(abe)（W720 H512）

韓国パビリオン（ファインテック ジャパン）

KOTRA
（KOREA TRADE-INVESTMENT
PROMOTION AGENCY）……………………………… 43‐12
KDIA（KOREA DISPLAY INDUSTRY
ASSOCIATION） …………………………………………… 43‐12
AM TECHNOLOGY ……………………………………… 43‐14
ECONY …………………………………………………………… 43‐10
（株）
LTS …………………………………………………………… 44‐25
KERN FINE MATERIALS CO., LTD.…………… 44‐23
KOREA LASER TECH ………………………………… 43‐24
3DIS ………………………………………………………………… 43‐22
SEIL HITECH ………………………………………………… 44‐19
SEJONG INDUSTRY …………………………………… 44‐11
DAEIL SYSTEMS CO., LTD. ……………………… 43‐20
PSTEK …………………………………………………………… 44‐15
BRUSH BANK ……………………………………………… 43‐26
……………………………… 32
‐14
カンタムエレクトロニクス
（株）
関東化学
（株）…………………………………………………… 40‐25
GigOptix, Inc. ………………………………………………… 28‐31
（株）
菊川鉄工所 ………………………………………………… 39‐39
（株）
喜多村 ………………………………………………………… 7‐14
GICHOビジネスコミュニケーションズ
（株） ………… 39‐35
吉林奥来徳光電材料
（株） ……………………………… 42‐40
（株）
キャップ ………………………………………………………… 2‐14
（株）
キャドマック ………………………………………………… 35‐31
キヤノントッキ
（株）……………………………………………… 37‐36
キヤノンマーケティングジャパン
（株）…………………… 33‐20
九州大学 …………………………………………………………… 1‐27
協栄電機
（株）…………………………………………………… 15‐14
協栄プリント技研
（株） ………………………………………… 10‐1
京セミ
（株）………………………………………………………… 29‐25
………………………………………………………… 44
京セラ
（株）
‐32
京セラディスプレイ
（株）
［旧：オプトレックス
（株）
］… 44-32
共同印刷
（株）…………………………………………………… 19‐37
（株）
協同インターナショナル ……………………………… 22‐30
共同技研化学
（株）…………………………………………… 15‐38
京町産業車輌
（株）……………………………………………… 15‐6
KyLia
（セブンシックス
（株）
ブース内） …………………… 33‐6
（株）
金陽社 ……………………………………………………… 16‐27
クオールド ………………………………………………………… 30‐20
クライムプロダクツ
（株）……………………………………… 40‐32
倉敷紡績
（株）…………………………………………………… 18‐37
倉敷ボーリング機工
（株）…………………………………… 39‐12
グラフェンスクエア……………………………………………… 21‐19
クラボウ ……………………………………………………………… 19‐1
（株）
クラレ ………………………………………………………… 21‐33
（株）
クリスタル光学 …………………………………………… 15‐28
（株）
クレハ …………………………………………………………… 5‐38
CLOVER JAPAN
（株）…………………………………… 45‐40
GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION……… 24‐12
グローバル電子
（株）………………………………………… 47‐47
Guangzhou Amphenol Sincere Flex Circuit Co., Ltd.
（Hitachi High Technologies（shenzhen）Co., Ltd.ブース内）… 27‐13
GUANGZHOU BOCHENG INDUSTRY
MATERIAL CO., LTD. …………………………………… 21‐25
ケー・レーザー・テクノロジー・ジャパン
（株）…………… 20‐34
CEMS CO., LTD. …………………………………………… 21‐16
ケルバ ………………………………………………………………… 16‐9
（株）
ケンコー光学 ……………………………………………… 32‐10
（株）
ケンコー・
トキナー ………………………………………… 32‐10
CorActive High-Tech
（セブンシックス
（株）
ブース内）…… 33‐6
CORELASE OY ……………………………………………… 33‐10
（株）
工業通信 ……………………………………………………… 1‐10

台湾パビリオン（ファインテック ジャパン）

台湾貿易センター……………………………………………… 43‐38
ASIA NEO TECH INDUSTRIAL CO., LTD. … 43‐40
AVCT OPTICAL ELECTRONIC CO., LTD. …… 44‐39
TECH-WAVE INDUSTRIAL CO., LTD. ……… 44‐35
TUNG CHANG MACHINERY AND ENGINEERING CO., LTD. … 44‐37
HONY GLASS TECHNOLOGY CO., LTD. … 44‐41
UNIBRIGHT CHEMICAL CO., LTD. …………… 43‐36
好加企業
（株）…………………………………………………… 43‐42
ダウ・ケミカル日本
（株）………………………………………… 3‐38
ダエ ジョウ …………………………………………………………… 19‐2
（株）
タカトリ…………………………………………………………… 47‐5
タカノ
（株）………………………………………………………… 21‐28
（株）
タッチパネル研究所 ……………………………………… 47‐4
タッチパネル・システムズ
（株） …………………………… 47‐12
珠電子
（株）……………………………………………………… 35‐20
タレスジャパン
（株）…………………………………………… 30‐23
（株）
チノー …………………………………………………………… 19‐6
千葉機械工業
（株）…………………………………………… 13‐33
China Electronics Technology Group Corp.
（Hitachi High Technologies（shenzhen）Co., Ltd.ブース内）… 27‐13
Chaozhou Sanjiang Electronics Co., Ltd.
（Hitachi High Technologies（shenzhen）Co., Ltd.ブース内）… 27‐13
…………………………………………… 1
‐27
中央自動車工業
（株）
（株）
中央電機計器製作所 …………………………………… 12‐5
中外炉工業
（株）………………………………………………… 45‐6
中国パビリオン（光通信技術展）

