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特 集  光・レーザー医学の新潮流
 56	■		総論
	 		 防衛医科大学校　佐藤俊一

 60	■		原発性悪性脳腫瘍の光線力学的診断（PDD）と治療（PDT）
	 		 東京医科大学　秋元治朗

 64	■		PDTの不整脈治療への応用：POFを用いた一括照射カテーテルの開発
	 		 慶應義塾大学1，㈱アライ・メッドフォトン研究所2

	 		 小川恵美悠1,	荒井恒憲1,	2

 69	■		がんの近赤外光線免疫療法
	 		 米国国立がん研究所，米国国立保健衛生研究所（NIH）　小林久隆

 75	■		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

 78	■		拡散反射分光イメージングの生体機能計測応用
	 		 東京農工大学　西舘　泉

 82	■		OCTの高速化技術の進展
	 		 大阪大学　近江雅人

Interview

 88	■		半導体レーザーに見る光技術のイノベーション	
─日米の違いがもたらしたものは

	 		 一橋大学　清水　洋

Photo-Tech News & Report

 94 ■		非線形光学顕微鏡を用いてラベルフリーによる網膜内構造の可視化に成功
 96 ■		パナソニック，青色半導体レーザーを採用したコンパクト接合レーザーを開発
新 連 載

 101	■	ひかり探検	
	 		第1回　序章
	 		 ㈱オプト・イーカレッジ　河合　滋

シリーズ

 103	■	若手研究者の挑戦	
	 		第16回　	有機薄膜光集積回路
	 		 東京工業大学　雨宮智宏，金澤　徹，平谷拓生，荒井滋久
	 		 三井化学㈱　浦上達宣
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【From Editor's】
低温ポリシリコンの電子移動度を高めるアニーリングプロセスには，エ
キシマレーザーが利用されています。

低温ポリシリコンTFTの電子移動度は，アモルファスシリコンTFTの
百倍となる100	 cm2/Vs程度で，今日の高精細ディスプレイを支えてい
ます。

しかし，技術は進展するもので，この2月に東レがアモルファスシリコ
ンの約80倍となる電子移動度81	 cm2/Vsを，半導体単層カーボンナノ
チューブで達成したとのニュースがありました。

TFT素子としての基本性能の見通しが立ったとしているものですが，塗
布型で実現できるとしています。つまり，塗るだけでTFTが作製できる
というコスト面でアドバンテージがある技術です。

これが実用化されると，低温ポリシリコンの代替技術になるのでしょう
か。そうなると，エキシマレーザー市場の一つが縮小しかねませんが，
注目したいところです。いずれにしても，技術開発や市場を把握するう
えで，視点を変えて見てみることも重要ではないかと思います。

さて，今月号の特集は「光・レーザー医学の新潮流」と題し，イメージ
ング技術と治療技術に関するトピックスに注目し，その研究動向を解説
しています。表紙の写真はイメージですが，無影灯です。

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。
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■ 次号（2017年4月号）の特集予定
特 集 「 新しいレーザー加工の新展開」

（敬称略）
・	総論

千葉大学　尾松孝茂
・	光渦によるレーザー加工

千葉大学　尾松孝茂
・	ベッセルビームによるレーザー加工

国立研究開発法人理化学研究所　杉岡幸次
・	ホログラフィックレーザー加工

大阪大学　中田芳樹
・	ナノ微粒子支援レーザー堆積法

九州大学　中村大輔
・	生体材料のレーザー加工

慶應義塾大学　寺川光洋

（都合により，タイトルなどに変更のある場合があります。）
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　 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
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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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オプトキャリア

