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 93	■		光技術が支える海の道標─灯台に見る光学系の歴史とその進化
	 		 海上保安庁　平野宏志

Photo-Tech News & Report

 99 ■		ユニソクの低温分光ナノ構造顕微鏡が中小企業優秀新技術・新製品賞を受賞
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 101 ■		アウレアワークス，高い光学設計力で国産レーザー市場を開拓へ
マーケットレビュー

 103	■		2015年度光産業全出荷額は16兆8,259億円，	
国内生産額は8兆8,962億円

連 載
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	 		第3回　マーブルチョコ（M＆M’S）の色Ⅰ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

シリーズ

 114	■	若手研究者の挑戦	
	 		第18回　	ジョーンズベクトルで記述できる全ての偏光・位相を生成する	
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【From Editor's】
レーザーが実際に光を発したのは1960年が最初とされています。以降，
レーザーそのものの研究・開発は進展し，さらに用途開拓も進み，我々
の身近なところでも使用されるようになりました。

レーザーも性能が一段と向上しています。現在ではファイバーレーザー
やダイレクトダイオードレーザーの高出力化が目覚ましく，またプロセ
ス開発も進んでいることから工業分野でも注目を集めています。21世
紀は光の時代と言われていますが，レーザー光を操ることでアプリケー
ションの幅はさらなる拡がりを見せるものと考えられます。

弊社ではレーザーの研究開発の促進と持続的な普及を期待し，新刊とな
る書籍「レーザーの教科書」を刊行しました。レーザーとは何か？から
始まり，分かりやすくレーザーの基礎の「基」を解説しています。お求
めは弊社光のオンライン書店までお願いします。

今月号の特集は「フォトニック結晶レーザー」に焦点を当てました。こ
のレーザーは次世代光源として関心を集めているもので，実用展開が期
待されています。シリコンフォトニクスとしての応用に加え，高出力化
すれば加工へ，さらにはバイオセンシングといった生体応用も可能とし
ています。

弊誌ではこれまでフォトニック結晶技術に関わる研究開発を追いかけて
きました。今回も企画コーディネイトをいただいた京都大学・野田進教
授にこの場をお借りし，御礼申し上げます。表紙画像は，野田先生より
ご提供いただいたフォトニック結晶光源です。

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。

■ 次号（2017年6月号）の特集予定
特 集 「 光学設計・素子・機器のトピックス」

（敬称略）
・	総論

チームオプト㈱　宮前　博
・	異常分散性を有する光学材料「BR光学素子」を用いた色収
差補正技術の開発

キヤノン㈱　石橋友彦
・	LED電球向けの光散乱導光ロッドの開発

㈱東芝　大野博司
・	レンズレスカメラ

㈱日立製作所　星沢　拓
・	ハイパワー可視域半導体レーザーの自動車デザインなどの計
測用途への応用

ウシオ電機㈱　小田史彦
・	光学用赤外線透過性材料とレンズ設計，活用について

㈱タムロン　安藤　稔

（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）
　PDF版 （1冊） 500円 （税込）
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■	高出力CWファイバーレーザー	
「JPTCW-800-SM-K」

㈱アストロン TEL 03-5647-6541
E-mail: info@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高出力CWファイバーレーザー
「JPTCW-800-SM-K」の販売を開始した。リアルタイムでレーザーの動作状況をモニタリングす
ることができ，独自開発のソフトウェアの制御インターフェイスによる警告，データ分析用だけ
でなく，動作データの記録が可能。レーザーはチラー付きで供給する。主なアプリケーションは
レーザー切断，レーザー溶接，3Dプリンティング，精密穴あけなど。主な仕様は平均出力：＞
790 W，中心発振波長：1080 nm，ハンド幅@3 dB：＜5 nm，デリバリーケーブル長：15 m，動
作電圧：220 V，最大消費電力：2,700 W，動作温度：10～40℃，サイズ：483×760×495.5 mm。

■	高出力MOPAファイバーレーザー	
「LM1シリーズ」

㈱アストロン TEL 03-5647-6541
E-mail: info@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「LM1

シリーズ」の販売を開始した。MOPA構造により，優れたレーザー性能と高レベルの時間的
パルス整形制御性を持つ。Qスイッチ構造と比較して，パルス繰返し周波数（PRF）とパルス
幅を独立して制御することができるので，これらのパラメーターの組み合わせを調整するこ
とにより，レーザーのピークパワーを良好に維持することができる。LM1シリーズでは平均
出力60～200 Wをラインナップ。パルス幅は10～350 ns，偏光方向はランダム，出力ビーム
径は6±0.5 mm。板金切断・溶接，スクライビング，穴あけ，サビ除去などに適している。