INNOLIGHT TECHNOLOGY（SUZHOU）LTD. …… 28‐19
LUCATECH TOKYO OFFICE LTD. …………… 28‐19
XGIGA COMMUNICATION TECH CO., LTD. … 28-23
GLSUN SCIENCE AND TECH CO., LTD. … 28‐27
GLSUN（YANTAI）CO., LTD. ……………… 27-24
SHENZHEN GIGALIGHT TECHNOLOGY CO., LTD. … 27‐20
東莞市旭瑞金型製品有限責任会社 ………………… 27‐28
FEMTO TECHNOLOGY（XI'AN）CO., LTD. …… 27‐26
HENGLI ELETEK CO., LTD. ………………………… 28‐21
CETC INTERNATIONAL CO., LTD. …………… 28‐21
RAYSUNG PHOTONICS INC. …………………… 28‐25
千代田電機工業
（株） ……………………………………… 39‐10
ツーシックスジャパン
（株）……………………………………… 32‐2
（株）
塚谷刃物製作所 ………………………………………… 12‐13
津田駒工業
（株）……………………………………………… 15‐24
DIC
（株）……………………………………………………………… 21‐5
（株）
ティー・イー・エム …………………………………………… 34‐9
THK
（株） ………………………………………………………… 40‐40
…………………………………………… 12
‐30
DKSHジャパン
（株）
（株）
TGM ………………………………………………………… 18‐33
DMカードジャパン
（株）……………………………………… 40-36
（株）
ディ
・エム・シー……………………………………………… 47‐18
DIGITAL TECHNOLOGY ……………………………… 47-1
ディスカバリー セミコンダクターズ／サンインスツルメント
（株） … 24‐38
（株）
ディスコ ……………………………………………………… 32‐27
Displaybank …………………………………………………… 38-24
DISPLAY PLUS ……………………………………………… 47‐11
ティムカル・ジャパン
（株）……………………………………… 6‐28
（株）
ディムコ ………………………………………………………… 16‐2
データコントロルズ
（株）……………………………………… 24‐24
テクダイヤ
（株） ………………………………………………… 25‐23
テクトロニクス …………………………………………………… 28‐40
テクトロニクス …………………………………………………… 29‐37
Technica S.A. ………………………………………………… 30‐25
（株）
テクニスコ …………………………………………………… 32‐11
テクネックジャパンリミテッド…………………………………… 9‐13
（株）
テクノ・アイ …………………………………………………… 19‐2
（株）
テクノタイムズ社 …………………………………………… 9‐10
（株）
テクノタイムズ社 ………………………………………… 46-25
テクノハンズ
（株）……………………………………………… 33‐30
テクノロール
（株）………………………………………………… 13‐1
（株）
テクメイション ………………………………………………… 6‐27
鉄原実業
（株）…………………………………………………… 15‐23
（有）
デュブリン・ジャパン・リミテッド ……………………… 15‐34
（株）
寺岡製作所 ………………………………………………… 14‐38
テレダインダルサセミコンダクター ……………………… 30‐24
電気化学工業
（株）…………………………………………… 44‐47
（株）
電子ジャーナル …………………………………………… 45-47
（株）
電波新聞社 ………………………………………………… 36‐14
（株）
電波タイムス社 …………………………………………… 28-35

ナ
長岡産業
（株）…………………………………………………… 12‐39
長崎菱電テクニカ
（株）……………………………………… 35‐31
（株）
ナガセインテグレックス ………………………………… 10‐20
長瀬産業
（株）……………………………………………………… 21‐6
中沼アートスクリーン
（株） …………………………………… 23‐6
（株）
ナカヤマ ……………………………………………………… 10‐19
ナカンテクノ
（株）……………………………………………… 37‐48
（株）
ナックイメージテクノロジー …………………………… 34‐37
夏目光学
（株）……………………………………………………… 29‐2
（株）
ナナオ ………………………………………………………… 44‐48
（株）
七星科学研究所 …………………………………………… 27‐2
ナノインク懇話会 ……………………………………………… 23‐10
ナノダックス
（株） ………………………………………………… 3‐46
ナノテック
（株）…………………………………………………… 19‐33
（株）
ナノテム ………………………………………………………… 39‐6
Nanoplus
（セブンシックス
（株）
ブース内）……………… 33‐6
ナプソン
（株） …………………………………………………… 20‐24
ナミックス
（株）…………………………………………………… 22‐37
南京英田光学工程有限公司 ……………………………… 31‐8
南陽市凱シン光電儀器有限公司 ……………………… 30‐19
二幸電気工業
（株）…………………………………………… 29‐19
西日本電線
（株） ………………………………………………… 24‐2
2012 台湾国際フラットパネルディスプレイ ……… 42-38
日亜化学工業
（株）…………………………………………… 31‐39
日栄化工
（株）…………………………………………………… 44‐14
ニチダイフィルタ
（株）…………………………………………… 9‐37
（株）
日刊工業新聞社 …………………………………………… 1-9
（株）
日刊工業新聞社 ………………………………………… 41‐40
NiKKi Fron
（株）………………………………………………… 4‐46
ニッケ グループ …………………………………………………… 2‐37
日商エレクトロニクス
（株）…………………………………… 29‐12
（株）
日新化成 ……………………………………………………… 28‐6
日新新素材
（株） ………………………………………………… 6‐38
ニッタ
（株）………………………………………………………… 13‐37
日特エンジニアリング
（株）………………………………… 12-40
ニッパ
（株）………………………………………………………… 21‐37
ニップコントロール ………………………………………………… 16‐9
（株）
日報アイ・ビー ……………………………………………… 17-21
（株）
ニデック ………………………………………………………… 1‐16
日本アールソフトデザイングループ
（株）……………… 26‐36
日本エアーテック
（株）………………………………………… 41‐20
日本盈誠
（株）…………………………………………………… 31‐14
………………………………… 19
‐14
日本エフ・エーシステム
（株）
………………………………………… 44
日本オルボテック
（株）
‐20
日本ガイシ
（株）………………………………………………… 12‐27
日本カンタム・デザイン
（株）………………………………… 28‐38
（株）
日本技術センター ……………………………………… 21‐24
日本工業出版
（株）……………………………………………… 2‐23
日本工業出版
（株）…………………………………………… 31-36
日本合成化学工業
（株）…………………………………… 16‐45
／ラミネーションズ
（USA）…… 2‐28
日本シーエムアイ
（株）
（株）
日本製鋼所 ………………………………………………… 12‐33
（株）
日本製鋼所 ………………………………………………… 37‐26
日本精線
（株）…………………………………………………… 19‐34
日本セミラボ
（株）……………………………………………… 41‐13
日本ソルベイ
（株）……………………………………………… 43‐39
日本デバイス
（株）……………………………………………… 30‐31
……………………………………… 24
‐14
日本テレガートナー
（株）
日本電気
（株）…………………………………………………… 26‐48
日本電気硝子
（株）……………………………………………… 30‐6
日本電産リード
（株）…………………………………………… 46‐13
日本電色工業
（株）……………………………………………… 42‐5
日本ブッシュ
（株）………………………………………………… 7‐1
日本フッソ工業
（株）……………………………………………… 40‐2
日本分光
（株）…………………………………………………… 29‐26
（株）
日本マイクロニクス ………………………………………… 42‐6
日本ミクロコーティング
（株）………………………………… 14‐13
（株）
日本レーザー ……………………………………………… 36‐31
（株）
ニューサイトジャパン …………………………………… 44‐48
（株）
ニューサイトジャパン …………………………………… 47‐38
ニューマチック工業
（株）…………………………………… 13‐27
（株）
ニレコ ………………………………………………………… 21‐14
NINGBO YINZHOU LONGSHENG
OPTICAL PLATING FACTORY ……………………… 31-38
（株）
ネオトロン …………………………………………………… 27‐32
ネオフォトニクス日本
（合）…………………………………… 24‐32
NEXT WINDOW …………………………………………… 47-31
NEXTROM OY ……………………………………………… 25‐21
（株）
ノダ ……………………………………………………………… 9‐14
（株）
野田スクリーン …………………………………………… 19‐28
（株）
野村鍍金 …………………………………………………… 14‐33

