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特 集   ここに注目！光学設計
 74	■	総論
	 		 コニカミノルタ㈱　宮前　博

 76	■	SP	35	mm	&	45	mm	F/1.8	Di	VC	USD（F012	&	F013）の開発
	 		 ㈱タムロン　安藤　稔

 80	■	新規輪帯照明を利用したiPS細胞の立体観察手法
	 		 オリンパス㈱　鈴木良政，梶谷和男，大出　寿

 85	■	ステッパーレンズタイプの変遷
	 		 ㈱ニコン　大村泰弘

 93	■	スマートグラスの開発
	 		 セイコーエプソン㈱　小松　朗

Interview

 99	■		眠れる海底資源に光を当てる	
─海底レーザースキャナーの開発とその意義

	 		 JAMSTEC海洋工学センター　石橋	正二郎

Photo-Tech News & Report

 105 ■	従来比24倍という高速計測のインパクト─世界最高速のラマン分光法
 108 ■		見えて来た巨大市場─非侵襲血糖値センサーの開発
 110 ■		NTT，光技術で「極限追求」─R&Dフォーラムで展示
 113 ■		注目のレーザー塗膜除去技術
連 載

 122	■	よく分かる光学機器入門	
	 		第1回　カメラ
	 		 チームオプト㈱　金指康雄

 131	■	ひかり発見	
	 		第16回　偏光子Ⅰ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

シリーズ

 135	■	ドレスト光子が切り拓く革新的光技術	
	 		第1回　	総論：ドレスト光子とは何か？その応用展開は？
	 		 東京大学　大津元一

 139	■	若手研究者の挑戦	
	 		第8回　	量子光コヒーレンストモグラフィ	

─量子もつれ光による超高分解能光計測の実現に向けて
	 		 京都大学（現カリフォルニア大学バークレー校）　岡野真之
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【From Editor's】
今月号から新連載・新シリーズが開始されます。連載は「よく分かる
光学機器入門」で全10回の予定です。第1回目はカメラで，その歴史
から原理などをわかりやすく解説しています。

シリーズはドレスト光子の基礎と応用を，全5回にわたって解説して
いきます。ドレスト光子とは，光をナノ物質に照射すると，その物質
の中で光が電子と結合され，ナノ物質を覆う膜のように発生する光子
のことで，ナノ物質が光子の「衣（dress）」を纏っているように見え
ることから名づけられました。

第1回目は「ドレスト光子とは何か？その応用展開は？」について，
この研究を主導する大津元一先生が解説します。今後，このドレスト
光子を利用した応用解説は必読です。

ここからは書籍の紹介です。この3月18日に「レーザー照明・ディス
プレイ−究極の照明・ディスプレイを目指して」と題する単行本を刊
行しました。3月14日には，レーザー照明・ディスプレイ応用に向け
て可視光半導体レーザー研究・開発プロジェクトの成果発表が行なわ
れ，「LEDからレーザーの時代へ」が打ち出されました。

レーザーによる照明・ディスプレイの応用展開はどのように進むの
か？開発すべき技術は何か？−単行本では詳細に解説しています。購
読のご一報をお待ちしております。

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。

フォトニクス ワールドマーケット＆トレンド

 117	■		世界のレーザー市場規模は2016年に160億
米ドルに

	 		 ㈱グローバルインフォメーション　常岡理恵

	 115	■	 光業界トピックス
    ・ JIAL設立25周年─近藤会長が業界の現状を語る
    ・ 高速画像処理技術の普及・実用化を推進するWINDS

ネットワーク設立

	 116 ■	Webジャーナル　ニュースランキング
	 154	■	CALENDAR
	 155	■	EVENT
	 157	■	PRODUCTS	INFORMATION

コラム

 146	■	ひかりがたり
	 		 第37話　カメラ遍歴
	 		 月谷昌之介

 144	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第100回　パラドックス
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 147	■	アナザーアングル
	 		 vol.28　控えめと気配りは誤解のもと！？
	 		 編集顧問　川尻多加志

