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 事 業 報 告 書 

（平成 28 年度） 

概 況 

 

レーザー技術総合研究所は、レーザーおよびその関連産業の振興を図り、我が国

の学術の進展と科学技術の発展に貢献することを責務とし、レーザーとその応用に

関する研究開発、調査、情報の収集・提供、人材の養成などの事業を鋭意推進すべ

く活動してきた。平成 28 年度においても関係各位の協力を得て、概ね計画どおり

活動することができた。 

 

【平成 28 年度の主な成果】 

産業用レーザー開発プロジェクト研究においては、大出力固体レーザーに必要と

される基盤技術の開発を目標に、室温での動作特性を解析するとともにゼロフォノ

ンライン励起方式の予備試験を開始した。 

コンクリート構造物健全性評価技術開発プロジェクト研究では、トンネル覆工コ

ンクリートを対象として、構造物の経年劣化を高速で検査し、その健全性を評価す

る技術の研究を進めた。 

 

レーザーエネルギー分野においては、テラヘルツ波帯で負の屈折率を有する金属

周期構造体をデザインし、三次元シミュレーションによりメタマテリアル中の電磁

波伝播特性を明らかにした。また低周波数テラヘルツ波発生・検出装置を構築した。 

レーザー計測分野においては、リモートセンシング技術を高架橋などのインフラ

構造物健全性評価に適用するための技術開発および高強度レーザーを用いた環境評

価技術の研究を行った。レーザーバイオ化学分野では、創薬、蛋白質の光デバイス

などへの応用を目的とし、蛋白質・酵素などの機能解明および薬剤による機能阻害

効果に関する研究を進めた。 

理論シミュレーション分野においては、各研究チームが行う実験研究を理論・シ

ミュレーション面より支援し、併せてレーザーピーニング、レーザー加工など産業

応用に有用なデータの提供を行った。 

レーザー技術開発室においては、多くの企業の参加を得て、レーザー用光学素子

の損傷評価試験を実施し、データベース化を進めることができた。 

普及啓発活動では、研究成果報告会の開催(7 月)、機関誌「レーザークロス」の発

行(月刊)、ホームページおよびメール配信による情報発信、レーザーEXPO 2016 へ



 

の出展(5 月)などを実施し、研究成果等の積極的な発信に努めた。 

 

 

 

１．役員等の異動 

 

 （理事・監事） 

年月日 就 任 退 任 

H28.4.28 理事  中田 洋介 理事  友永 匡哉  

H28.4.28 監事  小林 英生  監事  湯浅 英生  

H28.6.23 理事  大石 富彦 再任 

H28.6.23 理事  井澤 靖和 再任 
H28.6.23 理事  中塚 正大 再任 
H28.6.23 理事  松村 宏治 再任 
H28.6.23 理事  疇地  宏 再任 
H28.6.23 理事  落合  誠 再任 
H28.6.23 理事  小野寺正洋 再任 
H28.6.23 理事  小森 憲昭 再任 
H28.6.23 理事  豊留 昭宏 再任 
H28.6.23 理事  中田 洋介 再任 
H28.6.23 理事  宮口 仁一 再任 
H28.6.23 理事  山中千代衛 再任 
H28.6.23 理事  山本 俊二 再任 
H28.6.23 監事  西原 功修 再任 
H28.6.23 監事  日根野文三 再任 
H28.6.23 監事  小林 英生 再任 
H29.2.15 理事  山中千代衛 退任 

 

 （評議員） 

年月日 就 任 退 任 

H28.4.28 原   勉  内山 博文 

H28.6.23 礒嶋 茂樹 再任 
H28.6.23 内海  渉 再任 
H28.6.23 尾崎  博 再任 
H28.6.23 加藤 有一 再任 
H28.6.23 仙藤 敏和 再任 
H28.6.23 田中 健一 再任 
H28.6.23 中田 公明 再任 
H28.6.23 原   勉 再任 
H28.6.23 東  邦夫 再任 
H28.6.23 美濃 由明 再任 
H28.6.23 望月 孝晏 再任 
H28.6.23 佐々木孝友 新任 



