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特 集   新時代を切り拓くナノレーザー
 54	■	総論　ナノレーザの展開
	 		 東京大学　荒川泰彦

 57	■	極低消費電力化に向けたフォトニック結晶ナノレーザーの研究展開
	 		 日本電信電話㈱　納富雅也，松尾慎治

 63	■	ナノワイヤ量子ドットレーザー
	 		 東京大学　舘林　潤，荒川泰彦

 68	■	微小共振器面発光レーザーと集積化技術
	 		 東京工業大学　小山二三夫

 76	■	フォトニック結晶ナノ共振器を用いた超低閾値ラマンシリコンレーザ
	 		 大阪府立大学　高橋　和
	 		 京都大学　浅野　卓，野田　進

 81	■	ナノレーザのセンシング応用
	 		 横浜国立大学　馬場俊彦

連 載

 109	■	ひかり発見	
	 		第15回　回折格子Ⅱ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

 113	■	フリーソフトによる光学系シミュレーション入門	
	 		最終回　OSLO_EDUの活用メモ
	 		 大阪産業大学　丸谷洋二

シリーズ

 120	■	若手研究者の挑戦	
	 		第7回　	希土類添加窒化物半導体による赤色発光素子の開発
	 		 豊橋技術科学大学　関口寛人

Photo-Tech News & Report

 87 ■	打音法をレーザーで！　注目のレーザーによるコンクリート高速診断技術

 90 ■		AM装置の持続発展に向けて─造形プロセスの確立を目指しMIAMI	
プロジェクトが加速！

 93 ■		光技術が実現する次世代自動車向けHMI技術

 96 ■		次世代自動車の安全を担うか？　住友電工のZnS赤外レンズ
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【From Editor's】
2015年1月号から連載を開始しました「フリーソフトウェアによる
光学系シミュレーション入門」（著者：丸谷洋二様）が今月号で最終
回となります。
光学シミュレーションソフトウェアにはOSLO，CODEⅤ，ZEMAX
などといったものが製品化され，開発現場で利用されています。本連
載ではOSLOでも無料版における使い方と実際の光学設計例を解説し
てきました。
当然，無料版ですので機能などは限定されます。この無料版を入門と
して使い，さらに有償版へと移行していくのも一つの考えかと思われ
ます。連載では非常に分かりやすくその活用方法を述べていますので，
もし第1回から改めて読んでみたいなど，ご希望がありましたら弊社
編集部までご連絡を願います。
さて，2月11日に米国を中心とした研究グループが，重力波を直接観
測することに成功したと発表しました。これはノーベル賞級の成果と
して世界中の科学者が沸き立ちました。
日本でも重力波観測を目指してきました。大型低温重力波望遠鏡
「KAGRA」を使用してで，現在は第二世代のレーザー干渉計による重
力波望遠鏡を建設中です。
今回の重力波直接観測の発表を受けて，KAGRA計画代表で，東京大
学宇宙線研究所所長の梶田隆章氏（2015年ノーベル物理学賞受賞）
は「重力波そのものやブラックホール，中性子星という高密度星の研
究が可能であることが実証されたという意味で，本当にエキサイティ
ングな成果」とコメントを発表しました。
先のニュートリノ観測にしても，再び光技術が歴史的な研究成果を支
えることになりそうです。詳細は情報を収集していきたいと思います。

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

 101	■		世界の中赤外線レーザーの市場，2019年には
7億4,260万ドルと予測

	 		 ㈱グローバルインフォーメーション　常岡理恵

	 98	■	 光業界トピックス
    ・ 第13回新機械振興賞にテクニカル，オキサイド，ス

ペクトロニクスが受賞
    ・ 第31回櫻井健二郎氏記念賞受賞者が決まる─リコー

と住友電気工業が受賞
    ・ エドモンド・オプティクス・ジャパン，本社を移転

	 100 ■	Webジャーナル　ニュースランキング

	 107	■	MARKET	WATCH
    ・ 自動運転関連システム世界市場，2025年に

1,389億8,500万円と予測
    ・ レーザーの輸出数量，8ヶ月連続のプラス
    ・ CMOSの生産実績，21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

