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LASER World of PHOTONICS－主要技術が来場者を魅了
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6 月 24 日から 27 日にかけてフォトニクスで世界をリードする見本市 LASER World of PHOTONICS が
ドイツ・ミュンヘンで開催された。今回の見本市は、エレクトロモビリティやサステナビリティといったトップ
テーマと並んで、最新のバイオフォトニクス技術により実現可能な医学分野の新メソッドに着目した。併催さ
れたフォトニクス国際会議は、世界的トップレベルの科学者が再び顔を揃える場となり、ノーベル賞受賞者
Gérard Mourou 氏、 重力物理学者 Carsten Danzmann 氏、量子物理学者 Anton Zeilinger 氏等、多
数の高名な科学者による講演が行われた。
メッセ・ミュンヘン Deputy CEO の Dr. Reinhard
Pfeiffer は、「印象に残る見本市となった。40 カ国
から、新記録となる合計 1,325 社が出展し（2017
年開催時：1,293 社）、自動車業界からバイオフォ
トニクス、さらには、地球規模の持続可能性と気
候変動対策に貢献するレーザーの可能性までに
及んで、フォトニクスの多様性と重要性を実証し
た」と総括した。
LASER World of PHOTONICS の Exhibition
Director である Katja Stolle は「来場者数でも最
高記録を更新した。見本市には約 34,000 人が来場した（2017 年：32,700 人）。その 60%がドイツ国外か
らであり、特に、アメリカとアジアからの来場者数が増加している」と補足した。
TOPTICA Photonics AG 社長 の Dr. Wilhelm Kaenders 氏は、見本市の重要性について「見本市と会議
からなる LASER World of PHOTONICS は、重要な世界的産業には必要不可欠な存在だ。この見本市で
は、人々の日々の生活をより良いものに変えていくことに有効なレーザー技術の最新トレンドとイノベーショ
ンが体得できる」と述べた。
見本市ではフォトニクス市場の全概要を紹介
来場者は、業界におけるすべてのイノベーションやトレンドを、この見本市会場で直に体験することができ
た。展示エリアの特別展示『Photonics in Production』では、製造用の最新レーザーやレーザーシステムに
ついて、ブルーライトによるライブデモで補完された。個別に調べたいことのある人は、専門家によるガイド
ツアーに参加することができた。フォトニクス国際会議において実践重視で行われた一連の講演やアプリ
ケーションパネルは、バイオフォトニクス、イメージング、センサーテクノロジーといったテーマについての深
い洞察を示した。来場者は具体的な製品やソリューションをそれぞれの展示エリアで見ることができた。
次世代のフォトニクスと起業家のための豊富なプログラム
当見本市では、QR コード・ラリー、Makeathon、スタートアップ企業のジョイントパビリオン、European
Photonics Venture Forum（EPVF）などの様々なプログラムが、若いフォトニクス技術者やスタートアップ企
業に対して提供された。スタートアップ企業ジョイ
ントパビリオンへの出展企業であり、また EPVF
の参加者でもあった k-lense 社の社長 Matthias
Schmitz 氏は、この見本市は最新のプロトタイプ
を幅広く来場者に紹介する理想の場所であると
し、「見本市と会議とのコンビネーションは、科学
者と実務者が集中的に交流できる良い機会を提
供している。それはまさに弊社が製品開発の際に
行っていることであり、弊社のようなスタートアップ
企業にとってはとても有益な場所だ。EPVF では
スタートアップ企業にとって非常に重要なテーマで
ある「資金調達」も取り上げられた。つまり、スター
トアップ企業として必要な情報は、すべてこのイベ
ントで入手できるのだ」と語った。
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2 日間の The European Photonics Venture Forum では、知識転移と資金形成に焦点が当てられた。水
曜日はコーチングとメンタリングのセッションが大半を占め、木曜日は、ライブプレゼンテーションの開催、ス
タートアップ企業とその製品に関する投資家か
らの多くの質問といった実践的な内容で進行し
た。
Make Light Makeathon では、約 100 人の参加
者が試作品の開発に丸 30 時間かけて取り組
み、その成果を来場者に紹介した。このイベント
でも注目されたテーマは、フォトニクスと、気候変
動対策や地球規模の持続可能性へのフォトニク
スの貢献であった。例えば、あるチームが、セン
サーと AI によって魚とごみを見分け、海のごみ
だけを集める船の構造を紹介したことはその一
例である。また、アフリカ市場に特化したソー
ラーパネルを使って走る車両の試作品も紹介された。既に利用されているレーザー、3D プリンター、セン