　人手不足が言われているが，自分のキャリアを活かし
つつ，新たな方向性を目指す転職となるとそうそう簡単
ではない。
　大手の転職サービスでは年齢，経験などの客観的デー
タに基づいて多数のクライアントからマッチングを行な
うが，その場合，企業や経営者の性格，職場の雰囲気と
言ったデータに現れない指標は見落とされることが多い。
　その点，オプトキャリアは母体であるオプトロニクス
社が月刊誌の広告や展示会事業の営業を通じて培った業
界のコネクションをフルに活用し，個人の適性と会社の
相性をきめ細かくフォローしながら紹介を行なうため，
転職後の定着率の高さにも評価が高い。
　ここではオプトキャリアを実際に利用した転職経験者
にインタビューを行ない，その感想を聞かせて頂いた。

─今回二度目の転職だったそうですが，活動期間はどの

くらいでしたか？

M.T：前の会社を辞めてからは1か月くらいです。実は

転職を考え始めたとき，まずは大手の転職サービス会社
に登録しました。色々と情報は頂いたのですが，年齢の
せいもあってかあまりいい話はありませんでした。
　前の会社では最後の方は生産設備装置の仕事をしてい
たので，それなりの人たちともコネクションもあります。
本来はそのキャリアを活かして生産設備装置業界で転職
すれば話は早いのですが，今回は違う仕事をしたいと希
望していました。
　でも大手の転職サービスはそういった要望は中々聞い
てくれないんですよね。経歴書の字面だけで紹介企業を
決めてしまというか…。転職サービスには数社登録して
いたと思いますが，結局らちが明かなくて半年以上放っ
ておいていました。そうこうするうちに前の会社を辞め
てしまって少し焦っているところに，たまたま登録した
オプトキャリアさんから連絡を頂いたというわけです。
　すぐに「会いませんか」と言われて食事をしながら話
をさせて頂きました。そうしたらやっぱり光学業界のこ
とをよくご存じなわけです。会社の中の人や社風まで良
く知っていらっしゃる。僕みたいな人間ならこういうと
ころが良いんじゃないかとか，ここの社長さんはこうい
う人だとか。話をさせて頂いて，もう他のサービスはい
いやと（笑）。他の光学専門の転職サイトにも登録して
いましたが断りました。
　そして紹介されたのが今の会社なのですが，新たな職
種に対する私の不安を察してくれたのか，なんと一週間
ほどアルバイトさせてくれたんです（笑）。聞いていた
通り肩ひじ張るようなタイプの社長さんではなく，「試
しに一週間くらいやってみる？」という感じでした。

オプトキャリア（以下OC）：ソーラボジャパンの社長に
「こういう人がいます」とメールしたら1時間もしない

光業界に圧倒的な実績。
転職サービス「オプトキャリア」
その強みとは⁉

インタビューを受けて頂いた方

M.Tさん53歳。大学卒業後，大手光デバイスメー

カーに就職。光部品およびモジュールの開発を担当。

1999年に外資系デバイスメーカーからヘッドハン

ティングされ最初の転職。光小型デバイスや生産設

備用光学系の開発を行なう傍らマネージャーとして

も活躍。2015年，2度目の転職時にオプトキャリ

アを利用。米国の光学機器メーカThorlabs	Inc.の日

本法人ソーラボジャパンへ就職する。
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 PR  オプトキャリア

うちに「すぐに面接したい」と連絡が来たんです。この
社長がこう言うときは，ほとんど来てもらいたいと決め
ているときです。Tさんに入社してもらうにはどうした
らいいかと考え，「それまでと環境が大きく変わること
に多少不安を持っていらっしゃるので，一週間くらいア
ルバイトをして頂いたらどうでしょうか」と提案したと
ころ，それじゃそうしようという話になったんです。

M.T：そうだったのですか（笑）。今の仕事はお客さん
の悩みや問題を聞いてそれに対する解決を提案したりす
る営業技術です。前職とはたいぶ感覚が違うので不安も
あったのですが，実際にアルバイトに行ってみたことで，
「なんとかやれるのでは？」と感じることができました。
　アルバイトは一週間の約束でしたが，2日か3日目く
らいには「ここにしよう」と決めていました。この会社
にはオプトキャリアを使って入社した人が何人かいるの
ですが，誰も辞めていないというのも励みになりました。

