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特 集   透明バルクセラミックスとその応用
 54	■	総論
	 		 横浜国立大学　多々見純一

 56	■	新しい材料科学の創造—透明セラミックスの開発を通じて—
	 		 ㈱ワールドラボ　池末明生

 63	■	透明ナノ結晶化ガラスとレーザーによる単結晶パターニング
	 		 長岡技術科学大学　小松高行，本間　剛

 69	■	光学的異方性をもつ結晶系でのセラミックスの透明化
	 		 長岡技術科学大学　田中　諭

 75	■	透明蛍光窒化物セラミックスの開発
	 		 公益財団法人神奈川科学技術アカデミー　高橋拓実
	 		 横浜国立大学　多々見純一

Interview

 80	■		最先端の光学技術で文化財を守る
	 		 東京文化財研究所　犬塚将英

特別レポート

 101	■		大型低温重力波望遠鏡「KAGRA」と重力波観測
	 		 東京大学　三尾典克

連 載

 107	■	よく分かる光学機器入門	
	 		第3回　顕微鏡
	 		 チームオプト㈱　槌田博文

 114	■	ひかり発見	
	 		第18回　偏光子Ⅲ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

シリーズ

 118	■	ドレスト光子が切り拓く革新的光技術	
	 		第3回　	ドレスト光子発光デバイス
	 		 特定非営利活動法人ナノフォトニクス工学推進機構　川添　忠

 123	■	若手研究者の挑戦	
	 		第10回　	カルコゲン化合物を用いた中赤外波長可変コヒーレント光源
	 		 国立研究開発法人理化学研究所　湯本正樹

Photo-Tech News & Report

 87 ■		水処理へのUV-LED応用が加速─水ingがUV-LED水消毒装置を開発
 89 ■		人の肌がディスプレイに！超柔軟有機LEDの大気安定動作に成功
 91 ■		医療機器市場を狙う近赤外線LED分光装置
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【From Editor's】
2016年4月号から掲載しているインタビュー記事はいかがでしょう
か？インタビューではこれまで光技術を使用して研究・開発に取り組
んでいる方にスポットライトを当てていますが，使用している側のお
立場で装置に対するニーズもお聞きしているのが，ポイントです。

今月号は，東京文化財研究所の犬塚将英氏に登場していただきました。
指定文化財を学術・科学的知見によって調査・分析することで，歴史
的背景を紐解くのはもちろん，その後の保存，修復につなげる重要な
役割を担っています。

調査は慎重を有します。「人よりも，文化財の安全が第一」が業界の
常だそうで，所蔵元に対しても安全と安心が強く求められます。その
ため，調査・分析には非破壊・非接触の機器を使用しますが，機器の
取り扱いにも十分な配慮が重要となります。神経をすり減らす思いが，
ひしひしと伝わるものでした。

お話をいただいたのは東文研の分析化学研究室で実施されているとい
う，X線装置からテラヘルツ装置を利用した具体的な調査事例が中心
で，非常に興味深い内容となっています。

犬塚氏には画像提供において多大なるご尽力をいただきました。この
場をお借りし，御礼を申し上げます。

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

95	■		量子カスケードレーザー市場2020年には5億
6700万ドルに
㈱グローバルインフォメーション　常岡理恵

139	■	トピックス：海外展示会レポート
  2016 Photonics West海外調査報告⑵
 ─技術セグメントを中心に

93	■	光業界トピックス
 ・ 2016年日本国際賞に細野秀雄東工大教授が受賞
 ・ 経産省，レーザー表示機器の技術基準見直し

94	■	Webジャーナル　ニュースランキング
144	■	CALENDAR
145	■	EVENT
146	■	PRODUCTS	INFORMATION

コラム

131	■	USA	Today
	第86回　セットトップ・ボックスの自由化
Optomarketing	USA　中島和宏

130	■	ひかりがたり
第39話　暗闇に光
月谷昌之介

128	■	発明・特許のこぼれ話
第102回　窒素固定法
友野国際特許事務所　鴫原正義

138	■	アナザーアングル
vol.30　日本語の「ちから」
編集顧問　川尻多加志

■ 次号（2016年7月号）の特集予定
特 集 「 光技術の宇宙応用」

（敬称略）
・総論

理化学研究所　和田智之
・マイクロサテライトと光応用計測

北海道大学　高橋幸弘
・高強度レーザーを用いたダークマター計測

広島大学　本間謙輔
・レーザーの宇宙デブリ除去と宇宙推進機への応用

理化学研究所　戎崎俊一
・宇宙での太陽エネルギーの創出とエネルギー地上伝送

光産業創成大学院大学　藤田和久
・宇宙におけるレーザーを利用した計測

宇宙航空研究開発機構　境澤大亮
・宇宙における光学計測システムの歴史

理化学研究所　津野克彦
・光衛星通信の研究開発動向

情報通信研究機構　豊嶋守生

（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）
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11.15 ̶ 17火 木

科学技術館
10:00～17:002016

（東京 北の丸公園内）

OPTRONICS

株式
会社主催・事務局 〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5　サンケンビル1F

TEL 03-3269-3550　FAX 03-5229-7253

2016年6月30日（木）までのお申込みで出展料 5%OFF !

