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特 集   最先端“光”の創成に向けて！ 
光拠点プログラムに見る注目の研究成果

 56	■	総論：ネットワーク研究拠点による研究開発と人材育成
	 		 光産業創成大学院大学　加藤義章

 60	■	先端レーザー技術の産業展開
	 		 東京大学　小林洋平，趙　智剛，谷峻太郎

 66	■		アト秒科学の展開
	 		 国立研究開発法人理化学研究所　緑川克美

 72	■		X線レーザー光学への展開
	 		 電気通信大学　米田仁紀

 77	■		アト秒精度のコヒーレント制御の開発と応用
	 		 自然科学研究機構分子科学研究所　大森賢治

 83	■	フォトニック結晶による光制御の動向
	 		 京都大学　Menaka	De	Zoysa，井上卓也，浅野　卓，野田　進

 90	■	パワーレーザーによる高エネルギー密度科学の展開
	 		 大阪大学　兒玉了祐

Interview

 96	■		日本の半導体レーザー技術イノベーションの力を強くしたい	
─そのための支援を強力に行なう

	 		 ツルギフォトニクス財団　東盛裕一

Photo-Tech News & Report

 101 ■		人体の深部イメージングや微細がんの発見に光	
─AMEDが生体イメージング研究の成果を発表

フォトニクス ワールドマーケット＆トレンド

 107 ■		プロセス用分光器市場規模	
2020年に15億米ドルに

	 		 ㈱グローバルインフォメーション　常岡理恵

連 載

 111	■	よく分かる光学機器入門	
	 		最終回　半導体レーザーとLED
	 		 早稲田大学　波多腰玄一

 121	■	ひかり発見	
	 		第22回　ホログラムⅡ
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

シリーズ

 125	■	若手研究者の挑戦	
	 		第12回　	真空紫外光による光加工技術の新展開
	 		 東京工業大学　山本貴富喜
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【From Editor's】
今月号の特集は，2008年度から開始している文部科学省の「最先端
の光の創成を目指したネットワーク研究拠点プログラム」（光拠点プ
ログラム）に焦点を当て，先端光科学技術の展開を解説しています。

この光拠点プログラムでは，大学・研究機関が取り組む研究開発や人
材育成を横断的に結び付け，光科学技術の発展を目指しています。こ
れまで光技術は多くのイノベーションを生み出してきましたが，ここ
で生まれた成果が日本の科学技術・産業の強化につながることが期待
されています。

今回，レーザー加工，アト秒，X線レーザー光学，フォトニック結晶
技術，パワーレーザーに関する先進的研究の動向を取り上げています。
本特集企画にあたっては，光創成大学院大学学長・加藤義章先生を始
め，多くの先生方にご尽力をいただきました。厚く御礼申し上げます。

表紙は特集に関連しますが，この9月7日に開催された日本フォトニ
クス協議会定例会で，理化学研究所の見学会が行なわれた際，緑川克
美先生の研究室で撮影されたものです。最近，実験機を拝見させてい
ただく機会も増えてきましたが，それらを構成する光源や光学部品が
どこのメーカーのものなのかに興味が行っています。

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。

	 105	■	ニュースダイジェスト
	 106	■	光業界トピックス
    ・ 「第19回光設計賞」の受賞者が決定
    ・ 東海大学，ニコンインステックとの産学連携包括協

定を締結─東海大学イメージング研究センターを開
設へ

	 142	■	 トピックス：海外展示会レポート
      台北国際光電週が閉幕 

バイヤーが新たな商機を模索

	 147	■	CALENDAR
	 149	■	EVENT
	 150	■	PRODUCTS	INFORMATION
コラム

 131	■	ひかりがたり
	 		 第43話　レイリーとミーの間
	 		 月谷昌之介

 132	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第106回　歩数計と万歩計
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 134	■	アナザーアングル
	 		 vol.34　オリンピックに思う
	 		 編集顧問　川尻多加志