─今回は何社くらいの提案がありましたか

M.T：オプトキャリアから提案して頂いたのは5社くら
いです。ソーラボジャパンについては，「今までより小
さな会社ですが，社長も研究者上がりなので一度話を聞
いてみたらいかがですか」という感じでした。転職サー
ビスによくある「この会社にしなさい」といった営業的
な押しは感じなかったですね。

OC：我々は「この会社のここが良いんです」とは言い
ません。「こういうところが面白いんじゃないですか？」
と尋ねて反応を見ます。それと，会社に勤めながら転職
活動をする人にまず言うのは，「まだ会社を辞めちゃダ
メ」ということです。転職の意志が固いときでも，次の
会社を決めすに辞めてしまうと焦ってしまって，選択の
余地もなく就職先を決めてしまい，結局また転職活動を
することになるからです。
　特に大手に努めていらっしゃる方には，「もしかした
ら辞めない方が良いですよ」と言うこともあります。上
司と気が合わないとかいう理由で転職を考える人もいる
のですが，「貴方のいるような会社ならば，部署の変更
願いでも出したらどうですか？」と聞きます。それなら

ば同じ条件でやっていけるわけですから。辞めないこと
をまず考えて，「どうしても辞めるのであればまた言っ
てください」と言います。

M.T：そうですね。オプトキャリアさんは無理に決めに
行こうという印象がありませんでした。年齢のこともあ
りましたし，今の言葉はすごく重要なんだと思います。

─転職されて生活は変わりましたか

M.T：前の会社は昼も夜も無いようなところでしたが，
今の会社に入って家族と過ごす時間が増えました。そう
いえば料理をするようになりました。早起きもするよう
になりましたし，生活に彩がでました。お陰様でいい会
社に行けたと思っています（笑）。

オプトキャリア担当者より
『光』に拘りたい方に最適な転職サポートを！
　【オプトキャリア】はレーザー，レンズ産業という極め
て狭帯域な分野に特化した転職サポートです。
　大手企業のみならず独自の経営を試みる小規模企業，先
端的技術を開発するベンチャー企業など多くの光専門企業
からの登録があります。
　求職者の方のスキルに適した企業のご紹介に努め，長く
安心して働いていただく場をご紹介しております。光技術，
光産業に携わったあなたの経験を新天地で活かしたいとお
考えの方は，是非ご連絡ください。
　オプトキャリア担当者は光産業界の情報にも詳しく，転
職サポートだけでなく，あなたの知りたい光業界動向など
にも専門的な立場からご対応します。
　ご相談をお待ちします。
　是非この光産業職業紹介【オプトキャリア】をご活用く
ださい。

オプトキャリアがスマートフォンに対応しました！

シンプルな情報入力で簡単登録！

http://www.optocareer.com/index.php

電話によるお問合せ　03-3269-3550
担当：世一（よいち），根岸
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■ 精密材料剥離を可能にする 
高出力パルスファイバーレーザー「FP 010」

コヒレント・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■コヒレント・ジャパンは，平均出力1 kWクラスの市販品で最も優れたビーム質を実現
するパルスファイバーレーザー「FP 010」を発表した。主な仕様はパルス幅10 ns～100 

ns，繰返周波数レンジ 10 kHz～ 30 kHzで最大パルスエネルギー 100 mJ。BPP（Beam 

Parameter Product）<24 mm×mrad（400 mm円形コア出力ファイバーにて）により，出力を
効率的に小径スポットサイズに集光可能。アブレーション，表面クリーニング，精密材料・
コーティング剥離など幅広い応用に適している。