 

 

 

２．役員会等の開催 

 

(1)理事会 
   第 17 回理事会 （平成 28 年 4 月 14 日 みなし決議） 
    決議事項 
    ・臨時の第 13 回評議員会の招集及び目的である事項 
   第 18 回理事会 （平成 28 年 6 月 1 日 関電会館） 
    決議事項 
    ・平成 27 年度事業報告書 
    ・平成 27 年度財務諸表 
    ・内閣府への定期報告 
    ・定時評議員会の日時及び場所ならびに目的である事項 
    報告事項 
    ・職務執行状況の報告 
    ・第 13 回評議員会（臨時）の決議内容 
   第 19 回理事会 （平成 28 年 7 月 5 日 みなし決議） 
    決議事項 
    ・理事長及び副理事長並びに常務理事の選定 
   第 20 回理事会 （平成 29 年 1 月 23 日 みなし決議） 
    決議事項 
    ・基本財産の運用 
   第 21 回理事会 （平成 29 年 3 月 22 日 関電会館） 
    決議事項 
    ・平成 29 年度事業計画書 
    ・平成 29 年度収支予算書 
    ・臨時の第 15 回評議員会の招集及び目的である事項 
         

(2)評議員会 
   第 12 回評議員会 （平成 28 年 4 月 1 日 みなし決議） 
    決議事項 
    ・定款の変更 
    ・評議員会運営規程の変更 

報告事項 
    ・第 14 回理事会および第 16 回理事会の決議内容 
   第 13 回評議員会 （平成 28 年 4 月 28 日 みなし決議） 
    決議事項 
    ・理事の選任 
    ・監事の選任 
    ・評議員の選任 
   第 14 回評議員会 （平成 28 年 6 月 23 日 関電会館） 



 

    決議事項 
    ・平成 27 年度財務諸表の承認 
    ・改選期に伴う理事の選任 
    ・改選期に伴う監事の選任 

・改選期に伴う評議員の選任 
    報告事項 
    ・第 18 回理事会の決議内容 
    ・平成 27 年度事業報告 
  
 
３．賛助会員状況 
  平成 28 年度末会員数   37 社  80.5 口 
 
 
４．学会および論文発表 

学会発表           57 件 （国内：41 件、国外：16 件） 
論文発表          52 件 （国内：17 件、国外：35 件） 

 
 
５．特許等出願件数 
  平成 28 年度出願件数        1 件 

  平成 28 年度末特許保有件数  23 件 （登録済：22 件、公開済：0 件） 



 

Ⅰ  研 究 開 発 お よ び 調 査 事 業  

 

 研究開発の推進と成果の拡充を図るため、研究部門では下記の事業活動を実施し

た。 

 

１．研究調査事業 

 
【産業用レーザー開発プロジェクト研究】 

 省エネルギー効果が期待されるレーザー加工技術の発展に活用するため、kW 級

産業用レーザーに必要とされる基盤技術の開発研究を実施した。 

 
(1) 大出力レーザーの開発  
 産業利用を目的とした大出力固体レーザーの開発を進め、室温動作時のレーザー

発振特性の解析を行い、出力予測モデルを構築すると共に、ゼロフォノンライン励

起方式の予備試験を開始した。 

 

［関連する主な受託・共同研究］ 

 ・ゼロフォノンライン励起新型高出力 Yb:YAG セラミックレーザ 

  
 

