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１．日本の高度研究人材の現状と産学連携

２．光科学の展開とレーザー技術の革新

３．コヒーレントフォトン技術によるプロセス
技術の革新へ向けた取り組みと

日本型産学連携に向けた取り組み
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Web site: New York Times
World business page 2008/5/17

（１）日本人若者の工学離れ

（２）外国人のエンジニア獲得
出遅れ

日本の科学技術人材の課題日本の科学技術人材の課題

ハイテク日本 エンジニアの枯渇
－ ニューヨークタイムズ 2008.5.17 一面報道 －
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出展：国土交通省 国土審議会政策部長期展望委員会 23年2月
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高等教育の構造変化

旧制の研究教育大学モデルによる

ハイレベル学部教育

質・量に優れた高度学士を輩出

「高品質大量生産」という

産業技術イノベーション

戦後の成長を牽引

高度学士

18歳人口：168万人

成熟後の成長の特長

高レベルの富の広がり

アイディアの獲得競争

発想力と問題発見力とリーダシップを

備えた高度博士人材の育成が鍵

２１世紀：知識集約による創造社会

学部学生

大学院生（D,M）

18歳人口：119万人

戦後：２０世紀後半

（1955年） （2010年）
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修士修了者の博士進学状況の推移

東京大学
RU11
（北大・東北大・筑波大・東大・早稲田大・慶應大・
東工大・名古屋大・京大・阪大・九大）

7



オール東大の強みを活かす仕組みが必要

文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」事業

フォトンサイエンス・リーディング大学院
Advanced Leading Graduate Course for Photon Science (ALPS) （H２３-）

官

リーディング
コース

実践的課題演習
・知の活用の技法
・知財
・テクノロジートランスファー
・社会のニーズを知る

業種の拡大

産学協働
プラットフォーム

（学生と企業人が同じ場所で活動）

企業人講師 先端光企業

光企業コンソーシアム

海外

産産 グローバル＆オープンイノベーションを先導し、
産業力強化を牽引するリーダー

官官 科学技術の素養を活かし、人類社会の課題
解決に向けた政策をリード

学学 融合分野を開拓し、新しい知の創造をリード

育成する人材イメージ
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先端レーザー科学教育研究コンソーシアム

産学連携による大学院修士教育

海外長期インターンシップ

○先端光産業技術者による修士課程向け
出張実習および講義

○電通大、慶應大との単位互換
・大学を超えた人的ネットワークの形成

文科省（H25 ～33年度)
コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点

革新的光技術を駆使し、“ものづくり”から社会を変革する
“個を活かす持続可能な社会”の実現
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1983年：
スターウォーズ計画SDI

1989年冷戦終結

1960 レーザーの発明

1981 衝突パルスモード同期
（ピコからフェムトへ）

1991 チタンサファイア マジックモード同期

1991 カーレンズモード同期 （国内第１号機も同年）

1991 チタンサファイアＣＰＡ 再生増幅

レーザー技術の革新

光波を時空間で完全制御
↓

コヒーレントなフォトンの集団を
自在に操作

1997 ＬＤ励起ポンプ源への移行
→ 高効率＆低ノイズ化

2001  光格子時計(東大提案）
2002 モード同期ファイバーレーザーのＣＥＰ制御

2003 受動共振器による線形加算増幅
2005  光格子時計実現→17桁（2011）

2000 モード同期レーザーのＣＥＰ制御、
周波数コム技術 （２００５ノーベル物理学賞）

コヒーレントフォトン技術 10



半導体レーザー技術革新

変換効率と制御性の大幅な向上

•アルゴンイオンレーザー
－効率：0.1%

•炭酸ガスレーザー
－効率：5‐6%

•半導体レーザー
－効率： 60%以上

高効率化と低雑音化により、
光の安定度と制御性が桁違いに向上

放電

注入キャリア発光再結合

放電

⇒ コヒーレントフォトン技術の基盤技術 11



光科学の展開

19世紀

20世紀電磁波の
発見

量子論

ＣＷレーザー

アト秒パルス発生

光科学の革新による
知の創造と社会の変革

極限計測
量子情報技術

生命科学・医学応用
エネルギー技術への活用

レーザー

パルスレーザー

21世紀

光原子時計

光コム技術
ノーベル物理学賞

(2005)