■ 最高出力のファイバーレーザー（2 µm）の製造を可能にする
ツリウムファイバータイプの新シリーズ

コヒレント・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■コヒレント・ジャパンは，ツリウム添加ファイバー光学部品の新シリーズを発表した。波
長2 mm付近において，これまでよりも高い出力のファイバーレーザーとオシレータの構成を
可能にする。ゲインファイバーから1 kW以上の高出力発振を実現するのに加え，NuTDFレー
ザーやファイバー増幅器はNuMATCH技術を搭載。1900 nm～2175 nmレンジのツリウムファ
イバーレーザはメディカル・外科用途，切断，溶接，様々な有機材料のシンタリング／マー
キング，アイセーフ産業用金属切断 /溶接を含む幅広い用途に対応する。また，アイセーフ大
気中二地点間伝送，フリースペース光通信，LIDAR/LADARなど防衛用途にも適している。

■ コンパクトで軽量の産業用ファイバーレーザー
プロセスヘッド「FLBK40」

コヒレント・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■コヒレント・ジャパンは，限られたスペースと最小質量を求める産業レーザー応用に最
適な軽量でコンパクト設計の新型プロセスヘッド「FLBK40」を発表した。様々なコリメータ，
フォーカスレンズ，カメラ，カメラアダプター，IRイルミネーターを含むモジュラータイ
プのビームデリバリーシステムで，ヘッドがファイバーレーザーの出力特性にマッチする
ように，4種の焦点距離のコリメータ（QBコネクタ付き）を含んでいる。また，6セットの
焦点オプティクス（溶接用4セット，切断用2セット）により，数々のスポットサイズとワ
ーキングディスタンスの組み合わせで集光が可能。最小構成では重量が1.1 kgとなっている。

■ 高出力と優れたビーム質の 
CW可視ダイオードレーザーモジュール

コヒレント・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■コヒレント・ジャパンは，CWファイバー出力ダイオードレーザーモジュールのライン
アップを拡張し，波長520 nm，出力2 Wのグリーンモデルと波長638 nm，出力1.4 Wのレ
ッドモデルの2種を発表した。両モデルともNA 0.22の200 mmファイバー（SMAコネクタ
付き）を採用することで，簡単にコリメーションでき，小径への集光や高いビーム強度が
実現する。ファイバー出力，接触冷却および内部NTC温度センサーを兼ね備えているため，
ライフサイエンス，マシンビジョン，その他のOEM応用の幅広い装置やシステムへの組
込みが容易となる。
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■ 高パルスエネルギー・高繰返しのフェムト秒
レーザーの新モデル

コヒレント・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■コヒレント・ジャパンは，繰返周波数を最大50 MHzまで対応可能とし，近赤外発振（1035 nm）
でパルスあたり60 mJ，グリーン発振（517 nm）で30 mJを実現する，産業用フェムト秒レーザー「Monaco

シリーズ」の高エネルギーモデル「Monaco 1035-40」と「Monaco 517-30」を発表した。Monaco 

1035-40は，平均出力40 W@1035 nmを発振し，操作メニューのプルダウンを選択するだけで，パル
ス幅はそのままで周波数を1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 MHzと選択することが可能。Monaco 517-20も同様の操
作性と仕様で，グリーン発振で20 Wを出力。両モデルとも厚板の基板切断，セラミックやガラス，
医療用のステントに用いられる生体吸収性の材料などへの深い孔あけの加工などに適している。

■ 多層フィルムやプリント基板，フレキシブル基板の
切断に最適なナノ秒レーザーの最新高出力モデル

コヒレント・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■コヒレント・ジャパンは，産業用ナノ秒レーザー「AVIA NXシリーズ」に新たにUV（355 nm）とグリーン（532 

nm）発振の高出力モデルを追加すると発表した。355 nmモデルは高繰返周波数（150 kHz）を実現し，波長355 

nmで平均出力55 Wを可能としている。532 nmモデルは1 mJものパルスエネルギーが可能で，最大繰返周波数80 

kHz，平均出力80 Wを実現。355 nmモデルは平面方向において高い分解能が重要視されるフレキシブル基板や極
薄のプリント回路基板（PCB）などの切断に適しているほか，高出力のため，厚みのあるフレキシブル基板（>200 

mm）や多層膜材料の切断への可能性も示す。532 nmモデルは，フィルムのスクライビング加工や穴・スロットな
どの穴あけ加工，一部のPCB基板や半導体，太陽電池加工などのフレキシブル基板の切断などに適している。