【コンクリート構造体の健全性評価技術開発プロジェクト研究】 
トンネル覆工コンクリートを対象として、コンクリート構造体の経年劣化を高速

で検査し、健全性を評価する技術開発を進めた。 
 
(1)レーザー高速コンクリート検査技術の開発 
 当研究所が開発したコンクリート高速診断技術と量子科学技術研究開発機構が開

発した高繰り返しレーザー技術とを組み合わせることにより、50Hz での高速検査

を実証し、野外実験で検査システムのロバスト性を確認した。 
 
［関連する主な受託・共同研究］ 
・レーザーを活用した高性能・非破壊劣化インフラ診断技術の研究開発 
 
 
【レーザーエネルギー研究チーム】 
 レーザーエネルギーの新しい応用分野を開拓するため、テラヘルツ波の光源開発

と、材料の診断や検査への応用に関する研究を行った。 
 
(1) メタマテリアルによる電磁波放射基礎研究 

金属周期構造体で構成され、テラヘルツ波帯域で負の屈折率を有するメタマテリ

アルをデザインし、三次元シミュレーションで電磁波の伝搬特性を明らかにした。

また、グラフェンを用いた新しい放射構造体の研究を開始した。 



 

 
(2) テラヘルツによる電力設備の診断・検査研究 
 ポリマー材料への適用をめざして、低周波域で強いテラヘルツ波を発生できるよ

うに実験装置を改良し、ポリマー碍管の内部欠陥診断の可能性を実験的に評価した。

また、現場で使えるように、装置の小型化や安定性などについて検討を行った。 
 
［関連する主な受託・共同研究］ 

・テラヘルツ光源の開発研究 

・テラヘルツ波による電力設備診断技術に関する調査研究 

・メタマテリアルによるコヒーレント放射光の基礎研究 

 

 

【レーザープロセス研究チーム】 

 レーザー加工特性の評価試験を行い、基礎技術開発を行うとともに、レーザープ

ロセスの高性能化に資する基盤技術を開発した。 
 
(1) フェムト秒レーザー加工に関する研究 

フェムト秒パルスを用いて金属・半導体等各種材料の加工特性に関する研究を進

め、微細周期構造の応用について検討を行った。 
 
(2) 半導体の表面処理に関する研究 

太陽電池製造工程への応用を目指して、半導体表面における極薄アモルファス層

形成に関する研究を行った。 

 
(3) レーザーによるナノ粒子生成技術の研究 

酸化亜鉛の還元と微細化、空気電池への応用を目標に、ナノ粒子作成の高効率化

について研究を進めた。また、フェムト秒レーザーによる金属ナノ粒子生成技術に

関し、溶媒効果についての検討を進めた。 
 
［関連する主な受託・共同研究］ 

・超短パルスレーザを用いたヘテロ接合型太陽電池表面処理技術の開発 
・フェムト秒フィラメンテーションの化学 — 金属イオンの還元、金属ナノ粒子

の生成−  
 

 

【レーザー計測研究チーム】 

レーザーを用いたリモートセンシング技術を高架橋等のインフラ構造物健全性評

価に適用するための技術開発およびレーザー分光法を用いた微量分析技術開発の研

究を行った。 

 

(1) レーザーを用いたリモートセンシング技術に関する研究 
高架橋床版検査のためのレーザー差動干渉技術開発を行った。 



 

 
(2) 高強度レーザーを用いた環境評価技術の研究 

高強度レーザーを用いて、大気中温室効果ガスの濃度や高度分布の計測、水中レ

ーザーモニタリングに関する基礎研究を行った。 
 

［関連する主な受託・共同研究］ 
  ・高感度ダイナミックホログラム・レーザー超音波法を用いた欠陥検出に関する 

研究 

・レーザーによる補強橋梁床版欠陥部のリモートセンシング技術開発と実用化 

 ・レーザーラマン散乱を用いた海水溶存成分測定法の開発 
・白色光レーザーを用いた温室効果ガスの計測法の開発 

  

 

【レーザーバイオ化学研究チーム】 

創薬分野、蛋白質の光デバイスなどへの応用を目的とし、蛋白質・酵素等の機能

解明および薬剤による機能阻害効果に関する研究を進めた。 
 

(1) 時間分解レーザー計測による生体関連物質の機能研究 
フラビン蛋白質の光反応過程について、実験値と分子動力学ならびに電子軌道計算

による理論値を取り入れて反応モデルを構築した。 
 
(2) 薬剤による生体内酵素の機能制御メカニズムの研究 

統合失調症の要因となる d-アミノ酸酸化酵素の異常活性を抑制できる薬剤分子

の効果を、分光計測により明らかにした。 
 

［関連する主な受託・共同研究］ 

・時間分解蛍光計測による蛋白質の機能阻害効果の研究 
 
 

