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特 集   ここまでできる！ 
非線形光学によるバイオイメージング

 54	■	躍進する非線形光学イメージング
	 		 筑波大学　加納英明

 59	■	2光子励起蛍光を用いた脳の深部イメージング
	 		 北海道大学　川上良介，根本知己

 64	■	超解像顕微鏡法─3次元空間計測への応用展開─
	 		 オリンパス㈱1，北里大学2，ブタペスト経済工科大学3

	 		 池滝慶記1,	2，熊谷　寛2，ナンドール　ボコル3

 69	■		光第二高調波顕微鏡の細胞生物学研究への応用
	 		 慶應義塾大学　塗谷睦生

 74	■		空間重なり変調非線形光学顕微鏡による深部イメージング
	 		 国立研究開発法人理化学研究所　磯部圭佑，緑川克美

 79	■	生体組織のラベルフリー・マルチカラー非線形光学イメージング
	 		 筑波大学1，東京大学2

	 		 秋山敏宏1，瀬川尋貴2，加治優一1，大鹿哲郎1，加納英明1

Interview

 90	■		光遺伝学というツールで脳機能と神経活動の謎に迫る
	 		 理化学研究所	脳科学総合研究センター　村山正宜

OSA創立100周年記念・特別インタビュー

 106	■		宇宙から細胞の一つまで，光技術が果たす役割は大きい
	 		 Stanford	Photonics	Research	Center　Dr.	Thomas	M.	Baer

Photo-Tech News & Report

 97 ■		パナソニック，ダム水中点検ロボットを開発─インフラ向け市場を狙う
 99 ■	ブラザー工業，レーザーマーカー市場に参入
連 載

 108	■	よく分かる光学機器入門	
	 		第5回　めがね
	 		 チームオプト㈱　丸山晃一

 114	■	ひかり発見	
	 		第20回　ミラーⅡ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

シリーズ

 118	■	ドレスト光子が切り拓く革新的光技術	
	 		最終回　	ドレスト光子からオフシェル科学へ
	 		 元京都大学　小嶋　泉
	 		 長浜バイオ大学　西郷甲矢人

 121	■	若手研究者の挑戦	
	 		第11回　	プラズモニックメソグレーティングの作製～波長より1桁小さな

ものづくり
	 		 京都大学／JSTさきがけ　村井俊介
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【From Editor's】
今月号の特集は非線形光学効果を活用したイメージングに焦点を当て
ました。キーワードは超解像，生体深部観察，ラベルフリー（非標識）
で，ラベルフリーイメージングについては，コヒーレント・ラマン散
乱顕微鏡の発展の経緯と適用例が示されています。また，実際の装置
開発において，白色レーザーを用いたラベルフリー・マルチカラーイ
メージング装置と，生体組織に対するイメージング結果を紹介してい
ます。

深部観察では2光子励起蛍光を用いた脳の深部イメージングについて
解説しています。新たな高出力半導体レーザーと高感度検出器を組み
合わせたin	 vivo2光子顕微鏡法による生体脳深部に位置する海馬歯状
回神経細胞を非侵襲で可視化する研究を紹介しています。

深部イメージングではもう一つ。空間重なり変調非線形光学顕微鏡に
よる深部イメージングについて，多光子顕微鏡を用いた場合の観察可
能な深さの限界と，その限界を打破するための技術を解説しています。
さらに，SHG（第二高調波）イメージングのバイオイメージング分野
応用も紹介しています。

超解像に関しては，2波長蛍光分光法を用いた超解像顕微鏡の3次元
空間計測への応用展開について述べられています。この超解像顕微鏡
法は市販のレーザー走査型顕微鏡に，2波長対応型輪帯型位相版を装
着するだけで実現可能としています。

