


そんな予感をもって20世紀最後の年に私たちはオキサイドを創業しました。 それから18年余、私たち
の予感は確信に変わりつつあります。 光の時代といわれる21世紀。 光技術の可能性を追求し、その成果
を少しでも早く少しでも多く社会に還元したい。 それが、創業以来変わらない私たちの願いです。
際限なくすそ野の広い光技術の世界。 私たちは、その中でも酸化物光学単結晶とそのデバイス、モジュール、
およびレーザの製造・開発そして光計測技術のプロフェッショナルを目指し続けます。 それが、オキサイドと
いう社名に込めた私たちの思いです。 オキサイドは、独立行政法人　物質・材料研究機構で発明された画期
的な単結晶育成法をシーズ技術としてスタートしました。 それ以来、私たちは日本国内のみならず世界中の
大学・研究機関と共同研究を重ねると同時に、各産業分野のリーダー企業との連携を進めてきました。 それ
によって、最先端の技術成果をタイムリーに経済社会のニーズに結びつけ、従来にない高い特性を有する高
機能材料をコアとしたフォトニクスソリューションビジネスを提供し続けています。
ますます高度化し、グローバル化する私たちの未来社会。 そこで求められるのはさらに進化したキーマテリ
アルとしての光学単結晶です。 オキサイドのチャレンジは続きます。
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With this inspiration, we founded OXIDE in the final year of the 20th century. After more than a decade, our 
policies continue to develop in the pursuit of this dream.
The 21st century is said to be the age of light. Our aim to revolutionize and refine optical technology, pushing 
beyond the limits of current state of the art, remains. Our goal to deliver the fruits of these efforts to society in 
the fastest time possible also remains. Our mission has remained the same since our foundation. Photonic 
technology offers unlimited potential. In this world of unbounded potential technology, we aim to become the 
experts in oxide optical single crystals and in the development and manufacture of optical devices, 
modules, lasers and Optical Measurement Technology. It was with this goal we named our company 
OXIDE. Our starting point was the landmark single crystal growth method invented at the National Institute 
for Material Science (NIMS). Since then, while engaging in joint-research projects with universities and 
research laboratories in Japan as well as abroad, we have continued to develop strong connections with the 
leaders of key industrial fields. With this network, we can provide the most advanced fruits of technological 
research in the most timely fashion to best support the economic advancement of society. We can provide 
novel optical crystals, devices as well as lasers that were previously unavailable, allowing further 
advancement of technologies.
Our future society will continue to globalize and require more advanced technologies than ever before. The 
demand within these technologies for key materials such as optical single crystals will continue to grow. 
OXIDE’s challenge will continue.



すべての単結晶育成技術、
ノウハウを集積しました
すべての単結晶育成技術、
ノウハウを集積しました
All kinds of single-crystal growth technology
and knowhow gather here at OXIDE.
All kinds of single-crystal growth technology
and knowhow gather here at OXIDE.
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定比組成 LN･LT 単結晶はオキサイドが世界で
初めて製品化に成功したオリジナル材料です。
その他にも、
・２００nm以下の深紫外発生可能なCLBO結晶
・シンチレータ用のLGSO、GSO結晶
・アイソレーター材料のTGG、YIG結晶
・光学的等方性と高屈折率を有するKT結晶
・蛍光体材料EPOCH結晶や電池用単結晶など
十数種類もの単結晶材料を、光情報通信分野や
光計測・加工分野、医療・バイオ分野向けに提供
いたします。
また、お客様との委託･共同開発により、更なる高
品質化や大型化へ向けた取り組みや、新たな酸化
物単結晶の研究開発を行っています。

Single Crystals
Stoichiometric LN and LT single crystals are novel 
materials which were first commercialized by 
OXIDE. Besides, dozens of crystalline materials 
available for applications in the fields of 
telecommunications, metrology, material 
processing, medical and biophotonics are:
・CLBO which is phasematchable into the 
   deep UV-region, such as 193nm
・Scintillation crystals LGSO, GSO
・TGG, YIG for optical isolators
・KT with isotopic structure and high refractive
   index
・ EPOCH phosphor, single crystals for Li ion
   batteries, etc. 
We also engage in research and development for 
improvement of crystal quality and growing larger 
crystals, as well as novel oxide single crystals, 
based on contract services and joint development 
projects with customers.