■ 次号（2016年5月号）の特集予定
特 集 「 レーザー光を用いた超精密・超微細3Dプリンティ

ングの最前線」
（敬称略）

・総論
横浜国立大学　丸尾昭二

・金属レーザー積層造形の最新動向
近畿大学　京極秀樹

・	光造形法によるセラミックスの	
高精細三次元積層造形の最新動向

東京工業大学　萩原恒夫
・	フェムト秒レーザーを用いた	
2光子造形による超微細3D造形と応用

横浜国立大学　丸尾昭二
・	フェムト秒レーザーを用いた除去／	
付加複合3次元加工と応用

理化学研究所　杉岡幸次
・カーボンナノチューブ含有樹脂を用いた2光子造形法

電気通信大学　庄司暁
・	金属酸化物ナノ微粒子を用いた	
フェムト秒レーザー還元直接描画法

名古屋大学　溝尻瑞枝

（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。



〈資料請求 No.5〉

レーザーEXPO2016
5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜

Booth No. G-10



〈資料請求 No.6〉



〈資料請求 No.7〉



〈資料請求 No.8〉

レーザーEXPO2016
5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜

Booth No. J-26
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〈資料請求 No.10〉

レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. G-29



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. K-10
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レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. E-2

〈資料請求 No.13〉
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レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. D-14

〈資料請求 No.20〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. D-14

〈資料請求 No.21〉



SHGファイバレーザ光源
－CW:1W－

研究開発用
光ファイバデバイス

薄膜製品（コーティング）
受託加工

注目製品
【MPB社製光源】
  ■RGB488～670nm多波長ラインナップ
   （ファイバレーザ＋オプトクエスト製SHGユニット）
【オプトクエスト製SHGユニット】
  ■独自の光学設計により高効率の波長変換を実現
  ■1Wクラスで優れたビーム品質　TEM00, M2 ＜1.1
  ■偏波保持ファイバ入力により光軸と偏光調整が不要

・14ピンバタフライパッケージ
　LDモジュール用ドライバ
・小型、低価格、オールインワン
■電流設定　0～500mA
■温度設定　15～35℃
PCより外部コントロール可能

・小型、低価格、省電力、USB駆動
■波長範囲　1530～1565nm
■飽和出力
　Typ +13dB（0dBm入力時）
■入力パワーレベル　-30～3dBm
■光ファイバ
　SMF（50cm　φ0.9mm）
■コネクタ　FC/APC

■カートリッジ型モジュール
■消光比評価モジュール
■同方向型偏波カプラ

■回転型フィルターモジュール
■スライド型フィルターモジュール
■集光モジュール
■可変光アッテネータ

■波長：紫外域、可視域、近赤外域
■蒸着材料
　誘電体酸化物（TiO2、Ta2O5、Nb2O5、Al2O3、SiO2等）
   金属（Au、Cu、Cr、Ni、Ti、Pt等）
■蒸着方式：EB（電子ビーム）蒸着、イオンアシスト蒸着等
■蒸着対象：結晶（LN、サファイア等）、ファイバ端面
　ファイバアレイ端面、各種ガラス（BK7、石英等）
■フィルター種類：ダイクロイックミラー、UV・IRカットフィルター
　ビームスプリッター、等色関数フィルター、反射防止膜（AR）
　高反射膜（HR）、光通信用多層膜等

■試作から量産まで対応

日本橋銀三ビル2階

ダイクロイックミラー ファイバ端面AR

【小型LDドライバ　LDDA-500】

【小型EDFA　MEDFA】

〈資料請求 No.22〉
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No. M-7

〈資料請求 No.24〉
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レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. B-2

〈資料請求 No.26〉



〈資料請求 No.27〉



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

レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. J-25

〈資料請求 No.28〉



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

レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. J-25

〈資料請求 No.29〉
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〈資料請求 No.31〉
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〈資料請求 No.34〉