マ
マイクロ・スクェア
（株） ……………………………………… 46‐12
マイクロ・テック
（株）…………………………………………… 43‐13
（株）
マウンテック …………………………………………………… 5‐19
（株）
松岡機械製作所 …………………………………………… 9‐5
松浪硝子工業
（株）…………………………………………… 42‐36
（株）
マツボー ……………………………………………………… 38‐10
丸文
（株）情報通信課 ……………………………………… 26‐47
丸文
（株）光デバイス機器課 …………………………… 33‐25
丸紅テクマテックス
（株）…………………………………… 16‐13
（株）
マルヤス ………………………………………………………… 7‐6
ミカド機器販売
（株）…………………………………………… 22‐28
（株）
三喜 …………………………………………………………… 25‐33
（株）
ミクロ技術研究所 ………………………………………… 44‐2
三井化学
（株）……………………………………………………… 5‐37
三井化学
（株）…………………………………………………… 16‐46
三井化学東セロ
（株）………………………………………… 16‐46
…………………………… 33
‐10
三井物産エレクトロニクス
（株）
（株）
ミッシュインターナショナル …………………………… 28‐13
ミツテック
（株）…………………………………………………… 18‐19

ラ
ライコム
（株）……………………………………………………… 26‐10
Rising Electro-Optics Ltd.
（Hitachi High Technologies（shenzhen）Co., Ltd.ブース内）… 27‐13
（株）
ライスター・テクノロジーズ ……………………………… 33‐2
LIGHTWAVE CHINA …………………………………… 34-1
ライトコム…………………………………………………………… 28‐12
ライトコンバージョン
（フォトテクニカ
（株）
ブース内）34‐19
ラックスパート テクノロジー／
サンインスツルメント
（株）…………………………………… 24‐38
ラムコア / ディビジョン オブ ラミネーションズ ……… 2‐28
ランテクニカルサービス
（株）……………………………… 16‐26
理研計器
（株）……………………………………………………… 41‐2
リケンテクノス
（株）…………………………………………… 20‐38
リックス
（株）……………………………………………………… 14‐19
（株）
菱化システム ………………………………………………… 20‐6
（株）
菱晃 ……………………………………………………………… 4‐37
（株）
菱光社 ………………………………………………………… 41‐3
菱興プラスチック
（株） ……………………………………… 18‐45
菱彩テクニカ
（株）……………………………………………… 34‐10
RINCO ULTRASONICS AG …………………………… 3‐14
リンテック
（株）…………………………………………………… 12‐45
ルケオテクノロジーズ
（有）………………………………… 28‐26
ルミックス …………………………………………………………… 35‐9
ルメラ レーザ
（株）……………………………………………… 35‐20
レイチャーシステムズ
（株） ………………………………… 28‐24
レイデント工業
（株）…………………………………………… 38‐32
レーカスファイバーレーザ
（株）…………………………… 35‐20
RAYCUS FIBER LASER
TECHNOLOGIES CO., LTD.………………………… 35‐24
レーザー・コンシェルジェ
（株）……………………………… 34-35
LASER FOCUS WORLD CHINA ………………… 34-1
レーザ加工学会 ………………………………………………… 32-6
レーザ協会………………………………………………………… 33‐28
Redfern Integrated Optics
（セブンシックス
（株）
ブース内） ……………………………… 33‐6
（株）
レミ………………………………………………………………… 37‐2
（株）
レヨーン工業 ………………………………………………… 15‐1
ロック技研工業
（株） ………………………………………… 11‐20
ロフィンバーゼルジャパン
（株）…………………………… 35‐32
（株）
ロボスター …………………………………………………… 39‐14

ワ
ワールドチューブ
（株）………………………………………… 22‐24
ワールドライン ……………………………………………………… 2‐24
YKT
（株） …………………………………………………………… 6‐20
（株）
ワイ・ディ
・シー ……………………………………………… 42‐13
（株）
ワタナベ ……………………………………………………… 40‐31

Photonix 2012 内 アカデミック フォーラム
岩手大学 山口 明 ……………………………… A-1
大阪大学 菅原 徹 ……………………………… A-4
大阪大学 三田 雅昭 …………………………… A-3
岡山理科大学 信吉 輝己 ……………………… A-2
香川高等専門学校 三崎 幸典 ………………… A-5
九州大学 藤野 茂 ……………………………… A-6
京都工芸繊維大学 粟辻 安浩 ………………… A-7
熊本高等専門学校 松田 豊稔 ………………… A-8
久留米大学 太田 啓介 ………………………… A-9
埼玉大学 池野 順一 ………………………… A-23
上智大学 坂本 治久 ………………………… A-10
玉川大学 二見 史生 ………………………… A-11
千歳科学技術大学 小林 壮一 ……………… A-12
千葉工業大学 徳永 剛 ……………………… A-30
千葉大学 比田井 洋史 ……………………… A-29
国立大学法人 電気通信大学 桂川 眞幸…… A-20
東京工科大学 三田地 成幸 ………………… A-16
東京工科大学 吉村 徹三 …………………… A-15
東京大学 グェン ビンキェム ………………… A-14
東北大学 小山 裕 …………………………… A-21
徳島大学 高橋 章 …………………………… A-13
長岡技術科学大学 塩田 達俊 ……………… A-24
名古屋市立大学 山中 淳平 ………………… A-17
国立大学法人 浜松医科大学 村中 祥悟…… A-22
北海道工業大学 佐鳥 新 …………………… A-18
国立大学法人 三重大学 亀岡 孝治………… A-25
国立大学法人 三重大学 寺西 克倫………… A-27
国立大学法人 三重大学 中村 修平………… A-28
国立大学法人 三重大学 橋本 篤…………… A-26
琉球大学 野口 隆 …………………………… A-19