オキサイドでは、育成した結晶を自社内で

加工し、熟練したエンジニアがその特性評

価を行っています。自社内にて「方位切断」

や「円筒研削」「光学研磨」などの精密加工

を行うことができます。そして結晶の「光

吸収特性」「光誘起屈折特性」「熱物性」

「レーザ耐性」「波長変換特性」「結晶構造」

などの光デバイス応用に重要な材料諸特

性を、トレーサビリティの保証された測定

装置や、先進的な自社製装置などを用い

て測定します。

オキサイドは、深い知識と長い経験を持つ

エンジニアによる評価を通じ、お客様のご

要望やアプリケーションに応じた、高品質

で安定した結晶を提供しています。

Our team of experienced experts
assure superior quality

Optical Properties Evaluation

At OXIDE, we cut and polish our own 
crystals and our skilled engineers evaluate 
their properties. We perform various 
precise fabrication processes in-house, 
including orientation-specified cutting, 
cylindrical grinding, and optical polishing. 
We can characterize these fabricated 
crystals in their absorption, photorefractivity, 
laser damage threshold, frequency 
conversion efficiency crystallinity as well 
as thermal properties with equipments 
with traceable calibration.
Through the crit ical evaluation by 
engineers with extensive knowledge and 
vast technical experience, we are able to 
offer stable and high quality crystals which 
best suit our customers’ requirements.

単結晶

光学特性評価技術

材料を熟知した専門家集団が
高品質を保証します

2

Successful technology development
One step ahead: our raison d'être

Single Crystal Growth Technology

光情報社会の進化はとどまるところを知り

ません。さまざまな産業分野で、酸化物単

結晶が基盤材料として必要とされていま

す。オキサイドは、フォトニクス時代のデバイ

スが要求する、高い光機能特性を持つ単結

晶を多様な育成方法で提供しています。そ

の中で、原料自動供給二重坩堝法は、オキ

サイドが物質・材料研究機構のライセンス

を受けて確立した他社にはない独自技術で

す。これによって、従来は入手が困難とされ

た高機能で高品質な単結晶を育成すること

が可能になりました。

さらに、オキサイドでは、要求される単結晶

に適したDCCZ法、CZ法、EFG法、TSSG

法、FZ法、VB法、KP法、μPD法など多種

多様な結晶育成技術を保有し、幅広いお客

様のニーズにお応えしています。

Optical information technologies grow our 
society with no limit in sight. The need for oxide 
single crystals as a substrate material is 
inherent in the numerous related industrial fields. 
With in-house expertise in crystal growth, 
OXIDE can offer crystals meeting the string-
ent requirements of today's photonics 
industry. Of these advanced techniques, the 
DCCZ      (Double-Crucible Czochralski) method 
with automated material supply is a novel 
technique unique to OXIDE. We are the 
exclusive licensee of this technology from NIMS. 
With this unique technique, we are able to grow 
previously unobtainable high capacity and high 
quality single crystals. We possess the ability to 
implement a wide range of crystal growth 
methods such as DCCZ, CZ (Czochralski), EFG 
(Edge-defined, Filmfed Growth), TSSG 
(Top-Seeded Solution Growth), FZ (Floating 
Zone), VB (Vertical Bridgman), KP (Kyropoulos) 
and μPD(Micro Pulling Down),allowing us to 
select the most suitable method for the desired 
crystal. Thus we are able to satisfy our  wide 
range of customer’s needs. 

