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光科学及び光技術調査委員会

　2017年度の光科学及び光技術調査委員会は以下の委員
構成で活動し，「光学ハイライト」の一部，および，「気に
なる論文コーナー」の執筆・編集を担当しています．
関東：
芦原聡（委員長，東京大学），石川豊史（産総研），市橋保
之（情報通信研究機構），庄司雄哉（東京工業大学），照井
勇輝（ニコン），中村一彦（山梨大学），長吉真弓（日立製
作所），鈴木梨沙（東芝），坂東弘之（千葉大学），藤井信
太朗（オリンパス），森太省（キヤノン），宮内良広（防衛
大学校），横山悠久（リコー）
関西：
野村孝徳（委員長，和歌山大学），榊原裕介（シャープ），
山東悠介（大阪産業技術研究所），多久島秀（三菱電機），
田口敦清（大阪大学），田原樹（関西大学），津山美穂（近
畿大学），野田慶一（パナソニック），久武信太郎（岐阜大
学），平尾祐亮（コニカミノルタ），水谷康弘（大阪大
学），山城博幸（藍野大学），吉田浩之（大阪大学）

女子大学院生・ポスドクと産総研女性研究者との懇談

会 in名古屋

　女子大学院生・ポスドク等の方々に研究職としてのキャ
リアイメージを得る機会を提供するため，産業技術総合研
究所の職場紹介，および，少人数に分かれての女性研究者
等との懇談会を開催します．
日　時： 2017年 9月 25日（月）　13：15～17：00

場　所： 産業技術総合研究所中部センター OSL棟（愛知
県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞 2266―98）

主　催： 産業技術総合研究所ダイバーシティ推進室
協　賛： 日本光学会
申込期限： 2017年 9月 15日（金）
対　象： 女子大学院生・ポスドク等
参加費： 無料
問合せ・申込先： https://unit.aist.go.jp/diversity/ja/event/

170925_div_event.html

JOEM「回折光学素子の基礎と応用」技術講座

日　時： 2017年 9月 27日（水）　10：00～17：00

場　所： 機械振興会館別館 4階（東京都港区芝公園 3―5―22）
主　催： 日本オプトメカトロニクス協会
協　賛： 日本光学会，日本光学工業協会，光産業技術振

興協会ほか
参加費： 協賛 35,640円（テキスト・消費税含む）
定　員： 24名
申込期限： 2017年 9月 20日（水）
問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03―3435―9321　Fax 03―3435―9567

E-mail info@joem.or.jp　URL http://www.joem.or.jp

JOEM「光学素子加工技術入門」技術講座

日　時： 2017年 10月 11日（水） 10：00～18：00，12日
（木） 9：00～17：10，13日（金） 9：00～17：00

場　所： 機械振興会館別館 4階（東京都港区芝公園 3―5―22）
主　催： 日本オプトメカトロニクス協会
協　賛： 日本光学会，日本光学工業協会，精密工学会，

ニューガラスフォーラム，砥粒加工学会，光産業技術
振興協会

参加費： 協賛 95,040円（テキスト・消費税含む）
定　員： 24名
申込期限： 2017年 10月 4日（水）
問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03―3435―9321　Fax 03―3435―9567

E-mail info@joem.or.jp　URL http://www.joem.or.jp

JOEM「ズームレンズ設計法」技術講座

日　時： 2017年 11月 9日（木）～10日（金）　10：00～17：
00

場　所： 機械振興会館別館 4階（東京都港区芝公園 3―5―22）
主　催： 日本オプトメカトロニクス協会
協　賛： 日本光学会，日本光学工業協会，光産業技術振

興協会
参加費： 協賛 62,640円（テキスト・消費税含む）
定　員： 24名
申込期限： 2017年 11月 2日（木）
問合せ先： 日本オプトメカトロニクス協会

電話 03―3435―9321　Fax 03―3435―9567

E-mail info@joem.or.jp　URL http://www.joem.or.jp

第 145回微小光学研究会「今が旬のスマートセンシン

グ・イメージング」

日　時： 2017年 9月 26日（火）　10：00～16：40

場　所： 東京大学先端科学技術研究センター4号館2階大

� 日本光学会 news



講堂（〒152―0033 東京都目黒区大岡山 2―12―1）小田
急線東北沢駅下車徒歩 8分，京王井の頭線駒場東大前
駅下車，徒歩 10分

主　催： 応用物理学会微小光学研究会
問合せ先： 横浜国立大学　國分泰雄

E-mail kokubun-yasuo-sd@ynu.ac.jp

URL http://www.comemoc.com/

お詫びと訂正

　前号（46巻 7号）掲載の解説において誤植がありまし
た．お詫びいたしますとともに，下記のように訂正いたし

ます．
加納英明 著　「非線形分光を用いた非染色・細胞 / 生体
組織イメージング」（pp. 268―276）
268ページの脚注
誤）　入射光をレンズで集光すると，平面波に対して，焦

点面前後で n/2ずつ，合計 nの位相ずれを生じる．
これをグイ位相シフトという．

正）　入射光をレンズで集光すると，平面波に対して，焦
点面前後で p/2ずつ，合計 p の位相ずれを生じる．
これをグイ位相シフトという．
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日本光学会 newsの掲載申込先：
〒400―8511　山梨県甲府市宮前町 7―32　山梨大学クリスタル科学研究センター
東海林　篤　電話 055―220―8348　E-mail ashohji@yamanashi.ac.jp
なお，掲載申込は原則として発行日（10日）から 2か月前の 15日まで，開催日が 1～10日の場合
は，開催日の 3か月前の 15日までにお願いします．
掲載にあたっては，「日本光学会 news」の掲載基準を日本光学会ホームページでご確認ください．
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