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特 集   X線自由電子レーザーと進展するその応用
 28	■	総論
	 		 国立研究開発法人理化学研究所　矢橋牧名

 31	■	SACLAが解き明かす光合成の仕組み
	 		 岡山大学　沈　建仁，菅　倫寛，秋田総理
	 		 国立研究開発法人理化学研究所　吾郷日出夫，山本雅貴

 36	■		超高強度X線レーザーと物質の相互作用	
—ハードX線領域での非線形光学と新しいフォトニクス応用にむけて—

	 		 電気通信大学　米田仁紀

 41	■	フェムト秒X線で化学反応を直接観測する
	 		 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構　足立伸一，野澤俊介
	 		 Center	for	Free-Electron	Laser	Science／Deutsches	Elektronen-SYnchrotron　佐藤篤志

 48	■	X線レーザー回折による生きた細胞のナノイメージング
	 		 北海道大学　西野吉則，木村隆志
	 		（公財）高輝度光科学研究センター　城地保昌
	 		 台湾中央研究院　別所義隆

レーザー製品の手引き

 75	■		レーザ加工機の現状と今後─なぜ今レーザ市場が拡大し，今後さらに拡大が
見込まれるのか：レーザ加工機市場会議を題材に─

	 		 三菱電機㈱　安井公治

 79	■	レーザを導入，使用するにあたっての安全対策
	 		 山本光学㈱　石場義久

 84	■	レーザー製品マトリクス
連 載

 154	■	ひかり発見	
	 		第13回　デジタルカメラⅡ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

 158	■	フリーソフトによる光学系シミュレーション入門	
	 		第13回　肉眼の光学モデルとヘッドマウントデイスプレイ
	 		 大阪産業大学　丸谷洋二

シリーズ

 166	■	若手研究者の挑戦	
	 		第5回　	表面プラズモン共鳴励起を利用したセンサー・デバイス応用
	 		 新潟大学　馬場　暁，新保一成，加藤景三，金子双男

特別レポート

 149	■	2015年ノーベル物理学賞受賞記念	
	 		ハイパーカミオカンデと新型光センサー
	 		 東京大学　西村康宏
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【From Editor's】
2016年1月号から表紙を変えていきます。表紙の写真は，将来有望
視されているレーザーヘッドライトのコンセプトモデルで，東京モー
ターショーで取材撮影したものです。

これまでのちょっと抽象的なデザインから写真画像に変えることで印
象が異なると思いますが，いかがでしょうか？

表紙写真に関連して，今月号のPhototech	NEWS＆Reportのコーナ
ーでは自動車産業における光技術にスポットライトを当て，センシン
グを中心に開発動向とマーケットの現状をレポートしました。

さて，2015年12月2日から5日までの3日間，東京ビッグサイトに
おいて「国際ロボット展」が開催されていました。国が掲げている成
長分野でもあり，またテレビでも取り上げられるほど，非常に注目さ
れている分野です。

会場を見回って，今後ロボット開発が加速され，さらにロボットを使
用するビジネスの登場を予感できるものでした。少子高齢化が進んで
いる日本では，ロボットと共存する社会の確立が急務といったところ
でしょうか。

ロボット産業にしても，光技術は一つの大きな要素技術となると思い
ます。本誌でもこの分野を注意深く見ていく必要がありそうです。

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。

	 63	■	 光業界トピックス
	 64 ■	Webジャーナル　ニュースランキング
	 65	■	MARKET	WATCH
	 181	■	CALENDAR
	 183	■	EVENT
	 177	■	Close	Up
	 184	■	PRODUCTS	INFORMATION

コラム

 72	■	ひかりがたり
	 		 第34話　ハノイの混沌　─光の交差点─
	 		 月谷昌之介

 164	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第97回　宮沢賢治の世界
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 71	■	アナザーアングル
	 		 vol.25　ノーベル賞と日本の未来
	 		 編集顧問　川尻多加志

 53 ■	Photo-Tech	News	&	Report
	 		 	・	次世代自動車を担うレーザーヘッドランプとLiDARの開発状況
	 		 	・自動車産業を取り巻くフォトニクス関連市場の現状と今後

■ 次号（2016年2月号）の特集予定
特 集 「 注目の光MEMSセンサー（仮題）」

（敬称略）
・総論

東北大学　羽根一博
・血流センサーとヘルスケア

九州大学　澤田廉士
・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
・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
・マイクロ流路デバイス中でのスペクトル測定

豊田工業大学　佐々木実
・レンズ一体型超小型非接触温度センサー

㈱リコー　三宮俊

（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。

【お詫びと訂正】
去る11月17日より科学技術館で開催された《光とレーザーの科学技術フェア2015》にて、会
場内で配布されたフロアプランにおきまして、下記ご出展企業の電話番号に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
■ニッタ株式会社	クリーンエンジニアリング事業部	営業部
　〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1
　TEL.03-6744-2710　FAX.03-6744-2711



〈資料請求 No.5〉



〈資料請求 No.6〉



〈資料請求 No.7〉



〈資料請求 No.8〉



〈資料請求 No.9〉



〈資料請求 No.10〉



〈資料請求 No.11〉



〈資料請求 No.12〉



〈資料請求 No.13〉



〈資料請求 No.14〉



〈資料請求 No.15〉



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

〈資料請求 No.16〉



OPTICS + 
PHOTONICS•

Call for Papers
WWW.SPIE.ORG/2016OP

San Diego Convention Center 
San Diego, California, USA 

Conferences & Courses 
28 August–1 September 2016

Exhibition 
30 August–1 September 2016

The latest research in optical engineering and 
applications, nanotechnology, sustainable energy,  
and organic photonics.

