
地域産学官共同研究拠点 (京都地域)



先端光加工プロジェクト

三本プロジェクトでは、京都大学、企業群が近接する桂イノベ＿ ションパー ク地

域を中心に、光通信、セラミック材料などに強みを持つ企業を集約させ、大学と

の共同研究を強力に促進していくことを目的としています。具体的には、フェム

卜秒レ ーザーをはじめとする多種多様なレ ーザ＿プラットフォ ームによる高精

度·一括加工装匿の利用を広く企業に促していきます。また単に装置の貸出に

とどまらず、必要に応じてプロジェクトをサポー トする教員等による技術指導や

技術相談を行い、参画企業の技術力の底上げも行っていきます。
プロジェクト長

三浦清貴 京都大学教授

重豆栂国一 I
:;

産学公連携京都地域で実施する地域産学官共同研究拠点の一つとして、

①最先端科学技術を駆使した経済発展

②次代の京都産業を支える企業、人材の育成

を目的に、地域の強みを生かした世界競争力をもつ新事業創出に向けた共同研究を展開し、最先端技術の移転や高度研究

機器の習熟による高度技術者養成と企業競争力の向上を図っていきます。

人材育成

定期的に最先端の技術を紹介するセミナ ーや、中小企業の技術者向けの最先端装置の講習会を実施しています。

なお、本プロジェクトの高度研究機器は、文部科学省予算により国立研究開発法人科学技術振興機構が取得し、地域に無

償譲渡されたものです。

三次元レ ーザー加工 ・ 造形技術等の要素技術をもとに情報、環境、安全•安心、エネルギ ー等の広範
囲な分野が抱える技術的諸問題の解決に取り組むことで、競争力のある産業の形成に結び付けてい
きます。

-------

京都大学
大学院工学研究科 

• 光加工技術
（高精度・一括加工）

・セラミックス材料，

中小企業への技術移転

レ ーザー活用講習会、高度機器利用

新原理を穎譴化

新しい機能デバイス製造装匿を開発tr-

京大桂ペンチャ ー

プラザ入居企業

研究協力企業

デバイス性能向上

光デパイスの開発等

材料の高機能化

高機能セラミックス材料の開発等
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フェムト秒レーザー

魯フェムト秒レーザーー括カロエシステム
パルス幅がフェムト秒域の超短パルスレーザー。レーザー

照射領域では光アブレーションによる高精度の加工が実現で
きる。金属や半導体だけでなく、ガラスなどの透明な材料への
加工も可能になる。

顔フェムト秒レーザー

表面加工に加えて透明な材料への内部加工が

可能。付帯するSHG・ THGユ ニットを用いた紫

外フェムト秒レーザーによるサブミク回ン加工も

可能

製品名 サイバーレーザー社製 FRIT

中心波長 780 nm

最 大 出 力 lW

使用パルス幅 220 Fs

繰返し周波数

機器番号 4

ガラスの精密加工

つ空間光変調器を用いたホログラフィックフェムト秒レー

ザー加工によってガラス表面(左)および内部 (右 )に 京都

大学の回ゴマークを描画した時の顕微鏡像 (技術研究

組合で実施 )。 約100点 にフェムト秒レーザーが同時に

集光され、50ミ リ秒でそのパターンを切り替えることで、

約1万点の微細なドットパターンを5秒以内に描画する
ことが可能

頓

l

劉空間光変調器

光の波面を制御することにより多点同時レーザー

加工や収差を補償した高精度レーザー加工・高精

度計演」が可能

製品名 浜松ホトニクス社製 LCOS― SLM

X10468シ リーズ

レーザー SVGA(800 px x 600 px)

フレームレー ト 60Hz

オプション 256(8bits)

機器番号

ガラスのレーザー融着接合技術

無アルカリ  CP   Si   A    Na   K    Ba   Zn   Ca

アルカリシリケート  ロ局所溶融領域の形状と元素分布制御    牲岬

勢高繰り返しの超短パルスレーザーをガラス内部に集光

することで、局所的にガラスを溶融することが可能であ

る。重ねた二枚の異種ガラス板の境界にフェムト秒レー

ザーパルスを集光することで、二枚のガラスの境界での

溶融によリガラス板を直接接合した。多点同時レーザー

照射によって、溶融領域の形状と元素分布を制御する
ことも可能

8



3Dプリント技術

|レ
ーザー焼結粉末積層造形

レーザー粉末焼結造形法によって高い機械的強度を有する可動部などの複雑な構造物が造形できる。また、
当プロジェクトが保有する3Dスキャナやリバースエンジエアリング・ソフト等の造形補助設備を用いることでよ
り精度の高い試作品の作製が可能になる。