単結晶育成技術

世界に先駆けて開発に成功した技術
そこに私たちの存在価値が生まれます
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LGSO以外にも、オキサイドは各種の単結

晶シンチレータを扱っています。GSOは

高温特性に優れ、石油探査や宇宙物理研

究等の放射線検出器用として実用されて

います。

蛍光出力の高いSrI2（Eu）、n/γ弁別が可

能なスチルベン、150℃以上の高温でも

高い出力を持つGPSを扱っています。

これらのシンチレータは、いずれも優れた

特長を持つことから、今後の用途拡大が期

待されています。

オキサイドは、これらの高機能単結晶で、

ヘルスケア・環境計測分野へ貢献します。

OXIDE Single Crystal 
Scintillators

Besides LGSO, OXIDE developed other 
scintillation crystals such as GSO which is 
widely used for oil well loggings and 
space physics because of its excellent 
temperature responses and good 
rad ia t ion  res is tance.  Sr I2 (Eu)  is  
characterized by its high light output and 
Stilbene is by n/γ discrimination. GPS is a 
newly developed crystal with high light 
output as well as remarkable energy 
resolution even at temperature of well over 
150℃. These scintillation crystals are well 
accepted for wide arena of industrial and 
academic applications, contributing to the 
field of healthcare and environmental 
cares.

LGSO Single Crystals for PET

オキサイドはPET装置に最適なシンチレータ

を提供します。

がんの早期発見を可能にするPET（陽電子断

層撮像法）、 オキサイドはこのPET装置の

キーマテリアルとしてLGSO単結晶を提供し

ます。

LGSOは放射線が入射すると紫色に発光す

るシンチレータ材料で、 オキサイドの優れた

高融点単結晶技術は、大型で高品質な

LGSOの量産化を実現しています。

オキサイドのLGSOはγ線に対する感度や応

答性に優れるシンチレータ材料で、 PET装置

の高速化、 高精度化に大きな役割を果たし

ています。

PETは今後アルツハイマー病診断などへの

拡大が期待されており、 オキサイドではより

高品質な単結晶材料の開発を進めています。

OXIDE provides LGSO single crystals for PET 
(Positron Emission Tomography), which is a 
novel diagnostic modality for tumors and 
cancers even in early stages. LGSO which 
emits light by radiation incidence as a 
scintillation material is mass-produced by 
OXIDE’ s highly sophisticated technology of 
crystal growth with high melting point. LGSO 
OXIDE supplies is a key material for PET with 
high sensitivity and fast response to γ-rays, 
helping in achieving the precise diagnosis by 
PET. PET is expected to take care of 
Alzheimer diseases as well and OXIDE 
continues to develop high quality new 
scintillation crystals even beyond LGSO.

OXIDE provides LGSO Single Crystals for 
PET (Positron Emission Tomography), which 
is a novel diagnostic modality for tumors and 
cancers even in early stages. LGSO OXIDE 
supplies is a key material for PET with high 
sensitivity and fast response to γ-rays, helping 
in achieving the precise diagnosis by PET. 
PET is expected to take care of Alzheimer 
diseases as well and OXIDE continues to 
develop high quality new scintillation crystals 
even beyond LGSO.

OXIDE single crystals contributes to the field
of healthcare and environment.
OXIDE single crystals contributes to the field
of healthcare and environment.

オキサイド単結晶の高機能を活かし
ヘルスケア・環境計測分野で貢献します
オキサイド単結晶の高機能を活かし
ヘルスケア・環境計測分野で貢献します

オキサイドの単結晶
シンチレータ

PET装置用 LGSO単結晶
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デバイス技術で単結晶の
特性を最大限に引き出します
デバイス技術で単結晶の
特性を最大限に引き出します
Our device technology makes maximum use of the potential of single crystals.Our device technology makes maximum use of the potential of single crystals.
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ニオブ酸リチウムやタンタル酸リチウムなどの