■ コンパクトな装置へ組込みが可能な 
小型CO2レーザー「Cx-10」

コヒレント・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■コヒレント・ジャパンは，コンパクトな装置へ組込みが可能な120 Wの小型CO
2
レーザ

ー「Cx-10」を発表した。水冷式で，4つの異なる波長タイプから選択が可能。10.6 mmの
発振波長は，一般的な有機材料の加工に，食品包装に広く使われているポリプロピレンフ
ィルムの加工の改善には10.2 mm，フラットパネルディスプレイ（FPD）製造で用いられる
薄膜の効率的な切断には9.6 mm，プラスチック容器へのマーキング加工のようなポリカー
ボネート（PC）やポリエチレンテレフタレート（PET）などの加工には9.3 mmが適している。

■ 多波長一体型レーザーライトエンジン
「OBIS CellXシリーズ」

コヒレント・ジャパン㈱ 営業部
TEL 03-5635-8700
E-mail: sales.tokyo@coherent.com

■コヒレント・ジャパンは，単一のモジュールから最大4つの異なる波長が得られる柔軟性の高いレーザーライトエン
ジン「OBIS CellXシリーズ」を発表した。レーザー本体とコントローラ部，ビーム調整のための光学系を一体化するこ
とで小型化を実現。また，1つの共通したコントローラボードや電源，RS232/USB接続，単一の I/Oコネクタを装備。波
長405 nm，488 nm，640 nmを組み合わせた3チャンネルバージョンと，これらの3波長に561 nmを加えた4チャンネルバ
ージョンの2つの標準的な組み合わせを提供。特にビームパラメータはフローサイトメーターなどに最適な設定になって
おり，波長ごとにセルソーティングやセル分析などに最適な50 mW，または100 mWの出力から選択できる。また，フロ
ーサイトメトリーで必要とされている楕円形のスポットにビームを変換させるアクセサリー（特許出願中）が使用可能。
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■ 高出力フェムト秒レーザー 
「Spirit HE 1040-30」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.com

■スペクトラ・フィジックスは，微細加工に適した高出力・高エネルギーの産業用フェムト秒レーザー「Spirit 

HE 1040-30」を発表した。平均出力30 W，パルスエネルギー120 mJを出力し，シングルショットから1 

MHzまでの周波数可変機能，内蔵AOMによるパルスエネルギー可変機能を搭載。オプションでパルス幅
も<400 fsから10 psまでソフトウェア制御により数秒レベルで可変でき，SHGモジュールの取り付けも可
能。また，520 nm及び1040 nmを切り替えて出力することもできる。SHGでは15 W，60 mJ以上の高エネ
ルギーを出力する。さらにSpirit-NOPA-VISIRと組み合わせることで紫外から赤外までの自動波長可変を可
能にすることから，3光子イメージングや超短パルス時間分解分光アプリケーションにも適している。

■ コンパクトで高出力の産業用ピコ秒ハイブリッド
ファイバーレーザー「IceFyre」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.com

■スペクトラ・フィジックスは，コンパクトで高出力の産業用ピコ秒ハイブリッドファイ
バーレーザー「IceFyre」を発表した。1064 nmで50 W以上の平均出力，200 mJ以上のパル
スエネルギー，シングルショットから8 MHzまで繰返し周波数可変設計，プログラミング
可能なパルスパラメーター設定機能「TimeShiftTMps」は，各々のパルス列を可変設定する
ことを可能にした柔軟なバーストモード運転機能を持ち，パルスセパレーション，バース
ト中のパルス数制御など加工プロセス最適化に必要なほぼすべての機能を兼ね備える。用
途はディスプレイ，半導体，電子部品製造，医療装置や金属薄膜の微細加工に適している。

