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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：安全・安心な社会のための犯罪・テロ対策技術等を実用化するプログラム
■プロジェクト名：中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知
■テーマ：化学剤遠隔検知システムの開発
■責任機関名：国立研究開発法人理化学研究所
■研究代表者名（役職）： 和田智之（グループディレクター）
■実施期間：5 年間（技術開発期間：平成 22～24 年度、実証期間：平成 25～26 年度）
■実施経費： 320.3 百万円（間接経費、環境改善費込み）
1. プロジェクトの背景と目的、必要性
環境の状態を調べ、その情報に基づいて環境を維持していくことは、今後もますます重要になると考え
られる。社会生活、あるいは生産活動による大気汚染、水質汚染などに配慮するほか、危険なガスが犯
罪やテロで散布される、事故などで発生するといった事態にも対応していく必要がある。これらに対して予
防線を張り、被害を抑えることも、環境対策、国家の保安、人の安全、安心を維持していくために必要で
ある。実際に安全を保持し、安心で暮らせる社会を実現していくためには、危険ガスの微量検知ができる
こと、しかも遠隔的に危険ガスの存在の有無、存在した場合にはそのガスの種類を同定し、濃度が決定
できることが望ましい。致死量と比較し、それと桁違いに低い濃度で計測ができれば、安全性が増し、犯
罪やテロの抑止力にもなる。しかし、そのような計測を実現するために必要となるレーザー光源及び計測
技術は確立されていなかった。我々は、世界に先駆けて、コンピュータ制御でレーザーの波長を高速か
つランダムに切り換えることのできる技術を開発した。この技術が、危険ガスや化学剤の遠隔的計測、即
時計測に応用可能であると考えた。本研究では、この理化学研究所独自の技術を搭載した 6-10 µm で高
速に波長同調の可能な可変波長レーザーを開発し、それを光源として、さまざまな危険なガスを死量の
100 分の 1 の濃度で即時計測ができる遠隔検知システムを実現することを目的として研究開発を推進し
た。
２．研究の全体像
(1)目標
犯罪やテロ等、あるいは事故で発生する微量な化学剤を遠隔に検知する技術は、国民の安全・安心を
確保するために重要な技術開発である。本研究課題では、理化学研究所が世界に先駆け開発した電気
的にレーザーの波長を高速かつプログラムによって可変できる技術を中赤外線領域に拡張し、これをプ
ローブとして対象となる領域に照射し、得られる散乱強度の変化から特殊ガスの存在を検知する遠隔検
知システムを構築する。本研究課題では、神経ガス（タブン、サリン、ソマン、VX ガス）、びらん剤（マスタ
ードガス、ルイサイト）、血液剤（青酸ガス、シアン化塩素）、窒息剤（塩素ガス、ホスゲン）テーマ７化学剤
遠隔検知システムの開発に指定されている全ての化学剤を検知対象とし、これらの吸収バンドが集中す
る 6-10 μm で高速に波長同調の可能な可変波長レーザーを光源とした自動車搭載可能な遠隔検知シ
ステムを実現することを目標とする。波長の切り換え間隔は、連続掃引、ランダム波長切り換え動作にお
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いて 1 ms とし、リアルタイムの濃度変化測定を実現する。検出限界としては、対象物質中最小値である
VX ガスの検知限界 0.002 ppm（対象物質中最小値、致死量の 100 分の 1）を目標値とする。
(2) 技術的内容
技術開発期間：赤外領域で波長同調が可能な Cr:ZnSe レーザー結晶に着目し、理研独自の音響光学波
長可変フィルターを利用した電子波長制御方式を導入した 2 µm 帯の波長可変レーザーを開発する。さら
に、そのパラメトリック発振によって 6-10 µm においてコンピュータにより高速かつプログラムにより波長可
変な中赤外線レーザーを構築する。本テーマで問題となっている化学剤の吸収特性をあらかじめプログ
ラム化して、選択的に吸収の中心とわずかにずれた波長を高速掃引し、散乱されるレーザーの強度の変
化から微弱な化学剤をリアルタイムに遠隔検知する。特定の波長のみでは物質を同定できないことが問
題で、複数の吸収線から化学剤の「指紋波長」を同定する。そのために、波長可変レーザーはなくてはな
らない。対象領域までの距離が 100 m 以上で、最も検知感度が必要と思われる VX ガス 0.002 ppm を検
出するために、レーザーに要求される出力は最大 10 mJ のパルスエネルギーである。この出力を満足す
るために、レーザーシステムは多段増幅システムとする。検出器には、差分吸収ライダーに用いられる装
置構成を導入する。技術開発期間においては、主に 1.5×3 m2 の光学定盤上で開発を行う。最終的に、1
×1 m2、重量、100 kg 以下のシステムを構築する。
実証期間：十分な光学特性が得られていない化学剤がありこれらのデータベースを取得する。また、本研
究で開発されるシステムは、大気ダストによるミー散乱、近くに反射物質となる建物の存在など環境によっ
て大きく性能が左右されるために、環境変化による性能評価を実証期間で行う。
(3) 年次計画
1 年目：2 µm 帯波長可変レーザーの開発
2 年目：増幅システムの開発、検出システムの開発
3 年目：6-10 µm 波長変換装置開発、総合システムの構築
4, 5 年目：フィールドテストを含む実証研究
(4) 実施体制
本研究課題では、技術開発は、十分な実績をもつ理化学研究所基幹研究所で行う。装置の仕様決定、
化学剤のデータ、実証研究は、防衛省技術研究本部のアドバイスを得て推進する。また、装置の実用化
は、理化学研究所発のベンチャー企業である株式会社メガオプトが行う予定である。
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３．ミッションステートメント
本研究課題では、神経ガス（タブン、サリン、ソマン、VXガス）、びらん剤（マスタードガス、ルイサイト）、
血液剤（青酸ガス、シアン化塩素）、窒息剤（塩素ガス、ホスゲン）（テーマ７）化学剤遠隔検知システムの
開発に指定されている全ての化学剤を検知対象とし、これらの吸収バンドが集中する 6-10 μmで高速
に波長同調の可能な可変波長レーザーを光源とした自動車搭載可能な遠隔検知システムを実現するこ
とを目標とする。
【技術開発期間終了時】
中赤外線電子波長制御固体レーザー
・波長：6 - 10 µm （音響光学波長可変フィルターによる電子制御波長可変）
・パルスエネルギー： 10 mJ（利得中心）
・スペクトル幅：0.1～4 cm-1
・波長切り替え速度：1 ms
・光検知システム
・カセグレン望遠鏡：50cm
・波長検出範囲：6-10μm
・ディテクター：HgCdTe
・検出感度： 0.002ppm (サリンガス仮定)
【実証期間終了時】
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上記システム性能に加え、
・サイズ：1×1m2
・重量：100㎏
・自動車搭載の達成
４．研究計画
全体計画
技術開発期間では、中赤外電子波長可変固体レーザーの開発及び光検知システムの開発を進める。
中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知実現のために必要とされる出力特性及び検出感度を実現
することを目標として研究開発を推進する。レーザーの開発としては、まず、中赤外電子波長制御レーザ
ーの核となる電子波長可変 Cr:ZnSe レーザー発振器・初段増幅器の開発を行う。次に、Cr:ZnSe レーザ
ーの増幅システムを開発する。レーザー開発と並行して、光検知システムの設計及び製作を行う。さらに、
中赤外電子波長制御レーザーの原理実証機の完成に向けて光パラメトリック発振器系の開発へと展開
する。また、観測システムを統合し、化学剤遠隔検知システムを構築する。これを用いて、神経物質の擬
剤を用いた、実験室レベルでの性能評価を実施する。
実証期間では、実用化試作機の製作を行う。これと並行して実験室において性能評価及び化学剤の
吸収スペクトルのデータベースを充実させる。次に、中赤外電子波長可変固体レーザーと光検知システ
ムを統合させる。統合システムを実験室仕様からフィールド観測仕様へ小型化・安定化し、フィールド試
験を実施する。さらに計測の環境依存性を調べる。フィールド試験及び計測の環境依存性の試験結果の
情報を統合システムにフィードバックさせ、遠隔検知システムとして完成させる。
年次計画
平成 22 年度
中赤外電子波長可変固体レーザーの開発
(1) Tm レーザー発振器の開発：2 µm 帯波長可変レーザーの励起レーザー
Tm レーザーの励起光源として、半導体レーザー(LD)を励起光源として用いる。このため、LD を搭載可
能な Tm レーザー発振器用の励起モジュール及び発振器用の LD 電源を用いて Tm レーザー発振器を
開発する。紫外可視赤外分光光度計を用いて Tm 系結晶及び使用光学素子類の特性評価を行い、その
情報を発振器設計にフィードバックさせながら、発振器を構成する Tm 系結晶の Tm イオン添加濃度及び
出力ミラーの反射率の最適化を行う。AO-Q スイッチシステムを 2 段共振器内に設置し、パルス発振動作
化を行う。エネルギーメーター、ファイバー分光器、ビームプロファイラーを用いてパルス化した Tm レーザ
ーの出力特性を評価する。さらに、Tm レーザー発振器から出力されたレーザー光を増幅器用の励起モ
ジュール及び LD 電源を用いて増幅し、Cr:ZnSe レーザーの強励起に備える。
(2) 2 µm 帯波長可変レーザーの開発: Cr:ZnSe レーザー発振器の構築・発振実験
可変レーザー装置をベースとして、Cr:ZnSe レーザー発振器を構築する。Tm レーザーによって励起し、
共振器を構成するミラーの反射率を変化させながら発振実験を行う。この実験により、Cr:ZnSe レーザー
における発振の最適な条件の１つ、エネルギーの取り出し効率を明らかにすることができる。これは効率
の高いレーザー発振を得るためには必要不可欠の行程である。この条件で、Cr:ZnSe レーザーの共振器
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内に設置したプリズムを回転させながら、発振波長領域を CW・パルス波長計を用いて測定する。また、エ
ネルギーメーター、ビームプロファイラーを用いて、出力エネルギー、ビーム品質を評価する。この評価結
果に基づき、Cr:ZnSe レーザー共振器構成の見直しと共振器構成に使用する光学素子の曲率半径の最
適化を行う。次に、共振器内プリズムを AO チューナブルフィルターに交換する。RF 信号発振器から出力
された高周波 (RF)シグナルを RF 増幅器で増幅し、AO チューナブルフィルターに印加する。AO チュー
ナブルフィルターによる回折光がレーザー共振器内において帰還する構成に調整すれば、１つの RF に
よって１つのレーザー波長が選択されて発振光を得る。この時、RF の強度を制御することによって、発振
光のエネルギーを制御することが可能である。さらに、RF の周波数をシフトすれば、Cr:ZnSe レーザーか
らの出力波長を変更することが可能となる。出力されたレーザービームをビーム整形器によってビーム品
質の制御を行い、出力エネルギーの測定、CW・パルス波長計を用いて印加 RF と発振波長との関係を正
確に測定する。このとき、絶対波長を決定する必要があるため、波長校正用光源を用いて、CW・パルス
波長計を高精度で校正して用いる。
平成 23 年度
中赤外電子波長可変固体レーザーの開発
2 µm 波長可変レーザー増幅器の開発：Cr:ZnSe 増幅システムの開発・パルスエネルギー50 mJ 達成
Cr:ZnSe 結晶を媒質として用いた固体増幅器をタンデムに並べた多段増幅系を構築する。Cr:ZnSe 増
幅システムは前段部分のプリアンプと後段部分のパワーアンプから構成される。また Cr:ZnSe を励起する
光源として 2 µm レーザーを用いる。波長可変 Cr:ZnSe レーザー発振器からのレーザー光を 2 µm レーザ
ーにより励起された Cr:ZnSe 結晶中に入射することで出力の増幅を行う。パワーアンプに搭載する
Cr:ZnSe 結晶はプリアンプに搭載する結晶よりも開口径を大きくする。これは結晶端面でのビーム径を大
きくし、光強度を Cr:ZnSe 結晶の光損傷閾値以下に制御することで、出力が増幅されても Cr:ZnSe 結晶に
光損傷が生じないようにするためである。また、レンズ等の光学素子を用いて、励起光と Cr:ZnSe レーザ
ー光のモードマッチを最適化し高い増幅率を実現する。
光検知システムの開発
カセグレン望遠鏡及び光検出器の開発：設計及び製作
観測システムは主鏡の直径が 50 cm のカセグレン望遠鏡を用いて構成する。対象物質からの後方散乱
光を効率よく受光できるようにデザインする必要がある。そのため、光学素子を 6～10 µm に対して最適化
し、通過損失を最小限にし、検出望遠鏡の受信効率を最大にする。また、赤外レーザー射出光学装置を
用いて、望遠鏡の視野と中赤外電子波長可変レーザーのパルス光の射出軸を一定に保つように制御す
る。望遠鏡により検出した後方散乱光のシグナルを電気信号へ変換し、スペクトル解析を行うために、赤
外検出システム、検出信号処理装置の開発を行う。また、トリガー発生器の出力を基準にして、中赤外電
子波長可変レーザーと検出信号処理装置等のタイミングを制御する。
平成 24 年度
中赤外電子波長可変固体レーザーの開発
6-10 µm 中赤外線電子波長可変レーザーの構築：光パラメトリック発振の達成
5