強誘電体結晶では、周期的に分極方向を反転

させた構造により非線形波長変換を行うこと

ができます。これは、結晶方位角度を注意深く

調整して自然複屈折を利用する波長変換方法

に比べてより高い非線形効果が得られ、原理的

に任意の波長変換を行うことができます。

オキサイドは自社内に「電極微細加工技術」や

「メタル成膜技術」「分極制御技術」「導波路作

製技術」「熱処理技術」などの素子製造技術を

保有しています。

オキサイドが提供する高効率で高耐性の波長

変換素子は、最先端のディスプレイ、産業、光通

信、医療、環境計測など多岐にわたる分野で欠

かせない部品として注目を集めています。

7

周期分極反転素子は、位相整合に複屈折を利用した

バルク素子に比べて、非常に高い波長変換効率とウ

エーハプロセスで製造可能な高い量産性を持って

います。オキサイドは、この基板材料として、自社内

で育成したニオブ酸リチウム（LN）とタンタル酸リチ

ウム（LT）結晶ウエーハを用いた周期分極反転素子

を製造しています。LN 結晶は数ある非線形光学材

料の中でも最も高い非線形光学定数を有し、高効

率な波長変換に応用されています。LT 結晶は高い

耐光損傷性や熱伝導率を有し、高出力化や厳しい信

頼性が求められる産業レーザの波長変換用途に採

用が広がっています。

Periodically Poled Devices
Compared to bulk devices which rely on natural 
birefringence, periodically poled devices have a 
very high frequency conversion efficiency. Further, 
they can be mass-produced through wafer level 
manufacturing. At OXIDE, we produce LN and LT 
crystal wafers as the substrate material. LN has the 
highest non-linear optical constant amongst the 
numerous materials that are transparent in the 
visible region, and can be used for high efficiency 
frequency conversion. LT has a very high optical 
damage threshold and high thermal conductivity, 
and its use in frequency conversion applications for 
industrial lasers is rapidly growing.

We offer high quality optical devices
to cutting-edge industries

Periodic Poling Technology

Ferro-electric crystals such as Lithium Niobate 
(LN) and Lithium Tantalate (LT) can be 
periodically poled and used for non-linear 
frequency conversion. Taking advantage of 
diagonal component of nonlinear susceptibility 
tensor, the resulting non-linear coefficient is 
higher than that of frequency conversion using 
natural birefringence obtained by delicately 
adjusting crystal orientation angles, and in 
principle any wavelength may be converted to 
another, within the materials' transparency 
range.
OXIDE boasts several key in-house manufac 
turing technologies, including precise 
electrode-fabrication, metal film coating, 
controlled poling, waveguide fabrication, and 
thermal annealing. OXIDE frequency 
conversion devices are known in the field for 
their high efficiency and high damage 
resistance, and is known as an invaluable 
component for a wide range of cutting-edge 
technologies. Applications range from the field 
of industrial applications, displays, optical 
communications to medical and environmental 
measurement.

周期分極反転技術

先端産業分野へ、高品質な光学素子を
提供しています

周期分極反転素子
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We offer the best value products to
meet customer and market demands 

Optical Design &
Assembly Technology

オキサイドは“結晶をより使いやすく”とい

う観点から、単結晶の付加価値をつけて、

装置やシステムへの組み込みが容易な光

モジュールを提供しています。

自社内には、「幾何光学・波動光学シミュ

レーション」「非線形光学設計」によりご要望

にあわせた光学設計が可能です。さらに、こ

れら光学設計に基づき、精密調芯・実装、

レーザ溶接・接着接合技術を利用した機

械設計をし、高精度なモジュールをご提供

しています。

これらの基盤技術に、豊富な開発実績、経

験豊富なエンジニアを加えてお客様の開発

をサポートします。時間と労力の要る試作開

発から OEM 製品としての供給まで、お客

様のあらゆるご要望にお応えします。

At OXIDE, we constantly increase the 
added value of single crystals by “making 
them easier to handle.” Based on this 
concept, we supply the modules which 
can be readily built into customers’
systems or equipments. We have the 
capabilities of 1) precision fiber aligner, 2) 
laser welder, 3) bonder, 4) air tight 
packaging, as well as 5) optical design 
and simulation including non linear  optics. 
In addition to these principal techniques, 
our staff is fully experienced in these 
practices to support our customer. From 
labor intensive prototype development to 
OEM product supply, we are able and 
ready to respond to a wide variety of 
customer requirements.

