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特 集   光学設計・素子・機器のトピックス
 60	■		総論
	 		 チームオプト㈱　宮前　博

 63	■		異常分散特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
	 		 キヤノン㈱　石橋友彦

 68	■		解析幾何光学を用いた光散乱導光ロッドの設計
	 		 ㈱東芝　大野博司

 73	■		フレネルゾーン開口を用いたレンズレスライトフィールドイメージング
	 		 ㈱日立製作所　星沢　拓，中村悠介，田島和幸，佐尾真侑，島野　健

 76	■		ハイパワー可視域半導体レーザの計測・検査用途への応用
	 		 ウシオ電機㈱　小田史彦

 81	■	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

Zoom Up

 101	■		光無線給電が拓く未来
	 		 東京工業大学　宮本智之

Interview

 86	■		次世代灯台への採用が射程に入ったCOB光源	
─海上保安試験研究センターで進む開発

	 		 海上保安庁　品野　馨

Photo-Tech News & Report

 92 ■		新たなアプローチが試されるテラヘルツ波デバイス	
─JSTプログラムに見るその動向

マーケットレビュー

 96	■		LED世界市場，自動車やウェアラブルデバイス分野向けに注目集まる！

連 載

 114	■	ひかり探検	
	 		第4回　マーブルチョコ（M＆M’S）の色Ⅱ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋
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	 131	■	EVENT
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 118	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第114回　気球
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 120	■	ひかりがたり
	 		 第51話　タイムトンネル
	 		 月谷昌之介

 121	■	アナザーアングル
	 		 vol.42　安全だけど安心しない
	 		 編集顧問　川尻多加志

追悼

 127	■	山中千代衛先生を偲んで
	 		 公益財団法人レーザー技術総合研究所　所長　井澤靖和

 128	■	山中千代衛先生への感謝を込めて
	 		 ㈱オプトロニクス社　代表取締役会長　上野直樹

【From Editor's】
4月19日から3日間，パシフィコ横浜にて開催された光技術総合展
「OPIE ’17」には多くのご来場をいただき，盛況のうちに幕を閉じるこ
とができました。今月号ではフォトレポートとして，OPIE7 ’17のもよ
うをお届けします。

来年に向けての準備もスタートを切りましたが，この11月14日から開
催する「光とレーザーの科学技術フェア2017」もあります。展示会は
Face	 to	 Faceのビジネスマッチングを支援する重要な役割を担います。
出展社と来場者が満足できる企画を求め，これから走り始めていきます。

さて，今月号の特集は「光学」にスポットライトを当て，設計・素子・
機器と間口を広げて最新のトピックを集め，解説していただきました。
光学なくして優れた技術や製品は生まれません，というのがこの業界の
常ですが，例えば，レーザーを開発するにしても，ビームを制御するに
しても光学が極めて重要な基盤技術となります。今回解説するトピック
スは，今後の光学産業の発展に大きく期待できるものだと思います。

ちなみに表紙画像ですが，次世代灯台用LEDです。インタビューでは5
月号と2号にわたってお送りする“灯台”の話を伺っています。灯器も
LED化が進み始めています。光源としての灯台の開発と役割について
非常に興味深い話しを聞くことができました。

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7月号）の特集予定
特 集 「 いま注目の中赤外レーザーとその応用（仮題）」

（敬称略）
・	総論

東海大学　山口　滋
・	中赤外レーザーの医療応用

大阪大学　間　久直，粟津邦男
・	Er：YAGレーザーの歯周治療への応用

東京医科歯科大学　青木　章
・	産業／医療応用向け次世代メタルシールドCOレーザーとそ
の応用

コヒレント・ジャパン㈱　東谷明郎
・	量子カスケードレーザーと計測応用

浜松ホトニクス㈱　秋草直大
・	ガスセンシング用低消費電力中赤外量子カスケードレーザー

住友電気工業㈱　吉永弘幸
・	広帯域中赤外レーザーの発生手法と期待される分光応用

東海大学　遊部雅生
・	CT半導体レーザー吸収法とその応用

徳島大学　出口祥啓

（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）

今月号の「USA Today」，「若手研究者の挑戦」は著者の都合に
よりお休み致します。
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■ UVロングパスフィルター

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，直径12.5 mm，25 mm，50 mmの3種類のUV

ロングパスフィルターを新たにラインナップした。これらのフィルターは，UVグレード
合成石英基板，l /4の透過波面精度，および40－20の表面品質を備える。本フィルターは
200～1650 nmの波長帯で機能し，生物医学やイメージング，検査用などのアプリケーショ
ンに対応する。また，損傷する可能性のある素材へのUV光の照射を防ぎ，プローブビー
ムを遮断しながらも蛍光の透過を可能にする。透過率は>91％，VIS及びNIRスペクトル
での低い反射率を実現する。

■ 非軸放物面メタルミラー

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，非軸放物面メタルミラーの新製品をラインナ
ップに加えた。光干渉法によってテストされ，最小50Å（RMS）までの面粗さオプション
を備える。本ミラーは波長に依存していないため，広波長帯域にわたり球面収差や色収差
フリーを実現。シュリーレンやMTF，FLIRやFTIRを始めとする装置やレーザーシステム，
また IRレーザーでの使用に最適としている。15°，30°，45°，60°，90°の非軸角度オプシ
ョンもラインナップしている。

■ 超近赤外線HDカメラ「CYB-1300SA」

サイ・アイ㈱ TEL 03-3635-2891　FAX 03-3635-2892
E-mail: cybereyecompany@gmail.com

■サイ・アイは超近赤外線HDカメラ「CYB-1300SA」を発売した。また，これを用いて
ICG蛍光造影法による静脈内の鮮明な映像観察にも成功した。本カメラは1/3インチCMOS