〈資料請求 No.35〉



〈資料請求 No.36〉 〈資料請求 No.37〉

レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. I-28



〈資料請求 No.37〉

レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. I-28



5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. C-28

〈資料請求 No.38〉



5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. C-28

〈資料請求 No.39〉



〈資料請求 No.40〉

5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜
Booth No. D-30



〈資料請求 No.41〉

5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜
Booth No. D-30



5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. I-20

〈資料請求 No.42〉



5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. I-20

〈資料請求 No.43〉



〈資料請求 No.44〉



〈資料請求 No.45〉



レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. K-25

〈資料請求 No.46〉



〈資料請求 No.47〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. N-20

〈資料請求 No.48〉



〈資料請求 No.49〉

5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. E-25



〈資料請求 No.50〉



レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. M-21

〈資料請求 No.51〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. E-5

〈資料請求 No.52〉



〈資料請求 No.53〉



レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-1

〈資料請求 No.54〉



〈資料請求 No.55〉



〈資料請求 No.56〉



〈資料請求 No.57〉



〈資料請求 No.58〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. D-20

〈資料請求 No.59〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. E-1

〈資料請求 No.60〉



レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. B-21

〈資料請求 No.61〉



レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. F-22

〈資料請求 No.62〉



OPIE’16へ出展　ブース No. J-2（板橋区ブース内）

〈資料請求 No.63〉



〈資料請求 No.64〉



〈資料請求 No.65〉



〈資料請求 No.66〉



〈資料請求 No.67〉



レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-37レーザーEXPO2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. A-16

〈資料請求 No.68〉



〈資料請求 No.69-402〉

〈資料請求 No.69-401〉レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-8

レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. I-10



〈資料請求 No.70-404〉

〈資料請求 No.70-403〉



〈資料請求 No.71-406〉

〈資料請求 No.71-405〉レンズ設計・製造展2016 5月 18日（水）～20日（金）　パシフィコ横浜 Booth No. L-38
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〈資料請求 No.148-503〉〈資料請求 No.148-502〉〈資料請求 No.148-501〉



〈資料請求 No.149-506〉〈資料請求 No.149-505〉〈資料請求 No.149-504〉



〈資料請求 No.150-509〉〈資料請求 No.150-508〉〈資料請求 No.150-507〉



〈資料請求 No.151-512〉〈資料請求 No.151-511〉〈資料請求 No.151-510〉



〈資料請求 No.152-515〉〈資料請求 No.152-514〉〈資料請求 No.152-513〉



〈資料請求 No.153-516〉



roductsP
nformationI

■	カスタマイズドレンズ

羽田光機㈱ 営業課
TEL 03-3721-7181　FAX 03-3721-4456
E-mail: mail@haneda-optical.co.jp
http://www.haneda-optical.co.jp

■羽田光機は60年以上に及ぶ技術的蓄積，経験を生かしユーザーの多様なニーズに対応し，
各種光学部品の製作を行なっている。製作されたレンズは映像，防犯，医療，天文，分析，
製造など様々な分野で応用されている。また，製造過程における環境へ配慮と保全につと
めているとともに，適正な価格，納期，サービスを提供する。同社では現在，カスタマイ
ズドレンズの設計，製作の依頼を受け付けている。

■	高出力産業用ピコ秒レーザー	
「HyperRapid	NX」

コヒレント・ジャパン㈱ 産業用レーザセールスグループ
担当：山㟢達三
TEL：03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■米国コヒレント社は，産業用ピコ秒レーザーの新モデル「HyperRapid NX」を発表した。1064 nmモデ
ルは，エネルギー250 μ J（パルス幅典型値10 ps）で，最大2 MHzの繰返周波数に対応。例えば，装置内
でビームを分岐してマルチパス加工を構成する用途などでも十分な出力を備え，高スループット加工が可
能。新製品として532 nmと355 nmでの高出力発振モデルも同時リリース。最新の外部コントロール機能
とトリガーモードでは，パルスごとの時間やエネルギーを制御し，高効率のアブレーションを可能にする
バーストモードなど高度な制御機能を持つ。さらに波長や出力に関係なく，レーザヘッドやインターフェ
ース，ビーム特性，電源やチラーが共通なので装置搭載の互換性がある。各種精密微細加工用途に最適。

■	産業用フェムト秒発振グリーンレーザー
「Monaco	517」

コヒレント・ジャパン㈱ 産業用レーザセールスグループ
担当：山㟢達三
TEL：03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■米国コヒレント社は，産業用フェムト秒発振グリーンレーザー「Monaco 517」を発表した。ファイバーベ
ースのレーザーで，波長517 nmで20 Wを出力し，ポリマーなどの難加工材料に対しても精密な加工を実現
する高いピーク強度を得るため，400 fs以下のパルス幅と20 μ Jの高パルスエネルギーを実現。また，MHz