93.0%の1,404億円

	 141	■	CALENDAR
	 142	■	EVENT
	 144	■	PRODUCTS	INFORMATION

特別レポート

 129	■		第1回電気電子工学国際会議（ICEEE2015）
報告

	 		 琉球大学名誉教授　波平宜敬

追悼

 140	■	㈱インデコ・丸山前社長を偲んで
	 		 ㈱日本レーザー　近藤宣之

コラム

 126	■	USA	Today
	 		 	第84回　ネットの中立性問題，再燃か!?
	 		 Optomarketing	USA　中島和宏

 127	■	ひかりがたり
	 		 第36話　青い瞳を巡る謎
	 		 月谷昌之介

 124	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第99回　特許取得ランキング
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 128	■	アナザーアングル
	 		 vol.27　目の付けどころが…
	 		 編集顧問　川尻多加志

■ 次号（2016年4月号）の特集予定
特 集 「 ここに注目！光学設計（仮題）」

（敬称略）
・総論

コニカミノルタ㈱　宮前博
・	SP	35	mm＆45	mm	F/1.8	Di	VC	USD（F012＆F013）
の開発

㈱タムロン　安藤稔
・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
・ステッパー用レンズタイプの変遷

㈱ニコン　大村泰弘
・スマートグラスの開発

セイコーエプソン㈱　小松朗

（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）



〈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〉



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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Edinburgh International Conference Centre 
Edinburgh, Scotland, United Kingdom

Conferences 
26 June–1 July 2016

Exhibition 
28–29 June 2016

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.

ASTRONOMICAL 
TELESCOPES + 
INSTRUMENTATION•

REGISTER TODAY WWW.SPIE.ORG/2016AS
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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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■�5メガピクセルカメラ対応CCTVレンズ
「ML-M0824MP5」「ML-M1224MP5」

㈱モリテックス プロダクト・マネジメント部
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，5メガピクセルカメラに対応するCCTVレンズの新モデルを開発し，
販売を開始した。これまでのML-MMP5シリーズに焦点距離8 mmの「ML-M0824MP5」と
同12 mmの「ML-M1224MP5」を追加。短焦点でより広い視野を高解像度に観察すること
が可能となり，基板や電子部品，食品などの検査装置や製造・組立ラインなどで幅広く使
用することができる。また，絞りやフォーカス部にロックビス付きで，最大対応素子サイ
ズは2/3インチ。価格はオープン。

■�マイクロフォーカスX線検査装置
「Xslicer�SMX-6000」

㈱島津製作所 TEL 075-823-1351　FAX 075-841-9325
http://www.shimadzu.co.jp

■島津製作所は傾斜透視撮影とCT撮影をワンパッケージ化し，傾斜透視観察から即座に
断面画像の取得が可能な非破壊検査用のマイクロフォーカスX線検査装置を販売してい
る。これまでの実績を生かして開発したもので，高速な演算処理を行なえる独自のアルゴ
リズムを採用したことで，CT撮影開始から最短3分で断面画像の表示が可能。また，傾斜
透視撮影からスムーズに切り替えを行なうことができる。さらに，校正不要で容易な撮影
や優れた操作性など，これまで好評だった特長も引き継いでおり，効率的な非破壊検査を
サポートする。価格は4,650万円（ソフトウェア込み，税別）。

■�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。

■�移動通信システム基地局向け10�Gb/s�DWDM　
CAN型EML-TOSA「FU-615REA」

三菱電機㈱ 半導体・デバイス第二事業部　高周波光デバイス営業第二部
TEL 03-3218-4880　FAX 03-3218-4862
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/

■三菱電機は移動通信システムのアンテナ基地局と通信信号の集中制御を行う収容局間の
光ファイバー通信に用いる光送信モジュールの新製品として，XMD-MSAに準拠した10 

Gb/s DWDM CAN 型EML –TOSAの販売を開始した。高温度動作の実現により，消費電力
を約50％低減し，移動通信システム基地局の低消費電力化に貢献するもので，発振波長の
変動低減により，DWDM通信システムに適用でき，データ通信の高速・大容量化を実現す
る。動作保証温度は+95℃。高密度な実装が可能となり光伝送装置の小型化を可能にする。
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■�水銀レス深紫外面発光デバイス
「UV-SHiPLA（シプラ）」

