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パワーレーザー施設の連携
国立研究所と共同利用・共同研究拠点を中心に，
パワーレーザーの連携プラットフォームを構築

[実施機関] 量子科学科学技術研究開発機構
関西光科学研究所
業務責任者 桐山 博光
世界最高級の高強度場を生むJ-KARENレーザーのリモー
ト化とスマート化によって利用者への共用時間の拡大

[実施機関] 京都大学 化学研究所
業務責任者 時田 茂樹
スマートレーザーの先駆けであるT6で共同研究を展開
すると共に，スマート化技術をコミュニティと共有．

[代表機関] 大阪大学 レーザー科学研究所
業務責任者 藤岡 慎介
利用者と多種多様なパワーレーザーを繫ぐリエゾ
ンであると共に，世界屈指のエネルギーを誇るパ
ワーレーザーのスマート化，リモート化を実現．

[実施機関] 理化学研究所 放射光科学研究センター
業務責任者 矢橋 牧名
繰り返しパワーレーザーであるHERMESのスマート化，
リモート化によって，世界最高級の超高圧力研究の環境を提供．

[実施機関] 東京大学 物性研究所
附属極限コヒーレント光科学研究センター
業務責任者 小林 洋平
最先端のレーザー加工の学理とスマート化を
コミュニティーと共有．

協力機関
北海道大学，宇都宮大学， 光産創大，広島大学，九州大学，宮﨑大学，
産業技術総合研究所，JAEA敦賀総合研究開発センター レーザー・革新
技術研究所， レーザー技術総合研究所
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2020年度レーザー科学研究所の取組
学術融合、産学連携、研究者の多様性を受容可能な
デジタルパワーレーザーへの基盤技術を導入．
① 研究の入口から出口までを支援
• ワンストップオフィスの設置．
• ウェブサイトの構築．
• 地域の工業試験所等との技術相談．

② 多様性を受け入れられる研究基盤共用体制の実現
• 大阪大学レーザー研のVPN (Virtual Private Network)機器を強化し，在宅でも大
阪大学レーザー研の研究インフラにアクセスできる環境を構築．

• 技術講習会の企画．

③ デジタルパワーレーザーの整備
• 激光XII号のレーザー発振器のファイバー化によるアラインメント省力化．
• 激光XII号及びLFEXのデジタル機器間のネットワーク接続環境の強化．
• LFEXの自動アラインメント化．

④ 時間と空間を超越した研究活動の実現
• オープンリサーチ，オープンイノベーション情報基盤との連携開始．
• 本事業のオープンサイエンスのポリシー案の作成．
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ワンストップサービス
ワンストップサービスで，利用者と国内のパワーレーザーを繫ぐ．
新たな展開を目指す既存利用者からのご相談にも対応．

2022年度PLDXシンポジウム
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連絡先
Website https://powerlaser.jp

PL-DXワンストップオフィス
Email pldx-user-office@ile.osaka-u.ac.jp
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超高圧物性診断

繰り返し高強度場

レーザー加工
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各種問い合わせも歓迎



ワンストップサービス
ワンストップサービスの入口としてウェブサイトを運用中．
フォームから問い合わせが可能なシステム．
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R3年度実績
本事業としてのパワーレーザーの利用が27件
ワンストップ窓口では様々な相談を受け付け中。
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利用件数 アカデミア 27 件
民間企業 0 件

内リモート利用 8 件
相談件数 アカデミア 3 件

民間企業 6 件

6月28日時点でワンストップ窓口で技術相談に対処中。是非、活用下さい。



パワーレーザーDX技術
GXIIの発振器をデジタル機器とファイバーレーザーに入れ替え．
任意波形レーザー発振器のオペレーションのスマート化．
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R3年度補正予算

R3 PLDX事業



パワーレーザーDX技術
LFEXの増幅部を複数ビームを並列でオートアラインメントが可能にあ．
人の作業を減らしアラインメント時間を短縮．
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LFEX増幅部 自動アラインメント カメラ表示テスト