■ UV出力4 Wを実現した産業用 
Qスイッチレーザー「Explor One HP」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.com

■スペクトラ・フィジックスは，ウルトラコンパクト電源一体型のQスイッチUVレーザーであるExplorer 

Oneシリーズに平均出力従来品比2倍のUVレーザーのモデル「Explorer® OneTM HP」をラインナップに加えた。
繰り返し周波数80 kHz運転時，UV波長355 nmにおいて出力4 W以上，パルスエネルギー50 m J以上を出力。
より進化したE-PulseTMによるパルスエネルギーコントロール，ETrackTMによるダイナミックなエネルギー・
コントロールを含むユニークな制御機能による高速データ処理によりシングルパルスエネルギー計測を500 

kHz繰り返し高速運転時まで可能にした。主なアプリケーションはLEDチップやOLED製造プロセス，ガラ
ス内部や表面マーキング，金属，プラスチック，ガラス材料，ウェハーマーキング，精密加工など。

■ 広帯域波長可変フェムト秒レーザー
「InSight X3」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.com

■スペクトラ・フィジックスは，より深いイメージングに必要とされる超短パルスを680 nm

から1300 nmまでの広帯域において全コンピューター制御で，連続波長可変を可能にする広
帯域波長可変フェムト秒レーザー「InSight X3」を発表した。出力は従来モデルよりも>50％
向上し，900 nmで 2 W以上，1000 nmで 1.8 W以上，1100 nmで 1.6 W以上となり，680～
1300 nmを連続的に波長可変ができる。分散補償機構との組み合わせで120 fsec以下の短パル
ス幅を得ることができ，また，出力2.0 W以上に向上した1045 nmの第2同期ビームは，マル
チアンケイジング，2波長同時イメージング，SHG，THG，CARSイメージングに適している。
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■ 紫外から赤外まで分光に最適な産業用高エネルギー
パルスレーザーOPO「primoScan」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.com

■スペクトラ・フィジックスは，紫外から赤外まで分光に最適な産業用高エネルギーパル
スレーザーOPO「primoScan」を発表した。192 nmから2750 nmの広帯域波長可変OPOで，
ブロードバンドモデルは最も高いエネルギーを，ミッドバンドモデルでは最も高いUVエ
ネルギーを出力する。UVオプションにより，206 nm～420 nmの紫外波長領域をカバー。
同社のQuanta-Ray®のNd:YAGレーザーと組み合わせることで幅広い励起出力に対応する。
主なアプリケーションは，材料分析，ブロードバンド分光，レーザー誘起蛍光，遠隔操作，
生体分析，燃焼研究など。

■ 高出力・高エネルギーパルスグリーン 
ファイバーレーザー「VGEN-G-HE-30」

スペクトラ・フィジックス㈱ 営業部
TEL 03-3794-5511
E-mail: spectra-physics@splasers.co.jp
http://www.spectra-physics.com

■スペクトラ・フィジックスは，高出力・高エネルギーパルスグリーンファイバーレーザ
ー「VGEN-G-HE-30」を発表した。200 mJのパルスエネルギーで30 Wの平均出力を可能に
した空冷式のグリーンファイバーレーザーで，パルス幅は3～20ナノ秒で可変，繰返し周
波数はシングルショットから1.5 MHzまで可変可能。また，高品質で回析限界に近いビー
ムを出力，精密な材料加工に適している。さらに，半導体材料，PCB，フラットパネルデ
ィスプレイ，太陽電池製造，リチウムイオン電池，セラミックス材料，プラスチックや金
属部品のカット，スクライビング，ハイコントラストなマーキングにも最適。