〜

12：00

1個から数百個のプラスチック製品・
部品ニーズに対応する方法
エンズィンガージャパン（株）
少量の部品生産需要に対応する切削加工に
よるプラスチック製品・部品の製造について、
素材選択や設計上の注意点をご紹介します。

〜

14：40

〜

16：00

光学用薄フィルム向け効果的異物除去 「フィルム欠陥検査のトレンドと新方式の紹介」
テクネック・ジャパン・リミテッド
日本エフ・エーシステム（株）
光学フィルムの製造工程において、効率的に 高機能フィルムにおける表面欠陥検査の動向
異物を除去することは歩留まり向上にとり不 に 加え、従 来 方 式の課 題を解 決した スキャ
可欠。科学的根拠による効果的除塵を紹介。 ナー方式のフィルム検査装置をご紹介します。

積水ナノコートテクノロジー（株）
1．静電容量式タッチパネル用透明導電性フィ
ルム 2．低抵抗高透明導電性フィルム 3．次世
代スクリーン印刷用メッシュ

4月11日［水］

〜

12：00

Ⓑ 会場

〜

13：20

〜

14：40

〜

15：00
16：00

4月12日［木］

4月13日［金］

nLIGHT社 シングルエミッターLDによる
次世代高出力半導体レーザ
丸文（株）光デバイス機器課
高信頼性シングルエミッターLDを採用した次
世代高出力LDモジュールPearlの特長と各種
産業アプリケーション例について紹介する。
業界初！性能保証付
10Gbps光イーサネットAggregationシステム
（株）ミッシュインターナショナル
ノルウェーの最新ハイテク企業TransPacket社
で は 、1 . 2 u s と い う 低 遅 延 デ ー タ 転 送 用
Aggregation装置(特許出願中)の開発に成功。

こちらのセミナーは12:50〜13:20となります
均一加圧・均熱を実現した
SCIVAXの大面積ナノインプリント技術
SCIVAX（株）
廉価な入門機から量産機まで各種ナノインプ
リント装置に加え、大面積検査装置も提供し
ます。曲面成形など様々な事例もご紹介。
スマホ向け液晶・OLED・
タッチパネル支えるJETディスペンス技術
武蔵エンジニアリング（株）
薄型・狭額縁化する中小型パネル。その精密
液晶滴下、高速シール描画、オプティカルBD
等の最新技術トレンド及び応用事例の紹介

タッチパネル向けガラス加工用接着剤と
新規加工プロセスの紹介
電気化学工業（株）
タッチパネルセンサーガラスの新規加工プロ
セスとして、当社UV硬化接着剤テンプロック
を用いた積層加工法を中心に紹介する。

12：20

13：40

フッ素系表面防汚剤、オプツールDSXについて
ダイキン工業（株）
特殊な構造を有するフッ素系化合物であり、
ディスプレイ上の指紋付着低減に効果を発揮
する、オプツールDSXをご紹介します。

Thin Glasses for
Touch Display Technologies
ショット日本（株）
Glass materials are becoming increasingly
i m p o r t a n t i n e n a b l i n g t o d ay ' s r a p i d l y
growing touch display technologies.

Zemax IE 魅力の新機能
（株）プロリンクス 営業第二課
光学設計及び照明設計ソフトZemaxに、最上
位エディションIEが加わりました。その魅力の
新機能を紹介します。

会場

アカデミック フォーラム研究発表大会
東4ホール
4月11日［水］

13：00
13：30
14：00
14：30
15：00
15：30
16：00
16：30

レーザによる小径深穴あけとガラス開発

レーザスライシング法の研究

千葉大学 比田井 洋史
金属，ガラス，シリコンを対象とした小径（＜10ミク
ロン）かつ深穴（アスペクト比50以上）あけとレー
ザ加工に適したガラスの開発を紹介する．

埼玉大学 池野 順一
シリコンウエハのレーザスライシング法を新たに
開発し，切り屑の低減と新たなスライシングの可能
性について検討している．

13：30
14：00
14：30
15：00

15：30
16：00
16：30
17：00

ホログラフィが可能にする高速度および
超高速3次元動画像記録・計測技術

貴金属−セラミックスナノコンポジット材料を 光ファイバシートによる睡眠時無呼吸症と
快眠度および心拍の測定
用いたスマート窓の開発

東京工科大学 三田地 成幸
京都工芸繊維大学 粟辻 安浩
光ファイバシート型センサを用いた、一般家庭で完全無拘束 ホログラフィの記録に高速度カメラとコンピュータを用いた
で普段の睡眠状態での睡眠時無呼吸症候群のスクリーニン 毎秒20万コマの3D動画像計測技術及びフェムト秒パルス
グ機能と、睡眠の質及び心拍測定の可能性を紹介する。
レーザを用いた超高速3D動画像記録技術を紹介します．

岩手大学 山口 明
貴金属−セラミックスナノコンポジット材料を用いたスマー
ト窓の開発について報告する。スマート窓はエネルギー消費
を劇的に減らす未来のブラインドとして期待されている。

環境負荷低減型RTVポリマー硬化剤の開発 電子顕微鏡鏡筒内の試料及び絞り駆動装置を 色彩画像撮像装置を用いた農産物の
品質管理システム
用いた次世代電子顕微鏡の開発

国立大学法人 三重大学 中村 修平
エレクトロニクス部材等には，EU規制対象の有機錫化合物を
硬化剤とするポリマー組成物が用いられている．本発表は，そ
の代替となる硬化剤を用いたポリマー組成物に関する．

