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◆過去5年間の代表的な論文

◆研究室紹介
本研究室では，光ファイバやカーボンナノチューブな
どの光デバイスを用いた新しい高次機能な超短パルス
ファイバレーザー光源や光制御技術の研究，そしてそれ
らを用いた先端的な光計測技術の研究と，基礎から応用
まで，一貫して研究を行っています．光源や光計測の研
究は応用範囲が広い分野です．また，2007-2009年の3年
間，大学間交流の制度で大阪大学に移籍し，新しい環境
の中で刺激を受け，視野を広げながら研究活動を行いま
した．異分野間も含めて積極的に研究交流を行い，現在
も，複数の共同研究を進めています．

◆具体的な最近の研究テーマと成果
テーマ

成

果

高次機能超短パル
スファイバレー
ザー光源の研究

高機能単層CNT超短パルスファイ
バレーザー（レーザー学会優秀論
文発表賞）
，13 fs極短パルスファ
イバレーザー，光周波数コム光源

非線形効果を用い
た光制御技術の研
究

高精度超広帯域SC光源（応物講演奨励
賞），超高速広帯域波長可変超短パル
ス光源（応物講演奨励賞），CPFによる
広帯域スペクトル圧縮

高次機能光源を用
いた先端光計測技
術の開発

SC光源を用いた超高分解能OCTの医
用光学等への応用，高速3次元光計
測（OPJ-BP賞等）

高次機能超高速全
光制御の研究

パルス捕捉を用いたcw光からの超短
パルス生成等（レーザー学会優秀論
文発表賞），可視域波長可変光源
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◆学生の声

本研究室に入り，初めて非線形
ファイバ光学に出会いました．光
ソリトンやスーパーコンティ
ニュームなど初めは馴染みのない
世界に苦闘しました．しかし，西
澤先生を初め，多くの諸先輩方や
同僚たちと切磋琢磨し，国内学会
に留まらず，国際学会，シンポジ
ウム，異分野との共同研究など光
学のみに留まらない広い世界で研究活動をすること
が出来ました．今後は，博士取得をステップにより
広い世界での研究に精進していきたいと思います．
（石田 周太郎）
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