これらの研究・開発の成果が，生命科学・医学分野の発展につながっ
ていくことが期待されます。

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。

フォトニクス ワールドマーケット＆トレンド

 102	■		世界の光コヒーレンストモグラフィー市場
2019年に12億米ドルへ

	 		 ㈱グローバルインフォメーション　常岡理恵

	 136	■	 トピックス：海外展示会レポート
     変革を迫られるLED照明市場─どのような付加価値

が求められているのか？

	 100	■	光業界トピックス
    ・ ローランド ディー.ジー.，光産業創成大と極短パル

スレーザー加工技術に関する共同研究を開始
    ・ トリマティス，東京都立産業技術研究センター内にラ

ボを開設

	 101	■	Webジャーナル　ニュースランキング
	 142	■	CALENDAR
	 144	■	EVENT
	 145	■	PRODUCTS	INFORMATION
コラム

 125	■	ひかりがたり
	 		 第41話　写真の魔力
	 		 月谷昌之介

 126	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第104回　冷却ジェル
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 128	■	アナザーアングル
	 		 vol.32　ポピュリズム
	 		 編集顧問　川尻多加志

■ 次号（2016年9月号）の特集予定
特 集 「 実用が射程内に入ったシリコンフォトニクス（仮題）」

（敬称略）
・総論

産業技術総合研究所　山田浩治
・	大規模シリコンフォトニクス光スイッチを用いたダイナミック
光パスネットワーク

産業技術総合研究所　河島整
・シリコンフォトニクス技術による汎用光I/Oコアエンジン

光電子融合基盤技術研究所　蔵田和彦
・バックエンドシリコンフォトニクス

日本電信電話㈱　開達郎
・シリコンフォトニクス用ゲルマニウムアクティブデバイス

東京大学　石川靖彦
・シリコンフォトニクスによる高速光変調器

㈱フジクラ　小川憲介
・Ⅲ-V	on	Siアクティブ光デバイス集積

東京工業大学　西山伸彦，林侑介

（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）

今月号の「USA Today」は著者の都合によりお休み致します。
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11.15 ̶ 17火 木

科学技術館
10:00～17:002016

（東京 北の丸公園内）

科学技術フェア2016

出展社募集の
ごあんない

OPTRONICS

株式
会社主催・事務局

〒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　FAX 03-5229-7253

お申込はWEBサイトをご利用下さい。
http://www.optronics.co.jp/fair/

本展に初めて出展される企業様は出展料 10%OFF !トライアル出展

̶ 光技術で飛躍する日本へ ̶

赤外線フェア第
6
回

光学薄膜フェア第
3
回

同時開催 第8回 光科学フォーラムサミット（予定）、 関連技術セミナー

分光フェア第
3
回

紫外線・X線フェア第
3
回

レーザー科学技術フェア第
1
回

オプティクス/試作加工フェア第
1
回

IoTセンサ・光デバイスフェア第
1
回

レーザー照明・ディスプレイゾーン特 設

協賛・協力 （予定） 日本フォトニクス協議会／日本光学会／レーザー学会／日本分光学会／日本赤外線学会
光学薄膜研究会／JPC紫外線研究会／可視光半導体レーザー応用コンソーシアム／レーザー輸入振興協会

光とレーザーの

オプトロニクス　科学技術フェア 検 索

新 設

新 設

新 設

研究開発用レーザー & デバイス
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本社事業本部まで
お問い合せ
下さい

求人
光学エンジニア
募　集

〈資料請求 No.22〉



Frequad-C Frequad-HP Frequad-M

CW266nm レーザのベストソリューション！

本社
〒408-0302  山梨県北杜市武川町牧原1747-1
Tel: 0551-26-0022   Fax: 0551-26-0033
横浜事業所
〒223-0052　神奈川県横浜市港北区綱島東4-10-4
Tel: 045-546-2001    Fax: 045-546-2019

http://www.opt-oxide.com
Sales@opt-oxide.com　

株式会社 オキサイド

特　長 用　途

単一周波数 / 狭線幅

高コヒーレンシー

高安定度

長寿命 / メンテナンスフリー

最大出力 2W

半導体検査 / 液晶検査

微細加工

干渉露光、FBG

フォトルミネッセンス

ラマン分光 / 光電子分光

Frequad

詳しくはWEBへ！

オキサイド  266 検 索 カチッ

本社事業本部まで
お問い合せ
下さい

求人
電気エンジニア
募　集
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■ 光コム方式の三次元形状測定器
「OPTED-L80/S30」

