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（安南研）説明会スライド
（2018/12/14）
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授業教育と研究教育
授業教育（講義）＠学部１～３年

① 答えや解き方が分かってて、それを教員から教えてもらう（高校教
育の延長、受け身/一方通行）

② 卒業の為の単位を揃える（人生では余り役に立たない）
③ 企業は、余り丸覚えの知識は期待してない（入社後、再教育）
④ 授業料のコストパフォーマンスは余り良くない

研究教育（卒論＆修論＆博論）
① 答えや解き方が分かってないので、自分で見つける（理工学部教育

の最大の特徴、双方向/Man-to-Man）➡企業の製品開発と同じ
② 自分のポテンシャルを伸ばせる最後の教育機会（企業に通用）
③ 企業は、考え方の修得を期待している（理系就職が好調な理由）
④ 授業料は研究教育の為の投資



機械と言えば。。。。
自動車 ロボット

ü 既に世の中で役に立っています。みんなが使ってます
ü かなり成熟した技術です（人間で言うと中高年ぐらい？）
ü これ以上、革新的に変化する可能性は低いかもしれません？



計測は科学技術の母である
ü『測る』ことは『知る』ための基本（機械
計測①が１年前期の必修科目である理由）

ü測れさえすれば、今の世の中、何でも出来
る！

例）ナノテクは、『nmで測れる』ので『nmの加工』が出来る

nm
計測

nm
加工

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
制御



光はマルチスケール･マルチモーダル

未開拓波長領域
（ポストLEDフォトニクス）



光を用いた機械も意外に多い
カメラ

ﾚｰｻﾞｰﾒｽ

内視鏡ﾚｰｻﾞｰ加工

3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ

3Dﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

光通信顕微鏡



安井/南川先端ﾌｫﾄﾆｸｽ研究室
(教授1名, 准教授1名,秘書2名, 博士研究員2名, 院生7名, 学部生8名)

世の中にない手段・装置を開発し，
誰もが観たことのない情報を最初に得る
（モノ作りにトコトンこだわる！）



安井/南川研の光計測の売りは若々しさ

・まだ世の中で余り役に
立ててません

・かなり荒削りな技術で
す

・伸び代は、まだまだタップリあ
ります

・１０年後には、身の回りに溢れ
てるかもしれません？



研究室の特徴
ü世界最先端の研究、世界との競争
ü豊富な研究予算（9000万円@H30年度、今
後4年間は高い水準を維持予定）、充実した
実験機器

ü研究教育で学生のポテンシャルを伸ばすこと
が出来る（学会受賞、機械コース表彰など）

ü個人力（モノ作り/英語/プレゼン/海外経験/
院試合格/遊び力）のアップ



学生にとって魅力的な点
ü徳大という枠から飛び出し、研究で世界を実
感できる

ü大学生活をリセットして、ゼロからスタート
できる

ü上昇志向の（汗をかく？）学生は、ポテン
シャルを伸ばせる

ü国内外の学会に参加できる（旅費支給）
ü奨学金が免除される可能性が高い
ü就職も良い（トヨタ/日産/パナソニック他）



地方大学・地域産業創生交付金
徳島大学が、徳島県の産業を復活させる（予算50億円@2018-2022年度）
キーワード：次世代光（ポストLEDフォトニクス）

ü ポストLEDフォトニクス研究所の設置（安井＆南川＠機械）
ü ポストLEDフォトニクス/医光融合に特化した人材育成
ü 世界トップレベル研究者の集結（電通大・美濃島薫教授ほか）

刺激的な研究教育に最適なフィールド



研究室WEB
http://femto.me.tokushima-u.ac.jp
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予備資料
（2018/12/14説明会不使用）



研究室の切り札：ﾌｪﾑﾄ秒(10-15秒)ﾚｰｻﾞｰ
究極の光を発生可能な最先端レーザー(ノーベル物理賞＠2018年)

極限スピードのコマ撮り撮影が可能
幅広い応用計測（THz/光コム/非線形光学顕微鏡）



知的テラヘルツ(1012Hz)計測

例）THzｸﾛｯｸ, THzｼﾝｾ, THzｶﾗｰｽｷｬﾅｰ, THzﾚｰﾀﾞｰ, THz-CT等



テラヘルツ・テクノロジー
車載レーダー

大容量無線通信

ボディースキャナー
非破壊非接触センシング

災害現場で 状況把握

安全・安心 製 工程手術

予防医療

超高周波（テラヘルツ波）技術に対する超高周波（テラヘルツ波）技術に対する超高周波（テラヘルツ波）技術に対する超高周波（テラヘルツ波）技術に対するニーズニーズニーズニーズ ①①①①非破壊非破壊非破壊非破壊検査、分光分析検査、分光分析検査、分光分析検査、分光分析

