
レーザー学会第 570回研究会 

「次世代ファイバレーザー技術」 

 

日 時：2022年 11月 18日（金）10：00～17:15 

場 所：名古屋大学 東山キャンパス内ベンチャービジネスラボラトリー 

3階ベンチャーホール（〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町） 

※ハイブリッド(現地＋オンライン)開催の予定です．状況によってオン

ライン開催のみに変更する場合があります． 

交 通：名古屋市営地下鉄名城線名古屋大学駅から徒歩 2分  

    URL: http://www.vbl.nagoya-u.ac.jp/access.html 

内 容：ファイバレーザーに関する基礎技術・先端技術・応用技術 

共 催：レーザー学会中部支部，中部レーザ応用技術研究会， 

応用物理学会東海支部，超高速光エレクトロニクス研究会(UFO研)  

参加費（研究会報告付き）： 

会員：2,000円；非会員 3,000円； 

学生会員：1,000円；学生非会員：1,500円（聴講のみは無料） 

研究会報告単品購入 1部 2,000円（税込） 

担当委員・申込先：西澤 典彦（名古屋大学 大学院工学研究科） 

         TEL／FAX：052-789-3164／052-789-4437 
         E-mail：nishizawa@nuee.nagoya-u.ac.jp 
         白川 晃（電気通信大学 レーザー新世代研究センター） 

         TEL／FAX：042-443-5714／042-485-8960 
E-mail:：akira@ils.uec.ac.jp 

 
プログラム：【午前の部】 
≪招待講演 1≫ 
10:00～10:30 「時間伸長分光法を用いたフェムト秒ファイバレーザーの 

光パルス形成ダイナミクス」 鈴木 将之（同志社大学） 
10:30～11:00 「超短パルスレーザー研究に魅せられて ～薄ディスクレーザー

からファイバレーザーコムまで～」北島 将太郎（名古屋大学） 
11:00～11:30 「分子の指紋を重畳した Cr:ZnS 中赤外モード同期レーザー」 

岡崎 大樹，芦原 聡（東京大学生産技術研究所） 
 



≪一般講演 1≫ 
11:30～11:50 「ファイバレーザー発振器におけるスペクトルピークの生成」 

西澤 典彦，北島 将太郎，榊原 陽一（名古屋大学，産総研） 
 
＜昼休み・委員会＞ 
≪招待講演 2≫ 
13:15～13:45 「デュアル光コムバイオセンシングを用いた新型コロナウイルス

検出」安井 武史（徳島大学ポスト LED フォトニクス研究所） 
13:45～14:15「パルスファイバレーザを用いた誘導ラマン散乱顕微鏡」 

小関 泰之（東京大学大学院工学系研究科 電気系工学専攻） 
14:15～14:45「導波路型 PPLN 結晶を用いた広帯域中赤外コムの開発とその応

用」○吉井一倫 1，光本 涼 2，久世 直也 1，井上 一輝 2，中嶋 善
晶 3，安井 武史 1,2，美濃島 薫 1,4 （徳島大学 ポスト LED フォト

ニクス研究所 1，徳島大学 2, 東邦大学 3，電気通信大学 4） 
＜休憩＞ 
≪一般講演 2≫ 
14:55～15:15「LCOS-SLM と非線形ファイバを用いた任意スペクトルピークの 

生成と制御」古畑 早紀子，北島 将太郎，西澤 典彦（名古屋大学） 
15:15～15:35「パルス捕捉現象による NOLM を用いた強制モード同期超短パル

スレーザーの発振特性」青木 悠真、白木 英二（岐阜工専） 
 
≪ポスターセッション（20 件）≫（15:45-17:15） 
1.「セルフスタート Yb ファイバ Mamyshev 発振器の開発」 
二俣 善紀，鹿嶋 凌駆，谷村 実紅，戸田 裕之，鈴木 将之（同志社大学） 