東京エレクトロンデバイス㈱ インレビアムカンパニー　インレビアムマーケティング部	
担当：井上，森川
TEL 045-443-4034　FAX 045-443-4063

■東京エレクトロンデバイスは，光コムと共同開発した光コム方式の三次元形状測定器「OPTED」の販売を開始し
た。電気的な処理だけで高さ寸法を高精度に数値化でき，対象物の形状に関係なく高速測定が可能。OPTED-L80は
高深度タイプで，高さ方向の測定深度の範囲が最大で130 mmと広く，凹凸度合いの大きい立体形状物の一括測定を
可能にした。ワーキングディスタンスは140 mm，高さ方向繰返し精度は～10 μm，測定速度はラインスキャン80 

mm幅，最速18 mm/秒のステージ移動。同S30は高精細タイプで，横方向測定範囲が300 mm×300 mm，ワーキング
ディスタンスが40 mm，高さ方向測定範囲が最大6 mm（±3 mm），高さ方向繰返し精度が～1 μm，測定速度がXY

スキャン30 mm四方，最速4秒の仕様。自動車や宇宙・航空の外装，エンジン部品などの測定用途を想定している。

■MOPAファイバーレーザー

㈱アストロン 担当：大竹祐吉
TEL 03-5647-6541　FAX 03-5647-6687
E-mail: ohtake@astron-japan.co.jp
http//:www.astron-japan.co.jp

■アストロンは，中国 JPTオプトエレクトロニクス社製のMOPAファイバーレーザーの販
売を開始した。JPTエレクトロニクス社のファイバーレーザーは主発振器出力増幅器
（MOPA）構造を採用し，優れたレーザー性能が得られるだけでなく，高いレベルで時間的
なパルス整形制御を行なうことができる。ピークパワーを高い状態で維持しながら，パル
ス繰り返し周波数（PRF）とパルス幅は，独立に制御することができる。価格はM2＜1.3，
平均出力20 W，繰り返し周波数1～1,000 kHz，パルス幅2～200 nsの「YDFLP-20-M1+型」
で95万円（参考価格）となっている。

■ 時間積測定が可能な波形解析ユニット
「DWA-30」

㈱ティーエスラボ TEL 042-548-3755　FAX 042-548-3756
E-mail: vli_info@tslab.com
http://www.tslab.com

■ティーエスラボは，ダイナミック光パワーメーターに最適な時間積測定が可能な波形解析ユニット
「DWA-30」を発売した。サンプリング時間は10 ns～10 μsの10倍ステップで，4種類から選択可能。入
力電圧は0±1 Vで，12 bitのデジタル値に変換。測定結果はLCD画面上にピーク値・平均値・実効値・
時間積値として全てを同時に表示。測定動作モードは，マニュアル操作から信号トリガーモードまで6

種類を搭載。測定開始条件として，入力信号レベルの閾値設定やトリガー点からのディレイ設定が可能。
さらに測定範囲を指定する測定スパンや最初の信号だけを測定するワンショット機能も装備。LCD画面
には波形トレース機能を設け，入力信号の様子を観測でき，波形トレースの拡大・表示位置変更が可能。

■ズームビームエキスパンダー

エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-3944-6210　FAX 03-3944-6211
E-mail: catalog@edmundoptics.jp
http://www.edmundoptics.jp

■エドモンド・オプティクス・ジャパンは，ズームビームエキスパンダーに2～8 xの拡大
力を備えた設計波長355 nmのタイプを新たにラインナップした。UVレーザーマシニング
用に最適とし，回折限界性能を有し，λ /4の透過波面精度を保証する。高レーザー耐力の
ARコーティングの採用により，透過率を最大化しながらゴースト像の発生を最小限に抑
える。同社のズームビームエキスパンダーは，一般的なNd:YAG波長である355 nm，532 

nm，1064 nm，あるいは広帯域可視波長に対して，1～3 xと2～8 xの異なる2つの倍率範
囲をラインナップしており，カスタムの固定倍率や波長の要求にも対応可能としている。
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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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