レベルのパルス繰返し周波数により高いスループットも可能。さらに，わずか635 mm×340 mm×167 mm

というコンパクトサイズのレーザーヘッドとなっている。半導体，フラットパネルディスプレイ，太陽電池，
マイクロエレクトロニクス製造などの分野における微細加工に適しているが，特にガラスや金属のような複
合材料において，多層構造への最適なドリリングやカッティング，パターニングなどを可能にする。

■	走査型プローブ顕微鏡システム
「AFM5500M」

㈱日立ハイテクノロジーズ 営業本部　東日本営業部　分析営業一課
担当：土橋，水口
TEL 03-6280-0062

■日立ハイテクノロジーズの子会社である日立ハイテクサイエンスは計測精度と操作性を
大きく向上させた走査型プローブ顕微鏡システム「AFM5500M」を発売した。新開発のス
キャナや低ノイズ3軸センサーなどにより，高い計測精度を実現するとともに，カンチレ
バー交換や光軸調整を自動化するなど，操作性を大幅に向上させることで，オペレーター
の負担を軽減する。これにより，従来多く利用されていた研究開発用途だけでなく，微細
化が進む採算現場での品質管理など工業計測用途での利用も可能にする。
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■	全固体ナノ秒グリーンレーザー	
「AVIA	NX	532」

コヒレント・ジャパン㈱ 産業用レーザセールスグループ
担当：山㟢達三
TEL：03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■米国コヒレント社は，全固体ナノ秒グリーンレーザー「AVIA NX 532」を発表した。最
大平均出力65 Wを実現する小型設計のQスイッチ全固体グリーンレーザ（波長532 nm）で，
高出力とともに，ビーム質（M2<1.3）が優れているため，切断，穴あけ，マーキングやス
クライビングなどの応用でスループットの向上を可能にする。最新の励起手法を採用する
ことで，システム全体の光変換効率の向上を行ない，また新世代の電気コンポーネントを
用いることで，レーザヘッド内に一体化でき，小型（ヘッドサイズ587 mm）を可能にした。

■	イッテルビウムベースの増幅器用OPA
「Opera-F」

コヒレント・ジャパン㈱ 研究開発用レーザセールスグループ
担当：脇田和則
TEL 03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■米国コヒレント社は，Monaco（同社製高出力フェムト秒イッテルビウムベースの増幅器）を励起光
源に使用することで，広帯域チューニング，高変換効率，パルス幅 sub 100 fsを実現する新しいウルト
ラファースト光パラメトリック増幅器「Opera-F」を発表した。シグナル出力で650 nmから900 nm，
アイドラーの場合は1200 nmから2500 nmの波長域をカバー。また40 WのMonacoで励起した場合，
最大3 Wの高出力，最大3 μJの高パルスエネルギー，1 MHzの最大繰り返し周波数を実現。このため，
データの取得率もしくはシグナルの平均値の向上を必要とする研究開発用途に最適。主なアプリケー
ションはマルチフォトン顕微鏡，オプトジェネティクス励起，フェムト秒時間分解分光，表面分光。

■	高精密マシンビジョン用レーザライン	
ジェネレータ「StingRay	µFocus」

コヒレント・ジャパン㈱ 小型レーザ＆計測機器営業グループ
担当：只隈和博
TEL 03-5635-8680
E-mail: com2.sales.tokyo@coherent.com

■米国コヒレント社は，マシンビジョン応用向けに，より微小な3次元計測を可能にする
レーザラインジェネレータの新モデル「StingRay μFocus」を発表した。同じワークディス
タンスで従来のStingRayスタンダードモデルよりも40％線幅が細く，20 μmサイズまで線
幅を絞ることができる。そのため，高い解像度でより細部の計測が可能。520 nm，660 

nm，785 nm，830 nmの波長モデル（最大出力 : 200 mW）をラインアップ。マイクロエレ
クトロニクス製造をはじめ，ガラス検査，医科 /歯科（移植組織製造）応用や自動車製造
ラインでの高精密押し出し成形や位置決めなどに適している。