フォトニック結晶 （京大、2006)

先 端 光 科 学
光波を時空間で完全制御する技術の完成

融合

光格子時計 （東大、2005）

相対論

先端光科学と

現代物質科学の融合

加速する光科学技術
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香取秀俊

（東京大学/理研）

究極の原子時計
2004年：国際度量衡委員会の時間・周波数諮問委員会及び長さ諮問委員会が
「秒の再定義」に向け作業を開始

現在：セシウム原子時計
計測時間１日で１６桁精度

光格子時計
計測時間１秒で１８桁精度

光格子時計

相対論的測地術へ

光波を時空間で完全制御する技術の完成
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100%

50%

ハーフミラー
透過、反射の光の強さが同じ

50%

時間反転操作

？
or

光の完全制御技術とは？：例ハーフミラー
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もし、可能なら・・・・・

高強度光ビーム ？

光波合成による高強度光の発生
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片方に全ての光を
出すことが可能

干渉によって消える

位相が制御された波の場合
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光波合成による高強度光の発生

高強度光ビーム！
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時間領域の重ね合わせ

モード同期レーザーのＣＥＰ制御
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光源技術の革新； 光源の世代交代

F.T.

CEP制御
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２００５ノーベル物理学賞
（左）John L. Hall
（右）Theodor W. Hänsch

レーザー技術の革新：CEP制御
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外部共振器

R. Jones, J. Ye, Opt. Lett. 29, 2812 (2004). 

>200 nJ

~1 nJ
アンプレスの
非線形光学過程へ

外部共振器によるCEP制御光の溜込み
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共振器閉じ込めによる高輝度紫外光源

• 10ピコ秒モード同期チタンサファイアレーザーを基本波とし、
受動共振器を用いて高効率に第二高調波を発生

• 強力な紫外パルスの第二高調波をとることで5.9 eVの高輝度
光源の作製に成功

高繰り返し狭線幅の真空紫外光発生

J. Omachi, K. Yoshioka, and M. Kuwata‐Gonokami, Optics Express 20, 23542 (2012).

狭線幅紫外光 （λ=210 nm, Δλ=0.27 nm)
高繰り返し(73 MHz )
高輝度(23 mW)
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Ne

高強度光パルスを希ガスに照射すると、
可視光の数十分の一の波長の
高次高長波が発生する。

物質のコヒーレント分光や
物質中の電子状態の精密観測に応用

高次高調波発生の基礎技術開発
と高輝度化、短パルス化

高次高調波発生

K. Midorikawa, Nature Photonics 5, 640 (2011).

XUV

fs pulse

Ne 
gas jet

実験イメージ

22



光学顕微鏡

１０μm

Zone plate
outermost  width:60nm
Zone number: 450
Resolution:72nm
Magnification:600
spot size Φ50m

珪藻

レーザー軟X線顕微鏡
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水を透過する（レントゲン光線）⇒バイオイメージング応用

フェムト秒の時間分解能⇒ 高速現象の途中観察

原子の内殻電子をイオン化・励起できる

高い透過性

高い時間分解能

元素選択性

高次高調波による
超短パルスコヒーレント軟X線の応用
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高強度超短パルスレーザー
光子エネルギー1.5 eV （VIS‐IR)

• 第三世代放射光 (SX‐HX)
• 自由電子レーザー (VUV‐EUV‐SX‐HX)

レーザー高調波 VUV‐EUV‐SX
フェムト秒～アト秒

レーザーと放射光をつなぐ新光源による
新しい分光手法への展開

• 超高速性（フェムト秒～アト秒）

• 時間・空間コヒーレンス
• 元素選択性
• 多色時間同期(meV~keV, ６桁)
• 物質中の全自由度の観測・制御

10keV0.1nm 光子エネルギー
波長

水の窓

遷移金属の吸収端
1keV1nm

10nm

1m

100nm

1eV

10eV

軽元素の吸収端100eV

可視光

UV
VUV

EUV

SX

HX

コヒーレント短波長光の1keV領域への拡大
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電力→光出力変換効率の劇的向上