国立大学法人 浜松医科大学 村中 祥悟
電子顕微鏡の絞り移動機構や試料移動を、鏡体の電子レンズ
内に組み込んだ駆動装置によって鏡体外からコンピュータ制
御できる次世代型電子顕微鏡を開発した。

国立大学法人 三重大学 亀岡 孝治
高品質色彩画像の撮像装置と色彩・形状・サイズ情報に基づく
外観特徴解析による，人に近い農産物評価方法，さらに高精度
栽培・品質管理やPhenomicsへの展開可能性の紹介．

有機薄膜直接形成による可変焦点液体レンズ

プリンテッドエレクトロニクス技術と
次世代エレクトロニクス材料

新規シアニン蛍光化合物による尿管の
近赤外蛍光イメージング

コロイド粒子の規則配列構造を
利用した新規光学材料

次世代マスクの研究開発

東京大学 グェン ビンキェム
真空中で直接液体表面へポリマー薄膜を形成し、小さな液滴
が自然に持つ球面形状をそのまま透明な薄膜で封止するプロ
セスを提案し、液体封止の可変焦点レンズを実現した。

国立大学法人 三重大学 寺西 克倫
大阪大学 菅原 徹
菅沼研究室は、環境調和型社会の実現に努めるべく、従来の 医療診断，外科手術，科学分析操作において生体の組織や臓
環境負荷の多い電子実装技術に代わるプリンテッドエレクト 器の血流状態，損傷状態，流路を診るための近赤外蛍光イメー
ジング技術，特に腎排泄系のイメージングに適した技術
ロニクス技術の確立と 研究を行っています。

量子コヒーレンスの断熱操作を用いた
極限光技術の開拓

大阪大学 三田 雅昭
名古屋市立大学 薬学研究科 山中 淳平
コロイド微粒子の規則配列構造を高分子ゲル等で固定した光学材 炭素繊維強化複合材とレーザー精密加工技術を
料を報告する。ブラッグ波長が圧力により可変で、ピーク半値幅＜
用いた次世代マスクと試作デバイスの紹介
2nm、カットオフ効率＞10000の性能を持つ。

国立大学法人 電気通信大学 桂川 眞幸
遠赤外(テラヘルツ波)から真空紫外の超広帯域をカバーする新
光源技術について紹介します。周波数標準の精度をもった高輝
度単一周波数レーザー光を波長可変で使用できます。

4月11日［水］

12：00

4月13日［金］
帯電防止高機能包埋樹脂：
FIB/SEM3次元構造観察への応用

熊本高等専門学校 松田 豊稔
久留米大学 太田 啓介
発表者らが開発した表面プラズモンセンサの測定原理か 非導電試料のFIB/SEM切削観察では試料の帯電により正
ら実験装置、そして気体の濃度変化（少数点以下5桁目の 確な画像取得は困難である。新規開発帯電防止機能樹脂は
変動）の測定例を示し、本センサの特長について説明する。 これを回避し試料の詳細な3次元構造解析を可能にした。

東4ホール
11：30

受講
無料

Ⅰ 会場
○

偏光を利用したプラズモンセンサによる
微小屈折率変動の検出

11：30

12：30

展示会場内セミナー会場

受講を希望される方は、直接会場へお越しください。

4月12日［木］

11：00

12：00

スーパーエンプラPEEK
ベスタキープ ®の特長と最新の開発事例
ダイセル・エボニック（株）
スーパーエンプラPEEK ベスタキープ ® の特
長と最新の開発事例について、物性、用途例の
両面から解説する。

FPD及び太陽電池用フィルムの新製品の紹介

東5ホール
11：00

受講
無料

4月13日［金］

ダウ・プラスチック添加剤
-Innovations for Sustainable Future
ダウ・ケミカル日本（株）
ダウ・プラスチック添 加 剤事 業 部は、プラス
チックの高度化・多様化するニーズに応える、
革新的 Solution を提供し続けます。

13：40

15：00

展示会場内セミナー会場

4月12日［木］

〜

台湾貿易センター………………………………………………… 28‐9
YEAR ROUND TECHNOLOGY CORP. ……… 27‐12
APAC OPTO ELECTRONICS INC. ……………… 27‐6
GLORIOLE ELECTROPTIC TECHNOLOGY CORP. …… 27‐8
AMPHENOL FIBER OPTIC TECHNOLOGY CO., LTD. …… 27‐8
SYNOX TECH CO., LTD. …………………………… 28‐11
創威光電
（株）…………………………………………………… 27‐10
TM TECHNOLOGY INC. ………………………………… 28‐7
PIN-JACK OPTRONICS INDUSTRIAL CO., LTD. … 28‐5
UNIVERSAL MICROELECTRONICS CO., LTD. … 27‐9

ヤマキ電器
（株）………………………………………………… 39‐11
山口産業
（株）…………………………………………………… 15‐23
山下マテリアル
（株） ………………………………………… 30‐32
大和川紙工
（株）……………………………………………… 10‐33
大和川ポリマー
（株） ………………………………………… 10‐33
（株）
山梨光学 …………………………………………………… 31‐24
ヤマハファインテック
（株）…………………………………… 16‐20
（株）
山文電気 ……………………………………………………… 18‐5
山本光学
（株）……………………………………………………… 32‐1
YanGo International Ltd. /（株）
ヤンゴージャパン … 15‐19
太原山大宇光科技有限公司 …………………………… 34‐12
ユーシー・ジャパン
（株）………………………………………… 3‐14
UBI RESEARCH …………………………………………… 47-34
（株）
ユーロテック………………………………………………… 13‐13
ユニヴァーサルフォトニクス インク ……………………… 30-40
ユニチカ
（株）……………………………………………………… 7‐34
ユニテック・ジャパン
（株）……………………………………… 5‐14
横河電機
（株）…………………………………………………… 17‐24
（株）
横河ブリッジ………………………………………………… 38‐38
横河メータ＆インスツルメンツ
（株）……………………… 26‐12
米沢電線
（株）…………………………………………………… 24‐28
YONGZHOU HAOZHI RARE EARTH CO., LTD. … 31‐35

