約100dBという、三次
元計測器では世界最高レベルの最小受光感度を実現しております。また、70dB以上の測定ダイナミックレンジを有するため、形状、材料、色、表面状態を問わず、非接触・
高速・高精度測定が可能です。

Electric Circuit Board

3D Height Map Data

IVS-1000(1060 nm), -2000(1310 nm)

OCT System Line up
Model name and Option

Center
Axial
wavelength(nm) resolution(μm)

Standard (ST)

Max. Imaging
depth (mm)

Image acquisition Scanning
speed (lines/sec) Laser Type

<18

>4

20,000

<9

>4

20,000

Long Imaging depth (LC)

<18

>12

50,000

High Speed (HS)

<18

>10

100,000

<16

20 to 150

10,000 to 400,000

High Resolution (HR)
IVS-2000

Polygon
scanner

1310
MEMS

IVS-1000

Standard (VCSEL)

1060

Tunable
VCSEL

IVS-2000は、研究用途、製品化の為の基礎検討などさまざまな分野・応用でご利用いただけるように、光源やプローブをご希望にあわせてお選びいただけるカスタマイ
ズ対応が可能なSS-OCTシステムです。オプションでLabViewを用いたコード開示も出来ますので、お客様ご自信でのカスタマイズも可能です。LabView, C#, C++用のSDK
もオプションで提供しております。

OCT Scanning Lasers

OCT Scanning Lasers

●
●
●

OEM source for OCT systems
Spectroscopy and Optic Sensing
FMCW LiDAR

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1120
1100
1080
1060
1040

Wavelength(nm)

Applications

Output Power (mW)
Trigger Voltage (V)

HSL-1 Optical Characteristics @200 kHz scan rate

1020
0

1

2

3

4

5

Time (us)

6

7

8

9

1000

Type

Tunable VCSEL
Flexible scan rate, Ultra long coherence length, No coherence
revival.

MEMS
High speed, Long coherence length

Polygon scanner
Simple rescaling, High accuracy

1060 nm
Ophthalmology OCT

1310 nm
Conventional OCT

1550 nm
Spectroscopic OCT

3000 nm
Spectroscopic OCT

fs: 4-400 kHz
⊿ λ: 75 nm
Lc: >1 m

-

fs: 10-400 kHz
⊿ λ: 80 nm
Lc: >1 m
coming soon

fs: 10-200 kHz
⊿λ: 80 nm
Linewidth: <10 MHz

fs: 100 kHz
⊿λ: 100 nm
Lc: 15 mm

fs: 50, 100 kHz
⊿λ: 100-130 nm
Lc: 10-18 mm

-

-

fs: 20-50 kHz
⊿λ: 100-170 nm
Lc: 2-5 mm

-

-

*Lc：Coherence length

Santecの光源技術を駆使した高速波長掃引レーザーHSLシリーズ。狭線幅のレーザーが連続的に高速スキャンします。ターンキーひとつで起動し、トリガーも内蔵している
ため、シンプルに測定系を構築する事が可能です。RIN（Relative Intensity Noise）が小さいため、OCTで利用した場合に高いS/Nを得ることが出来ます。OCTだけではな
く、高速な分光分析用の光源としてもご利用いただけます。HSL-1は面発光レーザーの技術を応用し、シングルモード発信で高速に波長をスキャン。帯域やスキャンレート
を可変できます。HSL-20はMEMSフィルタを用いた外部共振器型レーザーで、OEM光源として広く使われております。
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HSL-2100はポリゴンスキャナを用いた外部共振器型レーザーで、高繰り返し性、直線性を有しており、容易に波長校正が可能です。特に高精度の計測などで使われており
ます。HSL-200はHSL-2100のOEM版で、コンパクトな設計、外部からのシリアル通信による制御が可能です。
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DC to 80MHz
(Suitable for <30kHz A-Line rate)
DC to 200MHz
(Suitable for >30kHz A-Line rate)
DC to 400MHz
(Suitable for >100kHz A-Line rate)

Galvano/MEMS scanner

Specifications
Specifications
HSL-10
HSL-20-50
Center Wavelength
nm
1040-1080
1290-1330
Typ. axial resolution (in Air)
μm
<14
<16
>20mm
Imaging depth range (in air)
mm
>10mm
A-line rate
kHz
100 +/- 0.1
50 +/- 0.1
Peak output power
mW
20
Optical fiber type
SMF
OS
Windows 10 (64bit)
System Bus
PCI Express2.0 (Gen2) 5.0GT/s x8
*Please note, these specifications are subject to change. Please contact to us for the
details.
Parameter