Arイオンレーザー (2000年頃まで）
18 W出力に30 kWの電力が必要 (0.05％)
ＣＯ２レーザー (5～6％)

光通信に牽引された半導体レーザー(LD)技術の革新
ex. 面発光レーザー[古河電工、2008年] (62%)

現在、LD励起新型高出力レーザーの開発ラッシュ
ファイバーレーザー、セラミックレーザー等

ハイパワー応用におけるフォトンコストの劇的な低下

800 W の電力で
160 W 出力

レーザー技術の革新

Ａｒイオンレーザー

ファイバー
レーザー

27



レーザーによる加工

板金加工

溶接

自由加工
金型

半導体露光装置用レーザー
レーザー穴加工

レーザー
アニーリング

硝子加工

レーザーの製造業での利用 （レーザーの種類で大きく２カテゴリーに分類）

カテゴリーＡ： 主として電子分野関連 ： ミクロ加工を含む各種加工、多種多様

硝子加工、自由形状加工、金型加工

カテゴリーＢ： 製造インフラ関連 ： マクロ加工など個別のマス大 主として熱的作用を利用

⇒日本メーカの競争力が強い（カテゴリーＢ内での日本企業のグローバルシェア～50%）

板金加工、溶接、半導体露光

28



http://info.tuwien.ac.at/tubiomed/de/aktuell/Wintner_Laser_Lecture_5p153.pdf

パルス幅5fsの時に、
加工精度が
急激に上昇

M. Lenzner et al, Phys. Rev. Lett. 80, 4076 (1998)

Sample: 
Fused Silica

超短パルスレーザーを用いたレーザー加工(ガラス)
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従来

熱作用による加工、
限られた制御による
レーザー計測・分析

・日本が強みとする産業
技術の抜本的強化

・新しい原理に基づく
加工、改質、接合、研磨
新材料開発
計測・分析

“ものづくり“の
パラダイムシフト

イノベーション

現代光量子科学の学理の発展
光と物質の

物理作用（量子効果を含む）
化学作用
動的過程・界面現象の把握

ハイパワー化
短波長化
高度光波制御
複数波長利用

レーザー技術の革新

レーザーによる産業イノベーション

Ｘ線

紫外線

可視光

赤外線

テラヘルツ波
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フォトンイノベーション



Image: Digital Photonic Production

11th International Laser Marketplace
World Market for Laser Materials Processing Systems
OPTECH CONSULTING

フォトンイノベーションの産業界へのインパクト
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世界のフォトン加工機市場
１．フォトン加工機市場動向

(1) フォトン加工機市場（レーザー加工機
＆露光機）は世界で年率10%以上で成長中

(2) 電子電気産業から、電車、自動車
製造ラインへの波及が見込まれる

(3) フォトンを活かしたモノづくりの差別化
グローバルで産学連携競争が激化

(4) フォトン技術による差別化が
ものづくり競争力維持の生命線

→ Industry 4.0

ドイツの3Dプリンタ活用



フォトンイノベーションの産業界へのインパクト
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２．各国の産学連携活動

(1)ドイツ：継続的国家プロジェクトにより適用範囲拡大

(2)中国：リーマンショック時に景気浮揚のため製造ライン向けの
レーザに投資
国内市場: 750億円(09年) ⇒ 1500億円(10年)

(3)台湾：2013年度にレーザ加工装置の国家プロジェクトスタート

(4)米国：レーザ活用3Dプリンタ国家プロジェクト推進中

(5)シンガポール：レーザ活用3Dプリンタ国家プロジェクト推進中



フォトンイノベーションの産業界へのインパクト
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３．なぜレーザーか、フォトンか？