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.

Abstracts Due  
8 February 2016
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248社
（2015年12月現在）
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レーザ加工機の現状と今後
三菱電機㈱　安井 公治

…………………………………… 75

レーザを導入， 使用するにあたっての安全対策
山本光学㈱　石場 義久

……… 79

レーザー製品マトリクス ………………………………………… 84

【ア】
AkiTech LEO㈱ ……………………… 145
㈱アド・サイエンス …… 404（掲載頁146）
イムラアメリカ 日本支店 ……………… 147
㈱インデコ ……………………………… 121
エーエルティー㈱ ……………………… 130
㈱エヌエフ回路設計ブロック ………… 103
FITリーディンテックス㈱ ……………… 136
オーシャンフォトニクス㈱ ……………… 100
オーテックス㈱ ………………………… 101
OPI㈱ …………………………………… 141
㈱オキサイド …………………… 122, 123
㈱雄島試作研究所 …………… 118, 119
㈱オフィールジャパン ………………… 120
㈱オプトクエスト ……………………… 106
㈱オプトサイエンス

………………… 112, 113, 114, 115
オプトシリウス㈱ ……………………… 102

【カ】
カンタムエレクトロニクス㈱…………… 110
㈱キーストンインターナショナル……… 139
ケイエルブイ㈱ ………………………… 133
コーンズ テクノロジー㈱ ……… 128, 129

【サ】
㈱サンエストレーディング……………… 143
㈱渋谷光学 …………………………… 132
昭和オプトロニクス㈱ ………………… 148

レーザーおよび関連製品
㈲鈴木光学 ………… 403（掲載頁146）
スペクトラ・フィジックス㈱……………… 107
スペクトロニクス㈱ …………………… 105
住友電気工業㈱ ハードメタル事業部… 131

【タ】
TEM㈱ ………………………………… 140
㈱東京インスツルメンツ ……… 116, 117
トライオプティクス・ジャパン㈱………… 137
【ナ】
㈱日本レーザー ………………………… 111
ネオアーク㈱ …………………………… 142

【ハ】
ハイフィネス・ジャパン㈱ ……………… 134
㈱ハナムラオプティクス ……… 126, 127
ピーアイ・ジャパン㈱ …………………… 138
フォトンリサーチ㈱ …………………… 135
㈲ブロードバンド ……………………… 109
㈱プロリンクス ………………… 124, 125

【マ】
㈱マテリアルテクノロジー …………… 104

【ヤ】
山本光学㈱ …………………………… 74

【ラ】
㈱ルクスレイ …………………………… 108
㈱ルミネックス ………………………… 144

月刊OPTRONICS 2016年1月号綴込み付録

Optronics Mini Magazine

レーザー製品の
手引き
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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】
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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
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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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〈資料請求 No.171-503〉〈資料請求 No.171-502〉〈資料請求 No.171-501〉



〈資料請求 No.172-506〉〈資料請求 No.172-505〉〈資料請求 No.172-504〉



〈資料請求 No.173-509〉〈資料請求 No.173-508〉〈資料請求 No.173-507〉



〈資料請求 No.174-512〉〈資料請求 No.174-511〉〈資料請求 No.174-510〉



〈資料請求 No.175-515〉〈資料請求 No.175-514〉〈資料請求 No.175-513〉



〈資料請求 No.176-517〉〈資料請求 No.176-516〉 〈資料請求 No.176-518〉



roductsP
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■ 2K解像度入出力まで対応可能な画像歪補正/エッジ
ブレンディングLSI（メモリ内蔵）「IP00C787」

アイチップス・テクノロジー㈱ マーケティング部
TEL 06-6492-7277　FAX 06-6492-7388

■アイチップス・テクノロジーは，2K解像度入出力まで対応可能な画像歪補正 /エッジブレ
ンディングLSI（メモリ内蔵）「IP00C787」を開発した。画像の回転角度を45度まで可能とし，
従来機能の90度回転などと組み合わせることにより，任意角での画像回転が可能。また従
来のプロジェクターだけでなく，ビデオウォールやサイネージなどのアプリケーションでも
画像を思いのままに回転させるシステムが実現できる。さらにフレームメモリを内蔵するこ
とにより，従来品と比べ基板設計で大幅な省スペースを実現。4層基板での設計も可能とな
り，省コストも可能にすることで各種画像入力小型カメラ部への採用も容易になる。

