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レーザー研究室紹介

◆研究室紹介

当研究室では、レーザー技術と画像技術を駆使し、応用

光学に関する融合的な教育、研究に取り組んでいます。研

究室名は光情報工学研究室としています。現在、教員スタ

ッフとして筆者、大学院博士前期課程２年生 名、大学院

博士前期課程１年生 名、学部４年生 名で構成されてい

ます。国内外の公的研究機関、大学との共同研究を行って

います。レーザー学会では、分類 ：レーザープロセシン

グ、分類 ：光情報処理、：レーザー医学・生物学に関連

しています。レーザープロセシングでは、超短パルスレー

ザーによる接合、光学素子作製、構造変化の可視化に取り

組んでいます。光情報処理ではディジタルホログラフィー

によるすりガラスの向こうの物体の構造を推定すること

に取り組んでいます。また、生体センシング、生体イメー

ジングでは、持ち運び可能なアクティブ照明顕微鏡を試作

しています。 技術やヘルスケアにレーザー技術、光学

技術を用いて貢献していきたい。

◆具体的な最近の研究テーマと成果

テーマ 成果

■フェムト秒レーザ

ーによる接合

・ガラスと金属の接合、ガ

ラスの接合、高分子の接合

■フェムト秒レーザ

ーによる光学素子作

製

・高分子内部への回折格子

の作製と再生

■レーザー加工の可

視化

・ディジタルホログラフィ

ーによる定量位相計測
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・ ディジタルホログラフィーによる定
量位相計測
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散乱イメージング ・ ディジタルホログラフィーによるす
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名，大学院博士前期課程1年生4名，学部4年生9名で構成
されています．国内外の公的研究機関，大学との共同研
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物体の構造を推定することに取り組んでいます．また，
生体センシング，生体イメージングでは，持ち運び可能
なアクティブ照明顕微鏡を試作しています．IoT技術や
ヘルスケアにレーザー技術，光学技術を用いて貢献して
いきたい．
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