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特 集  光技術で“くるま”は変わる！
 58	■		総論
	 		 自然科学研究機構	分子科学研究所　平等拓範

 62	■		車載ランプの進化
	 		 ㈱本田技術研究所　千々松　良

 67	■		1.5ミクロン帯アイセーフジャイアントパルスマイクロチップレーザー
	 		 自然科学研究機構	分子科学研究所　平等拓範，Lihe	Zheng，石月秀貴

 71	■		車載LiDARの最近の動向
	 		 ㈲パラダイムレーザーリサーチ　鷲尾邦彦

 77	■		エンジン点火用セラミックレーザープラグモジュール
	 		 神島化学工業㈱　村松克洋，八木秀喜，柳谷高公

 81	■		LCOS技術を用いた有機半導体三次元加工技術
	 		 santec㈱　桜井康樹

Interview

 86	■		光技術が可能にする安心・安全な農作物─迫る危機から日本の農業を救え
	 		 農業・食品産業技術総合研究機構　霜田政美

Photo-Tech News & Report

 93 ■		慶應科学技術展に見る光技術─注目の研究・開発

連 載

 98	■	ひかり発見	
	 		最終章
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

シリーズ

 101	■	若手研究者の挑戦	
	 		第15回　	自己組織化InAs量子ドットを用いた近赤外広帯域光源	

─高分解能光コヒーレンストモグラフィーへの応用─
	 		 和歌山大学　尾崎信彦
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【From Editor's】
光・レーザーの応用が自動車産業分野において進んでいます。とりわけ，
車載ランプや車載LiDERの実用化のロードマップには多くの関心が集
まっています。

2017年を迎え，自動車を巡る技術開発はさらなる進展が期待されてい
ますが，今月号の特集は『光技術で“くるま”は変わる！』と題し，車
載ランプと車載LiDARの解説に加え，エンジン点火用プラグレーザー
モジュールとジャイアントパルスレーザーの開発動向，さらに自動車の
エレクトロニクス化を支えるレーザー加工技術を解説しています。

表紙の写真は特集に関連したもので，2015年の東京モーターショーで
提案されていたコンセプトカーより，プロジェクターランプによって路
面に様々な情報を表示している様子です。こうした応用は，自転車やバ
イクなどにも適用できるでしょう。実用化が期待されます。

光技術の普及や新たな光技術の開発には，異業種のウォッチが不可欠と
なってきました。“光”でしか出来ない分野，あるいは光が使える分野
を見つけ出すためにも他の技術の把握も重要で，その対比によって光技
術開発や光ビジネスのソリューションにつなげることができると考えら
れます。オープンイノベーションが注目される中，光技術がその源泉と
なることが期待されます。

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。

	 96	■	ニュースダイジェスト
	 97	■	光業界トピックス
    ・ 一般社団法人光融合技術協会が設立へ
    ・ 日独科学技術，自動走行とフォトニクス分野で協力
    ・ パナソニック，米国テラダイオードを買収

	 117	■	CALENDAR
	 118	■	EVENT
	 120	■	PRODUCTS	INFORMATION

コラム

 107	■	ひかりがたり
	 		 第47話　ヴィーナスのベルト？
	 		 月谷昌之介

 108	■	発明・特許のこぼれ話
	 		 第110回　メンデルとナップ
	 		 友野国際特許事務所　鴫原正義

 110	■	アナザーアングル
	 		 vol.38　競争条件が平等？
	 		 編集顧問　川尻多加志

 111	■	USA	Today
	 		 	第90回　	IoT，ウェアラブル，フレキシブル!!
	 		 Optomarketing	USA　中島和宏

■ 次号（2017年3月号）の特集予定
特 集 「 光・レーザー医学の新潮流（仮題）」

（敬称略）
・	総論

防衛医科大学校　佐藤俊一
・	悪性脳腫瘍の光線力学的治療（PDT）と診断（PDD）

東京医科大学　秋元治朗
・	光線力学的効果を用いた新規不整脈治療

慶應義塾大学　小川恵美悠，荒井恒憲
・	がんの近赤外光線免疫療法

米国国立がん研究所　小林久隆
・	形成外科におけるピコ秒レーザーの意義

東海大学　河野太郎
・	拡散反射分光イメージングの最先端生体計測応用

東京農工大学　西舘　泉
・	OCTの高速化技術の進展

大阪大学　近江雅人

（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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NEW CALIFORNIA 
LOCATION IN 2017