Unit

HSL-1
1040-1080
<16
>70mm (@10kHz)
10-400 +/- 0.1

HSL-20-100
1290-1330
<16
>10mm
100 +/- 0.1

3D OCT Viewer Software

OCTEngineは、高速波長掃引レーザーHSLシリーズ、バランスドフォトディテクタBPD-200、及びリアルタイムサンプリングDAQカードHAD-5200を使用したSS-OCTを実現
するための核となるパーツです。
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Business Solutions

Business Solutions
リモート支援ツール

ワークスタイルの変革

All-in-one

安心・安全遠隔コントロールの定番ツール

リモート保守

リモートサポート

Test & Measurement

リモートソリューション

場所や時間にとらわれず、オフィスにある自分の PC を

WEB会議

遠隔操作できる、リモートワークツール

オールインワン型のリモートソリューション

PCはもちろんスマートフォン ＆ タブレットからも簡単リモートアクセス

Online ScreenAssistは「リモートサポート」
「リモート保守・メンテナンス」
「WEB商談」
「WEB会議」を標準装備しています。
リモート操作支援・リモート保守支援・リモートアクセスでのテレワーク支援を実現します。

Android

Components

Online ScreenViewはいつでもどこでも遠隔でPCを操作できるサービスです。
社外から社内システムの閲覧、操作を実現するとともに高度なセキュリティ機能も合わせてご提供。
不正アクセスを防ぎ、安心してご利用いただけます。
テレワークでの業務遂行を可能にし、生産性向上に貢献します。

接続イメージ

santec

リモートアクセスツール

１ライセンスで使える豊富な機能
iPhone

iPad
iPad

9:45 AM

外出先
100%

姉妹サービス ISL Light
アプリ 無償 にて利用可能

オフィス

社

内

社外・自宅

お客様

社

内

社

内

お客様

自宅
中継サーバ

ネットワーク設定変更不要

AES256Bit
暗号化通信
PC(Win/Mac)

安全、便利！ 各企業にあった運用管理・機能を実現できます！
ブラックスクリーン機能

※Windows professional Edition 以上が接続先に必要。

※グラフィックカードの種類によっては、ブラック
スクリーン機能に対応できない場合があります。

リモート切断後自動Windowsロック

マルチモニタ対応

データセンターなどの遠隔地
サーバの管理
バッチファイルの転送可能
異常発生時の対処可能
トラブル復旧時間の削減

同時接続ライセンスでコスト削減
今まで登録台数分ライセンスを購入していた場合は、
同時接続ライセンスによる課金のため、コストを大幅
に削減できます。また、オペレータや接続先コンピュ
ータに台数の制限はなく無制限で登録できるため、簡
単で気軽に運用ができます。

詳細設定

氏名

長谷川
有効

デスクトップ共有

ショートカットキーの実行

キーボード＆マウス操作

ドラッグ＆ドロップによるファイル転送

レコーディング

画面拡大・縮小

画面カラー数

アクセスパスワードの設定

再起動モード

自動ポート設定

描画

アクセス履歴

マーカー

ワンタイムパスワード

※「オンラインスクリーンビュー／ONLINE SCREEN VIEW」はサンテック株式会社の登録商標です。

Ctrl+Alt+Delの送信

セッション再接続

電源管理
（WOL）

アクセス通知

ONLINEScreenViewWeb
https://www2.santec.com/osv/
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リモート保守･メンテナンス対象端末も無制限

キーボード＆マウス操作

ドラッグ＆ドロップによるファイル転送

Ctrl＋Alt＋Delの送信

ショートカットキーの実行

オペレーターID作成

レコーディング

セッション再接続

自動ポート設定

自動レコーディング

音声・ビデオチャット

アクセスパスワードの設定

デスクトップ画面共有

機能一覧
ホワイトボード

する分だけ

機能一覧

最大同時接続数

スクリーンショットの取得

ライセンスは

同時に接続

IT Solutions

\\santecsol\hasegawa

資料や画面共有ができる WEB
会議機能も標準搭載
様々な部門で利用可
1 ライセンスで 10PC まで
ダウンロード実行で簡単接続

この場合は同時接続が１なので
１ライセンスで OK

オペレータアカウントの作成は無制限

ユーザー名

アカウント

リモートセールスで新たな営業
手法と営業機会を創出
プレゼン実施
デモ実演
遠距離顧客を簡単フォロー

ホワイトボード

テキストチャット

スクリーンショットの取得
権限管理

ブラックスクリーン
セッション履歴

ワンタイムパスワード

OCT

利用者権限設定

サウンド共有機能

Microsoft RDP使用可能 (代替接続)