■ CEマーキング対応高精度ステージ

シグマ光機㈱ 東京本社/営業部
TEL 03-5638-6551　FAX 03-5638-6550
E-mail: sales@sigma-koki.com

■シグマ光機は，精密ボールネジと精密クロスローラを使用した高精度ステージを発売し
た。発売するのはX軸「HST-Xシリーズ」，XY軸「HST-XYシリーズ」，Z軸「HST-Zシリ
ーズ」，回転「HST-YAWシリーズ」の4種類。3軸ステージコントローラ「HSC-103」と組
み合わせて使用することで，従来のコントローラと比較して低騒音，低振動での動作が可
能。

■ 両側テレセントリックレンズ 
「MTLシリーズ」

㈱モリテックス プロダクト・マーケティング部
TEL 048-218-2536　FAX 048-462-6713
E-mail: moritex.mvs@moritex.com
http://www.moritex.co.jp

■モリテックスは，高解像度で歪みを最小限に抑えた両側テレセントリックレンズ「MTL

シリーズ」の販売を開始した。物体側テレセントリックレンズや従来の光学製品の製造で
培った技術を駆使して開発したもので，精度要求の高いワーク形状や寸法測定に適してい
る。本シリーズは100～256 mmの6つの視野と各種センサーサイズに対応した全33機種の
レンズと，全6機種の照明をラインナップ。スマートフォンや自動車，食品，医薬品など
の分野における外観・計測用途への活用を想定している。

■ 8K4K開発プラットフォームと 
各種FPGAメザニンカード

東京エレクトロンデバイス㈱ インレビアムカンパニー　インレビアム営業部 
担当：東海林
TEL 045-443-4031　FAX 045-443-4063

■東京エレクトロンデバイスは2種類の8K4K（7680×4320ピクセル）開発プラットフォ
ームと各種FPGAメザニンカードの販売を開始した。本プラットフォームは8K4K画像処
理装置やLSIの開発における幅広い評価に対応でき，高速トランシーバを使用したインタ
ーフェース評価環境としても活用できる。FPGAメザニンカードは，ベースボードに拡張
コネクターを複数搭載しているため，本カードの搭載により幅広い開発環境の構築が可能。
HDMI 2.0，DisplayPort1.2，12G SDI，8Lane V-by-One HS LVDSをラインナップし，ザイリ
ンクス社製リファレンスデザインにも対応する。
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■ レーザーライン用平凸シリンダーレンズ

エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5800-4751　FAX03-5800-4733
E-mail: catalog@edmundoptics.jp
http://www.edmundoptics.jp

■エドモンド・オプティクス・ジャパンはレーザーライン用平凸シリンダーレンズの販売
を開始した。円形サイズのため，光学システムや装置へのインテグレーションが容易。直
径が12.5 mm及び25 mmの24種類をラインナップ。また基板にN-BK7を採用し，表面品質
（キズ -ブツ）は60－40と優れている。レーザーの発振波長に適した複数の反射防止コー
ティングを用意し，対象のレーザー発振波長において最大の透過率と0.25％以下（一面当
たり）の反射率を実現する。レンズ（シリンドリカルレンズ）は2枚1組で用いることで，
ダイオードレーザーの出射ビームの円形化にも使用することができる。

■ 直角プリズムミラー

エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5800-4751　FAX03-5800-4733
E-mail: catalog@edmundoptics.jp
http://www.edmundoptics.jp

■エドモンド・オプティクス・ジャパンは直角プリズムミラーの販売を開始した。本ミラーには反射
強化アルミコート，銀コート，金コーティングが施されており，39種類の異なるサイズ，コーティン
グの組み合わせを揃えている。反射強化アルミコートは可視波長域において反射率を高めるため，ア
ルミの金属膜を誘電体多層膜で保護。保護膜付き金コートは750～1500 nm間で96％の反射率が維持
できるため，近赤外や赤外アプリケーションに最適。金コートはより高い耐性と取扱い性を容易にす
るため，保護膜に一酸化シリコンを用いている。保護膜付き銀コートは500～800 nm間で99％以上の
優れた反射率が得られる。保護膜付きコーティングは銀の変色を抑え，低湿環境下での使用に最適。

■ LED表示デバイス

㈱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，LED表示デバイスの多色カスタムへの対応を行なっている。対応可能
としているのは①プリント基板上にLEDチップを多数個配列や単色・多色対応，②プリン
ト基板は設計からの対応も可能，③面実装デバイスの組合せも可能，④遮光枠等の組立も
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。

■ プリント基板タイプの表面実装部品

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

■オプトテクノはプリント基板タイプの表面実装部品を取り扱っている。主な特長は①2.5×
5.0×1.3 tの小型シンプル形状表面実装タイプ　②表面・裏面・側面の3方向のハンダ付けに対
応　③2.6×3.2の角穴挿入でも位置決め可能　④テーピング仕様も可能，⑤PLBは可視光タイ
プのLEDで赤色，黄緑色を用意，PLIは赤外タイプのLEDで，PPDは高感度のフォトダイオー
ド，PPIはピンフォトダイオード，PPTは高感度高出力フォトトランジスタを揃える　⑥RFP

は反射型のフォトリフレクタで，超小型省スペース設計，優れた伝達特性を実現，高分解能力
を持つ位置検出センサとなっており，赤外と可視光カット樹脂タイプも用意している。
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