⇒「型」レスでの生産が可能
設計、工程変更へフレキシブルに対応可能

⇒圧倒的な科学技術ポテンシャル
生産性向上のための毎年の加工スピード増強要求に対応可能

⇒ドライ加工対応能力
ラインチェンジ対応、環境対応、ライン面積の削減への対応が容易



フォトンイノベーションの産業界へのインパクト
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４．産学連携への期待

⇒強みのあるフォトン加工技術をさらに強化
「加工の物理モデルの構築」、「高度シミュレーション」

⇒我が国の強みである材料技術の非連続的強化
「高効率高強度LD光源の実現」

⇒顧客の広範囲なレーザ機種供給要望への対応
「各種光源開発が可能なプラットフォームの提供」

マーケティング 材料 設計 製造 販売 サービス産業活動

産学連携強化
ポイント

加工技術LD カスタマイズ



・ 個を活かし、資源を効率活用
・ 人にやさしいサステナブル社会の創成

高品質大量生産

２０世紀のイノベーション

自動化量産＆高度な製品管理

→ 良い物を安価に提供

生活の質の向上

人が物に合わせる

付加すべき要素

個の発想力を活かし、多様性を活力とする社会

物を人に合わせる

“ものづくり”を質的に転換し実現

+
個が求めるものを

Just‐in‐timeでつくる

個性を尊重した暮らし

低環境負荷

35

コヒーレントフォトン技術によるイノベーション



なぜオール光による生産を目指すのか

既存製造手法に対するポテンシャル：
・個別生産対応（金型不要など） ・低環境負荷（廃液不発生）
・高速対応 ・精度向上

「使えそうな光加工技術」は、急速に導入されつつある。

ニーズに即応し続ける体制の確立が、喫緊の産業課題
⇒ 学理を解明し、大きな伸び代を確保（先端科学への要求）

産業界における、個別大量生産の実現に向けた大きな流れ

EUからの提案：
Industry 4.0 (第4次産業革命)

世界中に配置された製造装置をネットに接続、

グローバルでの最適地、最適製造装置での

生産を狙う。

“ものづくり” と “サービス” の融合

36



Optically induced damageの最初の報告は1963年(レーザー発明とほぼ同時期)

N. Bloembergenなどにより、実験的、理論的研究が進められる
ex) N. Bloembergen “Laser‐Induced Electric Breakdown in Solids” 

IEEE J. Quant. Elec. QE‐10, 375 (1974)

1990年代：フェムト秒レーザーが利用可能に
⇒議論の舞台は、熱の効果から電子系の応答へ

37

~20ps

非熱加工

B.C. Stuart et. al.,
Phys. Rev. Lett.
74, 2248 (1995)

Sub‐10‐fsパルスによる
超精密ガラス加工

M. Lenzer et. al.,
Phys. Rev. Lett.
80, 4076 (1998)

2000年代：理論の深化、
レーザー光源の進歩

2010年代：アト秒領域の超高速現
象観察が実現

極短パルスレーザー光による非金属の
レーザー加工のメカニズムを解明し、
先端光源を活用した革新的レーザー
加工技術の創出

非金属のレーザー加工の学理



超短パルスレーザーを用いたレーザー加工(金属)
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http://info.tuwien.ac.at/tubiomed/de/aktuell/Wintner_Laser_Lecture_5p153.pdf

パルス幅5fsの時に、
加工精度が
急激に上昇

M. Lenzner et al, Phys. Rev. Lett. 80, 4076 (1998)

Sample: 
Fused Silica

超短パルスレーザーを用いたレーザー加工(ガラス)
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“強いレーザー光によって、どうして物質が壊れのるか”は、
レーザー黎明期からの中心的な研究課題の一つであった。

・マルチフィジックス
原子分子レベルからマクロなレベル

・マルチディシプリナリー
物理、化学、材料科学

・マルチタイムスケール
アト秒からミリ秒

なぜ難しいか？

クーロン爆発

非線形・非平衡・開放系+
+

+

+

+
+

+
+

+

“光による加工”という
現象の本質は？

物質界面における
高強度レーザー場と

物質の相互作用

非摂動論的
非線形光学

＝

40

レーザー加工の学理



文部科学省 革新的イノベーション創出プログラム (H25～H33)