 135	■	USA	Today
	 		 	第88回　建築ラッシュ〜シリコンバレーの風景
	 		 Optomarketing	USA　中島和宏

■ 次号（2016年11月号）の特集予定
特 集 「 注目のレーザー・光技術応用研究」

（敬称略）
・総論─レーザー総研の研究概要と研究成果のポイント─

（公財）レーザー技術総合研究所　井澤靖和
・レーザーを用いたコンクリートの健全性評価

（公財）レーザー技術総合研究所　島田義則
・レーザーを用いた環境計測の可能性

（公財）レーザー技術総合研究所　染川智弘
・レーザーを用いた複合・多層材料の加工

（公財）レーザー技術総合研究所　藤田雅之
・レーザーを用いたナノ粒子生成技術

（公財）レーザー技術総合研究所　谷口誠治
・レーザープラズマシミュレーションの最前線

（公財）レーザー技術総合研究所　砂原　淳
・レーザー応用に役立つ長寿命・高耐力光学素子

（公財）レーザー技術総合研究所　本越伸二

（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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The Moscone Center 
San Francisco, California, USA 

Conferences & Courses 
28 January–2 February 2017

Photonics West Exhibition
31 January–2 February 2017

BiOS EXPO 
28–29 January 2017

PHOTONICS
WEST

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.

BiOS—Biomedical Optics
BRAIN—Neurophotonics
Translational Research
LASE—Lasers and Sources
OPTO—Optoelectronic Devices
3D Printing
Industry Sessions

THE PREMIER EVENT FOR THE PHOTONICS AND LASER INDUSTRIES

Register Today
www.spie.org/2017pw

www.spie.org/2017pw
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Co-sponsored by:          Sponsored by:

OPTIFAB
EXPERIENCE NORTH AMERICA’S PREMIER 
OPTICAL FABRICATION SHOW
CONFERENCES/COURSES/EXHIBITION

Rochester Riverside Convention Center 
Rochester, New York, USA 

Exhibition: 17–19 October 2017 
Conference and Courses: 16–19 October 2017

Call for Papers  
opens January 2017
www.spie.org/2017ofbinfo

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.
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■ サブナノ秒パルスファイバーレーザー発振器
「NLC-APFL-8/10-1050-SNIS」

日星電気㈱ TEL 053-485-7227　FAX 053-485-6908
http://www.nissei-el.co.jp

■日星電気はピコ秒からナノ秒領域で広範囲にパルス幅が選択できるパルスファイバーレ
ーザー発振器「NLC-APFL-8/10-1050-SNIS」の販売を開始した。高いビーム品質と用途に
合わせた短パルスの選択により，高精度な微細加工が可能。空冷でコンパクトなオールフ
ァイバー設計により，取り扱いが容易。主な仕様はパルス幅：60 ps～1,000 ps可変，繰返
し周波数：100 kHz～1,000 kHz，平均出力パワー：10 W以上，波長：1050 nm，ビーム品質：
M2＜1.1。主な用途は微細マーキング，塗装・酸化膜の除去。

■ 金属，樹脂，プラスチック，ガラス上の 
コーティング厚計測向け非接触測定システム

㈱オプトサイエンス 営業部
TEL 03-3356-1064
E-mail: info@optoscience.com
http://www.optroscience.com

■オプトサイエンスは，フランスenovasense社の非接触膜厚測定システムの取り扱いを開
始したと発表した。この製品は，測定対象物にレーザー光を照射し，僅かながら変化した
表面温度（輻射熱）を観測し，独自のアルゴリズムで膜厚測定を行なうもの。非接触での
測定に加え，1秒以内の測定時間は，インラインでの使用にも耐えられる製品となっている。
金属，プラスチック，複合材，ガラス上などに施されたコーティング，メッキなど様々な
材料，材質に対応可能。高速性と非接触を両立した膜厚測定である。

■ 高スループット走査型プローブ顕微鏡
「SPM-9700HT」

㈱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，従来機の5倍以上のスピードで画像データが取得できる高スループット
走査型プローブ顕微鏡「SPM-9700HT」を発売した。高速応答を実現する新開発のHTスキ
ャナーを採用するとともに，制御系の設計やソフトウェアを最適化することで画像取得の
高速化を達成。試料の交換についても，独自のヘッドスライドメカニズムを採用すること
で可能にし，さらに機構の安定性維持も両立させた。価格は1,200万円（ソフトウェア込み，
税別）。

■ 5メガピクセル近赤外対応バリフォーカル
レンズPアイリスタイプ

㈱タムロン 特機事業本部　営業部
TEL 048-684-9129　FAX 048-683-8594

■タムロンは，5メガピクセル近赤外対応バリフォーカルレンズ1/1.8型12－50 mm　F/1.4

のPアイリスタイプ「M118VP1250IR」を発売した。望遠域で最も使用頻度の高い焦点距
離をカバーした近赤外対応レンズで，色収差近赤外域の性能，周辺解像を大幅に改善し，
真の昼夜メガピクセル監視用レンズを実現。低照度にも強い光学設計で，フレア・ゴース
トも低減させた。
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■ 300 mmウエハーステージ搭載ラマン顕微鏡
「RAMANdrive」