■	超小型全固体バイオレットレーザーの	
高出力モデル「OBIS	405	LX」

コヒレント・ジャパン㈱ 産業用レーザセールスグループ
担当：山㟢達三
TEL：03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■米国コヒレント社は，超小型全固体バイオレットレーザーの高出力モデル「OBIS 405 LX」を発表した。
コントローラを内蔵した超小型パッケージ（70×40×38 mm）から250 mW以上（波長405 nm）の出力を
発振する。また，簡易操作性（プラグ アンド プレイ）とアナログ /デジタル（最大150 MHzまで）の直接
変調機能を兼ね備える。他のOBISシリーズ同様，OEM装置組込み及びエンドユーザー（CDRH対応，オ
プション）の両用途への対応が可能。最大出力設定値の110％にて動作も可能。優れたビーム質は，コン
フォーカル顕微鏡やフローサイトメトリー（単一 /複数レーザー搭載）応用に最適で，高出力により，Qdot

をはじめ，従来のAlexa FluorやPacifica Blueなどの蛍光色素の励起用途において高感度化が期待できる。
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■	ライトショー向け高輝度全固体可視レーザー
「Genesis	Taipan	HD」

コヒレント・ジャパン㈱ 産業用レーザセールスグループ
担当：山㟢達三
TEL：03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■米国コヒレント社は，ライトショーやエンターテイメント用途向けに全固体可視レーザーの
ラインアップを拡張し，高輝度モデル「Genesis Taipan HD」を発表した。TEM

00
の優れた空間

モードを実現し，従来からの標準Taipanシリーズ（マルチ横モード）と同様の6波長モデル（460 

nm, 480 nm, 488 nm, 532 nm, 577 nm, 590 nm）を2 W～5 Wの出力でラインアップ。この6種の
波長でレーザプロジェクターに必要な主なカラーは網羅でき，カラーを組み合わせてD65 

Whiteのような白色も作り出せる。また，従来のTaipanシリーズと同様の小型・低消費電力設
計のため，既存のプロジェクターへの搭載が容易で，50 kHzの直接変調機能も備えている。

■	超高速レーザパワーセンサーのメータレス
モデル「PowerMax-Pro	USB/RS」

コヒレント・ジャパン㈱ 小型レーザ＆計測機器営業グループ
担当：只隈和博
TEL 03-5635-8680
E-mail: com2.sales.tokyo@coherent.com

■米国コヒレント社は，独自のセンサー技術を採用した超高速パワーセンサーPowerMax-Proシリーズにメー
タレスモデル「PowerMax-Pro USB/RS」をラインアップした。USB2.0やRS-232コネクタの中に組込み，直接
PCに接続するだけで，簡単に測定が行なえ，新しくリリースされたLabMax-Pro Mobile App（Androidを搭載
したタブレットPCでセンサーを制御できる）とも互換性がある。センサーのみを校正すれば良く，センサー
とメータの両方の校正を行なう場合より，校正費用も低減。装置にパワーセンサーを組み込むOEM用途をは
じめ，フィールドサービスのエンジニアやPC制御のテストベンチのオペレータ，研究応用などに最適。また，
同社はタブレットPCで簡単にレーザパワー /エネルギー計測ができるアプリケーションも開発した。

■	高出力コンパクトフェムト秒オシレーター
「femtoTrain	1040-5」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.jp

■スペクトラ・フィジックスは，高出力コンパクトフェムト秒オシレーター「femtoTrain 

1040-5」を新たにランナップした。バイオイメージングなどのアプリケーションに最適な
femtoTrainシリーズがさらに高出力，短パルス化したもので，新しい femtoTrain 1040-5は220 

fs以下のパルス幅，5 Wの平均出力により2 MW以上のピーク出力を実現。また，500 nJ以上
のパルスエネルギーと10 MHzの繰返し周波数は高速スキャンや高い処理速度を可能にする。

■	出力95	W以上のハイブリッド・グリーン
ファイバーレーザー「Quasar	532-95」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.jp