コールセンターなどの業務で
お客様満足度の向上
エスカレーション機能
オペレータ ID 複数発行
ファイル・フォルダ送受信

WEB 会議

WEB 商談

操作される側

２要素認証

（Mail/携帯ショートメッセージ/Google OneTimePassword)

リモート保守・メンテナンス

操作する側

端末認証

リモートサポート

movu

※前提条件が
必要となります。

WAKE
N
LAN

画面拡大・縮小

アプリケーション共有
アクセス制限

画面カラー数

プレゼンテーション
アクセス通知

アクセス履歴

※「オンラインスクリーンアシスト／ONLINE SCREEN ASSIST」はサンテック株式会社の登録商標です。

ONLINE ScreenAssistWeb
https ://www2.santec.com/osa/
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Business Solutions
ARワークフローソリューション

ARワークフローソリューションで

リモート支援

現場作業を DX 化

豊富なリモート通話機能、遠隔録画＆写真。
熟練技術者が描画指示、ドキュメント表示。

ワークフロー

組立＆品質

ワークフローのデジタル化でオフライン作業可能。
ハンズフリーで仕事時間短縮。作業進捗の管理。

Test & Measurement

利用シーン
購買物流、循環棚卸、流れ生産、
OJT、組み立てガイド、品質検査、
オーダーピッキング
人とロボットの協働

倉庫＆物流

santec

スマートグラスソリューション

カスタマイズ

サービス保守 リモート支援

が

お客様ごとに最適なスマートグラスソリューションを提供
現場のスマートグラスと事務所のPCをつなぐことにより、映像と音声の共有に加え、資料・画像・指示などをスマートグラスのモニターに
表示できるシステムです。
現場との円滑なコミュニケーションを可能にし、現場のハンズフリー作業を実現することで、現場の様々な課題を解決します。

時間場所を問わない熟練者の知見、
音声と動画での通話

（WMS/SAP/
報告書作成の自動化。外部 API 連携。
Dynamics）
ピッキング（RFID）
、
GPS・センサー連携。

LiveSupporter ラインナップに新加入！

Components

知識の獲得、OJT、
診断と問題解決のガイド

LiveSupporterは、多数のスマートグラスから選べます。
スマートグラス比較表
製品名

M400

M4000

AceReal One

Saﬁe Pocket 2

Realwear

サン電子

セーフィー

movu

HMT-1 / HMT-1Z1

イメージ
画像

若手を配置
本部からの支援を受けハンズフリー作業

情報ネットワーク

熟練者を配置
現場へ遠隔で作業指示・支援

メーカー

Vuzix

Vuzix

タイプ

片眼

片眼シースルー

片眼

両眼シースルー

ウェアラブルカメラ

OS

Android 8.1
8 Core 2.52GHz Qualcomm XR1

Android 8.1
8 Core 2.52GHz Qualcomm XR1

Android 8.1 + WearHF
ハンズフリーインターフェイス

Android 6.0.1

ー

nHD 640 x 360

カメラ

動画：4K 30fps or 1080p 60fps
静止画：1280 万画素

854 x 480

WVGA 854 x 480

720

900px (W H)

ー

動画：4K 30fps or 1080p 60fps
静止画：1280 万画素

動画：最大 1,080p 30fps
静止画：1600 万画素

動画：1,080 1,920px (W H)
静止画：2,448 3,264px (W H)

動画：100 万画素 30fps
静止画：200 万画素

16.8
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29 ( 対角 )

水平 120 垂直 86

IP67 相当

IP67 相当

IP66

IP54

IP67

オートフォーカス

あり

あり

なし
約６時間

あり

あり

バッテリー

約 2 時間

約 2 時間

約６時間

本体のみ：約 0.5 時間
外付けバッテリー接続時：約 2 時間

入力インターフェイス

物理ボタン､タッチパッド､音声操作
※ペアリングしたスマホによる操作可能

物理ボタン､タッチパッド､音声操作
※ペアリングしたスマホによる操作可能

音声操作

有線コントローラー
音声操作

物理ボタン

マイク / スピーカー

あり / あり

あり / あり

あり / あり

あり / あり

あり / あり
(Bluetooth ﾍｯﾄﾞｾｯﾄ付 )

通信方法

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

重量

190g
( ケーブル､バッテリー､メガネフレーム込 )

190g
( ケーブル､バッテリー､メガネフレーム込 )

380g / 430g
( 電池内蔵 )

スマートグラス：293g
コントローラ兼本体 400g / ケーブル :50g

160g
（バッテリー内蔵 )