【理論・シミュレーションチーム】 

レーザーと物質の相互作用に関する理論的研究を幅広く行い、各研究チームが行

う実験研究を支援するとともに、レーザーピーニングやレーザー加工など産業応用

に有用なデータを提供した。 
 

(1) EUV(極端紫外光)光源に関する理論的研究 
半導体リソグラフィ用量産光源実現のため、レーザー生成EUVプラズマの諸特性

を解析し、高出力化の指針を与えた。 
 

(2) レーザー生成高密度プラズマの理論的研究 

レーザー核融合爆縮流体シミュレーションを行い、高密度爆縮及びプラズマ加熱

実験に対する指針を与えた。 

 



 

(3) レーザーアブレーションとその応用に関する理論的研究 
相変化、応力発生、固体中の圧力伝搬、残留応力生成などを含め、大気中や水中

のレーザーアブレーション過程を記述するシミュレーションコードを精緻化し、レ

ーザーピーニング、レーザー加工、表面処理プロセスへ適用した。 
 
(4) レーザー核融合炉設計に関する理論的研究 

レーザー核融合炉液体壁炉チェンバー内の金属蒸気同士の衝突を3次元シミュレ

ーションにより評価し、金属蒸気の排気系設計の指針となりうるデータを提供した。   
 
［関連する主な受託・共同研究］ 

・EUV光源プラズマの解析 
・核融合流体シミュレーション 

 

 

【レーザー技術開発室】 

高出力レーザーとその応用システムに共通する光学部品や光学材料の高性能化を

めざして基礎技術開発を行った。レーザー損傷評価試験を実施し、「高耐力光学素子

研究会」を通して、レーザー損傷しきい値のデータベース化を進めた。 
 
(1) Nd/Cr:YAG レーザー材料内のエネルギー移乗過程の解明 

太陽光励起レーザー用媒質として期待される Nd/Cr:YAG 材料において、青色励

起時の蛍光特性および温度特性を評価することにより、Nd から Cr へのエネルギー

移乗過程について研究を進めた。 
 

(2) 繰返しレーザー照射時のレーザー損傷機構の解明 
光学素子のレーザー損傷しきい値が繰返し照射時に低下する要因を明らかにする

ため、連続 2 パルスによる石英ガラス材料のレーザー損傷しきい値の評価を行った。

第一パルス照射により生成された構造欠陥および自由電子が、次のパルスによるレ

ーザー損傷を引き起こすことを示唆する結果を得た。 
 

(3) レーザー損傷評価試験 
損傷しきい値のデータベース化を目的に、355nm 用光学素子を対象に第 17 回、

第 18 回の評価試験を実施した。 
 

(4) 可視・紫外レーザー用高耐力光学素子の開発 
可視光ファイバレーザー用多層膜ミラーの設計、製作を行い、必要性能が得られ

ていることを確認した。 
 

［関連する主な受託・共同研究］ 
 ・革新的小型・高効率UV レーザー光源の開発 
 

 



 

２．各種研究会活動 
 

当研究所の研究開発活動を効率的・発展的に推進させるため、関連各界の意見・

情報収集の場として、さらにはわが国の研究活動の方向性について提言を発信する

場として、次のような研究会を開催し、当研究所の事業の活性化を図った。 
 

［実施した主な研究会］ 
・次世代レーザー技術応用研究会 
・高耐力光学素子研究会 
 
 

３．産学官連携の推進 

 