波長領域が 6-10 µm で中赤外線を発生させるために、光パラメトリック発振器を開発する。光パラメトリッ
ク発振のための共振器は、6-10 µm において高利得の得られる励起光入力用ミラー及び 6-10 µm 出力用
ミラーによって構成する。高い効率でパラメトリック発振を得るため、ZnGeP2 など、6-10 µm で高い有効非
線形定数を示す非線形光学結晶を用いる。この結晶の励起光源として、電子制御 Cr:ZnSe レーザー及
び Cr:ZnSe 増幅システムからなるレーザーシステムを用いる。励起光源と光パラメトリック発振器を統合し、
6-10 µm 中赤外線電子波長可変レーザーとして完成させる。
光検知システムの開発・統合システムの開発
カセグレン望遠鏡及び光検出器の開発：機能試験
主鏡の直径が 50 cm のカセグレン望遠鏡、光検出器によって構成される観測システム及び 6-10 µm 中
赤外線電子波長可変レーザーをプログラムで連動させ、6-10 µm の光検出試験を実施する。トリガー発
生器の出力を基準にして、中赤外線を受光しながらデータとして収録し、リアルタイム観測が可能な状態
が得られるようにカセグレン望遠鏡・光検出器および中赤外線電子波長可変レーザーを統合し、遠隔検
知システム試験機を完成させる。
また、遠隔検知システム試験機を用いて、6-10 µm に吸収をもつ試験ガスによって、実験室レベルでの
遠隔検知能の評価を行う。
平成 25 年度
統合システムの開発
(1) 実用化試作機の製作・改良・評価
レーザーの小型化を行い、実用に向けた試作機を構築する。まず Cr:ZnSe レーザーやレーザー増幅器
等の光学デザインを小型化に向けて再検討する。次にフィールド試験に耐えうるよう各マウント類の安定
化やレーザー筐体の設計を行うことで実用化試作機を完成させる。
(2) 実用化試作機の様々な環境下での性能評価および改良
構築した実用化試作機の出力、波長可変領域等の一般的なレーザーの性能に加え、環境変化や振動
に対する影響、様々な環境下でのガス検知特性など性能評価を行う。また、明らかになった諸問題に対
して対策を講じ改良版を製作する。
(3) 実用化試作機における様々な環境に対するデータ較正手法の開発
観測時の気象、立地等の環境条件によって、観測データにはさまざまな環境要因が混在する。正確な
検出のためには試験環境に応じた較正が必要である。(2)の結果を基に、観測の環境依存性を明らかに
し、それに基づいた較正手法を開発確立する。
(4) 観測アルゴリズムの開発（観測制御プログラムの最適化）
実用時には候補となる化学剤は多種多様である。散布された化学剤を迅速に同定し、その濃度を測定
するには、化学剤の吸収スペクトルを決定する必要がある。測定と同時に射出するレーザー光の波長に
おける吸収強度を決定し、かつその情報を参照吸収スペクトル情報にフィードバックさせることのできるア
ルゴリズムを開発し、データ収集システムと統合する。
実証試験等
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化学剤データベースの構築
大気中に存在する化学剤の同定を行うためには、化学剤の吸収スペクトル情報が必要不可欠である。
そのため、防衛省のご協力を頂いてデータ収集を行い、解析手法や観測アルゴリズムを構築する際の情
報として利用する。
平成 26 年度
統合システムの開発・実証試験
実用化試作機の最終性能評価を行った上で、フィールドでの試験を行う。ユーザーから実践に近い環
境下における観測の利便性の向上のためにコメントをいただき、平成 25 年度に構築した実用化試作機に
できる限り反映させる。更に、サイズ(1×1m2)と重量(100kg)に対しての評価も行い、自動車への搭載に向
けて最終的な調整を行う。
このフィールド試験の結果に基づきデータ較正手法を改良する。
また、実証期間 1 年目から継続する観測アルゴリズムの開発を完了させる。
検出システム、解析システムに上述のデータ較正手法、観測アルゴリズムを組み込み、レーザー制御
部との統合を行って統合システムを完成させる。また、ユーザーインターフェースを可視化し操作性の向
上を図る。
さらに、化学剤データベースの構築を完了する。
研究計画表
取組内容