レスキュー

ガン診断

非破壊検査



光周波数コム（虹色の光の櫛）
光コムの特徴 by 独米
・光周波数の物差し

次世代レーザー
として利用

数十万以上のレー
ザーの集合体

等間隔性
絶対正確性

光コムの新奇特徴 by 徳大
・離散マルチ光チャンネル
・外乱/周波数変換器
・次元変換リーダー

精密分光を革新的に進展
(2005年ﾉｰﾍﾞﾙ物理学賞)



光コムが切り拓く知的光計測

呼気診断

バイオセンサー

ストレス
フリー

採血

共焦点蛍光顕微鏡

光音響顕微鏡

最先端顕微鏡形状計測



生体コラーゲン顕微鏡

『生きたありのまま』の
コラーゲンを可視化

波を歪ませる



生きたありのままの
コラーゲンを可視化

ガン
診断

20代 30代 40代 50代女性頬コラー
ゲンの加齢変
化（資生堂と
の共同研究）

直後 1週経過 2週経過 正常腱 修復断裂腱

熱傷治癒

ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ

スポーツ
整形外科

再生
医用

骨芽細胞産生ｺﾗｰｹﾞﾝ



安井/南川研で身に付く３力：研究力
①世界最先端（はやり）の光研究
テラヘルツ、コラーゲンSHG顕微鏡、光コム、フェムト秒レーザー

②研究成果は、国内外で高く評価
安井：海外研究招聘6件、海外招待講演28件、受賞8件、TV報道2件
学生：学会プレゼン賞12件, 海外発表奨学金（C&C財団）8件

③豊富な研究予算、充実した実験機器
9000万円＠H30年度、累積5.8億円以上＠過去18年
学生サポート：海外＆国内出張旅費、PC支給＠院生

④様々な共同研究先（研究成果の出口）
大学：電通大(理工) 病院：徳島県立中央病院 企業：資生堂
国立研究所：産業技術総合研究所、情報通信研究機構
海外：仏ﾎﾞﾙﾄﾞｰ大学, 仏ﾘﾄﾗﾙ･ｺｰﾄ･ﾄﾞ･ﾊﾟｰﾙ大学, 北京航空航天大



安井/南川研で身に付く３力：個人力
①ものづくり力＠装置開発
機械計測より面白い研究指導
４年からでも間に合う新人研修
光学, 電気, 物理, 機械, ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ, 信号処理, ひらめき, 工夫
②コミュニケーション力
チーム制、研究室イベント、外国人ゲスト（ﾌﾗﾝｽ, 中国ほか）

③プレゼンテーション力
学生学会発表：英語発表9件、国内学会17件（H29年度）
学生受賞：学会プレゼン賞/海外4件、国内8件（累計）

④英語力
英会話/TOEICレッスン＠秘書、外国人ゲスト（ﾌﾗﾝｽ, 中国ほか）

⑤院試合格力＠院試模試



安井/南川研で身に付く３力：遊び力
①金曜お茶会＠教授室
②月一イベント

③国際会議参加

平成28年度イベント

花見、バーベキュー、釣り、剣山登山、フッ
トサル、ラクレット・パーティー、ワッフ
ル・ティーパーティー、牡蠣パーティー他

徳大OB中村修二教授と共に

ﾌﾗﾝｽ人ｹﾞｽﾄ歓迎ﾌｯﾄｻﾙ
ｾﾞﾐ旅行＠熊野古道

ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ



徳島新聞
（2018/10/？付）

四国放送テレビ・ゴジカル@2014/11/17

外部への成果発信
研究室初の
Nature冠論文



以下のような学生を求めます
①常に外(学外,国外)に視線を向け,上昇志向
②卒研や修論でもう一伸びしたい
③頑張ることに自信がある
④物作りや手を動かすことが好き
⑤新しいことが好き
⑥GPA以上のポテンシャル有り
⑦学びと遊びのバランスが取れている
⑧機械の授業に興味深い科目が少ない



研究室学生の活躍 in 2016年度
①受賞
ü D3長谷：生体医工学シンポジウム2016 ベストリサーチアワード

第39回日本生体医工学会中国四国支部大会 若手講演奨励賞
ü M2小川：レーザー学会学術講演会第37回年次大会 論文発表奨励賞
ü M2水口：応用物理学会第１回フォトニクス研究会 優秀ポスター賞
ü M2宮本：第39回日本生体医工学会中国四国支部大会 若手講演奨励賞
②国際会議発表 奨学金
ü M2小川：丸文財団 国際交流助成(A) / ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ, ﾃﾞﾝﾏｰｸ
ü M2水口：NEC C&C財団 国際会議論文発表者助成/ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ, ﾃﾞﾝﾏｰｸ
③日本学生支援機構奨学金 免除
ü M2小川：全額免除
ü M2水口：全額免除
④機械科学コースの賞を独占
ü M2水口@日本機械学会三浦賞, B4@日本機械学会畠山賞
ü D3長谷&M2宮本@日亜賞, M2小川@徳島大学工業会賞