11：00

会場

受講を希望される方は、直接会場へお越しください。

Ⓐ 会場

東1ホール
4月11日［水］

〜

台湾パビリオン（光通信技術展）

ヤ

出展社による製品・技術セミナー

〜

第一高周波工業
（株） ……………………………………… 26‐38
第一実業
（株）……………………………………………………… 44‐6
（株）
タイカ …………………………………………………………… 42‐2
ダイキン工業
（株）……………………………………………… 47‐19
大浩研熱
（株）…………………………………………………… 23‐31
（株）
大興製作所 ………………………………………………… 31‐10
大成ファインケミカル
（株）………………………………… 21‐34
（株）
ダイセル ……………………………………………………… 21‐45
ダイセル・エボニック
（株）……………………………………… 4‐33
ダイセルポリマー
（株）…………………………………………… 5‐34
TAIHU JINZHANG TECHNOLOGY CO., LTD. … 22‐27
DYMEK ASIA JAPAN
（株）…………………………… 42‐11
太洋工業
（株）……………………………………………………… 44‐1
台湾晶技
（株）…………………………………………………… 31‐24

ハイウィン
（株）…………………………………………………… 37‐19
（株）
パイオニア風力機 ……………………………………… 42‐19
（株）
ハイテック …………………………………………………… 29‐37
（株）
ハイテック・システムズ ………………………………… 39‐47
（株）
ハイメックス ………………………………………………… 14‐27
（株）
ハギテック …………………………………………………… 34‐23
（株）
箔栄社 ………………………………………………………… 3‐2
伯東
（株）営業一部 ………………………………………… 25‐26
伯東
（株）営業二部 ………………………………………… 29‐31
（株）
ハタ研削 …………………………………………………… 25‐10
（株）
八光電機 ……………………………………………………… 9‐6
ハネウェル ジャパン
（株）…………………………………… 19‐13
浜松ホトニクス
（株）…………………………………………… 17‐33
浜松ホトニクス
（株）…………………………………………… 36‐19
原田産業
（株）…………………………………………………… 24‐31
原田産業
（株）……………………………………………………… 40‐2
（株）
パルメソ ……………………………………………………… 22-21
HALATION PHOTONICS CORP. ………………… 46‐32
パロアルト研究所 ………………………………………………… 36‐9
ピーアイ・ジャパン
（株） ………………………………………… 31‐1
（株）
ピーエスアイ………………………………………………… 25‐14
ビーエスティ日本
（株）…………………………………………… 14‐6
PMC …………………………………………………………………… 16‐9
（株）
ピーエムティー …………………………………………… 13‐19
BWT BEIJING LTD. ……………………………………… 33‐36
ビーム
（株）………………………………………………………… 34‐26
（学）
光産業創成大学院大学 …………………………… 31‐28
光貿易
（株）……………………………………………………… 28‐26
ビクサー …………………………………………………………… 26‐38
ビクトレックスジャパン
（株）…………………………………… 2‐38
ピコメ
トリックス…………………………………………………… 26‐38
ビジネスワイヤ・ジャパン
（株）……………………………… 45-38
日立化成工業
（株）…………………………………………… 27‐14
日立情報通信エンジニアリング
（株）…………………… 24‐34
日立電線
（株）……………………………………………………… 24‐6
日立電線
（株）…………………………………………………… 42‐42
Hitachi High Technologies
（shenzhen）Co., Ltd. ……………………………………… 27‐13
ヒッタイト
（株）…………………………………………………… 27‐36
ヒューグルエレクトロニクス
（株） …………………………… 43‐9
平井工業
（株）…………………………………………………… 14‐28
PYREOS ………………………………………………………… 30-39
（株）
ファーネス …………………………………………………… 39-27
FIBERPRO INC. …………………………………………… 29‐23
ファイフジャパン
（株）………………………………………… 16‐33
（株）
ファイ・マイクロテック …………………………………… 28‐33
（株）
ファインテック ……………………………………………… 14‐34
ファブリネット……………………………………………………… 27‐39
VES
（株） ………………………………………………………… 35‐25
ブイジェン エレクトロオプティクス
（フォトテクニカ
（株）
ブース内）……………………………… 34‐19
（株）
フィッシャー・インストルメンツ ………………………… 41‐12
（株）
ブイ・テクノロジー …………………………………………… 37‐6
フィルム・ニュース社 ……………………………………………… 8‐9
フィルメ
トリクス
（株）……………………………………………… 18‐6
PHOTOP TECHNOLOGIES, INC. ………………… 25‐9
FOSTEC INC. ………………………………………………… 29‐19
……………………………………………… 34
フォトテクニカ
（株）
‐19
PHOTONICS MEDIA ……………………………………… 36‐7
Photline Technologies（セブンシックス
（株）
ブース内） … 33‐6
（株）
フォトロン …………………………………………………… 17‐13
福井大学 …………………………………………………………… 2‐37
（株）
フジキン ………………………………………………………… 9‐27
（株）
フジクラ ………………………………………………………… 24‐2
（株）
フジクラ ……………………………………………………… 33‐12
（株）
不二越 ………………………………………………………… 5‐13
フジサンケイビジネスアイ／日工フォーラム …………… 46‐1
富士商工マシナリー
（株）……………………………………… 12‐2
富士通
（株）……………………………………………………… 24‐35
……………… 24
富士通オプティカルコンポーネンツ
（株）
‐35
富士フィルター工業
（株）…………………………………… 17‐20
富士フイルム
（株）……………………………………………… 21‐46
藤森工業
（株）……………………………………………………… 9‐45
フタムラ化学
（株）……………………………………………… 19‐38
……………………………………………………… 41
フナテック
（株）
‐9
プネウム
（株） ……………………………………………………… 35‐9
（株）
ブライト ……………………………………………………… 37‐20
（株）
プライマテック……………………………………………… 22‐38
プラクスエア工学
（株）………………………………………… 7‐5
PLASTIC OPTICAL FIBER TRADE
ORGANIZATION（POFTO） ………………………… 25-24
フランス大使館ユビフランス ……………………………… 29-42
ブリヂストン ケー ビー ジー
（株）………………………… 22‐24
プリンストン ライトウェーブ ………………………………… 26‐38
プリンテッドエレクトロニクス研究会 …………………… 23‐10
ブルカー・エイエックスエス
（株）…………………………… 41‐27
古河機械金属
（株）…………………………………………… 37‐25
古河電気工業
（株）……………………………………………… 26‐5
古河電気工業
（株）…………………………………………… 37‐25
古河電子
（株）…………………………………………………… 37‐25
（株）
BROWAVE CORPORATION ………………… 25‐37
（株）
プロリンクス …………………………………………………… 29‐6
（株）
プロリンクス ………………………………………………… 27‐35
…………………………………………………………… 2
Werth
（株）
‐6
米国Centellax社 /（株）
東陽テクニカ……………… 24‐39
兵神装備
（株）……………………………………………………… 8‐19
北京金海創科技発展有限公司 ……………………… 35‐14
BESA CORP. ………………………………………………… 15‐20
Hebei Sinopack Electronic Tech Co., Ltd.
（Hitachi High Technologies（shenzhen）Co., Ltd.ブース内）…27‐13
BELLMATIC
（株）……………………………………………… 16‐6
ヘレウス
（株）
（導電性ポリマー部）…………………… 46‐27
HERAEUS PRECIOUS METALS GMBH & CO. KG
導電性ポリマー部 ……………………………………………… 46‐27
ヘレウス
（株）
（ヘレウス・ノーブルライト部）………… 40‐23
ヘンケルジャパン
（株） ……………………………………… 42‐47
鵬浩
（香港）
有限公司………………………………………… 30‐19
BO XIN PHOTOELECTRIC CO., LTD. ……… 31‐23
HOYA CANDEO OPTRONICS
（株） …………… 32‐10
HOYA CANDEO OPTRONICS
（株） …………… 40‐22
（株）
ホーライ ………………………………………………………… 8‐27
ホッティーポリマー
（株）………………………………………… 5‐33
POLATECHNO CO., LTD. …………………………… 30‐26
ポリテックジャパン
（株）……………………………………… 20‐14

