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社是および経営理念

島津製作所は、いつの時代も最先端技術の開発に挑戦し、

社会の発展を支えてきました。

社是 科学技術で社会に貢献する

経営理念 「人と地球の健康」への願いを

実現する

初代島津源蔵 二代島津源蔵

「科学技術で社会に貢献する」



事業の紹介

分析機器

計測機器

医用機器

航空機器

産業機器

■ 分析機器

■ 環境計測機器

■ 試験検査・測定機器

■ 医用機器

■ 航空関連機器

■ 産業機械

■ 油圧機器

■ デバイス・コンポーネント

油圧ギヤポンプ／パワーパッケージ／コントロールバルブ／油圧ギヤモータ

回折格子／レーザ・モジュール／小形分光器／精密屈折計／レーザミラー／
微小流体チップ／エンジンモニタ

クロマト分析システム／質量分析システム／光分析システム／熱分析システム
／バイオ関連分析システム／表面分析・観察システム

材料試験機／疲労・耐久試験機／構造物試験機／非破壊検査システム／
高速度ビデオカメラ／粉粒体測定機器／天びん・はかり

X線TVシステム／血管撮影システム／X線撮影システム／PETシステム／
放射線治療装置用動体追跡システム／近赤外光イメージング装置(fNIRS)／
近赤外光イメージング装置(外科手術支援用)／医療情報システム

フライトコントロールシステム／エアマネジメントシステム／
コックピットディスプレイシステム／エンジン補機

ターボ分子ポンプ／高速スパッタリング装置／真空応用機器
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水質計測システム／排ガス測定システム

■磁気計測・海洋機器 磁気探知機／水中光無線通信装置



水中光無線通信技術の紹介



水の中の無線通信は音が主流
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音響通信で62.5kbpsは，かなり速い
しかし、画像や動画を送るには遅い



なぜ、いま水中光無線通信なのか
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無線LAN

(2.4Ghz)

可視光（青緑）なら届く！

電波が届かない．．．



なぜ、いま水中光無線通信なのか
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ＬＥＤ電球の普及

小型・高出力・高応答の青色
光源により水中光無線通信の
道が開いた！

実は青色LED

（青色光を黄色蛍光
体に照射して白色光
を発生)

日亜化学工業

赤外線を出すLEDを使った
光無線通信装置



LDとLEDの特性の違い
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LED LD

応答性 最大50Mhz 1Ghz以上可

波長帯域 約 20nm 約 2nm

指向性 無し 有り

通信速度が速い

配光特性が調整しやすく，細く高出力
（＠単位面積）にも出来る

受光素子の前にフィルタが入れられる

太陽光などの外乱を効果的に削除



海での通信実績

平成27～29年度 国立研究開発法人 海洋研究開発機構（JAMSTEC）の
「光電子増倍管を用いた適応型水中光無線通信の研究」に参加モデム製作を担当

青LD
赤LD

緑LD

耐圧容器
（PMT用）

➢ 120m距離で20Mbps、190m距離で
32kbpsの水中光無線通信を実施

➢ 水中ロボット間で光無線LANを構築、リモートデス
クトップ接続とハイビジョン動画の伝送を実施

➢ 水中-空中間での海面をまたぐ光無線通信を実施

実用化に耐えうる堅牢な通信ができることが確認できた



水中光無線通信装置 MC100

 水中光無線通信装置MC100は、レーザー光を使用して水中において
95Mbpsの高速無線通信を実現する光モデムです。

◆ 95メガbps以上の高速通信
水中における安定的な高速無線通信を実現し、従来は不可能であった「ハイビジョン動画の
リアルタイム通信」や「大容量ファイルの送信」などに活用できます。

◆ 深海使用を可能にする耐水圧設計
水中ドローンの活躍が期待される深海域に対応した3500m以上の耐水圧性能としました。

◆ 小型水中ドローンに適した重量とサイズ
送受信一体型の小型軽量ボディ（直径113mm×長さ250mm、重量2.85kg）のため、機器の搭
載スペースに限りのある小型水中ドローンにも搭載が容易です。