（同）紫光技研 TEL 0799-70-9021　FAX 0799-70-9015
E-mail: info@shiko-tec.co.jp
http://shiko-tec.co.jp/

■紫光技研はラフィー技術を用いた新世代紫外線面発光デバイスのサンプル提供を行なっている。従来の深紫外発光
装置は水銀灯が採用されているが，2020年より水銀が規制されるため，水銀を用いない深紫外線光源が求められてい
る。UV-SHiPLAはこれを実現。チューブ状のプラズマ発光素子を並べてフィルム状の電極シートを貼り合せるラフィ
ー（LAFi Luminous Array Film）技術を用いた高速応答の光源デバイス／光源モジュールで，既存方式では実現できな
い大面積。医療用，殺菌用などに最適。また基礎検討，および応用開発に向けた標準製品サンプル（4×1㎝）も提供
する。製品サンプルは「SK-NUVB-4010」が発光波長312 nm-Narrow Band，全面発光パワー6 mW，「SK-BUVC-4010」
が発光波長220 nm～320 nm，全面発光パワー2 mW。さらに希望に応じたカスタム製品も可能としている。

■�30�fpsで撮影可能なスナップショット型�
ハイパースペクトルカメラ

コーンズテクノロジー㈱ 理化学機器営業部
TEL 03-5427-7568
E-mail: ctl-science@cornes.jp
http://www.cornestech.co.jp

■コーンズテクノロジーはフィンランドRikola社が開発したスナップショット型の小型ハ
イパースペクトルカメラの販売を開始した。可視および近赤外線領域におけるスナップシ
ョット撮影を可能にするもので，チューナブルなファブリーペローイメージングフィルタ
を用いることで，小型・計量（720 g），撮影の高速化を実現。30 fpsで撮影時のピクセル数
が1024×648と大きいのも特長。搭載重量負荷が限定されるドローンやUAVへの搭載が可
能で，植生・鉱物などのリモートセンシングや環境モニタリングに適している。

■�両端FC型極短接続器

㈱カルテック カルマック事業部
TEL 0574-27-3322　FAX 0574-28-1010
http://www.quartec.co.jp

■光ファイバー接続関連専門メーカーのカルテックは両端FC型極短接続器を開発し，販
売を行なっている。両端コネクタの光結合器で，全長約30 mmという短い光パッチケーブ
ルとなっており，通信用SMF9/125やSIF（Low-OH, High-OH）105/125, 120/132, 150/165, 

200/220, 300/330, 400/440, 600/660, 800/1000と内蔵する光ファイバーの種類も豊富。また異
種・異外径融着済光ファイバーの組込みも可能。PC，APC，Fの端面研磨。固定減衰器や
FBG温度センサー，歪みセンサー，小型モードスクランブラなど幅広い応用が期待できる
という。

■�光切断法による3次元画像処理ライブラリ
「AZP-ALS-01」バージョン2.0

㈱アバールデータ 営業部
TEL 042-732-1030　FAX 042-732-1032
E-mail: sales@avaldata.co.jp
http://www.avaldata.co.jp

■アバールデータは2014年に発売開始した「光切断法」による三次元画像処理ライブラリ「AZP-ALS-01」を
改良したバージョン2.0を発売した。今回のバージョンアップでは⑴CPU処理速度高速化（従来ソフトの約5倍）
を実現。撮像カメラを垂直に設置することで⑵縦横比の等しい画像の取得でき⑶デプスマップおよびテクスチ
ャ画像が鮮明になった。「AZP-ALS-01」は，高額な撮影機材を用いなくとも，従来技術と比べ高精細かつ高速
で測定を実現できる。一般的なカメラで撮影した画像検査では，検査対象物の凹凸の影響によりできた「影」
なのか「汚れ」のか判断が難しい場合が多くあったが，高さも同時に測定することにより，製品の欠け，キズ，
汚れなどの検査項目が一度の測定で可能となり，自動車，鉄鋼，建築，食品業界などへの応用が期待されている。
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