 ホームページ上の技術相談窓口等から受け付けた、企業の技術開発・改良に対す

る技術支援、光学部品の損傷評価、微細加工、超音波診断などの相談・要望に対し、

積極的に取り組んだ。53 件の技術相談に対応し、そのうち 16 件が受託研究へ結び

付いた。 
 また、広範に拡がるレーザー技術に関するニーズに対応するため、情報、人材、

技術等の交流を推進した。 
 学界との連携では、大阪大学レーザーエネルギー学研究センター（現レーザー科

学研究所）等との共同研究をはじめ、国内外の大学と積極的に連携を図りながら研

究を行った。 

 産学官との連携では、企業、大学等と連携を図りながら、国や(国)新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO）などが主導する産学官連携プロジェクト研究に参

画した。 

 
 

４．関連団体との連携 

 

 (国)宇宙航空研究開発機構(JAXA)、(国)日本原子力研究開発機構(JAEA)、(国)量子

科学技術研究開発機構（QST）、(財)光産業技術振興協会(OITDA)、(財)大阪科学技術

センター(OSTEC)、(財)近畿高エネルギー加工技術研究所(AMPI)、 (社)レーザー学

会(LSJ)、（社)レーザープラットホーム協議会(LPF）、韓国原子力研究所(KAERI)、
韓国光技術院(KOPTI)など関連団体とも積極的に情報交流や人的交流を図り、これら

の団体と連携してわが国のレーザー技術の発展と普及に寄与する活動を推進した｡ 
 
 
５．公募研究 

 

 国等が公募を行っている各種競争的研究資金の獲得に努め、本年度は以下の採択

課題に参加した。 

 

(1) レーザーによる補強橋梁床版欠陥部のリモートセンシング技術開発と実用化 
( (国)科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム A-STEP 産学共同促進ステ



 

ージ ハイリスク挑戦タイプ) 
(2) レーザーを活用した高性能・非破壊劣化インフラ診断技術の研究開発 

( (国)科学技術振興機構 戦略的イノベーション創造プログラム SIP) 
(3) 革新的小型・高効率 UV レーザー光源の開発 ( (国)新エネルギー・産業技術総合開発

機構高輝度・高効率次世代レーザー技術開発) 
(4) ゼロフォノンライン励起新型高出力 Yb:YAG セラミックレーザ（安全保障技術研究推

進制度） 
(5) レーザー駆動指向性中性子の発生・制御及び検出に関する基盤技術開発 （(国)科学

技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム A-STEP ステージⅠ産業ニーズ対応

タイプ） 
(6) 超短パルスレーザを用いたヘテロ接合型太陽電池表面処理技術の開発（(国)科学技術振

興機構 マッチングプランナープログラム「企業ニーズ解決試験」） 

 

 

６．受託研究 

 
 展示会、ホームページなどを通して受託試験の広報を行い、技術相談窓口で依頼

を受けて 16 件のレーザー損傷評価試験を行うなど、計 32 件の受託研究を実施した。

(公募によるものを除く。) 
 

 

７．補助事業 

 

 文部科学省の科学研究費補助金や民間団体の研究助成を活用し、以下のような研

究を実施した。 

 
(1) 時間分解蛍光計測による蛋白質の機能阻害効果の研究 (基盤研究 C) 
(2) マルチビームレーザーによる高速コンクリート欠陥探傷に関する研究 (基盤研

究Ｃ) 
(3) 高速点火レーザー核融合における高エネルギー粒子輸送の物理解明 (基盤研究

C) 
(4) グラフェン表面プラズモンを用いたテラヘルツ広域帯電磁波発振器と増幅器の

研究開発(基盤研究 C) 
(5) 海底開発による環境影響評価に向けたラマンライダーによる海中モニタリング

技術の開発 (若手研究 A) 
(6) アキシコンを用いた共振器内コヒーレントビーム結合技術開発と応用 (基盤研

究 C) 
(7) 短パルスレーザーを用いた炭素繊維強化複合材の微細加工技術の開発(天田財

団 一般研究開発助成) 
(8) 多光子吸収過程によるガラス三次元造形(日本板硝子材料工学助成会研究助成) 
(9) 反射機構を必要としないチェレンコフ型テラヘルツ波放射発振器に関する基礎

