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特 集   注目の光MEMSセンサー 
─ネットワークとセンサーの融合が加速！

 48	■	総論
	 		 東北大学　羽根一博

 50	■	MEMS血流センサとヘルスケア
	 		 九州大学　澤田廉士

 57	■	MEMS光干渉計を利用したバイオセンサー
	 		 豊橋技術科学大学　高橋一浩

 62	■	MEMSミラーを用いた共焦点センサー
	 		 東北大学　佐々木敬，羽根一博

 67	■	MEMSデバイスを活用した光源および分光分析素子
	 		 豊田工業大学　佐々木　実

 72	■	レンズ一体型超小型赤外線センサー
	 		 ㈱リコー　三宮　俊

連 載

 90	■	ひかり発見	
	 		第14回　回折格子Ⅰ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

 94	■	フリーソフトによる光学系シミュレーション入門	
	 		第14回　普段は見かけない光学構成
	 		 大阪産業大学　丸谷洋二

シリーズ

 101	■	若手研究者の挑戦	
	 		第6回　	広視野レーザ顕微鏡によるナノ表面形状計測技術
	 		 新潟大学　月山陽介

 79 ■	Photo-Tech	News	&	Report
	 		 	・	IoTは商機なのか？─アルプス電気の挑戦─
	 		 	・	青色半導体レーザー加工のインパクト─阪大など，レーザーコーティング

装置を開発
	 		 	・	実用化へ大きく進展！次世代型産業用3Dプリンターの開発動向

イベントプレビュー

 118	■	LASER	World	of	PHOTONICS	CHINA	2016	
	 		会期：2016年3月15日～17日	
	 		会場：中国・上海新国際見本市会場

2016.2 Vol.35   No.410



C
O

N
T
E
N
T
S

読者登録受付中 http://www.optronics-media.com/
ニュース、連載など情報満載。ご登録により掲載記事を全て購読いただけます。
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【From Editor's】
パナソニックが1月6日，1本で8K映像を送信することができるコネ
クタ付ケーブルを開発したと発表しました。このケーブルはプラスチ
ック光ファイバーケーブル（POF）で，慶應義塾大学発ベンチャーの
KAIフォトニクスと共同で開発を進めているものです。

POFの研究の第一人者といえば，小池康博慶應技術大学理工学部教授。
このニュースは小池先生の研究成果が実用化に結実したものです。

弊誌は小池先生に取材をし，その記事を2015年11月号に掲載してい
ます。取材時は，POFの実用化について「今は具体的にお話しするこ
とができません。ただ，近く成果が発表されるでしょう」と述べられ
ていましたが，このことと認識します。

8Kディスプレーは既に関連メーカーから発表されていますが，現状
では映像伝送には十数本の同軸ケーブルを必要としています。到底，
8Kディスプレーの家庭への導入は困難です。そこで，光ファイバー
が注目されるわけですが，一般的なガラス製光ファイバーは機器とケ
ーブルコネクタ部が分離している場合，接続部分において光軸を正確
に合わせることが難しいものがありました。

簡単に挿抜可能なコネクタ付の映像伝送用ケーブルが求められる中に
あって，今回開発したPOFはボールペンの製造技術を取り込み，接続
を容易しています。伝送容量も100	Gb/sを超えるものとしています。
8K技術を身近にするイノベーションに目を見張るものがあります。

読者の皆様へ：DM代行サービスについて
弊社では，広告主のご依頼のもと，DM（ダイレクトメール）を用いて広告情報をご購読者の皆様にお届け
するDM代行サービスを行なっております。本サービスは，広告主からお預かりしたDM資材を，弊社管理
のもとで封入，封緘，発送するものですが，弊社では本サービスを個人情報保護の観点に基づいて行なって
おりますので，ご購読者の皆様のお名前やご所属，ご住所等，個人情報が外部に漏れることは一切ありませ
ん。また，DMによる広告情報配布を希望されない場合は，大変お手数ではございますが，個人ID番号（封
筒のラベルの下に明記），氏名，会社名，住所をご明記の上，ファックスにてその旨，弊社販売部までお知
らせ下さい。DM中止手続きを取らせていただきます。