（株）
三橋製作所 …………………………………………………… 14‐5
三菱樹脂
（株）……………………………………………………… 9‐34
三菱樹脂
（株）…………………………………………………… 18‐45
三菱電機エンジニアリング
（株）………………………… 47‐26
三星工業
（株）…………………………………………………… 21‐23
（株）
三ツワフロンテック ………………………………………… 19‐2
緑屋電気
（株）…………………………………………………… 28‐31
ミノインターナショナル
（株）………………………………… 21‐11
（株）
ミノグループ ………………………………………………… 21‐11
ミハル通信
（株）………………………………………………… 27‐40
（株）
ミマキエンジニアリング …………………………………… 3‐6
（株）
都ローラー工業 …………………………………………… 10‐23
ミヤチテクノス
（株）…………………………………………… 34‐40
武蔵エンジニアリング
（株）…………………………………… 40‐6
（株）
ムサシノキカイ………………………………………………… 37‐1
（株）
村上色彩技術研究所 ………………………………… 41‐11
（株）
明星金属工業所 …………………………………………… 3‐1
明和ゴム工業
（株）…………………………………………… 10‐13
メインテクノロジー
（株）………………………………………… 26‐2
（株）
メカトロジャパン …………………………………………… 37‐47
メガロテクニカ
（株）……………………………………………… 2‐13
（株）
メック……………………………………………………………… 16‐1
（株）
メディア研究所 ……………………………………………… 21‐2
メルダスシステムエンジニアリング
（株） ……………… 35‐31
メロベル ……………………………………………………………… 14‐6
MOXTEK ………………………………………………………… 30‐26
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ INC. …… 4‐23
森川工業
（株）…………………………………………………… 45‐40
（株）
モリテックス ………………………………………………… 28‐14
MULTI IR OPTOELECTRONICS CO., LTD. … 32‐12

〜

タ

ヴァーティラス …………………………………………………… 26‐31
BERLIN ADLERSHOF - SCIENCE AND TECHNOLOGY
PARK - WISTA-MANAGEMENT GMBH …………………… 26‐31
SHF JAPAN
（株）…………………………………………… 26‐31
OpTecBB ………………………………………………………… 26‐31
キューブオプティクス ………………………………………… 26‐31
TEC MICROSYSTEMS GMBH …………………… 26‐31
FINETECH ……………………………………………………… 26‐31
VPISYSTEMS INC. ……………………………………… 26‐31
フラウンホーファーHHI ……………………………………… 26‐31
U2T PHOTONICS AG…………………………………… 26‐31
LUCEO TECHNOLOGIES GMBH ……………… 26‐31
東海商事
（株）……………………………………………………… 37‐5
（株）
東京インスツルメンツ……………………………………… 32‐5
（株）
東光工業 …………………………………………………… 47‐23
東芝機械
（株）……………………………………………………… 8‐37
東芝機械
（株）…………………………………………………… 35‐40
（株）
藤堂製作所 …………………………………………………… 7‐28
東洋インキ
（株）………………………………………………… 18‐34
東洋ガラス
（株）………………………………………………… 28‐36
東洋紡績
（株）…………………………………………………… 19‐45
東リツ
（株）…………………………………………………………… 15‐9
東立電機
（株）……………………………………………………… 15‐9
東隆科技
（有）…………………………………………………… 35‐20
東レ
（株）…………………………………………………………… 14‐45
東レエンジニアリング
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（株）
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江蘇宇迪光學股份有限公司 ……………………………… 31‐9
（株）
神戸製鋼所 ………………………………………………… 16‐34
コーゴ オプトロニクス ………………………………………… 26‐38
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Si薄膜の高性能化のためのレーザー結晶化技術と応用 高出力ファイバレーザ用励起コンバイナに関する研究
琉球大学 野口 隆
千歳科学技術大学 小林 壮一
シリコン薄膜のレーザー結晶化技術は、液晶などのFPD駆動に用いるTFT（薄膜
上智大学 坂本 治久 トランジスタ）の高性能化として使われており、研究開発が活発である。ガラス上 本研究では低損失で高出力耐性の強い励起コンバイナの作製法及
レーザ照射点の「相当工具形状」を定められることが明らかに に作成するLTPS（低温ポリSi）プロセスとして実用化しているパルスのエキシマ び低損失なスポットサイズ変換器の作製法を提案し、利得ファイバ
なった．これを切削における形状創成原理に適用すると，レー レーザにより得られた興味深い結晶化の研究結果と電気的特性、またその課題に の特性評価・光学特性を明らかにしている。更に高出力MOPAファ
関して述べる。さらに、平坦性にすぐれ、次世代のLTPSとして期待されるBLDA
ザ微細加工を飛躍的に高精度化できる可能性がある．
（青色半導体ダイオードレーザアニール）に関する有望な結果と可能性を述べる。 イバレーザシステムを検討し、その光学特性を明らかにしている。