1 年度目

2 年度目

3 年度目

中赤外電子波
長可変固体レ
ーザーの開発

2 µm 波長可変
レーザーの開
発

2 µm 波長可変
レーザー増幅
器の開発

6-10 µm 中赤外
線電子波長可
変レーザーの
構築

発振実証

パルスエネルギ
ー50 mJ 達成

光検知システ
ムの開発

4 年度目

5 年度目

実用化試作機
の製作・改良・
評価

統合システム
の開発

光パラメトリック
発振の達成
望遠鏡および
光検出器の開
発

カセグレン望遠
鏡および光検
出器の開発
設計及び製作

機能試験
試作機の設計
開発

統合システム
の開発

実験室レベル
での試作機の
性能評価
実証試験等
化学剤データ
ベースの構築
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フィールド試
験・まとめ

５．実施体制
＜研究実施体制図＞

＜実施体制一覧＞
研 究 項 目

担当機関等

1. 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知

理化学研究所

研究担当者
◎和田智之グル
ープディレクター
斎藤 徳人
湯本 正樹
冨田 孝幸

◎ 研究代表者
６．諮問委員会の委員構成及び開催状況
＜諮問委員会委員＞
内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付 参事官補佐 （平成 22 年 6 月～平成 25
年 12 月）
内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付 行政実務研修員 （平成 26 年 1 月～平成
27 年 3 月）
総務省 消防庁国民保護防災部国民保護運用室 テロ対策係長 （平成 22 年 6 月～平成 25 年 3 月）
総務省 消防庁国民保護・防災部防災課国民保護室 テロ対策係長 （平成 25 年 4 月～平成 27 年 3
月）
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総務省 消防庁国民保護防災部参事官付 救助係長 国際緊急援助係長 （平成 22 年 6 月～平成 25
年 3 月）
総務省 消防庁刻印保護防災部参事官付 救助係長併任国際緊急援助係係長 （平成 25 年 4 月～
平成 27 年 3 月）
防衛省 経理装備局技術計画官付技術調査・交流室 室長 （平成 22 年 6 月～平成 27 年 3 月）
防衛省 経理装備局技術計画官付技術調査・交流室 防衛部員 （平成 22 年 6 月～平成２７年 3 月）
北海道大学 大学院理学院 教授 渡部 重十 （平成 22 年 6 月～平成 2６年 3 月）
北海道情報大学 経営情報学部 教授 渡部 重十（平成 2６年 4 月～平成 27 年 3 月）
防衛省技術研究本部先進技術推進センター研究管理官（ヒューマンエンジニアリング技術担当）付人
間工学技術推進室 室長 西岡 俊治（平成 22 年 6 月～平成 27 年 3 月）
株式会社メガオプト 取締役社長 小泉 俊郎 （平成 22 年 6 月～平成 27 年 3 月）
防衛省 技術研究本部先進技術推進センター研究管理官（ヒューマンエンジニアリング技術担当）付
NBC 検知技術推進室 室長 武田 仁己（平成 23 年 12 月～平成 25 年 8 月）
防衛省 技術研究本部先進技術推進センター研究管理官（CBRN 対処技術担当）付 CBRN 検知技術
推進室 主任研究官 尾崎 圭一 （平成 25 年 9 月～平成２７年 3 月）
＜オブザーバー＞
内閣官房副長官副長官補（安全保障・機器管理担当）付 参事官補佐（平成 22 年 6 月～～平成 24
年 9 月）
内閣官房副長官副長官補（事態対処・機器管理担当）付 参事官補佐 （平成 24 年 10 月～平成 26
年 7 月）
内閣官房副長官副長官補（事態対処・機器管理担当）付 主査 （平成 26 年 8 月～平成 27 年 3 月）

諮問委員会等の開催実績及び議題
(a) 諮問委員会
平成 22 年度第一回（平成 22 年 9 月 15 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗と予定
平成 22 年度第二回（平成 23 年 3 月 4 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗、年度まとめ、次年度予定
平成 23 年度第一回（平成 23 年 6 月 22 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗と予定
平成 23 年度第二回（平成 23 年 10 月 12 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗と予定
平成 23 年度第三回（平成 24 年 2 月 24 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗、年度まとめ、次年度予定
平成 24 年度第一回（平成 24 年 8 月 2 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗と予定
平成 24 年度第二回（平成 24 年 11 月 30 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗と予定
平成 24 年度第三回（平成 25 年 3 月 21 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗、年度まとめ、次年度予定
9

平成 25 年度第一回（平成 25 年 8 月 13 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗と予定
平成 25 年度第二回（平成 26 年 3 月 26 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗と予定
平成 26 年度第一回（平成 26 年 7 月 15 日）
議題： 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究の進捗と予定
平成 26 年度第二回（平成 27 年 3 月 11 日）
議題：中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究のまとめ
(b) 運営委員会
プロジェクトは単一機関内で実施されたため機関内部の打ち合わせのみである。
(c) 研究成果報告会
諮問委員会において、成果進捗の報告を行った。
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Ⅱ．経費
１．所要経費
（間接経費、環境改善費を含む）
研 究 項 目