日 3次元光造形装置

3D― CADソ フトで設計したSTLデータを基に炭酸

ガスレーザーで樹脂粉末を焼結し、造形する。ガラ

スや金属粉末等の異種材料を混ぜ合わせることに

より、多様な材料の造形が可能

造形イメージ

製品名 3Dシステムズ社製 sPr0 60 Center

レーザー 最大出力20Wの炭酸ガスレーザー

最小積層ピッチ 008 mm

最大造形寸法 250 mm X250 mm X250 mm

機器番号 8

●小回ット製品、設計検証モデル、意匠検討モデ

ル、実験用特殊治具

●3Dスキャナとの組合わせにより、対象物の拡大・

縮小も可能

■金属光造形複合加工装置

微細な金属粉末を高出力のフアイパーレーザーで

焼結して積層を行い、さらに工具による切削加工も

加えることで従来では不可能であった複雑な造形

が可能

造形イメージ

製品名 松 )甫機械製作社製 LUMEX AVANCE-25

レーザー 最大出力200Wのファイバーレーザー

最大造形寸法 200 mm X200 mm X150 mm

オプション マシエングセンタ、工具長の自動計測装置

機器番号

●内部配管のある構造体

造形物の内部に自由な水冷

管を形成することで、効率
的に構造体の冷却を行うこ

とが可台ヒ

●一体構造の金型

ボトムアップ手法で個々に

作製していた複雑な部品を
一括で作製することが

可能

●造形時の切肖」同時加工

マシエングセンタによる切

削が同一工程で行えるため

、製造工程数を抑えた

金型作製が可能



ガラス真空貼り合わせ技術

l製
造工程

有機ELなどの有機デバイスをガラスで

真空に封止する実装技術。ガラス基板上
に印刷された低融点ガラスフリットを真
空状態に保ち、接着斉」になるガラスフ
リットを近赤外レーザーで融解すること
で真空封止することが可能になる。

コフリットガラス用高精度スクリーン印刷機 田 フリットガラス用焼成炉

ガラスの真空封止の前工程である低融点ガラス

ペーストのスクリーン印刷が可能

ヨ 真空貼り合わせ装置

印刷したガラスペーストに含まれる余分な有機

物を除去するための熱処理が可能

紫外線照射による樹脂の硬化を利

用し、ガラスの真空封止を行うため

の前処理が可能

製品名 ViCイ ンターナショナル社

製 091o A6336

最大貼 り合わせ圧力 l kg/cm2

最大試料寸法 200 mm X200 mm

機器番号

田 レーザー封止・焼成加工装置

2種類の近赤外線レーザーを用い

たガラスの真空封止や局所のア

ニーリング処理が可能

製品名 タマリエ業社製

TRM60TC‐ LN
封止用半導体レーザー 中心波長 :308 nm

最大出力 :60W

焼成用半導体 レーザー 中心波長 :970 nm

最大出力 250W

機器番号 3

■ レーザー切断・穴あけ加工装置

" ~五 口号

紫外ナノ秒レーザーを用いた極薄

板の大あけやマーキングなどの表

画処理加工が可能

●フレキシブル有機 EL

酸素や水などの出入りを遮
断することでデバイス本来
の機能を長期間保持するこ
とが可能

製品名 ニューロング精密工業社製LS 25TV改

最大試料寸法 200rnm X 200 mm

オプション 精密位置合わせ機構

機器番号

製品名 ジェイ・エス・エス社製 」S、 1006 MA-01

最大加熱温度

最大試料寸法 250 mm X250 mm

機器番号

製 品名 LTS社製 LDSD 3000M

中心波長 355 nm

最大出力 20W

パルス幅 40 ns

繰 り返 し周波数 70-100 kHz

機 器番号 4

なども使用することが可能



微細加工・観測技術 /その他

光の回折限界を超えたナノレベルの加工技術や、光加工後の表面形状や物性を評価
する装置。光加工を行う前処理や加工後の評価が可能になる。

微細加工・観測技術

割 集東イオンビーム・

走査電子顕微鏡加工観察装置

闘走査型プローブ顕微鏡 (SPM)