ナノフォトン㈱ マーケティング部
TEL 06-6878-9911
E-mail: info@nanophoton.jp

■ナノフォトンは，半導体ウエハーの応力イメージング評価に適した300 mmウエハーステージ搭
載ラマン顕微鏡「RAMANdrive」を発売した。独自のラマンイメージング機能により，半導体材料
中の応力や結晶多形，欠陥などの分布をサブミクロンの空間分解能で非破壊分析し，その分析を3

次元で可視化できる。最大300 mmのウエハーステージを搭載しており，新開発のステージナビゲ
ーションシステムの搭載によってユーザー所有の異物・欠陥検査装置で取得した座標データを読
み込み，分析対象のパーティクルや欠陥の存在する座標へ正確かつスムーズにステージを電動で
動かす。また，暗視野観察機能により，100 nm以下の微小異物も明瞭に観察することができる。

■ ALPAO社製の新型デフォーマブルミラー

オーテックス㈱ 担当：喜野
TEL 03-3226-6321　FAX 03-3226-6290
E-mail: kino@autex-inc.co.jp
http://www.autex-inc.co.jp/

■オーテックスは，フランスALPAO社製の新型デフォーマブルミラーの取り扱いを開始し
た。今回，ALPAO社では仕様を落すことなく，大幅な小型化に成功したという。厚みは80 

mmあった従来品に比べ，1/4以下の18.6 mm，重さも480 gから180 gと軽量・薄型化した。
これにより，光学系内で狭い部分に投入することや光学系の全体的な小型化も可能とした。

BEFORE AFTER

■ 11波長対応・単一周波数レーザー光源
「SFLDシリーズ」

㈱光響 TEL	070-6925-5558
E-mail:	info@symphotony.com

■光響は，DBRレーザーダイオード，電流コントローラー，温度コントローラー，ホルダ
ーが一体になった11波長対応・単一周波数レーザー光源の販売を開始した。対応波長は
767 nm，770 nm，780 nm，785 nm，795 nm，852 nm，895 nm，920 nm，976 nm，1064 nm，
1083 nm。ACアダプタもついているため，直流電流が不要。電流値や温度は基板上のLCD

で確認することができ，また外部PCでのコントロールも可能。

■ OPTOCRAFT社製，最新高分解能 
バージョンのシャックハルトマンセンサー

オーテックス㈱ 担当：喜野
TEL 03-3226-6321　FAX 03-3226-6290
E-mail: kino@autex-inc.co.jp
http://www.autex-inc.co.jp/

■オーテックスはドイツOPTOCRAFT社製の，高分解能バージョンのシャックハルトマン
センサーの取り扱いを開始した。従来の高分解能バージョンに比べ，2倍（1/2レンズサイズ）
のマイクロレンズアレイを採用した最新モデルで，これにより，駆動系，レンズなどの拡
大光学系を必要とせずに>1㎜径のレーザービーム計測（M2，プロファイル）が可能となる。
また，従来のソフトウェアが付属されているので，レンズ計測などの波面計測も行なえる。
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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

	ア

□	AkiTech	LEO ㈱	…………………… 44
□	㈱インデコ	 ………………………… 25
□	Aerotech	 …………………………… 13
□	エドモンド ･ オプティクス・ジャパン㈱	
		 …………………………………………… 5
□	FIT リーディンテックス㈱	 ……… 39
□	オーシャンフォトニクス㈱	 ………… 7
□	オーテックス㈱	 …………………… 11
□	㈱雄島試作研究所	 …………… 36,	37
□	㈱オフィールジャパン	 …………… 24
□	㈱オプトサイエンス
　……………………3000,	28,	29,	30,	31

	カ

□	カンタムエレクトロニクス㈱	 … 2000
□	紀伊国屋書店	 ……………………… 49
□	㈱グラビトン	 ……………………… 41
□	ケイエルブイ㈱	 …………………… 23
□	㈱光学技研	 ………………………… 51
□	コーンズ	テクノロジー㈱	…… 34,	35