(単位：百万円)
研 究

担当機関等

担当者

1.中赤外電子波

国立研究開発法

長可変レーザー

人理化学研究所

和田 智之

所要経費（補助対象経費）
Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

年度

年度

年度

年度

年度

93.6

86.3

62.0

55.9

22.5

合計

320.3

による遠隔検知
所 要 経 費

93.6

（合 計）

86.3

62.0

55.9

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１

計

１．委託費及び補助金
設備備品費

87.3

87.3

人件費

90.7

90.7

消耗品費

95.1

95.1

その他

17.5

17.5

(直接経費計)

(290.6)

(290.6)

間接経費及び環境改善費

29.6

29.6

320.2

320.2

0.1

0.1

320.3

320.3

合 計
２．自主経費
総 計

３．補助対象外経費

0

0

【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した研究項目】（H22～H26）
①紫外可視近赤外分光光度計 ：2010 年 12 月，7 百万円，研究項目１
②2 ミクロン Q スイッチレーザー：2011 年 1 月，15 百万円，研究項目１
③遠隔検知システム用中赤外線カセグレン望遠鏡：2012 年 2 月，5 百万円，研究項目１
④レーザー波長計：2012 年 2 月，5 百万円，研究項目１
⑤小型・可搬型化中赤外波長可変レーザー：2013 年 11 月，7 百万円，研究項目１
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22.5

320.3

Ⅲ．実施結果・成果の概要
１． 目標達成度
【技術開発期間終了時】
中赤外線電子波長制御固体レーザーに関しては、波長 5.0～10.4 µm、利得中心におけるパルスエネ
ルギー10.1 mJ、スペクトル幅 2.5 cm-1、波長切り換え速度 1 ms を実現した。なお、波長切り換え速度は、
レーザーに搭載した波長選択素子である音響光学波長選択フィルターに印加する高周波の切り換え時
間の上限のことを指す。光検知システムに関しては、HgCdTe ディテクターを搭載した主鏡 50 cm のカセ
グレン望遠鏡を完成させた他、受光光学系および濃度に対して、実際のスケールを縮小した光検出系を
実験室内で構成し、擬剤としてアセトンを用いて、濃度 0.002 ppm の散乱分光スペクトルの検出を実現し
た。すなわち、中赤外線電子波長制御固体レーザー、光検知システムとともに、ミッションステートメントに
掲げた性能目標をすべて実現し、実証試験に入る準備が整っていた。
【実証期間終了時】
中赤外電子波長可変レーザーと光検知システムを組み合わせた実用化試作機を用いて、屋外で数種
類の濃度の擬剤を用いた観測試験を行った。実用化試作機から擬剤散布位置までの距離を 110 m 以内
で設定し、それぞれの距離で自動計測により、吸収スペクトルが得られることを実証した。また、操作プロ
グラムの高度化を実施し、実験室内において、非開発者であるオペレータにより、1 種類の擬剤、2 種類
の実剤の検出が実現した。擬剤、実剤ともに、4 種類の濃度の吸収スペクトルを取得することに成功した。
その結果、致死量の 100 分の 1 程度の実剤の検出が可能であることが明らかになった。実証期間を通じ
て、全てのミッションステートメントの実現に至った。
２.プロジェクト全体としての成果
（１）全体成果
（a） 技術開発期間
(a-1) 中赤外線電子波長可変固体レーザーの開発
(a-1-1) 電子波長制御 2 µm 波長可変レーザー発振器の開発: Tm レーザー発振器の開発
Cr:ZnSeレーザー発振器の励起光源としてTm系レーザー発振器を開発した（図1）。レーザー媒質
には、2.01 µmに発振線を有するTm:YAG結晶を用いた。このTm:YAG結晶を波長785 nmの半導体レ
ーザーにより側面励起可能な励起モジュールを設計、製作し、レーザー発振器を構成した。Tm:YAG
結晶中のTmイオン添加濃度、出力ミラーの反射率の最適化を行った。Tmイオンの添加濃度が6%で、
出力ミラーの反射率が90%の場合が最も効率が高かった。共振器内に音響光学Qスイッチを設置し、
ナノ秒パルス動作化を行った。このとき、ブリュースターカットタイプのレーザー結晶を用いた。パルス
動作において、30 mJを超えるパルスエネルギーが得られた。このときのパルス幅は400 nsであった
（図1）。繰り返し周波数は10 Hzとした。Cr:ZnSeレーザー発振器励起用のTmレーザーでは、5 mJの
パルスエネルギーを目標としていたのに対し、目標値を大きく上回るパルスエネルギーを得ることに
成功した。
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図１ Tm:YAGレーザーの概略図と出力特性
(a-1-2) 電子波長制御 2 µm 波長可変レーサー発振器の開発
Tm 系レーザーから出力されたレーザービームを Cr:ZnSe 結晶に入射した。入射した Tm 系レーザ
ーのパルスエネルギーを、λ/2 板及びグランレーザープリズムを使いながら調整し、2.3 mJ とした。ま
た、レンズを用いて入射ビーム径を調整し、励起強度を Cr:ZnSe 結晶の表面損傷しきい値 1.5 J/cm2
の 4 分の 1 とした。共振器内における Cr:ZnSe 結晶の設置角は、ブリュースター角とした。波長選択
素子として、音響光学可変波長フィルター（AOTF）を共振器内に設置した。装置構成を図 2 に示す。
トランスデューサーにコンピュータから高周波（RF）を印加した。最大 95%の回折効率が得られた。出
力ミラーの反射率が 70%のとき、出力波長 2.33 µm において最大出力エネルギー0.7 mJ を得た。入出
力特性を測定したところ、Cr:ZnSe レーザーの発振しきい値は、Tm 系レーザーの入射エネルギーに
して 0.38 mJ、スロープ効率は 41.4%であった。2.33 µm において最大エネルギー変換効率 30.5%が得
られた。RF を 34〜50 MHz で掃引したところ、2.25〜3.04 µm の可変波長領域が得られた。発振器で
は、0.5 mJ 以上の出力エネルギーを得ることを目標としていたのに対して、2.32〜2.65 µm の波長領
域で、0.5 mJ をこえる出力エネルギーが得られた。平成 24 年度に実施する光パラメトリック発振によっ
て、6〜10 µm 領域の中赤外光を得るためには、Cr:ZnSe レーザーによって、約 0.3 µm の可変波長領
域が必要とされるが、本システムでは、必要条件よりも広い可変波長領域が得られた。波長切り換え
速度は、Tm レーザーの繰り返し速度に合致させ 100 ms とした。以上のような研究開発により、電子波
長可変 Cr:ZnSe レーザーの励起レーザーとなる Tm 系レーザーの開発および Cr:ZnSe レーザーの発
振実証の段階で、目標としていた出力特性を得ることに成功した。