電界によって集束したGaイオンのビームを用いる

ことで、ナノレベルの微細加工が可能。透過型電子

顕微鏡用の試料作製等に使用

製品名 日本電子社製 」IB-4600F

オプション 高分解能FE― SEM、

試料ピックアップシステム

機器番号 7

窃CCD用光学薄膜 (誘導体多層膜)のSEM断画像

その他

璽レーザー微細加工装置

自動アライメント機能を搭載した紫外ナノ秒レー

ザー加工装置。おこにサファイア基板の小片化等

に使用。特徴として、最大寸法4インテ、最大枚数

25枚のウェ八―を連続で切断することが可能

製品名 三星ダイヤモンドエ業社製 MR 344

中心波 長 355 nm

最 大 出力 6W

パルス幅 60ns

繰 り返 し周波 数 30-100 kHz

機器番号

先端が鋭利な探針と試料との間に働く様々な物理量を

検出し、微小領域における表面形状や物性の沢」定が可

能。さらに、オプションを用いることで、試料最表面の

粘弾性、便度、摩擦力をはじめとした機械的物性や磁

気力、電気力、表面電位、微小電流等の電磁気的物性

などの評イ面が可能

夢微小領域レーザー改変ガラス試料の定量的な
機械特性測定

認超臨界乾燥装置

超臨界状態の炭酸ガスを利用することで、極めて脆い超

微細構造体を破壊することなく、洗浄および乾燥するこ

とが可能。超臨界流体の利点である高い拡散性と溶解

性に加えて、毛細管力や表面張力が発生しないため、エ

ア回ゲルの乾燥やMEMSプ回セスヘの応用が可能

製品名 レグザム社製 SCRD 4

臨界条件

温度

圧力 14 MPa

杵匂40°C

導入ガス 炭酸ガス

機器番号

製品名 B「 uke「 Nan研上製 NanoScopeV型 コント回

―ラー搭載マルチモード8」SPMシステム

スキャナ Xt1 25口m,Y:125 μml Z:5μ m

オプション Magnenc Fo「ce Mic「 oscope(MFM)

PeakFo「 ce TUNA ApplicaHon Module(CAFM

機器番号



機器利用について

]機
器示J用の流れ

機器の利用をご検討されましたら、まずは次世代レーザープロセッシング技術研究組合へご連絡をお願いいた

しま抗 ご利用までの流れは下図のとおりで曳

お お問い合わせ先 :infO@陥serp『 OCesttng.jp

申請書等はホーム
ページからダウン

ロードできます。

申請内容を審査

し、承認書を発行

します。

母機器貸付料

機器の利用状況等

を確認し、利用日

時を決定します。

フェムト秒レーザー 41140

2 空間光変調器 200

3 レーザー封止・焼成加工装置 4コ イ40

4 レーザー切断・穴あけ加工装置 2,930

5 レーザー微細加工装置 4,190

6 金属光造形複合加工装置 6,030

7 集束イオンビーム・走査電子顕微鏡加工観察装置 9,430

8 3次元光造形装置 3,020

9 超臨界乾燥装置 680

10 フリットガラス用高精度スクリーン印用」機 1,040

フリットガラス用焼成炉 790

12 真空貼り合わせ装置 2,070

43 走査型プローブ顕微鏡 1,510

納付書により貸付

料をお支払いくだ

さい。



l拠
点の所在地

桂イノベーショソ 一ヽク・京大桂キャソ 《ス全景

拠点は桂イノベーションパーク内に存在します。

京都大学桂キャンパスが隣接しています。

■阪急電車京都線ご利用の場合

桂駅西回からバス(10分毎に発車)

京阪京都交通 20。 20B系統、または市バス西 6系統で「桂坂中央」行きに乗車。
「桂イノベーションパーク前」バス停下車、徒歩約 5分

桂駅西口からタクシーで約 10分

■」R京都線ご利用の場合

桂川駅からタクシーで約 15分

■自動車ご利用の場合

国道 9号線千代原回西 lkm「仁左衛門の湯」交差点北 lkm左手

■管理運用。お問い合わせ先

次世代レーザープロセッシング技術研究組合

T615-8245
京都府京       大原 1‐30京都大学大学院工学研究科        次 世 代
イノベー     201号室               レーザープロセッシングTd                       

技術研究組合Fax

URL   httpy/wwwilaserprocessing.jp/

E‐ mall info@laserprocessingJp

受付時間 平日 9時30分～16時 30分 (祝日、年末年始除く)

本事業は、京都市から委託を受けて、本組合が運営しております。

プラザ外観写真

イノベーションプラザ棟