本展に初めて出展される企業様は出展料 10%OFF !
※本特典をご利用の場合、早割特典は適用されません。

※

早割特典

トライアル出展

協賛・協力（予定）日本フォトニクス協議会／日本光学会／レーザー学会／日本分光学会／日本赤外線学会
光学薄膜研究会／JPC紫外線研究会／可視光半導体レーザー応用コンソーシアム／レーザー輸入振興協会

http://www.optronics.co.jp/fair
オプトロニクス　科学技術フェア 検 索お申込はWEBサイトをご利用下さい。

科学技術フェア2016
̶ 光技術で飛躍する日本へ ̶

赤外線フェア第
6
回

光学薄膜フェア第
3
回

同時開催 光科学フォーラムサミット／関連技術セミナー

分光フェア第
3
回

紫外線・X線フェア第
3
回

第
１
回レーザー科学フェア

オプティクス・試作加工フェア
IoTセンサ・光デバイスフェア

レーザー照明・ディスプレイゾーン特 設

光とレーザーの
出展社募集のご案内

第
１
回

第
１
回
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事務局 〒162-0814　東京都新宿区新小川町5-5　サンケンビル
TEL 03-3269-3550　E-mail： event@optronics.co.jp　http://www.optronics.co.jp

後　　援　日本貿易振興機構（ジェトロ）／在日ドイツ商工会議所

10：00～17：00
4.192017  ̶21水 金 パシフィコ横浜

展示ホール／アネックスホール

OPTICS & PHOTONICS International Exhibition

OPIE’17
OPTICS & PHOTONICS International Exhibition

OPIE ’17

出展小間位置 は申込小間数、申込日の優先順 にてお決めいただけます。

インターナショナルパートナー

本展に初めて出展される企業様は出展料 10%OFF !
10月31日（月）までのお申込で出展料 5%OFF !5%OFF !

※

早割特典

トライアル出展

総括主催　

2017年4月19日(水)～21日(金)
パシフィコ横浜　会議センターOPIC 2017 http://opicon.jp/同時開催

OPTICS & PHOTONICS International Congress

統括主催：OPI協議会

光測定＆ポジショニングEXPO

特設　レーザ－照明／ディスプレイゾーン
　　　光ファイバーゾーンレーザ－EXPO メディカル＆イメージングEXPO

レンズ設計・製造展 宇宙・天文EXPO

赤外・紫外応用技術展 マイクロ・ナノ応用技術展

光に関する国際会議（OPIC）と連動した展示会で、研究・開発技術者が一堂に会します!光に関する国際会議（OPIC）と連動した展示会で、研究・開発技術者が一堂に会します!

光ビジネスの国内最大級展示会！出展募集中

2017年は

 4月開催！
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■	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。

■	高速ライン型欠点検出装置「LS-70J」

竹中システム機器㈱ TEL 075-593-9300　FAX 075-593-9790
E-mail: sales@takex-system.co.jp
http://www.takex-system.co.jp

■竹中システム機器は，自社製のCamera Link出力ラインスキャンカメラに接続して製造工程中の
フィルムや鋼鈑，紙など各種シート状の物体のキズや汚れ，異物やピンホールなどを精度良く検出
する高速ライン型欠陥検出装置「LS-70J」を発売した。データレートは従来機種の8倍となる最大
400 MHzに対応。ライン加算，3×3，7×7画像処理フィルター搭載。出力最大16分割，カラー液晶
モニター搭載。地合変動及び光量変化に対応。欠点同時判定機能4回路を装備。自動エッジ追従機
能にてエッジ不感帯を自由に変更する事が可能。8,192画素ラインスキャンカメラを接続した場合，
従来2台を要したラインでも1台で対応可能。価格は69万円（税別，マッピングソフトは48万円）。

■	QCLテラヘルツ光源	
「TeraCascade1000」

㈱日本レーザー 営業本部
担当：冨田恭平
TEL 03-5285-0853　FAX 03-5285-0860
E-mail: tomita@japanlaser.co.jp
http://www.japanlaser.co.jp

■日本レーザーはフランスLytid社製の量子カスケードレーザー（QCL）テラヘルツ光源
「TeraCascade1000」の販売を開始した。電源やコントローラーが一体型となったコンパク
トなデザインで，最大1 mW以上の出力を持つ。サイズは250×460×500 mm，重さは<10 

kg。テラヘルツ応用の経験がない技術者にも使いやすいように設計されているとし，本体
に付いたタッチパネルから簡単に操作することができる。バイオ，医療，セキュリティ，
非破壊検査といった応用が期待されている。周波数範囲は2.5 THz（112 mm）。概算価格は
1,000万円～。

■	紫外可視分光光度計「UV-1850」

㈱島津製作所 分析計測事業部	グローバルマーケティング部		
マーケティングコミュニケーショングループ
TEL 075-823-1468　FAX 075-841-9325
http://www.shimadzu.co.jp

■島津製作所は，測光繰り返し精度と迷光性能が向上し，米国食品医薬品局（FDA）の電子記録・電子署
名に関する規則「FDA 21CFR Part 11」で要求される機能を備えたソフトウェアで制御可能な紫外可視分光
光度計「UV-1850」を発売した。特定の波長の光を取り出すための主要部品に同社製の低迷光回折格子「ロ
ーレライ」を採用しており，各国の薬局方に対応する分解能1 nmを実現しながら，一部の紫外域における
迷光性能を約2倍に，測光繰り返し精度を3～5倍に向上させた。また，同社のネットワークシステムへ
「UVProbe」を接続することが可能で，同社製の各種クロマトグラフやフーリエ変換赤外分光光度計などの
分析装置と一括したデータ・ユーザー管理を行なうことができる。価格は150万円（ソフトウェア込み，税別）。
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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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