波長変換器

オキサイドの波長変換器には、レーザ耐パワー

性が高く信頼性に優れた独自の周期分極反転

素子をキーデバイスとして使用しています。こ

れによって紫外から青緑赤の可視域まで、ビー

ム品質に優れたコンパクトなレーザヘッドを実

現することが可能になりました。

これまでに、「CW355nm波長変換器」「ワット

クラスのCW可視ハイパワー波長変換器」など

を提供しています。これらはフローサイトメータ

や蛍光顕微鏡など医療・バイオ関連や基礎研

究用途に、幅広く使われています。

OXIDE wavelength convertor employs, as its 
key device, a novel periodically poled device 
with high laser damage threshold. Thanks to this 
unique device, it is possible to produce a 
compact laser heads in UV-visible region 
having high beam qualities.
“CW355nm Wavelength Convertor” and 
“Watt-class CW Visible range High Power 
Wavelength Convertor” are such examples. 
These unique convertors are widely used in 
bio-medical fields such as flow cytometers and 
fluorescence microscopes or in basic research 
activities.

Wavelength Convertor

光モジュール

オキサイドでは、光学設計・組立技術を応用した光

モジュールの設計開発から商品化までをサポート

しています。　「バラックの光学系を小型化・安定化

したい」「プロトタイプの光学系を組み上げたい」「こ

れまでに無い光学部品を作りたい」「研究成果を商

品化したい」そういった要望にお応えします。

これまでに、「ファイバー結合型波長変換モジュー

ル」「光偏波コントローラー」「光ディレイライン」な

どを提供しています。

OXIDE provides wide-range customer support, that 
is, all the way from design and development of 
optical modules to their commercialization, based 
on our optical design and assembly technology. We 
can respond to various requests such as making 
discrete optical set-ups more compact and stable, 
assembly, commercializing research results and 
creating novel optical components. For examples, 
we offer fiber-coupled frequency conversion 
modules, optical polarization controllers, optical 
delayline and various sensor modules.

Optical Modules

光学設計・組立技術

顧客と市場の要求に、最高の価値を
提供していきます
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単結晶をキーマテリアルとして
極限の性能を実現します
Getting the most out of the optical single crystals as the key 
material, our lasers realize the ultimate performance.

10

State-of-the-art technology
meeting customers’ needs

Laser Technology

オキサイドが手掛けるレーザは Deep 

Ultra Violet （DUV、深紫外）レーザです。

266nmや 213nmなど300nm以下の

短波長、高出力のレーザを提供しておりま

す。 これらは、主に半導体検査装置の光源

や光電子分光など基礎研究に用いる光源

として広く活躍しています。

DUVレーザのキーマテリアルである波長

変換素子には、自社製の高品質な BBO、

LBO、CLBO単結晶を使用しています。

経験豊かなレーザ技術者のもと、柔軟な発

想と分析力、製造技術力から生まれる

DUVレーザは、半導体検査だけでなく、干

渉リソグラフィ、光電子分光への応用など、

新規産業や研究分野への展開が期待され

ています。

OXIDE’ s lasers are deep ultra violet 
(DUV) lasers generating high-power, in the 
wavelength range below 300nm, such as 
266nm or 213nm. Our DUV laser will serve 
as a light source for the  semiconductor 
inspection equipment or as a light source 
for basic scientific research such as 
photoelectron spectroscopy.
Our DUV lasers employ high quality 
BBO, LBO, CLBO single crystals inside,  
grown internally based on our core crystal 
technology, and undergoes a stringent 
quality control process.
Our experienced laser engineers, with 
their flexible and analytical mind, never 
stop developing new DUV lasers that will 
meet the needs of semiconductor inspection 
as well as other new applications like 
interferometric lithography or photoelectron 
spectroscopy.