130 OPTRONICS（2017）No.3



OPTRONICS（2017）No.3 131



132 OPTRONICS（2017）No.3



OPTRONICS（2017）No.3 133



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

□	AMPLITUDE	JAPAN（同）	……… 2000
□	Aerotech	 …………………………… 12
□	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㈱	 ……… 44
□	オーシャンフォトニクス㈱	 ………… 6
□	オーテックス㈱	 …………………… 10
□	㈱雄島試作研究所	 …………… 30,	31
□	㈱オプトサイエンス
		 ……………………3000,	26,	27,	28,	29
□	㈱オプトデザイン	 ………………… 46

	カ

□	河合光学㈱	 ………………………… 40
□	㈱キーストンインターナショナル	 48
□	旭光通商㈱	 …………………………… 8
□	㈱グラビトン	 ……………………… 43
□	ケイエルブイ㈱	 …………………… 22
□	コーンズ	テクノロジー㈱	…… 36,	37

	サ

□	㈱サンエストレーディング	 ……… 50
□	昭和オプトロニクス㈱	 …………… 13
□	㈱スペクトラ・コープ	 …………… 11
□	スペクトラ・フィジックス㈱	 …… 19
□	㈲セイワ・オプティカル
		 …………………………402（掲載頁 52）
□	セブンシックス㈱	 ………………… 39
□	Zemax	Japan ㈱	……………………… 9

	タ

□	東海光学㈱	 ………………………… 18
□	㈱東京インスツルメンツ	 …… 20,	21
□	㈱ときわ光学	 ………401（掲載頁 52）
□	トプティカフォトニクス㈱	 ……… 25
□	トライオプティクス・ジャパン㈱	 41

	ナ

□	夏目光学㈱	 ………………………… 49
□	二光光学㈱	 ………………………… 45
□	日本特殊光学樹脂㈱	 ……………… 38
□	ネオアーク㈱	 ……………………… 47

	ハ

□	ハイフィネス・ジャパン㈱	 ……… 42
□	㈱ハナムラオプティクス	 …… 34,	35
□	光貿易㈱	 …………………………… 24
□	フォトテクニカ㈱	 ……………… 4000
□	㈱プロリンクス	 ……………… 32,	33

	ラ

□	㈱ルクスレイ	 ……………………… 23
□	レイチャーシステムズ㈱	 …………… 7

	展示会

□	CLEO	2017	………………………… 16
□	LASER	World	of	PHOTONICS
　　INDIA	2017	……………………… 17
□	OPIE	'17	…………………………… 14
□	SPIE	DEFENSE	+	COMMERCIAL	
　　SENSING	2017	 ………………… 15

□	光とレーザーの科学技術フェア 2017
　………………………………………… 51

	OPTICS&PHOTONICS International Showcase

□	㈱アートレイ	 …… 501（掲載頁 120）
□	㈱アイ・アール・システム
　……………………… 502（掲載頁 120）
□	㈱アイセイ	 ……… 503（掲載頁 120）
□	㈲WAVE	OPTO	… 504（掲載頁 121）
□	FIT リーディンテックス㈱
　……………………… 505（掲載頁 121）
□	㈱オプセル	 ……… 506（掲載頁 121）
□	オプトシリウス㈱	 507（掲載頁 122）
□	カンタムエレクトロニクス㈱
　……………………… 508（掲載頁 122）
□	㈱キーストンインターナショナル
　……………………… 509（掲載頁 122）
□	㈱木下光学研究所	 510（掲載頁 123）
□	TEM㈱	…………… 511（掲載頁 123）
□	㈱日本レーザー	 … 512（掲載頁 123）
□	㈱フェイラ	 ……… 513（掲載頁 124）
□	フォトテクニカ㈱	 514（掲載頁 124）
□	フォトンリサーチ㈱
		 ……………………… 515（掲載頁 124）

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.

2017 年 3 月号広告目次



〈資料請求 No.3000〉



〈資料請求 No.4000〉