■スペクトラ・フィジックスは，95 W以上（475 μJ）を出力するハイブリッド・グリーンファイ
バーレーザー「Quasar 532-95」を発表した。高品質なシングルモードビームを持つ波長532 nmの
レーザーで，パルス波形デザイン機能TimeShiftにより，ユーザーの微細加工の領域を大きく広げ，
電子部品，パッケージ，セラミック，プリント基板，半導体，太陽電池やリチウムイオンバッテ
リーの各製造工程において高い生産性と加工品質を可能にする。TimeShift機能は2ナノ秒から
100ナノ秒の変更可能なパルス幅とシングルショットから3.5 MHzの幅広いパルス周波数領域での
パルス出射が可能で，さらにバーストモードや様々な波形のプログラムができる。
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■	産業用フェムト秒レーザー	
「Spirit	One	1040-8」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.jp

■スペクトラ・フィジックスは，コストパフォーマンスを追求した電源一体型産業用高繰り返しフェムト秒
レーザー「Spirit One 1040-8」を発表した。平均出力8 W以上，パルスエネルギー400 fs以下，最大1 MHzま
での繰返し周波数可変，堅牢な電源一体型のコンパクトモデルで，40 μ J以上を100 nm，また4 W以上，20 

μJ以上を520 nmにて出力するのに加え，パルス幅をソフトウエアコントロールにより400 fsから4 psまで数
秒のうちに変更することも可能。また，出力パルスの高速選択，パワーコントロールを可能にするパルスピ
ッカーを内蔵，効率的な各種プロセスにも対応。顕微外科手術応用，フェムト秒マイクロマシニング，医療
用デバイス製造，光遺伝学応用，多光子顕微鏡などの高精度なアプリケーションへの進化を可能にする。

■	高出力産業用フェムト秒レーザー	
「Spirit	HE」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.jp

■スペクトラ・フィジックスは，平均出力16 Wで，パルスエネルギーが120 μJの産業用フ
ェムト秒レーザー「Spirit HE」を発表した。周波数はシングルショットから1 MHzまで，ま
たパルスエネルギーも内蔵AOMにより0から100％調整可能。オプションにて，パルス幅も
<400 fsから10 psまでソフトウェア制御により数秒レベルで可変でき，SHGモジュールの取
り付けも可能で，520 nm及び1040 nmを切り替えで出力できる。SHGでは60 μJ以上の高エ
ネルギー出力となっている。120 μJという高いパルスエネルギーにより，ポリマー材へのド
リリング加工では高いアスペクト比を実現し，カッティングでは5倍の加工速度を実現する。

■	高繰返し自動波長可変ノンコリニアオプティカル	
パラメトリックアンプ「Spirit-NOPA-IR」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.jp

■スペクトラ・フィジックスは，高繰返し自動波長可変ノンコリニアオプティカルパラメトリッ
クアンプ「Spirit-NOPA-IR」を発表した。産業用フェムト秒レーザーSpiritを励起光源に使用する
ことにより1200 nm～1600 nmの可変波領域で10 MW以上の高いピークパワーと＜80 fsのパル
ス幅を提供。生きた細胞組織の中で1 mm以上の深さで明瞭なイメージングを行なえ，Sprit-

NOPA-IRとフェムト秒レーザーSpiritの組み合わせは生きた深部組織のイメージングを可能にす
る。赤外領域での3光子励起の利用では，生組織にダメージを与えることなく1200 nm～1600 

nmの広い赤外波長領域での3光子励起が可能。オプションで600 nm～800 nmのSHG出力も可能。

■	最新技術の高出力フェムト秒アンプシステム

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.jp

■スペクトラ・フィジックスは，超短パルス発振器Elementをシード光に用いた超短パルス再生増幅シ
ステム「Spitfire ACE」，超安定同期オプション「FemtoLock 2」，および数サイクルパルス発生オプショ
ン「Kaleidoscope」を発表した。Spitfire Aceは，最大15 mJ以上の高出力パルス出力し，低ジッター（100 

fs以下）により，シンクロトロン，自由電子レーザーやその他超高速レーザーなどの外部ソースと同期
させることができる。また，Spitfire Aceまたは超短パルスアンプSolstice AceはKaleidescopeとの組み合
わせにより，数サイクルパルス（7 fs以下 FWHM）で最大0.6 mJ以上の出力パルスを発生する。これら
の新しいシステムは高次高調波発生，THz発生，多次元分光法などの高度な超高速科学の用途に最適。
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■	高出力UVレーザー「Talon	355-30」と	
グリーンレーザー「Talon	532-40」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.jp