11

OXIDE’s DUV laser is a continuous wave, all solid-state 266nm 
single-frequency deep-ultraviolet laser. The outstanding 
quality of OXIDE’ s BBO crystal has enabled a 3,000 hours of 
continuous operation at 1W, over 10,000 hours at 10mW at the 
single spot of the crystal.  This allows for the minimum 
downtime for the optical adjustment.  The small crystal 
deterioration leads to a beam profile with stable long-term 
operation.

In addition, the highly efficient wavelength conversion laser 
system results in an extremely low power consumption of from 
70 watts to 340 watts.
Further, our novel Voice Coil Motor (VCM) has enabled precise 
control with excellent stability and wide frequency range 
responses for the servo system of the optical resonator.

266nm DUV Laser

266nm単一波長を連続発振する深紫外固体レーザです。
オキサイドの優れた品質の BBO 結晶により、１スポットあたり、
1W機で 3,000 時間以上、10mW機では 10,000 時間以上
の連続発振が可能です。 この為、頻繁なクリスタルシフトに伴う光
学調整によるダウンタイムを最小限に抑えられます。
またビーム品質に大きく影響を与える BBO 結晶端面の劣化が極
めて小さい事から、長時間に渡って安定したビーム品質を維持す
ることが可能です。
外部共振器方式の波長変換手法により、高い効率の波長変換を実
現したことで消費電力を 70W～340W に抑えたコンパクトで使
い易いレーザシステムを実現しました。
さらに、共振器の制御にボイス・コイル・モーター（VCM）を用い
ることで精密な制御と広い周波数応答により、優れた安定性を実
現しました。

レーザ技術

世界最高水準の技術力で
顧客ニーズに応えます

DUVレーザの応用分野

266nm DUV レーザ

次世代デバイス研究開発
High-efficiency device for 

next-generation 

スマートフォン、タブレットPC
Smartphone, Tablet PC

Application Fields for DUV Laser

干渉リソグラフィ、ナノプロセス
Interferometric lithography, Nano process

光電子分光
Photoemission Spectroscopy

半導体検査
Semiconductor inspection

ラマン分光、フォトルミネッセンス
Raman spectroscopy,
Photoluminescence
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光材料と光デバイス技術で
フォトニクスの新ソリューションを
提供します
With OXIDE’s own optical materials as well as device processing 
technologies, OXIDE provides new solutions in photonics.12

Measurement Technology

新たなビジネスの柱として光計測技術の開
発を進めています。 オキサイドではレーザ
ディスプレイ開発向けスペックルコントラス
ト測定装置を、標準測定器として世界で初
めて製品化しました。この定量的測定手法
は多くのユーザーから高く評価され、 
2016 年に国際標準機関 IEC において国
際標準規格（IEC 62906-5-2:2016）に
制定されました。また、光学材料やレーザ
フォトニクス技術を駆使し、車載向け HUD 
画像評価装置など光計測に最適なソリュー
ションを提供しています。 プロジェクショ
ンマッピング等で使用される次世代高輝度
レーザプロジェクタや、車載用レーザヘッド
ライトへの応用が期待される蛍光体結晶材
料 ( 商品名：EPOCH ) も扱っています。

OXIDE concentrates to stay as a pioneer of 
the optical inspection and measurement 
technology for further strengthening its 
business position. OXIDE launched the world 
first speckle contrast measurement system 
as the international standard tool. This 
quantitative evaluation method of speckles 
was well accepted worldwide by researchers 
and customers, and resulted in the official 
accreditation to IEC62906-5-2:2016 by The 
International Electrotechnical Commission 
(IEC) in 2016. 
OXIDE uses its extensive optical material and 
photonics expertise to provide best solutions 
for customers in a timely fashion, such as 
Image Quality Evaluation System for 
windshield head-up display (HUD).
In addition, OXIDE has developed the new 
phosphor material named “EPOCH” for the 
headlamp and intensive laser projector light 
source applications.