	 85	■	 光業界トピックス
    ・ コヒレント・ジャパン新社長にモンロー清海氏が就任
    ・ マックスレイ，ウシオライティングや米国SORAA

社製LED光源を利用した照明器具の新製品を発表

	 86 ■	Webジャーナル　ニュースランキング

	 87	■	MARKET	WATCH
    ・ 光学センシング市場，2020年は9億7,180万米

ドルへと拡大
    ・ レーザーの輸出数量，7ヶ月連続のプラス
    ・ CMOSの生産実績，20ヶ月連続のプラス
    ・ 民生用電子機器国内出荷金額，対前年同月比

100.7%の1,143億円

		 119	■	CALENDAR
	 121	■	EVENT
	 122	■	PRODUCTS	INFORMATION

コラム

 109	■	USA	Today
	 		 	第83回　TESLAを追え!?　─ハイエンドEV市場─
	 		 Optomarketing	USA　中島和宏

 107	■	ひかりがたり
	 		 第35話　太平燕　─春雨はなぜ透明なのか─
	 		 月谷昌之介

 110	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第98回　自動改札機
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 108	■	アナザーアングル
	 		 vol.26　頑張れ！「あかつき」
	 		 編集顧問　川尻多加志

■ 次号（2016年3月号）の特集予定
特 集 「 新時代を切り拓くナノレーザー」

（敬称略）
・総論

東京大学　荒川泰彦
・フォトニック結晶ナノレーザー

日本電信電話㈱　松尾慎治，納富雅也
・ナノワイヤレーザー

東京大学　館林潤，荒川泰彦
・面発光レーザーとナノレーザー

東京工業大学　小山二三夫
・シリコンナノレーザー

大阪府立大学　高橋和，浅野卓，野田進
・ナノレーザーのセンシング応用

横浜国立大学　馬場俊彦

（都合により，タイトルなどに変更のある場合があります。）

■便利で・確実な予約購読システムをぜひご利用下さい。
　年間購読料 1年（12冊） 11,880円 （税・送料込）
　 3年（36冊） 27,000円 （税・送料込）
　単体価格 （1冊） 1,080円 （税込・送料別）
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The Moscone Center 
San Francisco, California, USA 

Conferences & Courses 
13–18 February 2016

Photonics West Exhibition
16–18 February 2016

BiOS EXPO 
13–14 February 2016

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.

BiOS—Biomedical Optics
Translational Research
LASE —Lasers and Sources
OPTO—Optoelectronic Devices
Green Photonics
3D Printing
Industry Panels and Keynotes

PHOTONICS
WEST•
THE PREMIER EVENT FOR THE PHOTONICS AND LASER INDUSTRIES

REGISTER TODAY                                                   
                                                                                 

WWW.SPIE.ORG/2016PW
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DEFENSE + 
COMMERCIAL 
SENSING•

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.

REGISTER TODAY

TWO MAJOR SYMPOSIA:

Commercial + Scientific 
Sensing and Imaging

Defense + Security

OPTICS, IMAGING, SENSING, AND LASER SYSTEMS

Conferences & Courses: 17–21 April 2016

EXPO: 19–21 April 2016

Baltimore Convention Center 
Baltimore, Maryland, USA

WWW.SPIE.ORG/2016DCS
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月刊OPTRONICS特別セミナー