図 2 電子波長制御 2 µm 波長可変レーサー発振器
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(a-1-3) Cr:ZnSe 増幅システムの開発：電子波長制御 2 µm 波長可変レーザー
電子波長制御 2 µm 波長可変レーサー発振器の開発につづき、出力エネルギーを 50 mJ まで増大
させるため、Cr:ZnSe 結晶を用いて多段増幅系の開発を行った。多段増幅器は、プリアンプ及びパワ
ーアンプからなる構成とした。Cr:ZnSe 結晶の損傷しきい値を考慮すると、増幅用 Cr:ZnSe 結晶の寸
法から、入力できる励起エネルギーが制限される。そこで、パワーアンプは 3 段構成にした。このよう
にすれば、それぞれのアンプに使用する結晶表面上で励起密度を一定にして増幅することができる。
励起レーザーである Tm:YAG レーザーの出力エネルギー130 mJ をそれぞれのアンプの励起エネル
ギーとして分配して用いた。電子波長制御 2 µm 波長可変レーサー発振器に改良を加え、4.86 mJ が
得られた。そのエネルギーをパワーアンプ系に入力した。励起ビームと Cr:ZnSe レーザービームのモ
ードマッチを最適化することにより、図 3 に示すように、パワーアンプの 1 段目では 13.8 mJ まで、2 段
目では 30.5 mJ まで、最終段を通過後、目標値を上回る 52.2 mJ まで出力エネルギーを増幅すること
ができた。初段から 3 段目までのアンプにおけるエネルギー変換効率は、それぞれ、39.2%、46.6%、
44.4%であった。
Cr:ZnSe laser
Wavelength : 2.41 µm
Pulse width : gain-switched profile
Beam profile : TEM00
Tm:YAG laser
Wavelength : 2.01 µm
Pulse width : 290 ns
Beam profile : TEM00

30.5 mJ
52.2 mJ

13.8 mJ
4.86 mJ

図 3 Cr:ZnSe 多段増幅器の出力特性
(a-1-4) 光パラメトリック発振の達成
電子制御 Cr:ZnSe レーザーおよび Cr:ZnSe 増幅器システムを組み合わせて得られる 52.2 mJ の出
力パルスを励起源として、6-10 µm において高利得の得られる励起光入力用ミラーおよび 6-10 µm 出
力用ミラーによって光パラメトリック発振器を構成した。励起ビームの入射条件の最適化を行い、図 4
に示すように、波長 5.0～10.4 µm、最大利得波長におけるパルスエネルギー10.1 mJ、スペクトル幅
2.5 cm-1（目標値は 0.1～4 cm-1 の範囲）が得られた。波長の切り換え速度は、励起レーザーの繰り返
し速度と同期させるため、100 ms とした。AOTF に印加する RF の切り換え速度は 1 ms まで短縮が可
能である。したがって、ミッションステートメントに掲げたすべての性能を満たす中赤外線電子波長制
御固体レーザーを実現することができた。
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図 4 光パラメトリック発振器の波長可変領域と入出力特性
(a-2)光検知システムの開発
(a-2-1) カセグレン望遠鏡及び光検出器の開発：設計及び製作
光検知システムの集光系として、主鏡の直径が 50 cm のカセグレン望遠鏡の設計製作を行った（図
5）。受光系の光検出素子には、6～10 µm に対するバンドパスフィルターを設置するなど、検出の効
率化をはかるための工夫を施した。受光検出部は可動式にし、常に受光感度が最大になるように調
整が可能である。

図 5 カセグレン望遠鏡
(a-2-1) 実験室レベルでの試作機の性能評価
屋外における観測の縮小相似系に相当する模擬散乱分光系を実験室内で構成し、遠隔検知シス
テム試作機の性能評価を行った。技術開発期間においては、レーザー装置を屋外に持ち出すことが
困難であったため、レーザー装置は実験室に設置し、光伝送系を構成して屋外に射出した。実験室
で構成できる系の大きさが、光路距離の上限である。この実験では主鏡の直径が 50 cm のカセグレン
望遠鏡では結像条件から大きく外れてしまうため、主鏡の直径 20 cm の小型の望遠鏡を用いた。検
出器として、電子冷却方式の HgCdTe ディテクターを用いた。サリンの擬剤として、吸収断面積がサリ
ンの約半分で吸収スペクトル線幅が同程度のアセトンを選択した。0.002、0.01、0.1、1 ppm の 4 種類
のアセトンの濃度、それぞれに対して、散乱分光計測を行った。中赤外線電子波長制御固体レーザ
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ーを用いて散乱分光計測を行い、目標値である 0.002 ppm のアセトンの検出と吸収の波長依存性の
計測に成功した。

図 6 アセトン吸収の波長依存性の一例
（b） 実証期間
(b-1)統合システムの開発
(b-1-1) 試作機の設計開発
技術開発期間の目標性能を満たし、寸法が 1m ×1m × 1m、重量が 95 kg の中赤外電子波長可変
レーザーを光源とした実用化試作機を完成させた（図 7）。このレーザーを主鏡の直径が 50 cm のカ
セグレン望遠鏡および HgCdTe 検出器を主要素とした光検出システムと組み合わせることで、100
m 先に散布した擬剤ガスの検出および吸収スペクトルの自動取得が可能なシステムが実現した。

図 7 実用化試作機
(b-1-2) 試作機のフィールド試験
自動車への搭載の可能性を評価した。実用化試作機の自動車に積み込み、運搬、さらに自動車か
ら降ろして再設置までの行程で生じた振動、温湿度変化といった環境変化に晒された後も直ちに自
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動計測を実施することができた。これは、レーザーが全固体式であること、安定状態を維持できる許
容幅の広いレーザー共振器の設計、温度変化に対するゆがみが小さく、かつネジピッチの小さなマ
ウント類を使用したことによる。実際に、実用化試作機の実験室とは環境の異なる実験室内へ移設し、
開発者以外のユーザーによるガス検出を実現した。
(b-1-3) 統合システムの開発
実証期間 1 年目に、本課題の検知対象である有毒な化学剤を取り扱うことが可能な国内の機関に
協力を依頼し、実用化試作機を用いて実剤の吸収スペクトルの計測を行った。その結果を踏まえ、実
証期間 2 年目は統合システムをアップグレードした。レーザー光の波長、出力、観測時間等のパラメ
ータを統合システムアプリケーション上で設定できるソフトウェアを開発、導入し、吸収スペクトルの計
測が完全にオートメーションで行えるようにした。さらに、開発した統合システムを利用して、屋外で遠
方で散布した擬剤の吸収スペクトルの取得にも成功した。
(b-1-4) 実用化試作機における様々な環境に対するデータ較正手法の開発
定常観測を実現するためには、波長およびレーザー出力の較正法を確立することが必要であった。
異なる環境、すなわち異なる温度、湿度下においては、レーザーの出力パワー、レーザーの波長選
択素子として用いている AOTF に印加する RF と RF パワーの関係が変化する可能性がある。これら
の関係を補正できる機能をプログラムに導入した。吸収線の存在しない数種類の波長によって、ベー
スライン観測を行い、その情報を基に、吸収のある波長に対しても、自動でベースラインを較正ができ
る機能を導入した。
(b-1-5) 観測アルゴリズムの開発（観測制御プログラムの最適化）
レーザーと光検知システムを連動させる観測制御ブログラムを考案、製作した。レーザーは、電子
制御 Cr:ZnSe レーザーの波長選択素子である AOTF に印加する RF と RF パワーの制御により、6 ～
10 µm の波長領域を安定に波長掃引することで可能となった。また波長切り換えとデータ取り込みの
タイミングを制御し、出力している波長の情報と光検知システムによって、１パルス毎にバックグラウン
ドデータおよび計測データを集録可能なシステムを構築した。さらにユーザーインターフェースを簡
易化するため、アプリケーション上でパラメータ設定できるソフトウェアとしてまとめた。PC のソフトウェ
ア上でレーザーの波長や出力、および計測時間等の条件を制御できるようにすることで、開発者以
外のオペレータが操作でき、自動計測が実現するレベルまで完成度を引き上げた。
(b-2) 実証試験
(b-2-1) 実用化試作機における様々な環境に対するデータ較正手法の開発
様々な環境下で微量ガスの定常観測を実現するためには、レーザーの波長および出力の較正法
の確立と併せて、測定対象の吸収情報を含むシグナルと、それを含まないリファレンスシグナル、さら
にバックグラウンドノイズの同時取得が必要となる。レーザーの波長および出力の較正法を考案した。
さらに、シグナル、リファレンスシグナル及びバックグラウンドノイズの同時計測が可能な光学系とデー
タ集録プログラムを開発導入し、ノイズを除去したスペクトルデータの自動取得システムを構築した。
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また本システムを実剤、擬剤の計測に利用することで、その有効性を実証した。
(b-2-2) フィールド試験及び環境変化によるシステム性能の影響検証
実剤の吸収スペクトルの濃度依存性を計測するために、自動車を用いて協力機関へ実用化試作
機を運搬した。積み降ろし、設置後、光学系を再調整することなく自動計測を行うことが可能なことを
実証した。理研所内での移動、再設置を繰り返した後も同様の結果が得られた。すなわち、本研究で
実現した実用化試作機は、運搬、移動による軽度の振動、温湿度変化には影響を受けず、その系を
保持でき、移動した直後に計測を実施できることを実証できた。
実用化試作機とカセグレン望遠鏡を用いた光検出システムを屋外へ運び出し、理化学研究所の敷
地内で実施可能な 110 m 以内の観測距離で遠隔検知試験を行った（図 8）。検出ガスとして、アセト
ン（擬剤）を気化させて用いた。図 9 に計測結果を示す。アセトンなしの場合と気化させた場合違いが
アセトンの吸収線近傍で顕著になっている。この擬剤の屋外試験結果を実剤の屋内試験結果と比較
した結果、0.1 ppm レベルの実剤を屋外で検出できることがわかった。濃度が 0.1 ppm 以下の場合に
は、風雨、湿度変化などの天候状態、環境要因の変化によって、検出シグナルの再現性が低く、濃
度の決定が困難であることがわかった。