13

計測技術 Intensive Light Source 
Development 

白色LED光源やレーザプロジェクターな

どに使用されている蛍光体の多くは、樹脂

の中に蛍光体粉末を練り込んで作られて

います。そのため高輝度化では樹脂の耐

久性と排熱に課題がありました。 オキサイ

ド製の蛍光体結晶「EPOCH」はサファイア

とのコンポジット材料で熱伝導度に優れ、

高エネルギーレーザでの使用でも溶ける

ことはなく高輝度化が可能となります。こ

の結晶の特長を生かしたデバイス化やそ

の応用開発にも取り組んでいます。将来

的にはLEDヘッドライトよりさらに遠方照

明が可能となる高輝度レーザヘッドライト

などへの適用が期待されています。

The majority of current phosphor light 
sou rces  used  in  the  au tomot i ve  
instruments and laser projectors are 
made from the phosphor powders 
mixed with polymers. To make light 
source much more in tensive,  the 
excitation by higher power blue light is 
required, but this damages the polymer 
based powder phosphor. Instead, 
OXIDE developed a hybrid crystal with 
sapphire “EPOCH” to solve this critical 
issue. EPOCH does not suffer from the 
heat  w i thou t  degradat ions  o f  i t s  
emission efficiency. OXIDE started the 
light source developments with EPOCH 
to maximize the advantages of this 
phosphor material for the extensive 
potential applications including laser 
excited intensive high beam automotive 
headlamp, that is proved much better 
than LED headlamps for the longer 
distance lighting on speedways.

高輝度光源の開発 Image Quality Evaluation 
Technology 

自動車で普及が期待されるヘッド・アップ・

ディスプレイ (HUD) の画像評価技術。 フ

ロントガラスは合わせガラスのため、画像

を下から投影するとゆがみや二重像が生

じます。 オキサイドではこれらの画像のゆ

がみや二重像を光学的に計測できるよう

にし、ガラスメーカーや中間膜メーカー、

完成車メーカーの設計開発部門へ提供し

ています。 

現在では電機メーカー各社が HUD に注

目し、車載関連産業への参入をめざしてい

ます。 ゆがみや二重像のない新たな製品

開発に向けて当社の画像評価技術は重要

なツールとなっています。 

Image Quality Evaluation technology for 
automobile Head-Up Display (HUD) is 
becoming very common in today’s cars. 
S i n c e  w i n d s h i e l d  g l a s s e s  a r e  
configured with two glass plates with 
polymer interlayer in between, the 
p ro j ec t i on  f rom the  unde r nea th  
produces some image failures such as 
distortion and ghost. OXIDE developed 
Image Quality Evaluation system to 
measure distortion, ghost, blur, etc. and 
is supplying this to glass manufacturers, 
interlayer suppliers and automobile 
companies as a critical tool for their 
designing and product developments.

画像評価技術
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オープンイノベーション
パートナーとして
新たな付加価値を創造する
コーディネーターの
役割を担います
OXIDE working as a valuable coordination partner promises 
more values in Open Innovation alliances.14

Our technological strength totally derives from Team 
OXIDE, a group of our experienced engineers with 
profound knowledge and distinguished skills. For 
each of our technology segment, namely, Crystal, 
Optical Device, Module, Laser and Measurement 
Technology, our specialists are always ready to 
respond to every kind of request and need from our 
customers.
OXIDE working as a valuable cordination partner 
promises more values in Open Innovation alliances.