レーザー加工技術者のための
実用技術セミナー

　従来のレーザー加工技術の基本的スタンスは、「レーザービームを集光して、ワークに照射する」レベルのものでした。集
光性に優れるレーザーを微小な領域に集光照射すれば、これまで得られなかったような極めて高いエネルギー密度が実現
でき、その特徴だけで、溶接・切断・板金などの広い用途での実用的な加工に展開することが出来ました。
　産業の要求はどんどんと難しくなって行きます。数十年に渡る間、軽薄短小の加工への要求は、機械加工分野の方々の努
力によって応えられてきましたが、最近は要求が高度化し、機械加工の範疇では極めて難しいものが現れてきています。そ
の中で、レーザー微細加工に「解」が期待されています。
　微細加工の実現は、「ポジショニング精度」「熱影響の排除」等に鍵があると考えられます。丁度良いタイミングで、レー
ザー加工分野ではピコ秒（ps）、フェムト秒（fs）などの超短パルスレーザーによる「非熱的加工」が現れてきました。この技術
の産業応用が、期待されます。
　従来のレーザー加工技術は、端的に表現すれば、「熱的加工」です。従来技術をそのままレーザー微細加工に展開しても、
熱の問題に直面して破綻することが目に見えています。レーザー微細加工技術には、別の基本スタンスがあります。
　コンセンサスを形成するには至っていませんが、我々が考えるレーザー微細加工技術の基本スタンスは、「MHz級のレー
ザー発振器からの出力パルスの一つ一つを、どの様にしてワークの加工部位に置いていくか」です。最近流行りの3Dプリン
ターとの類似で表現するならば、3Dプリンターでは「点」の積み重ねとして形状を作っていきますが、レーザー微細加工で
は「点状の材料除去」の積み重ねとして形状を作っていきます。
　この考え方に基づくレーザー微細加工を実施するには、「光学」「材料」「機械・制御」またそれらの境界領域等の「広い範囲
」での「割と深い」知識・技術が必要とされます。一度に全てを学ぶには無理があります。本セミナーは、「入門」に位置付けら
れる内容で開催したいと考えております。是非この機会に、皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。

熱的加工、非熱的加工1

会期：

会場：

2016年3月10日(木) 10：15～16：00 (受付 9：45～)

東京 四谷 主婦会館プラザエフ  8F スイセン

※題目は変更される場合があります。最新の情報はWEBサイトをご覧ください。　　

プ
ロ
グ
ラ
ム

講 師 松岡 芳彦 氏　（株）実用技術研究室  代表、博士（理学）

基礎技術事項の確認・復習2

加工条件の考え方3

超短パルスレーザー微細加工のコスト試算4

レーザー加工における材料への光の作用5

 早期割引
  実施中!!

2/12までのお申込みで
受講料

¥5,000
OFF

超短パルスレーザー微細加工 : より良い加工結果を得るために

【1日集中講座】10：15～11：45／12：45～16：00（途中休憩14:15～14:30）

注） 当日、(1)～(4)の解説に時間を要した場合、
　　(5)は内容を抜粋することがあります。

受講者
募集

http://www.optronics.co.jp/seminar/bisaikako_03.php

オプトロニクス　セミナー 検 索お申込はWEBサイトをご利用下さい。

お問合せ先

〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5　サンケンビル1F　TEL 03-3269-3550　E-mail: utsuno@optronics.co.jp

セミナー係　宇津野
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■	高精度色彩輝度計「Hyperion」

オーシャンフォトニクス㈱ 営業部　ラブスフェア課
TEL 03-6278-9470　FAX 03-6278-9480
E-mail: sales@oceanphotonics.com
http://www.oceanphotonics.com

■オーシャンフォトニクスは，オランダAdmesy社製の色彩輝度計「Hyperion」の販売を開始した。
ディスプレーのインライン検査・測定用に開発されたもので，検出部のXYZ干渉フィルターは
人間の目の感度に対応した分光応答度（CIE1931等色関数）にほぼ一致したものを採用し，従来
の色彩輝度計よりも測定精度が格段に向上し，分光方式並の色測定を実現した。また，ダイナミ
ックレンジや感度も向上され，低輝度サンプルの測定時間を大幅に短縮して測定することが可能
になった。液晶，有機ELディスプレー等の輝度／色／フリッカ／ガンマ／コントラスト測定，
テレビ，スマートフォン，カーナビ，HUD，ウェアラブルデバイス等の測定に適している。

■	超高解像度赤外サーモグラフィカメラ
「IR-TCM	HD	1024」

イエナオプティックジャパン㈱ TEL 045-345-0003　FAX 045-345-0013
E-mail: info@jenoptik.co.jp
http://www.jenoptik.co.jp

■イエナオプティックジャパンは超高解像度赤外サーモグラフィカメラの販売を行なって
いる。防衛技術を民間に応用したもので，解像度は静止画で3.1メガピクセル（2048×
1536）となっている。ディテクタタイプは非冷却型マイクロボロメータで，スペクトルレ
ンジは7.5～14 μmとなっている。測定温度範囲は–40～+1,200℃で，オプションで2,000