研究(松尾学術研究助成) 



 

(10) レーザー三次元造形による石英ガラス回折光学素子の直接創成 (天田財団 一
般研究開発助成) 

 
 
 

Ⅱ  普 及 啓 発 活 動 事 業 

 

 レーザー技術の普及啓発活動として、情報の発信・提供、人材交流などの事業を

以下のとおり実施した。 

 

１．人材の育成 

 

 大学、関連研究機関、企業など、共同研究先や技術相談の依頼元から若手研究員

を受け入れ、技術指導を行うことにより、レーザー技術に関する人材育成を行った。 

 

 

２．研究成果報告会 

 

 東京ならびに大阪にて、平成 27 年度の研究成果を報告する研究成果報告会

(ILT2016)を開催した。 

 

   7 月 8 日 千里ライフサイエンスセンター (大阪) 
   7 月 15 日 KKR ホテル東京 (東京) 
 

 

３．機関誌等の発行 

 

 機関誌「Laser Cross」の月 1 回の発行、および、電子メールでの情報配信によ

り、当研究所の研究成果やレーザーに関する国内外の研究開発動向など、幅広い情

報の提供を行った。 

 

 

４．展示会への出展 

 

 関係団体が主催する光技術やレーザーに関する展示会へ積極的に出展し、当研究

所の広報活動に努めた。 

 ・レーザーEXPO 2016  5 月 18 日～20 日 パシフィコ横浜 (神奈川) 
・第１回レーザー科学技術フェア 11 月 15 日～17 日 科学技術館（東京） 

 

 

５．プレス発表 

 



 

 当財団がこれまで研究を進めてきた「コンクリート構造体の健全性評価技術開発

プロジェクト研究」については、12 月 1 日に、戦略的イノベーション創造プログラ

ム（SIP, 内閣府）での研究成果として、コンクリート内部の欠陥の検出速度を 50Hz
まで向上させたこと、および「レーザー高空間分解能計測」、「レーザー打音」、「レ

ーザーコンクリート切断」を合わせた屋外実験に成功したことを発表した。 

 

 

６．国際交流 

 

 海外のレーザー技術の開発動向や産業応用に関連した情報を収集するとともにレ

ーザー関連団体や関係研究機関との情報交換・人材交流を図るため、計 7 の国際会

議へ参加した。また、韓国原子力研究所(KAERI)、韓国光技術院(KOPTI)等との共

同研究を実施した。主なものは以下のとおり。 
 
(1) 17th International Conference Laser Optics 2016, LO'2016 (6 月，ロシア)  
(2) LANE2016（9 月，ドイツ） 
(3) 34-th European Conference on Laser Interaction with Matter (ECLIM2016) 

(9 月, ロシア) 
(4) SPIE Remote Sensing 2016 (9 月, 英国) 
(5) ICALEO2016 (10 月, 米国)  
 
 
 

Ⅲ  そ の 他 事 業 

 

１．IFE（慣性核融合エネルギー：Inertial Fusion Energy）フォーラム活動 
   

 慣性核融合エネルギー開発事業の推進をめざし、レーザーによるエネルギー開発

に向けた有識者会議を開催した。また、レーザー核融合とそれに関連する科学技術

の展開をめざし、プラズマ・核融合学会と日本原子力学会が共催する「核融合エネ

ルギー連合講演会」等の活動を支援した。 

 

 

２．出版物の刊行 

 

 平成 27 年度の研究成果を年報にまとめ、刊行した。 

  ・「ILT2016 年報」(2015～2016) (平成 28 年 7 月発行) 
 
 
３．泰山賞の贈呈 

 
7 月の成果報告会にて第 8 回泰山賞の表彰式を行い、レーザー科学技術の分野で



 

永年にわたり抜群の功績を上げた個人に功績賞を、近年著しい業績を上げたグルー

プに進歩賞を贈呈した。 