図 8 屋外における遠隔検知試験の様子
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図 9 遠隔検知によるアセトンの吸収スペクトル計測結果
(b-2-3) 化学剤の吸収スペクトルに関するデータベースの構築
実証期間 1 年目に、経済産業省から Organization for the Prohibition of Chemical Weapons の化学
剤の IR データを入手し、サリン、ソマン、タブン等の神経ガス、マスタードガス、ルイサイト等のびらん
剤、窒息剤であるホスゲン、並びにシアン化塩素、青酸ガス等の血液剤等、本課題で対象となってい
る化学剤 10 種類のうち、8 種類に加え、その他の関連化学剤のスペクトルデータベースの構築が完
了した。実証期間 2 年目は該当機関で 2 種類の実剤の吸収分光計測を行った。IR データは、この計
測によって得られた吸収スペクトルから物質を同定するための指標として活用できるようにまとめ上げ
た。
（2）研究項目毎の成果
研究項目１ 中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知
・概要
技術開発期間終了時において、中赤外線電子波長制御固体レーザーに関しては、ミッションステートメ
ントに掲げた性能目標をすべて実現し、光検知システムに関しては、システムを完成させ、擬剤を用いた
検出感度 0.002 ppm レベルの濃度検出を達成した。
実証期間終了時には、サイズ、重量、自動車搭載の実績によって、全てのミッションステートメントの実
現に至った。また、実証期間を通して、実験室内における非開発者であるオペレータによる 1 種類の擬剤、
2 種類の実剤の検出、実用化試作機から擬剤散布位置までの距離を 110 m 以内で設定し、それぞれの
距離での吸収スペクトルのフィールド自動観測、さまざまな環境要因の影響の調査を実現した。
・目標に対する成果
ミッションステートメントと実現性能をまとめて以下に定量的に示す。
【技術開発期間終了時】
中赤外線電子波長制御固体レーザー
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項目

ミッションステートメント

実現値

波長 (µm)

6-10

5.0～10.4

10（利得中心）

10.1

スペクトル幅 (cm )

0.1〜4

2.5

波長切り替え速度 (ms)

1

1

項目

ミッションステートメント

実現値

カセグレン望遠鏡 (cm)

50

50

波長検出範囲 (µm)

6-10

5.0～10.4

ディテクター

HgCdTe

HgCdTe

検出感度 (ppm)

0.002 (サリンガス仮定)

0.002（擬剤で実証）

項目

ミッションステートメント

実現値

サイズ (m3)

1 × 1 × 1

1 × 1 × 1

重量 (kg)

