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～次世代アプリケーションを生みだすヒントがここに～
ー IoT・センサ・カメラ・レーザ・自動運転 に関する最新の製品・技術が集結 ー
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”CEATEC JAPAN 展と同時開催/相互入場”
近年注目を集めている “Mixed Reality（複合現実）”についてトヨタ自動車や日本マイクロソフトからの
講演や、「MSS 嗅覚 IoT センサーでがん早期発見の試み」を MSS フォーラムより本展示会で初公開！
光デバイス・レーザー関連製品が一堂に会する「InterOpto」、深紫外(UV)市場・LED 応用の最先端技術・製品を中心
テーマに据えた「LED Japan」、IoT ビジネスを加速するセンシング×ネットワークの最新テクノロジーが一堂に会する「MEMS
センシング＆ネットワークシステム展」に加えて、本年より、“撮影・撮像、画像処理、画像センシング、ディスプレイ・投影に関
する技術と製品”をテーマにした最先端のイメージング技術が集結する展示会「Imaging Japan」が新しくスタートします。

※写真は All about Photonics 2018 / MEMS センシング＆ネットワークシステム展 2018 より
＜全 4 展示会 294 社 297 小間 セミナー/カンファレンス 130 セッション＞
Imaging Japan が初開催することで、同時開催展との親和性が深まり、より一層次世代アプリケーション開発を加速させま
す。昨年よりも盛り上がりを増す 3 日間のビジネスマッチングにご期待ください。

130 セッション開催！会期中に開催するカンファレンスでは、最新の光技術/MEMS センシング技術がどのように応用されて
いるか、3 日間を通して発信いたします。

IoT 社会を見据え、新しいアプリケーションに不可欠な光技術・MEMS センシング、微細加工技術を発信する
今年の「All about Photonics 2018 / MEMS センシング＆ネットワークシステム展 2018」にどうぞご期待くださ
い！
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本展の主な見どころ

各分野で高い技術力を誇るメーカーが最新の製品・技術を出展
▼MSS フォーラム
世界初！香りやニオイの基準モノサシ MSS 嗅覚 IoT センサー！
社会的な期待感が高い「モバイル機器への嗅覚センサー搭載」や「判別結果による機器の制御を実現する嗅覚 API」に向
けて、MSS アライアンスが開発中の革新的な「嗅覚センシング手法」の技術デモを実施する。
▼シャープ
業界最高の光出力 130mW を実現した緑色半導体レーザを量産化。レーザディスプレイの高輝度化に大きく貢献する。
▼【NEDO プロジェクト】道路インフラモニタリングシステム (RIMS)
超高効率データ抽出機能を有する学習型スマートセンシングシステムの研究開発 (LbSS)
＜RIMS＞新規の MEMS センサ等を搭載し、自立電源で駆動する 4 種類のセンサ端末を出展。当該端末を道路インフラ
モニタリングで活用するデモンストレーションの実施及び道路インフラ統合モニタリングシステムを展示。
＜Lbss＞学習機能を備えたエッジ情報処理によるクラウドへのデータ送信量の削減、動的センシング制御可能な
センサ端末による測定条件の自動最適化、センサ端末の無給電・無線化による設置負担の軽減を特長とする、学習
型スマートセンシングシステムを開発。

▼紫光技研
円筒管内の流水に対して均一で高エネルギーの UVC 照射が可能で、99.99％の高い殺菌性能を特長とする円筒・外照
型の UVC 流水殺菌モジュールを開発。小型軽量・UVC 浄水殺菌装置、ハンディー操作殺菌用 UVC 照射器、ハンディー
UVB 皮膚治療器を出展する。
▼ニコン
初出展の多眼光学系（TAGAN）を用いた分光イメージングシステムは、異物検査や肌解析を強力に支援。サンプル出展ととも
にデモンストレーションを実施する。

▼ウシオオプトセミコンダクター
＜新製品＞レーザーダイオード：青紫～赤外波長帯まで幅広いラインアップをご提供。
＜新製品＞LED

：365nm の紫外から 1650nm の赤外まで幅広い産業用 LED をご提供。

▼エガリム
＜新技術＞ 『エガリム PBS』
ファッショングラスのように軽量で、オシャレで、更にシンプルな高機能化をも実現！
『Egarim Hologram Boot Camp』 ～展示会場内で露光体験が出来ます～
短時間に全自動で、楽しくご自分のオリジナルホログラムフィルムを手に入れていただくことが可能。
▼MegaChips / Sitime
今回、自動運転の実用化に伴って必要とされる高信頼かつ高速・大容量な通信の中心となる車載 Ethernet の PHY
チップ [MegaChips]、AEC-Q100 MEMS タイミングデバイス [SiTime]を出展。MEMS タイミングデバイスと車
載 Ethernet デバイスをひとつのパッケージに同封した製品は、小面積化、低ノイズ化を実現！

▼三菱電機
三菱電機が開発を行う非冷却赤外線イメージセンサーは、SOI ダイオード方式という独自の方式を採用。この方
式は温度センサー部に Si 単結晶でできたダイオードを使用しており、他社が主に採用しているボロメータ方式に
比べ、画面内感度均一性が優れた特徴を有している。今回の展示では、グラフェンを用いた赤外線センサーを含め、
様々な応用に向けた赤外線イメージセンサーの開発技術について紹介。