イメージセンサーを採用し，感度は従来品の約10倍。最低照度は0.05 lxで，1300 nmの超
帯域感度特性を持つ。電子ズームは1.0～8.0，使用温度は–20℃～50℃。生体観察のほか，
太陽電池ウエハーやナイトビジョン，基本波YAGレーザーの観察にも適している。価格は
38万円。

■ 耐衝撃・高硬度クリアガラスセラミックス 
「ナノセラムTM」

㈱オハラ TEL 042-772-2101　FAX 042-774-1071
E-mail: sale@ohara-inc.co.jp
http://www.ohara-inc.co.jp/

■オハラは耐衝撃・高硬度クリアガラスセラミックス「ナノセラム TM」が，携帯電話の周辺アクセサリー取扱い企業に，
液晶保護ガラスとして相次いで採用されたと発表した。この製品は，ガラス中に6 nmという極微細な結晶を析出させ
ることで，実用的な透過率を維持しつつ，極めて高い耐衝撃性を実現したガラスセラミックス。従来の化学強化ガラス
を上回る硬度と，サファイヤクリスタルガラス以上の柔軟性という，液晶保護ガラスフィルムには理想的な性質を持ち
合わせている。評価試験結果も，高強度（耐衝撃性），高硬度（スクラッチ性能），ドロップ ボールテスト，曲げ強度（し
なやかさ）等，ほぼ全ての試験結果で，従来の全てのガラスフィルムの性能を越えているという。同社ではこのガラス
セラミックを，サファイヤクリスタルガラスに代わる製品として様々な用途向けに販促活動を行なっている。
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■ 891 fps高速30万画素のリーズナブルカメラ
「VCXU-02／-123（USB3.0）」

㈱アルゴ TEL 06-6339-3366　FAX 06-6339-3365
E-mail: argo@argocorp.com
http://www.argocorp.com

■アルゴは，ドイツBaumer社製のリーズナブルなカメラ「VCXU-02」と高画質・小型1,200 m，万画素カ
メラ「VCXU-123（USB3.0）」の取り扱いを開始した。VCXU-02はON Semiconductor製の高速CMOS 

PYTHONを搭載し，解像度640×480で891 fpsの高速取り込みが，VCXU-123はソニー製のCMOS Pregiusを
搭載し，解像度4096×3000で31 fpsの高速取り込みが可能。共通するのはBaumer社の堅実な設計が，小型
ながらも安定した動作とデータ出力を提供。付属SDKのBaumer-GAPIは開発者にとって直感的なインター
フェイスが支援され，ソフトウェア開発用のマニュアル内容も充実。Window（32/64 bit）に対応する。また，
USB3 VisionやGEN<i>CAM APIにも対応しているので，各種サードパーティー製ソフトでの動作も可能。

■ 高速・高解像度10 GigEカメラ 
「HT＆HRシリーズ」

㈱アルゴ TEL 06-6339-3366　FAX 06-6339-3365
E-mail: argo@argocorp.com
http://www.argocorp.com

■アルゴは，カナダEmergent Vision Technologies（EVT）社製の10 GigEインターフェイスカ
メラ「HT&HRシリーズ」の取り扱いを開始した。10 Gb/sという広帯域インターフェイスに
より，GigEカメラに比べると，高速で高解像度のデータ転送が可能。CameraLinkに比べ，ケ
ーブル長・コストの面で優位性がある。ソニー製のPregiusセンサー，CMOSISの高速センサ
ーが搭載され，EVT社とボードメーカー共同開発のマシンビジョンに特化した10 GigEカード
も一緒に購入することができる。オプションのBirgerマウントアダプタを付けることで，キヤ
ノンEFマウントレンズのアイリス・フォーカスをEVT社のAPIで制御することもできる。

■ 高速データ取得・バッファリング分光器
「Ocean-FX」

オーシャンフォトニクス㈱ 営業部　光計測ソリューション課
TEL 03-6278-9470　FAX 03-6278-9480
E-mail: sales@oceanphotonics.co.jp
http://www.oceanphotonics.com

■オーシャンフォトニクスは，米国OceanOptics社製の高速データ取得・バッファリング分
光器「Ocean-FX」の販売を開始した。特に紫外域及び近赤外領域において高感度なCMOS

リニアイメージセンサを内蔵した，小型で低価格のファイバ入力式マルチチャンネル分光
器で，10 msecの短時間露光でのバッファリング（50,000スペクトル）機能において最大
4,500スキャン /秒のデータ取得が可能なことに加えて，インタフェースには従来のUSBの
他，ギガビットイーサネットとWi-Fiも選択できる。食品や農業分野，バイオメディカル
サイエンス分野，OEM組み込みなどのアプリケーションに適している。

■ ハイパワーレーザー耐光を持つ空間光位相
変調器

浜松ホトニクス㈱ 固体営業推進部
担当：福智昇央
TEL 053-434-3311　FAX 053-434-5184
E-mail: fukuchi@ssd.hpk.co.jp

■浜松ホトニクスは，ハイパワーレーザーの耐光性能を実現した，放熱タイプの空間光位相変調
器「X10468シリーズ」，「X13267シリーズ」，「X13138シリーズ」の販売を開始した。耐光性能を
従来の40 W/cm2から210 W/cm2まで向上させ，レーザー加工への応用を可能にした。また，水冷型
ヒートシンクにより放熱効率も高め，ミラーの反射率を高めたことで発熱を抑制した。この製品
を組み込んだレーザー加工機では，レーザービームを分岐させ複数箇所へ同時に照射できるため，
レーザービームを移動させながら1点ごとに照射する方法に比べ生産効率を向上させることができ
る。価格はX10468シリーズが190万円，X13267シリーズが200万円，X13138シリーズが210万円。
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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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