5件

2件5件

将来社会のニーズから
ビジョンを設定

バックキャスティングによる
出口を見据えた革新的課題
設定

既存の組織・分野を超えた
異分野融合研究開発の
「場」の形成

大学等の知を将来社会の
ために活用
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事業化構想コーディネーター：
大槻 朋子
(JDSU, Product Line Manager ）
(東京大学・特任教授（兼務、リーディング大学院））

COI STREAM (2013～2021)
(Center of Innovation Science and Technology based Radical Innovation and Entrepreneurship Program)

東京大学

コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点
Innovative Center for Coherent Photon Technology (ICCPT)

研究リーダー： 五神 真
(東京大学 大学院理学系研究科物理学専攻
教授）

山内 薫
(大学院理学系研究科化学専攻 教授）

小野寺 宏
(大学院工学系研究科附属
光量子科学研究センター
特任教授）

プロジェクトリーダー： 湯本 潤司
(東京大学 大学院理学系研究科物理学専攻 教授）
(前NEL America Inc. 社長 兼 COO)

研究サブリーダー： 緑川 克美
（理化学研究所 光量子工学研究領域 領域長
エクストリームフォトニクス研究グループ 主任研究員）

プロジェクトサブリーダー： 安井 公治
(三菱電機株式会社 FAシステム事業本部 技師長）

溝口 計
(ギガフォトン株式会社 副社長兼CTO）

遠藤 真
(東レ株式会社 複合材料研究所 所長）

板谷 治郎
(物性研究所
極限コヒーレント光科学研究センター 准教授）
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Innovative Center for Coherent Photon Technology