・・・その他 デンソー、大日本印刷、日本電気硝子、大塚電子、日亜化学工業 等が最新の製品技術を展示。

自動運転、IoT、MR(複合現実)、深紫外、100 セッションを超える専門カンファレンス／セミナー
▼次世代自動車セミナー

＜満席セッション＞

・「自動車用 LiDAR 技術の基礎と最新動向、自動運転への展開」 国立大学法人金沢大学 助教 米陀 佳祐 氏
LiDAR を活用した周辺環境の認識技術について解説する。

・「トヨタが取り組む Mixed Reality（複合現実）を活用した生産現場の革新」 トヨタ自動車 主幹 榊原 恒明 氏
MR について活用事例を動画中心に紹介する。
🔻最先端 Imaging セミナー
・ 「複合現実で仕事の新次元を実現する Microsoft HoloLens」 日本マイクロソフト株式会社 鈴木 敦史 氏
新次元のワークスタイルを実現する可能性を秘めている Microsoft HoloLens。空間設計/トレーニング/遠隔作業支援
など、HoloLens を活用した働き方変革をデモと事例で解説する。
・ 「網膜走査型レーザアイウェア技術：医療福祉応用から視覚の再定義まで」 株式会社 QD レーザ 菅原 充 氏
網膜走査型レーザアイウェア技術の医療福祉応用、画像分解能と焦点深度、IoT への展開について紹介する。

🔻オープニング合同特別: シンポジウム MEMS 次世代テクノロジーフォーラム&MEMS 協議会フォーラム
東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター 教授 江刺 正喜 氏による「MEMS と LSI のヘテロ集積化、試作イン
フラと情報の提供」をはじめとして、MEMS の実用化・応用先として期待される次世代テクノロジーにフォーカスした講演を実
施。「高度運転支援・自動運転とセンシング技術」/「ST の MEMS ソリューション ～新たな応用分野への挑戦～」/「国際
会議発表を通してみるＭＥＭＳ関連研究の動向」について講演する。

🔻MSS フォーラム：MSS 嗅覚センサーセミナー
従来のガスセンサーとは異なり、適用範囲が多岐に渡り且つモバイル用途としても活用可能な新しい『嗅覚 IoT センサー
MSS』について、MSS 嗅覚 IoT センサー活用研究事例紹介と題して会期 3 日間を通して発表する。
「MSS 嗅覚 IoT センサー活用研究事例紹介-I」～医療分野に於ける MSS 活用の試みがスタート～
●座長:

国立研究開発法人物質・材料研究機構 吉川 元起 氏

●講演 1：「MSS を用いた癌スクリーニングの可能性」 日本医科大学 千葉北総病院 副院長 外科・消化器外科
部長 がん診療センター長 教授 宮下 正夫 氏
●講演 2：「高機能小型嗅覚センサーを用いた呼気によるがん早期発見の試み」 筑波大学 医学医療系 教授
茨城県立中央病院 副院長兼化学療法センター長（腫瘍内科）小島 寛 氏
●講演 3：「日本における肺癌診療の現況と MSS 応用の試み（仮）」 筑波大学 医学医療系 呼吸器外科学
教授 佐藤 幸夫 氏
※上記に加え、事例紹介Ⅱ「におい測定技術の現状と課題」～MSS 嗅覚 IoT センサーへの期待～、
Ⅲ「味覚センサーおよび MSS 嗅覚センサーによるワインの品質評価に関する基礎的検討を実施。
報道関係者の皆さまには来場登録所にてプレス証をお渡しします。
ぜひご取材いただきますようお願い申し上げます。

■All about Photonics 2018 / MEMS センシング&ネットワークシステム展 2018 開催概要
会期

2018 年 10 月 17 日（水）～19 日（金）10 時～17 時

会場

幕張メッセ 国際展示場 ７ホール / 国際会議場

名称

InterOpto2018、LED Japan 2018、Imaging Japan 2018
MEMS センシング&ネットワークシステム展 2018

主催

InterOpto：一般財団法人光産業技術振興協会
企画・推進 株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
LED Japan / Imaging Japan：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
MEMS センシング&ネットワークシステム展：一般財団法人マイクロマシンセンター、
技術研究組合 NMEMS 技術研究機構、株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

同時開催展

CEATEC JAPAN 2018 (10/17(水)-19(金) 3 日間のみ・相互入場可能)

展示規模

＜４展合計＞ 社小間

入場料

1,000 円（Web 事前登録者は無料、但し業界関係者のみ）

問合せ先

All about Photonics 事務局 (InterOpto / LED Japan / Imaging Japan)
MEMS センシング&ネットワークシステム展 事務局
(株) JTB コミュニケーションデザイン 担当：田口、戸倉
TEL: 03-5657-0769/03-5657-0768 FAX: 03-5657-0645
E-mail：all_about_photonics@jtbcom.co.jp/ mems@jtbcom.co.jp

(詳細は公式 WEB をご参照ください。 All about photonics： http://www.optojapan.jp/index.html / MEMS センシング
＆ネットワークシステム展： http://www.mems-sensing-network.com/）