℃まで対応する。温度分解能は＜50 mK，電子回路基板の微細な部品の熱解析や上空から
の地表の熱解析などに適している。

■	高速応答・広帯域・高安定度のロックインアンプ	
ディジタルロックインアンプ「LI5650/LI5645」

㈱エヌエフ回路設計ブロック 営業企画部　担当：神谷
TEL 045-545-8126　FAX 045-545-8191

■エヌエフ回路設計ブロックはディジタルロックインアンプ「LI5650/LI5645」の販売を開
始した。ロックインアンプは，雑音に埋もれた非常に微小な交流信号を検出する測定器で，
新製品は1 mHzの低周波から250 kHzの測定に対応する。また，2周波数同時測定や分数調
波測定などの新機能を搭載しており，様々な応用分野の測定ニーズに対応。さらに薄型2U

（高さ88 mm）サイズとなっていることから，走査型プローブ顕微鏡，分光分析装置，半導
体物性評価装置など各種装置への組込みに適している。価格はLI5650が81万円（税込），
LI5645が64万8,000円（税込）。

■	スーパーコンティニューム光源	
「FYLA	SCT500」

ケイエルブイ㈱ TEL 03-3258-1238　FAX 03-3258-5689
E-mail: toiawase@klv.co.jp
http://www.klv.co.jp

■ケイエルブイは米国FYLA社製のスーパーコンティニューム光源「FYLA SCT500」の販売を行な
っている。スーパーコンティニューム光源は短いパルス光がフォトニック結晶ファイバに入射した
際に発生する光を利用した白色光源。この製品はコンパクト化を実現しており，これまでのOCTや
光通信用途に加え，画像センシング用途への応用が期待されている。主な仕様は波長帯域：450～
2400 nm，全出力強度：＞500 mW，安定性：＜1－2％。この他スーパーコンティニュームレーザ
ー「SC500」（出力：＞500 mW，波長帯域：450～2400 nm，繰返し周波数：ランダム50 kHz，出力
モード：シングルモード）や450～1100 nmの波長可変レーザーモジュールもラインナップしている。

122 OPTRONICS（2016）No.2



roducts        nformationP I

■	COBモジュール

㈱オプトテクノ TEL 042-770-2115
E-mail: info@opttechno.co.jp
http://www.opttechno.co.jp

■オプトテクノは ICベアチップのアッセンブリ製品として，COBモジュールを取り扱って
いる。ベアチップは IC，PDチップ，PTチップ，その他対応可能とし，またワイヤリング
は金線，アルミ線にも対応可能としている。さらにTr，チップR，チップC等，面実装デ
バイスの搭載も可能。試作品の仕様の打ち合わせから量産までトータル・システムで注文
を受け付けており，製作工数や部品購入費・管理費の削減など，製造諸費用のさらなるコ
ストダウンを図ることができるとしている。

■	フォトダイオード・トランジスタ（Si）

㈱オプトテクノ TEL 042-770-2115
E-mail: info@opttechno.co.jp
http://www.opttechno.co.jp

■オプトテクノは高度な拡散技術により，高性能・高信頼性なフォトダイオード・トラン
ジスタ（Si）を取り扱っている。主な特長としては①暗電流が小さい，②高感度・高品位
な素子，③フォトトランジスタはhFEがMAX2,000位まで対応可能，を挙げている。試作
品の仕様の打ち合わせから量産までトータル・システムで注文を受け付けており，製作工
数や部品購入費・管理費の削減など，製造諸費用のさらなるコストダウンを図ることがで
きるとしている。

■	耐衝撃・高硬度クリアガラスセラミックス

㈱オハラ 特殊品事業部　特殊品BU　特殊品営業課	
担当：千葉
TEL 042-772-5117　FAX 042-774-1799
E-mail: k_chiba@ohara-inc.co.jp

■オハラは，耐衝撃・高硬度の材料であるクリアガラスセラミックスの販売を開始した。このクリアガ
ラスセラミックスは一般的なボロシリケートガラスと比べ，硬度が30％向上し，鋼球落下衝撃試験で10

倍以上となっており，さらに化学強化ガラスと比較すると，硬度が20％向上し，鋼球落下衝撃試験で3倍
以上の耐衝撃特性を持つ。落下試験では1.27 mの高さから，ボロシリケートガラスより最大10倍の鋼球
を落としても割れないという。また，切削・研磨・成形性などはガラス並みの加工性を実現し，サファイ
アクリスタルガラスの20分の1程度に工程時間を短縮することができるとしている。想定している用途は
スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器，オートモーティブ関連，医療機器や撮影機器など。