■スペクトラ・フィジックスは，LD励起Qスイッチ固体レーザーに高出力モデルのUVレーザー
「Talon 355-30」とグリーンレーザー「Talon 532-40」をラインアップに加えた。355 nmモデルは30 

W以上，532 nmモデルは40 W以上の平均出力を出力する。また，Talon 355-30は100 kHzにてUV 

30 Wを，Talon 532-40は100 kHzにてグリーン40 Wを安定して出力し，これらのモデルはシングル
ショットから500 kHzの高繰り返しの領域まで優れたビーム品質とパルス安定性を提供。PCボー
ド穴あけ加工やカッティング，半導体シリコンスクライブやダイシング，フラットパネルディス
プレイ製造プロセス，リチウムイオン電池，太陽電池，CFRPなどの製造プロセスに適している。

■	ダイナミック・パルスエネルギー・	
コントロール「E-Track」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.jp

■スペクトラ・フィジックスは，電源一体型LD励起Qスイッチ固体レーザー「Explorer 

One」用のダイナミック・パルスエネルギー・コントロール「E-Track」を発表した。急激
に変化する環境や運転パラメーターの変更時において，エネルギーレベルを継続的に安定
させ急速なパルスエネルギー制御，ゲート制御を必要とする様々なスクライビング，穴あ
けなどの微細材料加工におけるオン ザ フライ制御を可能にした。E-Track機能は現在7種
類あるExplorer Oneすべてのモデルに対応，高速繰り返し周波数運転時，コマンドコント
ロール時，アナログシグナルコントロール時などあらゆる運転モード時にも対応する。

■	次世代スキャニング色素レーザー
「Q-scan」

㈱日本レーザー レーザー機器部
担当：長谷山智仁
TEL 03-5285-0863　FAX 03-5285-0860
E-mail: lase@japanlaser.co.jp
http://www.japanlaser.co.jp/

■日本レーザーは，フランスQuantel社製のスキャニング・ナノ秒パルス色素レーザー「Q-scan」を発表した。
分光用途向けに開発されたもので，高い絶対波長精度（<10 pm）と再現性（<5 pm）を実現。素早い再構成
機能により，再調整無しでグレーティングを変更でき，360～900 nmの広範なチューナビリティーを提供
する。また卓越した直線性（< 2 pm）で，スキャン中の高い波長精度を保証。交換が簡単な「プラグ＆プ
レイ」の色素セルと内蔵された非線形結晶のルックアップテーブルで，広い波長域を素早く簡単にスキャ
ン可能。ポンプレーザーにはQuantel社のパルスYAGレーザーを用いることで，システムの小型化と使い易
さをさらに強化でき，より高いエネルギーレベルが必要な場合は同社のYGシリーズとも組合せも可能。

■	超小型LD励起QスイッチNd:YAGレーザー
「VIRON」

㈱日本レーザー レーザー機器部
担当：長谷山智仁
TEL 03-5285-0863　FAX 03-5285-0860
E-mail: lase@japanlaser.co.jp
http://www.japanlaser.co.jp/

■日本レーザーは，フランスQuantel社製の超小型LD励起QスイッチNd:YAGレーザー
「VIRON」を発表した。出力は1064 nmで30 mJ，繰返し周波数20 Hz，パルス幅8 ns。レーザ
ーヘッドとコントロールエレクトロニクスを一体化した完全一体型パッケージで，DC電源だ
けで駆動できる。コンパクトな筺体と産業用途対応のコマンドプロトコルで，あらゆるタイプ
の装置に簡単に組み込める。特にレーザー誘起ブレークダウン分光（LIBS）に最適で，ビー
ム拡がり角が小さく，様々な非透過サンプル上にプラズマを生成するのに十分なスポットに集
光できる。アクティブQスイッチはパルスエネルギーの安定性に優れ，分光器と完全同期可能。
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