100 kg 以下

95 kg

車載搭載

搭載可能

搭載可能

パルスエネルギー (mJ)
-1

光検知システム

【実証期間終了時】

（３）研究成果の発表状況
特許出願

原著論文発表

左記以外の

（査読付）

誌面発表

口頭発表

受賞等

合計

国

内

0 件（0 件）

1件

0件

23 件

1件

25 件

国

外

0 件（0 件）

2件

1件

7件

0件

10 件

合

計

0 件（0 件）

3件

1件

30 件

1件

35 件

特許出願：特許出願件数（うち登録件数）
（ⅰ）特許出願
該当なし
（ⅱ）原著論文（査読付き）
[1] Masaki Yumoto, Norihito Saito, Utako Takagi and Satoshi Wada “Electronically tuned Cr:ZnSe
laser pumped with Q-switched Tm:YAG laser” Opt. Express 23 (19), 25009-25016 (2015).
[1] Masaki Yumoto, Norihito Saito, Yoshiharu Urata, and Satoshi Wada:「128 mJ/pulse, laser-diode
pumped, Q-switched Tm:YAG laser」, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol.
21, pp. 1601305-1-1601305-5, (2015) 【国外誌】
[2] 湯本正樹, 斎藤徳人, 和田智之:「遠隔的環境計測のための中赤外可変波長レーザー（中赤外フォ
トニクスの進展特集号解説）」, 光学, vol. 44, pp. 62-67, (2015) 【国内誌】
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（ⅲ） 上記論文以外による発表
国内誌（国内英文誌を含む）
[1] 斎藤徳人, 湯本正樹, 和田智之：「中赤外電子制御レーザーと遠隔環境計測への応用」,
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国外誌
[1] Norihito Saito, Masaki Yumoto, Takayuki Tomida, Utako Takagi, Satoshi Wada: 「All-solid-state
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書籍出版
該当なし
（ⅳ）口頭発表
招待講演
[1] 湯本正樹, 斎藤徳人, 和田智之, “中赤外波長可変 Cr:ZnSe レーザーの開発,” レーザー学会
第 34 回年次大会, 北九州市, 北九州国際会議場, January 20-22, (2014) 【国内会議】
主催講演
該当なし
応募講演
審査のある講演会
[1] Norihito Saito, Masaki Yumoto, Takayuki Tomida, Utako Takagi, Satoshi Wada, “All-solid-state
rapidly tunable coherent 6-10 μ m light source for lidar environmental sensing, ” 8th SPIE
Asia-Pacific Remote Sensing 2012, Kyoto International Conference Center, Kyoto, October
29-November 1, (2012) 【国際会議】
[2] Masaki Yumoto, Norihito Saito, Utako Takagi, Takayuki Tomida, Satoshi Wada “Rapidly-tunable
Cr:ZnSe laser system for high energy optical-parametric oscillator,” The 2nd Advanced Lasers and
Photon Sources Conference (ALPS’13), Yokohama, April 23-25, (2013) 【国際会議】
[3] Masaki Yumoto, Norihito Saito, Utako Takagi, Satoshi Wada “Multi-stage Cr:ZnSe power
amplifier pumped with Q-switched Tm:YAG laser,” Conference on Lasers and Electro-Optics
(CLEO 2103), San Yose, June 9-14, (2013) 【国際会議】
[4] Masaki Yumoto, Norihito Saito, Utako Takagi, Satoshi Wada “High pulse energy ZnGeP2 optical
parametric oscillator pumped with rapidly tunable Cr:ZnSe laser,” Nonlinear Optics (NLO), The
Fairmont Orchid, Kohala Coast, Hawaii, July 21-26, (2013) 【国際会議】
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[6] Masaki Yumoto, Norihito Saito, Satoshi Wada “Mid-infrared optical parametric oscillator
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[7] Masaki Yumoto, Norihito Saito, Satoshi Wada, “Laser-diode-pumped, Q-switched Tm:YAG
laser with 128 mJ pulse energy,” Conference on Laser and Electro-Optis 2015, ICM, Munich, June
21-25, (2015) 【国際会議】
審査のない講演会
[1] 斎藤徳人, 湯本正樹, 高木うた子, 冨田孝幸, 前田康大, 小川貴代, 和田智之, “遠隔環境
計測のための中赤外電子波長制御レーザー,” レーザー学会学術講演会第 32 回年次大会, TKP
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ーザー学会学術講演会第 32 回年次大会, TKP 仙台カンファレンスセンター, 仙台市, January
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器における増幅効率の評価,” レーザー学会学術講演会第32回年次大会, TKP仙台カンファレンス
センター, 仙台市, January 30-February 1, (2012) 【国内会議】
[4] 湯本正樹, 斎藤徳人, 高木うた子, 和田智之, “Cr:ZnSeレーザーの電子波長制御化,” 春季
第59回 応用物理学会関連連合大会, 早稲田大学, 新宿区, March 15-18, (2012) 【国内会議】
[5] 湯本正樹, 斎藤徳人, 高木うた子, 和田智之, “電子波長可変Cr:ZnSeレーザーの基本特性に
ついて,” 秋季 第73回応用物理学会学術講演会, 松山大学文京キャンパス, 松山市, September
11-14, (2012) 【国内会議】
[6] 高木うた子, 湯本正樹, 斎藤徳人, 和田智之, “2.01 µm Tm:YAGレーザー励起Cr:ZnSe増幅
器における飽和増幅,” 秋季 第73回応用物理学会学術講演会, 松山大学文京キャンパス, 松山
市, September 11-14, (2012) 【国内会議】
[7] 和田智之, 斉藤徳人, 小川貴代, 湯本正樹, 高木うた子, 冨田孝幸, 国本幸紀, “中赤外電
子波長可変レーザーによる遠隔検知の研究,” 防衛技術シンポジウム2012, 市ヶ谷

November

13-14, (2012) 【国内会議】
[8] 湯本正樹, 斎藤徳人, 高木うた子, 和田智之, “QスイッチTm:YAGレーザー励起高出力
Cr:ZnSeレーザー,” レーザー学会学術講演会第33回年次大会, 姫路商工会議所・イーグレ姫路,
姫路市, January 28-30, (2013) 【国内会議】
[9] 高木うた子, 湯本正樹, 斎藤徳人, 和田智之, “50 mJ級Cr:ZnSe増幅器,” レーザー学会学術講
演会第33回年次大会, 姫路商工会議所・イーグレ姫路, 姫路市, January 28-30, (2013) 【国内会
議】
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[10] 冨田孝幸， 稲垣昌樹， 湯本正樹， 斎藤徳人， 高木うた子， 川原琢也， 和田智之, “中赤
外波長可変LIDARの検出システム,” レーザー学会学術講演会第33回年次大会, 姫路商工会議
所・イーグレ姫路, 姫路市, January 28-30, (2013) 【国内会議】
[11] 湯本正樹, 斎藤徳人, 高木うた子, 冨田孝幸, 和田智之, “Tm:YAGレーザー励起50mJ級
Cr:ZnSeレーザー発振器および増幅器の開発,” 第60回応用物理学会春季学術講演会，神奈川大
学, 厚木市, March 27-30, (2013) 【国内会議】
[12] 冨田孝幸, 稲垣昌樹, 湯本正樹, 斎藤徳人, 高木うた子, 和田智之, 川原琢也, “中赤外波
長可変LIDARの検出システムの開発,” 第60回応用物理学会春季学術講演会，神奈川大学, 厚木
市, March 27-30, (2013) 【国内会議】
[13] 湯本正樹, 斎藤徳人, 和田智之, “高出力Cr:ZnSeレーザー発振器および増幅器の開発,”
（社）レーザー学会第445回研究会「高機能固体レーザーとその応用」, ホテル阪急エキスポパーク,
吹田市, July 16, (2013) 【国内会議】
[14] 湯本正樹, 斎藤徳人, 和田智之, “Cr:ZnSeレーザー励起光パラメトリック発振を用いた中赤外
電子波長可変レーザーの開発,” 秋季 第74回応用物理学会学術講演会, 同志社大学京田辺キャ
ンパス, 京田辺市, September 16-20, (2013) 【国内会議】
[15] 湯本正樹, 斎藤徳人, 冨田孝幸, 国本幸紀, 小川貴代, 和田智之, “中赤外電子制御レー
ザーによる遠隔検知,” 理研シンポジウム 第１回「光量子工学研究」, 独立行政法人理化学研究所
和光事業所鈴木梅太郎ホール, October 31-November 1, (2013) 【国内会議】
[16] 冨田孝幸, 斎藤徳人, 湯本正樹, 国本幸紀, 小川貴代, 和田智之, “中赤外電子制御レー
ザーを用いた気相物質の遠隔検知,” 理研シンポジウム 第１回「光量子工学研究」, 独立行政法人
理化学研究所和光事業所鈴木梅太郎ホール, October 31-November 1, (2013) 【国内会議】
[17] 湯本正樹, 斎藤徳人, 和田智之, “中赤外波長可変Cr:ZnSeレーザー励起高エネルギー光パ
ラメトリック発振器の開発,” 第61回応用物理学会春季学術講演会, 青山学院大学相模原キャンパ
ス, 相模原市, March 17-20, (2014) 【国内会議】
[18] 湯本正樹, 斎藤徳人, 和田智之, “遠隔環境計測のための中赤外電子波長可変コヒーレント
光源,” 第53回光波センシング技術研究会, 東京理科大学神楽坂校舎 森戸記念館, 新宿区,
June 18-19, (2014) 【国内会議】
[19] 斎藤徳人, 湯本正樹, 和田智之, “中赤外電子制御レーザーの開発とその応用計測,” 理研
シンポジウム 第２回「光量子工学研究」, 仙台市情報・産業プラザ（AER）, November 24-25, (2014)
【国内会議】
（ⅴ）受賞等
[1] 社団法人電気学会 優秀論文発表賞 A 賞 “環境リモートセンシングのための高機能中赤外波
長可変固体レーザー” 湯本正樹、斎藤徳人、和田智之 2016 年 2 月
（ⅵ）その他の主な情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Ｗｅｂ等）
[1] テロ対策特殊装備展’12（SEECAT’12）：「中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知」東京
ビッグサイト,2012.10.17-19
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[2] テロ対策特殊装備展’13（SEECAT’13）：「中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知」東京
ビッグサイト,2013.10.2-4
[3] テロ対策特殊装備展’14（SEECAT’14）：「中赤外電子波長可変レーザーによる遠隔検知」東京
ビッグサイト,2013.10.15-17
３．研究計画・実施体制
（１）研究計画の妥当性
（ⅰ）当初計画の見直し・変更の有無と経緯・理由
本研究課題は、再審査時の提案を基に、実証期間の計画をより具体化、細分化した。実証期間１年
度目及び2年度目の計画表を示す。実剤の計測実証試験、環境変化の影響検証を実施項目として明
示した。
研究項目