35	サ

□	㈱三恵舎	 ……………401（掲載頁 53）
□	昭和オプトロニクス㈱	 ……………… 6
□	スペクトロニクス㈱	 ………………… 9
□	Zemax	Japan ㈱	…………………… 12
□	ソーラボジャパン㈱	 …………… 4000

	タ

□	㈱ダウ	 ………………402（掲載頁 53）

□	㈱東京インスツルメンツ	 …… 20,	21
□	トライオプティクス・ジャパン㈱	 43

	ナ

□	二光光学㈱	 ………………………… 19
□	日本特殊光学樹脂㈱	 ……………… 42
□	㈱日本レーザー	 ……………… 26,	27

	ハ

□	ハイフィネス・ジャパン㈱	 ……… 46
□	㈱ハナムラオプティクス	 …… 32,	33
□	フォトテクニカ㈱	 ………………… 38
□	フジトク㈱	 ………………………… 45
□	㈱プロリンクス	 …………………… 40
□	分光計器㈱	 ………………………… 18

	マ

□	㈱マテリアルテクノロジー	 ……… 17

	ヤ

□	山本光学㈱	 ………………………… 10

	ラ

□	㈱ルクスレイ	 ……………………… 22
□	㈱ルミネックス	 …………………… 47

	展示会

□	LASER	World	of	PHOTONICS	
　　CHINA	2017	 …………………… 16

OPIE	'17	 ………………………………… 8
SPIE	OPTIFAB	2017	………………… 15
SPIE	PHOTONICS	WEST	2017	…… 14
科学技術フェア 2016	………………… 50

	OPTICS&PHOTONICS International Showcase

□	㈱アートレイ	 …… 501（掲載頁 136）
□	㈱アイ・アール・システム
　……………………… 502（掲載頁 136）
□	㈱アイセイ	 ……… 503（掲載頁 136）
□	㈲ WAVE	OPTO	… 504（掲載頁 137）
□	FIT リーディンテックス㈱
　……………………… 505（掲載頁 137）
□	㈱オプセル	 ……… 506（掲載頁 137）
□	オプトシリウス㈱	 507（掲載頁 138）
□	カンタムエレクトロニクス㈱
　……………………… 508（掲載頁 138）
□	㈱キーストンインターナショナル
　……………………… 509（掲載頁 138）
□	㈱木下光学研究所	 510（掲載頁 139）
□	TEM ㈱	…………… 511（掲載頁 139）
□	㈱日本レーザー	 … 512（掲載頁 139）
□	㈱フェイラ	 ……… 513（掲載頁 140）
□	フォトテクニカ㈱　	514（掲載頁 140）
□	フォトンリサーチ㈱
		 ……………………… 515（掲載頁 140）
□	三田技研㈲	 ……… 516（掲載頁 141）

簡単！迅速！オンライン資料請求をご利用ください！ www.optronics.co.jp/bs/資料請求が直接各企業に Mail 送信されますので早くお手元に資料が届きます。

資料請求 No. 資料請求 No. 資料請求 No.

2016 年 10 月号広告目次



〈資料請求 No.3000〉



〈資料請求 No.4000〉


	2016年10月号表紙
	目次01
	目次02
	特集：光拠点プログラムの研究成果
	総論：ネットワーク研究拠点による研究開発と人材育成
	先端レーザー技術の産業展開
	アト秒科学の展開
	X線レーザー光学への展開
	アト秒精度のコヒーレント制御の開発と応用
	フォトニック結晶による光制御の動向
	パワーレーザーによる高エネルギー密度科学の展開

	Interview
	日本の半導体レーザー技術イノベーションの力を強くしたい-そのための支援を強力に行なう―ツルギフォトニクス財団　東盛裕一氏

	Photo-Tech news & Report
	人体の深部イメージングや微細がんの発見に光

	News Digest
	光業界トピックス
	フォトニクスワールドマーケット＆トレンド
	連載
	よく分かる光学機器入門　最終回
	ひかり発見　第22回

	シリーズ
	若手研究者の挑戦　第12回

	コラム
	ひかりがたり　第43話
	発明・特許のこぼれ話　第106回
	アナザーアングル
	USA Today　第88回

	トピックス：海外展示会レポート
	台北国際光電週が閉幕　バイヤーが新たな商機を模索

	カレンダー＆イベント
	PRODUCTS INFORMATION