■	高放射線下でも透過劣化のない光学ガラス

㈱オハラ 特殊品事業部　特殊品BU　特殊品営業課	
担当：菊池
TEL 042-772-5117　FAX 042-774-1799
E-mail: r_kikuchi@ohara-inc.co.jp

■オハラは，高放射線環境下でも透過率劣化が小さい光学ガラスの販売を開始した。この
ガラスではトータル放射線量が2MGyでも劣化が殆どないという。一般的な光学ガラスで
は放射線環境下で使用すると，次第に変色していくが，耐放射線に向け，特殊なガラス組
成調整を行なったことにより，原子力関連施設や宇宙環境など高線量下で用いられる視覚・
計測機器への適応を可能にした。今後は撮像光学系用途として，この耐放射線光学ガラス
を含め，屈折率がnd1.51～1.62，分散が nd35～65までの仕様でラインナップを拡充する
としている。
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メールマガジン

その情報収集 , 効率的ですか？その情報収集 , 効率的ですか？

オプトロニクス メディア編集部
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半年間購読
キャンペー

ン実施中！

光産業ビジネス＆テクノロジーレポートPDF版を進呈

半年間（2016年 1月号～6月号）購読

※期間中に新規で購読申込をいただいた方にもれなく進呈します。

定期購読のご案内

お試し

お申込み期限：2 月 29 日まで

さらに

月刊 OPTRONICS は光技術・産業全体を俯瞰し，開発やビジネスに
携わる方の情報収集や分析を支援するため，研究開発の動向，市場現
状と予測，業界動向などを専門の編集員が厳選して解説しています。
特集では要素技術から応用展開につながる技術に着目し，研究・開発
の現状と今後を展望しています。レポート記事も充実しています。い
ま話題の光技術や製品に注目し，市場性の観点から解説しています。
さらに連載関係では“光”に関する実践的な内容をお届けしています。

こんな方にオススメ

定期購読のメリット

◎ 光技術・産業界の最新情報・最新動向をいち早くご提供
◎ オプトロニクス社主催のセミナーに割引価格で参加可能
◎ お得な定期購読価格（1 冊分：1,080 円が無料）で，発売日にお届け

◎ 大学・研究機関・企業が取り組む技術内容が知りたい
◎ 光技術の新たな応用の可能性を探りたい
◎ 光産業分野の市場調査の参考にしたい
◎ 研究・開発に役立つ製品を探したい
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月刊OPTRONICS 半年購読（2016年1月号～6月号）を申し込みます。
 6冊：5,400円
月刊OPTRONICS 年間購読（　　）年（　　）月号より（１・３）年間申し込みます。
 1年間（12冊）：11,880円　　3年間（36冊）：27,000円

月刊OPTRONICS定期購読のお申込みは下記アドレス宛に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにて
お申込み下さい。

年   　月   　日

送付先
住　所

〒

貴社名

氏　名

部課名

TEL

FAX

E-mail

備　考

FAX送信先 03-5229-7253／03-3269-2551
Eメール送信先 booksale@optronics.co.jp

定期購読 申込書

〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5　サンケンビル1F　TEL 03-3269-3550

販売部

■お問合せ・お申込み先

（ご希望、連絡事項等をご記入下さい）

WEB サイトからも
お申込みいただけます !

※ご希望の□にチェックしてください。いずれも税込み・送料サービス

検索はFacebookで「がんばれ光技術」

「がんばれ光技術」
「がんばれ光技術」は，光技術者の交流と情報交換を目的とした
Facebookのグループです。
現在100名を超える光関連の方が参加しています。
イベントの告知や質問など，自由にご利用頂けます。
是非，お気軽に参加ください。

FacebookFacebook

（□ 会社　□ 自宅）  ←いずれかにチェックしてください。
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ご記入いただいた個人情報はオプトロニクス社が安全に管理いたします。資料請求されました皆様の情報は請求先企業にのみお知らせいたします。

　　  FAX 03-5229-7253 営業部

FAX での資料請求にはこの用紙をご利用ください

TEL	03-3269-3550
E-mail:	advertise@optronics.co.jp
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