Anaheim Convention Center 
Anaheim, California, USA

Conferences & Courses: 9–13 April 2017
Expo: 11–13 April 2017

DEFENSE +  
COMMERCIAL  
SENSING
THE LEADING GLOBAL EVENT ON SENSING,  
IMAGING, AND PHOTONICS TECHNOLOGIES. 

TWO MAJOR SYMPOSIA:

COMMERCIAL + SCIENTIFIC  
SENSING AND IMAGING
DEFENSE + SECURITY 

Register Today
www.spie.org/DCS2017
                             

CONNECTING MINDS. 
ADVANCING LIGHT.

ANAHEIM, C
A
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コーティング 試作 ● メタルコート
反射膜、ビームスプリッター、光量調整、電極、静電防止

Al、Au、Ag、Cu、Pt、Ni、Cr、Ti
In、Mo、W、Pd、Ir、Si、Ta

● 誘電体コート 
反射防止膜、反射膜、ビームスプリッター
ダイクロイックミラー、偏光ビームスプリッター

● 金属膜コート剥離
フォトマスク基板のCr, Cr2O3剥離
液晶基板の導電膜（ITO）剥離

● 薄膜パターン
   エッチング加工

有限会社セイワ・オプティカル
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3101
TEL：046-226-5620 FAX：046-226-5621
Email：seiwaopt@cronos.ocn.ne.jp

  http://seiwaopt.jp/
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■ 高解像度型・高速応答型LCOS反射型2軸液晶空間光変調器 
「SLM-1920×1152／SLM-Large512×512」

フォトテクニカ㈱ TEL 048-871-0067　FAX 048-871-0068
E-mail: voc@phototechnica.co.jp
http://www.phototechnica.co.jp

■フォトテクニカは米国Meadowlark社製の，高解像度型と高速応答型の2種類のLCOS反射型SLM

の販売を開始した。SLM-1920×1152は特大液晶板（シリコンバックプレーン）により，高感度で
高出力レーザビームにも対応でき，高い回折効率でリップルが殆どない高性能の安定した位相変調
が高速で可能。SLM-Large 512×512は高出力用アプリケーションでより高速処理できる様に光学設
計されており，応答時間が2 msに短縮している。高い回折効率でリップルの殆どない安定した位相
変調が超高速で可能。主な用途はビームステアリング，回折光学素子，ウルトラファーストレーザ
パルスの位相シェーピング，スペクトルのチューニング他，紫外域から近赤外域まで対応可能。

■ 350 nm～1750 nmのレーザー特性評価が可能な
光スペクトラムアナライザ「AQ6374」

横河メータ＆インスツルメンツ㈱ TEL 0120-137-046　FAX 0422-52-6013

■横河メータ＆インスツルメンツは波長範囲が350 nmから1750 nmまでのレーザーの光ス
ペクトルを測定可能にした光スペクトラムアナライザ「AQ6374」の販売を開始した。デー
タ取得の最高分解能2 pm，最大波長サンプル数10万ポイントを実現したことで，広い波長
範囲を1回で高精度に評価・解析する。また，近傍ダイナミックレンジは60 dBで，半導体
レーザーのサイドモード特性の測定に十分な性能を実現。単一波長のDFBレーザーと広い
波長範囲の測定が求められる光ファイバーと両方の開発に活用できる。価格は500万円～。
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