サー、はそのような革新的アイデアの基盤となっていた。
成功を収めた第 1 回イノベーションアワード
見本市では、第１回イノベーションアワード授賞式が開催され、5 つのカテゴリーで賞が授与された。産業
界、学術界からトップレベルの専門家を審査員に迎え、5 つのカテゴリーから革新的な製品が選び抜かれ、
さらに、その中から優勝者も発表された。優勝した Nanoscribe 社の常務取締役 Martin Hermatschweiler
氏は、その受賞に感激して「非常に集中して取り組んだ技術開発フェーズを終えてのこの受賞は、チームに
とっても、また弊社の新しいマスクレス・リソグラフィ装置「Quantum X」の輝かしい功績においても大変名誉
なことだ。何より嬉しいのは、トップレベルの審査員に認められたことだ」
そのほか、各カテゴリーの受賞者 Civan Advanced Technologies、Cylce、SWIR、TRUMPF も、それぞ
れの分野におけるフォトニクスの革新的能力を実証した。イノベーションアワード授賞式の最後に、スタート
アップ賞が発表された。この賞は、空間に浮かんだホログラムのような画像や動画を創作できるディスプレ
イ技術を開発したミュンヘンの APICBEAM というスタートアップ企業が受賞した。同社研究部門のトップ
で、設立者の一人である Sascha Grusche 氏
は、「開発の動機を与えてくれ、また開発にお
いても重要なパートナーである専門家たちがこ
の場に来てくれてとても嬉しかった。
APICBEAM ディスプレイの実現に欠かせない
光学部品の製造元の方々と話す機会もあっ
た。弊社にとって今回の見本市のハイライト
は、何といってもスタートアップ賞の受賞だ」と
語った。
これらの賞は、英国の出版社である Europa
Science と共同で授与された。
フォトニクスのトップ研究者がミュンヘンに
フォトニクス分野におけるヨーロッパ最大の会議は、国際的エリート科学者たちの親睦の場ともなった。ノー
ベル物理学受賞者 Gérard Mourou 氏、量子物理学者 Anton Zeilinger 氏、Herbert-Walther 賞受賞者
Sir Peter Knight 氏、シリコンフォトニクス専門家の Michal Lipson 氏らは World of Photonics Congress
に参加した多くの専門家のほんの一部だ。
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素晴らしい 3,661 件にも及ぶ講演とポスター発表が、この会議で行われた。参加者は開催史上初の７つの
カンファレスや、実用向けのアプリケーションパネルにおいて、基礎研究から応用研究に至るまで、フォトニ
クス分野のあらゆる角度から見た科学的トレンドテーマついて、情報入手や議論ができた。
オープニングの挨拶をしたハノーバー大学重力物理学研究所所長で、Albert-Einstein 研究所理事長の
Carsten Danzmann 教授は、この会議の開催意義が大きいことを強調し、「World of Photonics Congress
ではトップレベルでの交流が行われている。5 日間にわたって、フォトニクス分野における最新の科学的ト
ピックスについて議論される。さらに、どのような技術が関係していて、科学的利用や最終的には産業利用
の際にどのようなメリットがあるかが検証される」と述べた。
特に、Danzmann 教授と Mourou 教授のスピーチ
の際は、International Congress Center Munich
で最大の講堂が満席となった。

次回の LASER World of PHOTONICS は 2021 年 6 月 21 日から 24 日、次回のフォトニクス国際会議は
2021 年 6 月 20 日から 24 日にかけて開催される。
詳細情報ならびに写真は、専用ホームページ www.world-of-photonics.com まで。

LASER World of Photonics 2019 主な日系出展社（50 音順）
㈱アートレイ、朝日分光㈱、アダマンド並木精密宝石㈱、㈱彩世、五鈴精工硝子㈱、ウシオ電機㈱、NTT アドバ
ンステクノロジ㈱、NTT エレクトロニクス㈱、㈱オカモトオプティクス、㈱オキサイド、㈱オハラ、㈱オプティカルソ
リューションズ、カナレ電気㈱、 ㈱キーエンス、キヤノン㈱、 ㈱QD レーザ、京立電機㈱、 ㈱金門光波 、㈱クレス
テック、湖北工業㈱、santec㈱、シグマ光機㈱、シチズン千葉精密㈱、JX 金属㈱、信越化学工業㈱、㈱住田光
学ガラス、住友電気工業㈱、㈱清和光学製作所、㈱テクニスコ、テクノハンズ㈱、㈱ディスコ、東ソー・クォーツ
㈱、DOWA エレクトロニクス㈱、㈱中原光電子研究所、夏目光学㈱、㈱ニコン、日亜化学工業㈱、日機装 ㈱、日
東光器㈱、日本特殊光学樹脂㈱、㈱バイコウスキー ジャパン、㈱ハギテック、パナソニック㈱、浜松ホトニクス
㈱、㈱フジクラ、フジトク㈱、フラクシ㈱、古河電気工業㈱、HOYA CANDEO OPTRONICS ㈱、㈱堀場製作所、
丸紅㈱、武蔵エンジニアリング㈱、三菱電線工業㈱、㈱モリテックス、横河電機㈱、㈱ロゴス 他
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