動作温度

記載なし

記載なし

-20℃〜 50℃ / -20℃〜 60℃

0℃〜 40℃、湿度 20% 〜 79%
( 結露しないこと )

-20℃〜 49℃

IT Solutions

視野角
防塵防水性能

※「ライブサポーター／LIVE SUPPORTER」はサンテック株式会社の登録商標です。

OCT

ディスプレイ解像度

LiveSupporterWeb
https://www2.santec.com/ls/
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Business Solutions
未知のランサムウェアに対応
ある日突然PCをロックされたら

元に戻すために身代金を払いますか？
リアルタイムバックアップ復元

状況認識技術搭載

ランサムウェアによる大規模攻撃は終わらない！

他社ソフトとの共存も可能

2020年 10月

2020年 5月

Ryuk

状況認識技術で未知のランサムウェア
も検出・遮断

バックアップからファイルを復元。
ファイルの変更削除や毀損行為を記録。

低い PC 負荷率。
動作が軽いため通常業務に影響を与えません。

2020年 7月

つまり

ブロック！

① 状況認識技術搭載！

②

② リアルタイムバックアップ・復元

リアルタイムにファイルアクセスをチェックし、正
常な変更か異常な変更かを判断して毀損行為
をブロックします。WannaCry, Petya,
BadRabbitなどもブロック！

侵入されることを前提とした対策が必要！

ファイルをリアルタイムでセキュアな領域にバッ
クアップして正常なファイルを保護します。
万一ファイルが毀損されたとしても瞬時にバッ
クアップした原本ファイルを復元！

状況認識技術で未知のランサムウェアもブロック！

④ 共有フォルダのセキュリティ機能

③ 指定ファイルのバックアップ

ネットワークフォルダ、共有フォルダ経由に
よる感染拡大を防ぎます。

指定ファイルのバックアップ機能により、万
一マルウェアを検出できない場合にも被害
を低減できます。
共有フォルダ
からの感染防止

ネットワーク遮断

身代金による
金銭的被害防止

重要データの
毀損防止

感染

共有フォルダ(AAA)

AppCheck未インストール端末

AppCheckWeb

EKANS（SNAKE）

攻撃者は既存のマルウェア対策で事前に検知されないことを
確認してから攻撃してくるので、完全に防御することはできない

③

ファイル

ランサムウェア

2020年 6月

WastedLocker

AppCheckはランサムウェアそのものではなく、
毀損されるファイル状況の変化に注目しています！
①

Coldlock

AppCheckインストール済み
端末のネットワーク共有フォルダ

ランサムウェア

サービス・生産
の停止による
経済的損失防止

AppCheck未インストール端末

社会的信用
の低下防止

https://www2.santec.com/app/

HDMI光エクステンダー

プロスペックHDMI光エクステンダー
HDTV(高精細テレビ)やディスプレイといったAV機器間の接続方法としてHDMIが普及し
つつありますが、周辺機器の接続を前提としているので最長５ｍ程度となっていて、
HDMI信号を延長させたいというニーズを耳にするようになりました。
HDMI光エクステンダー(延長器)は、光トランスミッタ(送信機)に波長の異なるレーザ光源
３台を搭載した波長多重光ファイバ通信による10Gbps大容量通信を実現しています。
これにより電気信号をそのまま光信号に変換していますので映像の再現性が極めて良
好でノイズ、ボケ、ニジミが感じられない、接続機器との親和性が高く、接続すれば確実
に動作する、現場での障害発生が無い、信頼性が高い、
といった評価を「放送局の技術
者、
ピュアオーディオの専門家、
サイネージインストーラー」から頂いております。

3km 先に美しい映像が届く

ディスプレイ・プロジェクタ

DVDプレーヤ、
コンピュータなど映像送出装置
HDMIケーブル（電気）

耐温度 50℃

HDMIケーブル（電気）

レシーバ

光ファイバケーブル

トランスミッタ

Features

最大3km

●
●

動作環境温度が0℃〜50℃と幅広く、過酷な環境下でも安定して動作
最大3kmまで(HDCP対応:最大700m)延長可能
(HDMI−DVI変換ケーブルにて映像のみDVI信号伝送可能)

●

31

延長配線は光ファイバ（9/125μmシングルモードファイバ）
なので、電気ノイズに強い

●

高解像度対応(1920ｘ1080i/pは勿論対応、
それ以上の対応可)

HDMIエクステンダーWeb

●

ディープカラー対応(24/30/36bitカラーデプス)

https://www.santec.com/jp/products/solution/hdmi-extender

●

モニター側から映像送出装置を制御可能にする赤外線リモコンキットオプション有り
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