2.「可飽和吸収体による位相同期モード同期マルチコアファイバーレーザー発振

器に関する研究」森 俊介、白川 晃（電通大レーザー新世代研究センター） 
3.「マルチモードファイバーレーザーにおける能動モード同期時間領域モード選

択のリング型共振器の検討」 大西 志晶、白川 晃(電通大 レーザー研) 
4.「SWNT を用いた Tm-Ho 超短パルスファイバレーザーによる中赤外域パルス

の生成」張 敬哲，深澤 啓介，榊原 陽一，北島将太郎，西澤典彦 
（名古屋大学，産総研） 

5.「Noise-like pulse generated in an all-PM NPR mode-locked fiber laser」 
Guanyu YE, Xiangnan Sun, Bowen Liu, Takuma Shirahata, Shinji 



Yamashita, Sze Yun Set（The University of Tokyo） 
6.「フレネル反射を用いた小型コヒーレントビーム結合システムの検討」 
原口 英介,秋山 智浩, 藤江 彰裕, 尾野 仁深, 辻 秀伸 
（三菱電機情報技術総合研究所） 

7.「ダブルクラッド Yb ファイバ利得管理非線形増幅器の開発」 
吉村 駿佑、横上 樹、田中 雄大、戸田 裕之、鈴木 将之（同志社大学） 

8.「狭帯域バンドパスフィルタを用いた Yb ファイバ増幅器の広帯域化」 
藤本 勇希，戸田 裕之，鈴木 将之（同志社大学） 

9.「SESAM を用いた機構共有型デュアルコムファイバレーザーの開発」 
湯本 拓実 1、西宮 友大 1、穀山 渉 2、時実 悠 3、安井 武史 3，4、 
松原 伸一 5、中嶋 善晶 1（1 東邦大学、2 産総研、3 徳島大 pLED、4 徳島大、

5 高輝度光科学研究所） 
10.「双方向動作型デュアルコムファイバレーザーの開発」窪田 光佑 1、 
内山 竜成 1、湯本 拓実 1、穀山 渉 2、中嶋 善晶 1（1 東邦大学、2 産総研） 

11.「機械共有による一体型トライコムファイバレーザーシステムの開発と 
分光応用」遠藤 健 1, 長尾 康生 1, 田 昊晨 1,2, 浅原 彰文 1， 
美濃島 薫 1（電通大 1、JSPS 外国人特別研究員 2） 

12.「全偏波保持散逸性ソリトンモード同期デュアルコムファイバレーザーの 
開発」 水津 慶一郎 1，北島将太郎 1，榊原 陽一 2，西澤 典彦 1（名古屋大 
学 1，産総研 2） 

13.「ファイバコムベースのデュアルコム分光システムの開発」 
内山 竜成 1、真島 史弥 1、窪田 光佑 1、湯本 拓実 1、中嶋 善晶 1 
（1 東邦大学） 

14.「導波路型 PPLN 結晶による可視光コムのデュアルコム分光への適用性検 
証」長崎 亮太 1，朱 瑞宸 1，加藤 峰士 1,2，浅原 彰文 1，美濃島 薫 1 
（電通大 1，JST さきがけ 2） 

15.「Figure9 ファイバレーザーを用いた全偏波保持デュアルコムの高度化」 
 臼井隆一郎、北島将太朗，西澤典彦（名古屋大学） 
16.「衛星搭載ライダーにおけるファイバレーザーの利用可能性」 
大川 洋平（国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構） 

17.「任意波形ナノ秒レーザーを用いたレーザー加工閾値測定」 
遠藤 翼、櫻井 治之、谷 峻太郎、小林 洋平（東京大学物性研究所） 



18.「擬似 SC 光を用いた SD-OCT イメージングのスペックル低減化」 
Chen Ying, 西澤 典彦（名古屋大学） 

19.「光コムパルスのエンベロープとキャリア位相を用いた干渉計による 
絶対距離計測手法の検討」阿久澤 寛陽 1, 田中 拓帆 1, 加藤 峰士 1,2,  
美濃島 薫 1（電通大 1, JST さきがけ 2） 

20.「光コムの高精度かつ広帯域位相制御による 3 次元動画計測の高品位化」 
猫島 靖久 1，加藤 峰士 1,2, 日野 圭人 1, 美濃島 薫 1, 
（電通大 1，JST さきがけ 2） 