形状創成原理に基づく短パルスレーザ照射による
微細形状の精密加工技術

近赤外を用いた無散瞳眼底カメラの開発 ファイバ内光回路と

衛星搭載用ハイパースペクトルセンサの開発と
そのスピンオフ技術

そのファイバスティックチップへの応用

香川高等専門学校 三崎 幸典
岡山理科大学 信吉 輝己
北海道工業大学 佐鳥 新 無散瞳眼底カメラによる眼底撮影時の高輝度ストロボ発光による大きな負 光ファイバ内に形成する光回路について検討した後、これ
1画素あたり350nm-1050nmを141バンドとして, 担をなくすために目に見えない近赤外光を用いた無散瞳眼底カメラを開発 らの結合を利用した光バスを中心とする光集積回路による
VGAサイズにて撮影できる光計測器
した。 近 赤外光 使 用により新しい 症 例も観 察できる可能 性 がある。 ファイバスティックチップの高機能化について報告する。

UVA-LEDを用いた殺菌システムの基礎から応用 Molecular Layer Deposition/

分光法を用いた農産物の栽培診断・食品の品質管理

自己組織化光回路と光配線/太陽電池/がん治療

徳島大学 高橋 章
紫外線殺菌法に着目し研究開発を行っている。今回
は、UVA-LEDを用いた殺菌システム研究開発の基
礎から応用可能性について発表する．

国立大学法人 三重大学 橋本 篤
東京工科大学 吉村 徹三
当研究室のオリジナル技術 Molecular Layer Deposition 生物体のマルチバンド光センシング情報に基づいた表現型を
(MLD) と自己組織化光回路 (SOLNET) を紹介．コンピュータ 総合的に解析するPhenomicsへの展開可能性，および食品
の品質情報センシングに関する研究例について紹介する。
内部光配線，太陽電池，がん治療への応用を提案．

Y-00光通信量子暗号〜ギガビット級セキュア光ファイバ通信〜

メソポーラス多孔体を用いた光・
電子機能性透明ガラスの開発

玉川大学 量子情報科学研究所 二見 史生

Y-00(光通信量子暗号)の暗号・復号化の原理および盗聴を阻止
する方法の解説を行い，実用化に向け試作したY-00トランシー
バの安全性や通信性能に関する評価実験を紹介する．更に，実
稼働GbEネットワーク接続試験や40Gb/sなどギガビット級の
セキュア光ファイバ通信の最新の実験評価状況を紹介する．

内部構造と材料組成を同時に
センシングする新規光計測システム

九州大学 藤野 茂
長岡技術科学大学 塩田 達俊
メソポーラス製造技術・ナノ成形加工プロセスを駆使して、 非接触な構造解析、材料分析を1台の機器で行える技術を実現
光・電子機能性シリカガラスを開発しました。本開発品は様々 できないか。それぞれの分野で個々に磨かれてきた機器開発の
な応用分野において製品化が期待されます。
歴史に新しい風穴を開けたい。創造と革新を目指す。

コヒーレントTHz光源開発とその応用 レーザ熱処理用光学素子の簡易製作
東北大学 小山 裕
千葉工業大学 徳永 剛
電波と光波の中間周波数領域に位置するテラヘルツ（THz）領 レーザの強度分布を照射位置で所望のパターンに変
域の開拓のため、本研究室で開発しているTHz光源について、 換することについての研究である。卓上のNCフライ
その光源を用いた応用展開も合わせて紹介する。
スを用いた樹脂レンズの製作と特性について述べる。
都合によりプログラムの内容が変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。

情報通信配線技術フォーラム 2012

見学無料

参加希望の方は、展示会場内特設会場へ直接お越しください。
都合によりプログラムの内容が変更になる場合もございます。
あらかじめご了承ください。

常 設 ■ 光ファイバ施工技術体験コーナー ■ＩＮＩＰ認定・技能検定告知コーナー ■ 技能五輪国際大会（World Skills 2013）告知コーナー
4月11日［水］
第50回

技能五輪全国大会

競技会・デモンストレーション プログラム
4月12日［木］

第50回

（１0：00〜１1：30）

技能五輪参加予定者［24 歳以下］
･ 技能五輪の課題の一部を実際に行います。
･ 光配線技能をご覧いただけます。
･ 第50回 技能五輪全国大会の予選会を兼ね
ます。

（１2：00〜１3：30）
◆ 日本一決定戦
［ メカスプ ］
第50回

ツイストペアケーブル施工を中心とした宅内・
構内の情報ネットワーク施工技術の日本一を 決
定いたします。

「情報ネットワーク施工」
職種 予選会（光 -③）
（１4：00〜15：30）
第50回

◆

技能五輪「情報ネットワーク施工」
職種 デモンストレーション
（１）
第41回技能五輪国際大会
金メダリストデモンストレーション

（１0：00〜１1：30）

情報ネットワーク施工
（１2：00〜１3：30）
◆

学生日本一決定戦

（１4：00〜１5：30）
◆

世界一決定戦（光）
予選/決勝
規定時間内に何本の光ファイバーを接続でき
るかを競います。

技能五輪全国大会

「情報ネットワーク施工」
職種 予選会（光 -④）
（１6：00〜17：30）

デモンストレーション

デモンストレーション
（10：00〜１8：00）

技能五輪全国大会

技能五輪全国大会

「情報ネットワーク施工」
職種 予選会（光 -⑤）

情報ネットワーク施工

情報ネットワーク施工
（10：00〜11：30）
◆ 日本一決定戦［メタル -① ］
（１6：00〜１7：30）
◆ 日本一決定戦［メタル -②］

第50回

「情報ネットワーク施工」
職種 予選会（光 -②）

「情報ネットワーク施工」
職種 予選会（光 -①）
（１4：00〜１5：30）

技能五輪全国大会

4月13日［金］

（10：00〜１8：00）
◆

技能五輪「情報ネットワーク施工」
職種 デモンストレーション
（2）
第49回技能五輪全国大会
メダリストデモンストレーション

閉会式・表彰式［ 結果発表 ］
（16：30〜17：00）