X-ray

Ultraviolet

Visible

Infrared

Terahertz wave

最先端の人・環境センシングとICTの
融合による個のニーズ探索

先端光源による物質界面に
おける新しい光作用の開拓

新 し い 光 作 用 を 支 え る
先端学理とシミュレーション



個のニーズに対応したものづくりのためのシステム開発

生体情報を計測
（生体センサー）

装着感のない
フレキシブルセンサ

M. Kaltenbrunner, T. Someya, et al., Nature, 499, 458 (2013).

 日常活動中の生体情報を計測

○ 筋電、心電、体温、心拍数、血圧など

○ 「痛い」などのネガティブ要因ではなく

ポジティブ要因が計測可能

 人間の動きと生体情報をリンク

○ 高再現性・高精度・高密度な情報収集

 医学に基づく個のニーズの

科学的な抽出

世界最軽量（3 g/m2）
世界最薄（2μm）

人間の動きを計測
（モーションキャプチャ）

「個」のニーズ探索

44

 「ここちよい」など、個のニーズを科学的に取得・分析する

 個別大量生産の時代に必須となる、「個を活かすモノ」を提示



新しいプロセスを実現する光作用の探求

45

光造形プラットフォーム（レーザー３Ｄプリンター）

１次元規制液面型光造形装置

 高解像度・可変解像度

 大型造形対応

 紫外線などの光源対応 （材料の多様化）

光硬化樹脂
(レジン)
毛細管によるトラップ

基板

規制液面ガラス

基板送りにより、
ギャップが広がり自

然に剥離する

副走査方向

ガラス回転方向

造形物
ポリゴンミラー・反射光学系を用いた
波長可変対応・コンパクトな心臓部



時間分解角度分解光電子分光

 光励起下での表面現象の電子ダイナミクス

 元素敏感な計測

 超高速過渡応答

界面の光作用を捉える

46http://www.lbl.gov/Science‐Articles/
Archive/sabl/2006/Jul/04.html

時間分解
角度分解
光電子
分光装置

高繰り返し
極端パルス
光源レーザー



計算・シミュレーションおよび先端学理の構築

• 物質と光の界面における相互作用の超高速
ダイナミクス探索

• 各種学術領域および融合領域における新し
い学理の構築

• 大規模計算機シミュレーションの活用

47

光による加工 光による接合



48

全国研究連携
ネットワーク

高度博士
人材育成

共同利用
最先端施設

知財・社会
システム検討

国際展開

イノベーション拠点

オープン
ディスカッション
ラウンドテーブル

他企業・研究機関
高度光加工技術
材料技術

共 同 研 究 A社 B社 C大学 D研究所 …

学のリソースをフル活用

拠点運営体制

東京大学

フォトンサイエンス
研究機構

東京大学
（学理基盤構築）

最先端学理
コア光源開発企業
(光源装置開発）

三菱電機株式会社

ギガフォトン株式会社

ベンチャー企業等

社会ニーズ
産業変革

理化学研究所
（光源開発）

材料開拓企業
（新規材料創成）

東レ株式会社
：

コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点
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全国研究連携
ネットワーク

高度博士
人材育成

共同利用
最先端施設

知財・社会
システム検討

国際展開

イノベーション拠点

オープン
ディスカッション
ラウンドテーブル

他企業・研究機関
高度光加工技術
材料技術

共 同 研 究 A社 B社 C大学 D研究所 …

学のリソースをフル活用

拠点運営体制

東京大学

フォトンサイエンス
研究機構

東京大学
（学理基盤構築）

最先端学理
コア光源開発企業
(光源装置開発）

三菱電機株式会社

ギガフォトン株式会社

ベンチャー企業等

社会ニーズ
産業変革

理化学研究所
（光源開発）

材料開拓企業
（新規材料創成）

東レ株式会社
：

産学官のキープレーヤーによる、
異業種産業動向の共有・議論
最先端学術動向の共有・議論
産業課題の抽出とインパクト評価
学術課題への翻訳
産・学インパクトによる優先順位設定
社会実装戦略の検討・チーム編成

コヒーレントフォトン技術によるイノベーション拠点



本拠点の特徴： 複数ステージによる研究開発

50

東京大学

理化学
研究所

その他の
機関

オープン・ステージ
⇒オープン ディスカッション ラウンドテーブル

• 議論を共有、ブレインストーミング

• 先端科学で議論されている学術および技術的情報を共有

• 課題について概要を一般公開し、シーズ・ニーズの

掘り起こしを促す

フォーカス・ステージ
• 特定の技術課題や開発課題について、

限定されたメンバーによる、調査研究および開発

• 研究項目等については拠点内で公開

クローズド・ステージ
• 特定の技術課題や開発課題について、

非公開を原則としての研究開発

• 本課題に関して、個別の共同研究契約を締結

• 研究題目を適宜定め、題目のみを拠点内で公開

三菱電機

ギガフォトン

東 レ

その他の
企業



CFRP・ガラスの光加工

研究開発ターゲット例

平成21年度成果報告書「省エネルギー革新技術開発事業／挑戦研究（事前研究）
／革新的材料（CFRP）加工技術の事前研究」より

 CFRP＝複合材料
⇒ 素材の種類が豊富： 条件が膨大

 レーザーの種類が大幅に拡大

 物性レベルでメカニズムを解明
⇒様々な条件に適応

 目的に応じた光源を開発

材料ごとに、既存のレーザー加工装置の加工条件を
いろいろと変えて上手くいく条件を見つける
CFRPの研究報告例： いろいろな条件で試した切断面の比較

加工の原理を探求

光源・計測装置を開発
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新産業、高度人材、知的財産
を創出し、効果的に社会で環
流する仕組み・制度の実現

機動的に編成可能な“Cross Functional Teams”
による、イノベーション課題の実践

産官学の技術、知、人材が、交差し、循環する
知の共創プラットフォーム

科学と社会をつなぐオープンイノベーション拠点
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全世代の取り込み
・産官学の技術シーズの社会実装加速

・産業界の高度人材のリトレーニングによる異分野展開促進

・俯瞰力・展開力を備えた博士人材の活躍