令和4年度からは増幅部の遠隔監視と発振器部の遠隔監視及び自動アラインメントの準備を開始



パワーレーザーDX技術
大型レーザー室内に無線アクセスポイントを隈なく配置．
レーザー関係機器を容易にネットワークへ接続し，スマート化・リモート化を加速．
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パワーレーザーDX技術
Virtual Private Network (VPN) を導入し，リモート研究基盤を強化．
自宅からも大学のネットワーク内に（限定的に）アクセス可能．
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ILE（大阪大学）

国内外大学・研究機関

共同研究者

A大学

B大学

C研究機関

VPNシステム

学術サイト

※所属機関のネットワークからだけでなく、
自宅や出張先のネットワークからもアクセス可能

データ共有

VPNシステム： 2022/3初旬～施行運用開始 2022/3下旬～本番運用開始

S3連携

公開データ

実験データ
リアルタイム共有

CMC（大阪大学）

ILE研究者・技術員の
リモート化もサポート



オープンサイエンスポリシーの策定に向けて
第六期科学技術・イノベーション基本計画の理念に基づき、
パワーレーザー分野に適したオープンサイエンスポリシー案を策定．

第六期科学技術・イノベーション基本計画 2022（令和3年）年3月26日 閣議決定

・・・・・
(2) 新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）

ビッグデータ等の多様なデータ収集や分析が容易となる中で、計算機を活用したシミュレーションやAIを
活用した研究インパクトがより一層大きくなっている。さらに、新型コロナウイルス感染症を契機として、
研究交流のリモート化や、研究設備・機器への遠隔からの接続、データ駆動型研究の拡大など、世界的に
研究活動のDX（研究DX）の流れが加速している。
・・・・
特に公的資金により得られた研究データの管理・利活用については、大半の大学において機関リポジトリ
が整備されてきたが、その一方で研究データの収載が進んでいないことや、データポリシーが未整備であ
るといった課題がある。一部の先行的なプログラムでは、研究データの幅広い利活用を促進するために、そ
のメタデータを集約し、検索・閲覧可能とするための取組が行われているが、研究データの管理・利活用に
向けた取組は道半ばである。さらに、研究データの帰属や、個人情報の取扱など、研究データに関するほう
てき・精度的な諸問題もある。
・・・さらに、研究DXは研究活動そのものの変容・発展を伴うものであるが、研究設備・機器の整備と
活用についても、以前として囲い込みと自前主義的な文化は残っており、改善が求められる。
・・・・
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PLDX事業におけるオープンサイエンスポリシー案 ＜概要のみを抜き出し＞
コメント・フィードバックを右記QRコードで受付しております。

データの定義
研究を通じて作成されたデータ全てを指す。具体的には、測定データに加えて、ノート、
シミュレーション結果、解析プログラムなども含まれる。

データの保管
• データは研究を実施した機関のルールに従って保管する。

データの公開
• データは原則公開とする。ただし、研究者等が公開が適切でないと判断する場合は、非
公開とすることが認められる。

• データの品質を確保するための準備期間や、研究者の論文投稿等に必要と認められる期
間等を配慮し、公開の猶予期間を設けることができる。

研究データ及び研究設備・機器の引用・利用条件
• データ及び研究設備・機器（以下、研究資源）を保有・管理するもの以外の研究者が、
研究資源を利用する場合、各機関が補間する研究資源を利用した旨を明記する。
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オープンサイエンスポリシーの策定に向けて
パワーレーザーDXプラットフォーム事業における
オープンサイエンスポリシー案を策定．オンラインでのパブコメを開始。
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大阪大学 JPMXS0450300121
量子科学技術研究開発機構 JPMXS0450300221
理化学研究所 JPMXS0450300321
東京大学 JPMXS0450300421
京都大学 JPMXS0450300521

成果報告にあたっての謝辞例
【和文】 本研究は文部科学省先端研究基盤共用促進事業（先端研究設備プラットフォームプログラム） JPMXS0450300021で共用された機器を
利用した成果です。
【英文】 This work was the result of using research equipment shared in MEXT Project for promoting public utilization of advanced 
research infrastructure（Program for advanced research equipment platforms）Grant Number JPMXS0450300021.
各実施研究機関の課題番号は以下の通りです。