特徴

➢ 青・緑の二波長を用いた
波長多重通信を採用

➢ 水中光無線通信装置の量
産機では世界で初めて半
導体レーザーを採用

2020年2月発売 新製品



応用例：東京海洋大学・JAMSTECとの共同研究

搭載写真

 水中無人探査機（ROV）を用いた光無線通信による海底ステーションとの無線
LAN接続、および海底ステーションからの大容量データの回収に成功

搭載写真

ROVから海底ステーション内のカメラにリモート
でアクセスし、離れた場所に設置されたカメラ
からリアルタイムで海底の映像を取得できた。
また、海底ステーション内のストレージに保存
された約250MBの映像データをROVに転送
することができ、クラゲの仲間が浮遊する姿が
確認できた。

出典：国立大学法人 東京海洋大学
https://www.kaiyodai.ac.jp/topics/news/201903291000.html

https://www.kaiyodai.ac.jp/topics/news/201903291000.html


光ファイバ式水中光無線通信技術の紹介
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光ファイバ式水中光無線通信技術

送受信側ともに受発光素子からファイバを通じて信号が送受信される。複数に分岐したファイバの先を通信
エリアに応じて配置することで、任意の通信エリアを実現することができる

送信（発光）側 受信（受光）側
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水槽試験概要

◼ JAMSTEC 多目的プール

Shallow 

zone

10.5m 10.5m

21m

Deep zone depth 3.4m

Shallow zone depth 1.6m

Deep

zone

21m

10.5m

3.4m

光ファイバ

距離 約1m-15m

IPカメラ

通信エリア

LD

Module

Receiver

Module

水槽の底に設置した水中通信基地局に取り付
けたカメラ映像をROVに伝送する試験を実施

MC100を搭載した
ROV
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通信エリア設計

◼ 1本のファイバが構築する通信エリア ◼基地局周辺通信エリア

受発光ファイバの１つの先端が作り出す通信エリアは
先端の光学設計を変更することで調整することができる

◼ ファイバ延長による追加エリア

延長
光ファイバ

角度を鋭角にすることで距離を
延長できる
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水槽試験機材構成

ROV

MC100

HUB

水中通信基地局
水中部

IP カメラ

水中通信基地局
陸上部

PC PC

カメラ映像伝送

[ROV 側] [基地局側]



使用機材
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◼ 基地局 電子部品はすべて陸上配置

LD
モジュール

PMT
モジュール

* ファイバの本数は任意に設定可能

◼ ROV側

水中光無線通信装置 MC100

ROV 搭載の様子

陸上部

送信 受信

水中部



高輝度半導体レーザーモジュールの紹介



当社の青色DDLの特長

光ファイバ多重光学系半導体レーザー

高輝度多重化技術

半導体レーザー光を細径ファイバに結合させ
高いエネルギー密度を実現

多重化方法
・空間
・偏光
・波長



当社の青色DDLの特長

光ファイバ多重光学系半導体レーザー

高輝度多重化技術

Φ400umのファイバから1 kWの出力を達成

多重化方法
・空間
・偏光
・波長



可視光高出力半導体レーザー照明

デジタルシネマ

レーザープロジェクター

プロジェクション
マッピング

レーザーヘッドライト



可視光高出力半導体レーザーの新たな応用

⚫ 高出力化が進み，加工や通信でも使えるように

加工 通信
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ブランドステートメント “Excellence in Science”

私たちSHIMADZUグループは、世界中のお客様がさまざまな新製品を開発するために、また環境の保全や改善のために、

あるいは人々の健康や暮らしをよりよくするために、製品やサービスをご提供してまいりました。このブランドステート

メントは、その誇りを胸に刻み、さらに優れた技術・製品・サービスをご提供できるよう、いっそうの技術の研鑽、知識の

集積につとめ、「科学において卓越した存在」と認められるよう、社会と自らにコミットするものです。