■	超小型水晶振動子「CX1008」

京セラクリスタルデバイス㈱ 技術開発本部
TEL 0237-43-5747

■京セラクリスタルデバイスは，外形寸法1.0×0.8 mmの超小型水晶振動子を製品化し，
サンプル出荷を開始する。従来の1.2×1.0 mmサイズからさらに小型化するとともに，直
列抵抗値（CI値）を従来製品と同等の60 Ω（37.4 MHz）とした。これを可能にしたのは，
大阪大学准教授の山村和也氏と共同開発したプラズマCVM（Chemical Vaporization 

Machining）技術で，課題となっていた周波数のばらつきを低減することに成功した。同社
では今回構築した技術をベースに，車載向け低周波帯振動子，基地局向け高周波帯振動子，
高精度発振器などの製品開発へ展開する。（1 目盛り＝0.5 mm）

■	可動部のない広角光スキャナー

オーテックス㈱ 担当：辻川
TEL 03-3226-6321
E-mail: sales55@autex-inc.co.jp
http://www.autex-inc.co.jp

■オーテックスは，米国Boulder Nonlinear Systems社製広角光スキャナーの販売を開始した。
この製品は，独自のLCPG（Liquid Crystal Polarization Grating）技術により1エレメントで
±10°，積層することで最大±40°のスキャンが可能で，可動部がなく小型軽量，消費電
力も極めて小さい。各エレメントの回折効率＞99％，スイッチングスピード＜10 ms，開
口50 mm，波長は可視から赤外まで対応する。

OPTRONICS（2017）No.5 135



roducts        nformationP I

■	リアルタイム分光放射計「PSR-1000」

㈱プリード TEL 042-539-3755　FAX 042-539-3757
E-mail: prede@gb3.so-net.ne.jp
http://www.prede.com

■プリードは，リアルタイム分光放射計「PSR-1000」の販売を行なっている。2048 chの
CCDアレイセンサーと小型の回折格子型分光器を内蔵した，コストパーフォマンスに優れ
た分光放射計で，多様な光源の絶対（相対）分光放射照度，光源色（色度座標，色温度，
演色評価数）を瞬時に測定できる。オプションを使用して分光反射・透過率の他ラマンや
蛍光なども測定可能。サンプル光は光ファイバーによって分光器に導入され，標準では反
射型拡散板が集光用のアタッチメントとして付属されている。本製品は JCSSで検定された
分光放射照度標準電球によりトレーサブルな校正が行なわれ出荷される。

■	研究開発用複合スパッタリング装置
「S-QAMシリーズ」

アルバック販売㈱ 東日本営業統括部
TEL 03-5218-6011

■アルバックは，研究開発用複合スパッタリング装置「S-QAMシリーズ」を開発した。20 

mm角基板に対応するもので，低圧（0.2 Pa以下）放電，ロングスロースパッタ（基板／カ
ソード間距離：150 mm），様々な材料（磁性体，非磁性体，絶縁体など）の成膜が可能な
最小1インチカソードの開発を実現。最大6種のカソードを搭載できる。販売は教育機関
の研究室，官公庁の研究機関，企業の研究開発部門を想定している。

■	試料保持・保管容器「EDXIR-Holder」

㈱島津製作所 TEL 075-823-1110　FAX 075-823-1348
http://www.shimadzu.co.jp/

■島津製作所は，異物など微小試料を分析する向けに，エネルギー分散型蛍光X線分析装
置とフーリエ変換赤外分光高度計で共通に使用できる試料保持・保管容器「EDXIR-Holder」
の販売を開始した。試料を付着させる粘着面と蛍光X線分析用のポリプロピレン面を配し
た開閉式の容器で，分析作業の省力化が図れるとともに，測定後は容器を閉じることで試
料を保管できる。価格は1セット25枚入りで2万5,000円（税別）。

■	スパロウ単一光子源チップ

スパロウクアンタム社 TEL +45-6065-6769
E-mail: info@sparrowquantum.com
http://www.sparrowquantum.com

■ニールス・ボーア研究所より独立した企業であるデンマークSPARROW QUANTUM社は，量子暗号化や量子コン
ピューティングなどの量子光学と光量子技術研究・開発用に，世界で初めて単一光子源チップを開発した。このチ
ップならびにチップを組み込んだターンキーシステムとして，商品の販売を開始する。主な仕様は導波モード結合
効率（b：伝搬定数）が90％以上，2次コヒーレンス（強度相関）が0.1以下，励起波長が800～960 nm，動作温度が
15 K以下，励起出力（単一光子領域）が1～4000 nW，励起パルス長が1～10 ps，減衰時間が1 ns，チップサイズは
4×2×0.5 mm。高品質で，極低温保持装置（クライオスタット）システムとの融合が可能。このチップを使用する
ことで，自社における単一光子源の開発時間とコストを削減でき ,コア研究にリソースを集中出来るとしている。

5 μm
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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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