オキサイドの技術を支えるエンジニア。それがチームオ

キサイドのメンバーです。「結晶」「デバイス」「モジュー

ル」「レーザ」「計測技術」などそれぞれの分野において

スペシャリストたちがお客様のご要望にお応えします。

オキサイドはオープンイノベーションパートナーとして

新たな付加価値を創造するコーディネーターの役割を

担います。

Team OXIDE／
技術を支えるエンジニア

Team OXIDE / 
Our engineers make the difference

Team

Contract Services / 
Joint R&D Projects

オキサイドは、世界をリードする単結晶技

術や光要素技術を基盤に、お客様の力に

なりたいと考えています。ニーズを的確に

把握して、世界の人々が必要とする製品や

サービスをタイムリーに提供する。これま

でにも、お客様が自社開発をためらってい

た課題について「委託／共同開発」を受け

それまでにはなかった全く新しい製品の実

現に寄与した実績を数多く有しています。

これまでに蓄積した研究開発能力を、新し

い光学材料や高機能モジュール、高性能

システムの開発に提供させていただきた

いと考えています。

OXIDE’ s core competence lies in its full 
capacity to support customers with its 
world leading single crystal expertise 
and associated optical technologies. 
Our goal starts from understanding in 
full customers’ needs and ends on 
rece iv ing sat is fact ion f rom them 
through our products and services that 
were found di fficul t  to achieve at  
customers. For this goal, OXIDE has 
s u c c e e d e d  i n  m a k i n g  m a j o r  
breakthrough in contract services and 
joint R&D projects with universities, 
research institutes and customers. 
OXIDE offers its R&D capabilities that 
OXIDE accumulated over many years, 
all to assist in the developments of new 
opt ical  mater ia ls,  h ighly capable 
modules as well as more sophisticated 
systems our customers require.

委託／共同研究開発 Yasunori Furukawa
Crystals

Sadao Matsumura
Crystals

Hiroyuki Ishibashi
Crystals

Yutaka Anzai
Crystals

Akio Miyamoto
Crystals

Masahiro Sasaura
Crystals

Takahiro Kojima
Crystals

Satoshi Makio
Devices

Junji Hirohashi
Devices

Yushi Kaneda
Lasers

Taketoshi Soda
Lasers

Naoya Oka
Lasers

Michio Oka
Lasers

Masayuki Morita
Lasers

Hiroaki Nakao
Lasers

Shigeo Kubota
Optical Measurement

Junichi Ohsako
Optical Measurement

Atsushi Fukumoto
Optical Measurement

Hideo Kawabe
Optical Measurement

Koji Suzuki
Optical Measurement
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代表取締役社長　古 川 保 典
President & CEO    Yasunori Furukawa

取締役副社長　山 本 正 幸
Vice President & CFO    Masayuki Yamamoto

OXIDE explores the unlimited potential of light

オキサイドは無限の可能性に
チャレンジします

光の時代といわれる21世紀。 2000年の創業以来、オキサイドは光技術の可能性を追求し、その成

果を社会に還元するという理念で成長してきました。

酸化物単結晶をコアに、それらを利用したデバイス、モジュール、深紫外レーザー、画像処理技術。 

オキサイドはこうした技術を半導体、ヘルスケア、車載分野に光計測によるソリューションとして提供

します。

グローバルニッチトップ企業として、夢を現実にする私たち共通のチャレンジです。

The 21st century is said to be the age of light. Since its foundation in 2000, OXIDE has 
dedicated its commitment to continue growing in the quest of unlimited potentials of light with 
the mission to deliver fruits of these efforts to society.
With oxide based single crystals as the core, OXIDE’ s expertise in optical and photonic 
technology covers optical devices/modules, deep UV lasers as well as laser image and 
display metrology. OXIDE provides ultimate solutions to the customers by optical measurement 
metrology in the wide arena of the semiconductor, healthcare and automotive display, thus  as 
a leading global niche company, these challenges lie ahead for long for OXIDE.