実証期間１年度目
前期

後期

実証期間２年度目
前期

後期

統合システムの開発
試作機のフィールドシグナル検知試験
レーザーの改良
検知システムの改良
実証試験
試作機を用いた化学剤遠隔検知実証試験
化学剤データベースの構築
試作機最終性能評価
環境変化の影響検証

（ⅱ） 再審査コメントへの対応
期待された点及び改善を求められた点
(1) ハードウエアの開発は進んでいるものの、具体的な測定データを提示できなかったことから、「実
証期間における研究計画」の再提案をいただいた。
(2) 可搬型の開発を第一優先に、それ以上の小型化は追求せず、レーザー回りの改良・各種ガスの
データ取りを進めることを期待するとのコメントをいただいた。
(3) フィールドでの試験を重視し、実用化にあたっての諸問題を抽出し、解決策を明らかにすることを
期待する。また、製品化に向けて、早期にメーカーの協力を得ることが必要であるとの提案をいた
だいた。
対応
(1) 試作機の製作、様々な環境下での性能評価及び改良について早期に行うことを提案した。
(2) 実証期間に移り、直ちに可搬型の設計、製作を実施し、実験室内において、フィールド試験に向
けて、擬剤を用いた計測を行った。
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(3) 開発者以外のオペレータによる計測の可否を見極めるため、関係省庁と連携して、サンプルガス
数種の実測を実施した。さらに、可搬型を屋外へ持ち出し、雨天、風などさまざまな環境要因があ
る中で擬剤の計測を実施し、環境要因の影響、屋外での計測の限界を見極めた。
（ⅲ）外的要因の変化（制度の変更、市場の変化、競合者との関係の変化等）の有無とその変化に対
する対応
変化なし。
（２）実施体制の妥当性
和田を統括者として、実証システムにおける中赤外電子制御波長可変レーザーの改良は、湯本、
高木が、光検知システムの改良は、富田が担当した。斎藤が中赤外電子制御波長可変レーザーお
よび光検知システムの融合のために両者間の整合を取った。国本が、物品購入、研究情報の管理、
ミーティング開催などの運営を担当した。実証システムの動作試験及び計測を行い、段階ごとに
認められる中赤外電子制御波長可変レーザーおよび光検知システムの問題点、改良点を担当者間
で協議し、改良を行った。スケジュールに沿って、円滑な情報交換と研究推進のため、また購入
物品の入手状況を確認するため、週 2 回の打ち合わせ、月一回の定例ミーティングを設けた。
技術開発期間に開催した諮問委員会において、防衛省および総務省消防庁より、使用における
具体的なご意見をいただいた。特に、防衛省技術研究本部先進技術推進センターとは研究協力協
定に基づき試験を実施し、平成 26 年 2 月 24 日～3 月 14 日の 15 日間及び平成 26 年 11 月 17 日〜
12 月 5 日の 14 日間の 2 期間で、実剤、擬剤の吸収スペクトルの実測を行った。
また、株式会社メガオプト取締役の小泉俊郎氏にも参加していただき、株式会社メガオプトの
開発部と連携し、実証システムの実用化に向けての準備の検討を進めた。

４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
（１）実証期間終了後の事業化に向けた取組
本研究開発で、開発した 2 µm レーザー、および、波長可変 Cr:ZnSe、さらにその波長変換による中赤
外外波長可変レーザーは、既に理化学研究用途には、販売可能なレベルとなっており、今秋のレーザー
に関する展示会において、株式会社メガオプトより広告販売活動を開始する予定である。ライダーシステ
ムとして、研究開発を目的とした一般ユーザー向けも同様である。基本的には、受注販売体制を取る。完
成度が高いため、今後、早急に開発を有する必要はなく、追加の資金は、広告宣伝費用など営業経費の
みである。製造に必要な機材も、株式会社メガオプトが有している。
関係省庁と連携した実用化案件では、本研究期間終了後は、株式会社メガオプトが一般製品と同様
本システムの実用化を推進する予定である。本プロジェクトの諮問委員には株式会社メガオプトの小泉俊
郎氏（取締役）も参加していただいており、プロジェクトの内容、装置の性能等の情報に関して連携がとれ
ている。今後、さらに、高度化を含む実用化に向けて具体的な連携をとる予定である。特殊用途に関して
は、実用化に予算が必要な可能性がある。本件は、理研内のイノベーション推進センターが管理する融
合連携制度と呼ばれる理研の研究成果を実用化するためのチーム編成、本システムを必要とする省庁と
の連携を検討している。
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（２）社会・経済・科学技術的波及効果
本プロジェクトは、本格的に危険な化学剤を遠隔検知するということにターゲットを絞ったレーザーおよ
び観測器開発である。危険ガスや化学剤の計測をターゲットとしているが、特に 6～10 µm 領域の波長を
高速に切り換えることのできる全固体レーザーを搭載し、広汎な物質を対象として検知できるライダーシス
テムは世界的にみて他に類がなく、本研究の開発目的以外にも、その応用範囲は、医療、農業、工業セ
ンシング、基礎科学と広範囲にわたり展開が期待されている。
医療の応用では、中間生成物の 2〜3 µｍで波長可変レーザーによる歯科治療用の研究開発が東京医
科歯科大学と開始されている。さらに、サイズが 1 × 1 × 1 m3 で出力エネルギーが 10 mJ に達するよう
な中赤外波長可変レーザーが、世界に先駆けて実現されたため、この系は、中赤外波長可変レーザー
の標準系の１つとなり得る。この実現により、これまでに実施できなかった科学的な研究の推進が見込ま
れる。理化学研究所内では、既に、本研究の成果を基に、素粒子の基本物理量を計測するためのプログ
ラムが開始されている。さらに、システム全体では、農業分野における環境センシングへの応用が提案さ
れている。
本成果の応用は、多岐にわたるため、本来応用に設定された安全安心の分野での応用以外でも、経済
性を含め大きな波及効果が期待される。
今後、成果の発振を進める。

Ⅳ

自己評価
１. 目標達成度
すべての目標を達成した。開発したレーザーは、光を利用した産業、基礎研究において、中赤外線
領域は非常に注目されたトピックスになっており、インパクトのある成果を競合者に比べて、数年先の成
果を提供できることから波及効果の期待が大きい。非常に良い成果が得られたと考えている。
２. プロジェクト全体としての成果
上記同様で、当初の目標をすべて達成した。成果の波及は、インパクトのあるものとなる可能性が高
い。
３. 研究計画・実施体制
十分計画された計画であったため、ほぼ予定通りの成果を得ることに成功した。3 年目の再審査では、
非常に有用なアドバイスをいただき、それを広範囲反映した結果より良い成果が得られたと考える。実
施体制は、十分であった。
４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
本研究の当初からレーザーメーカーである株式会社メガオプトが諮問委員会に参加して、アドバイス
をいただきながら並走する形で研究開発が進んだ。その結果、レーザーシステムは、すぐに実用化で
きる目処を得た。実際今秋から販売を開始する。さらに、システム全体としても、有毒ガスの検知以外の
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ガス検知、あるいは、歯科応用、工業用途の非侵襲計測と新しい応用が得られ大きく展開する見通し
を得ている。本来の目的である応用に関しては、関係省庁との連携に関して、議論を継続的に進める。
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