
2023年度も、当プログラムはハイフレックス型にて開講いたします。
ハイフレックス型とはHybrid-Flexibleの略です。本講座はオンサイト（対面）・オンライン・見逃し配信にて行います。
継続的に「光を“力”に変えて次世代のものづくりへ」という想いで実施しています。時間や立地の制約により本講座を受講
できなかった皆様、引き続きご利用ください。
本講座は、レーザー加工技術の原理や他工法との違いについて、実習を交えながらのポイントをおさえた講義により、
レーザー加工に関して、社内で中核となる人材を育成します。

レーザー技術を体系的に学べる３つのコース

※本企画の内容は都合により予告なく変更する場合があります

2023年度  講座概要
 目　　的 レーザー関連技術を熟知し、実務遂行能力を有する中核人材の育成

 募集開始日 2023年5月10日（水）　※お申込みはWEBにて 

 開 講 日 2023年6月22日（木）開講
  　基本　週１回木曜日（90分×２講義）
  　※詳細スケジュールはWEBをご確認ください

 受 講 科 プラス実習コース（18日間）　￥150,000 （税込）
  　座学 十 レーザー加工実習  
 　　※申込１社につき、２人目以降￥130,000とする
 　　《静岡県内企業に対する補助》
 　　中小企業：￥130,000
 　　※申込１社につき、２人目以降￥110,000とする
 　　※静岡県、浜松市からのご支援によりディスカウント

  総合コース（17日間）　￥120,000 （税込）
 　座学 十 レーザー加工実習
 　　※申込１社につき、２人目以降￥100,000とする
 　　《静岡県内企業に対する補助》
 　　中小企業：￥100,000
 　　※申込１社につき、２人目以降￥80,000とする
 　　※静岡県、浜松市からのご支援によりディスカウント 
  自由選択コース（６日間）　￥70,000 （税込）
 　総合コース17日間の講義より６日間の自由選択

 会　　場 オンサイト(対面式）講義
 　イノベーション・ハブ拠点FUSE （静岡県浜松市  ザザシティ浜松中央館地下１階）
 　　駐車場の用意はありませんので近隣の有料駐車場をご利用ください
 　　※新型コロナウィルスの影響を考慮し、同会場での実施を変更することがございます

 オンライン(遠隔式）講義
　　　　　　　　　 　講義配信・質疑応答アプリ：Zoom
　　　　　　　　　 　見逃し配信アプリ：YouTube

 募集予定人数 プラス実習コース24名、総合コース50名程度
   （最少催行人数　24名）　
 受講対象者 ものづくり企業等の中堅技術者 ※工学の基礎知識を習得している方

 申込締切日 2023年６月16日（金）  （定員になり次第受付終了とさせていただきます）

主　　催：学校法人光産業創成大学院大学
連携機関：静岡県、浜松市、（公財）光科学技術研究振興財団
　　　　　（公財）浜松地域イノベーション推進機構
　　　　　浜松ホトニクス株式会社、エンシュウ株式会社
　　　　　静岡県工業技術研究所浜松工業技術支援センター

後援機関：（公財）静岡県産業振興財団、浜松商工会議所、磐田商工会議所、（一財）光産業技術振興協会
　（予定）　（一社）レーザー学会、レーザ協会、（一社）レーザ加工学会、中部レーザ応用技術研究会
　　　　　（一社）日本機械学会、（一社）レーザプラットフォーム協議会、（株）オプトロニクス社

詳しくはWEBで https://www.gpi.ac.jp/chukaku/ レーザーによるものづくり 検索

〒431-1202 静岡県浜松市西区呉松町1955番1

レーザーによるものづくり
中核人材育成講座事務局 TEL.053-484-2170

実習や学び直しに応じた

 ＊ 本講座ならではの特徴 ＊
・講義の見逃し配信を行います（期間限定）
・レーザー加工の辞書としてもお使いいただける本講座オリジナル電子版教科書を配布します
・修了証書を発行いたします（規定の出席率に達し、理解度確認テストの合格者のみ）
・オンサイト講義（対面式講義）とオンライン交流会等で受講生、講師との交流を図ります（新型コ
ロナウィルスの動向を配慮します）。

プラス実習
コース

自由選択コース

・電子電気産業事例
・半導体産業事例
・自動車産業事例
・重工業産業事例
・医療分野
・ファイバーレーザー応用
・レーザージョブショップ
・事業化構想と取り組み

・金属材料の基礎
・加熱・溶融プロセス
・レーザー溶接
・半導体レーザー加工
・レーザー加工映像実習
・プロセスモニタリングの応用
・データサイエンス
・AM・3Dプリンタ

・レーザー加工技術概要
・物質の相互作用 
・レーザー光学の基礎 
・レーザー光源総論
・半導体・ディスク・ファイバーレーザー
・光学系・光学設計
・加工光学系
・レーザー加工の安全

レーザー加工技術（9日）

総合コースの中から任意の６日間を選択

産業応用（4日）レーザー加工の基礎（4日）18
DAYS

総合コース 17
DAYS

06
DAYS

・レーザーシミュレーション
・各種金属の溶接特性
・レーザー切断
・レーザー塑性加工
・レーザー表面処理
・パルスレーザー加工
・レーザー微細加工
・プロセスモニタリング
・インプロセス制御

JR浜松駅より
徒歩5分

・企業研修
（ レーザー加工デモ）
　[溶接・焼入れ等]
・CW・短パルスレーザー
　加工実習[少人数制]

体験型講義

本講座は、2008～2010年度に関東経済産業局の産業技術人材育成支援事業として実施した社会人講座であり、
2011年度より光産業創成大学院大学が主催機関となり、実施しております。

レーザー加工
技術の

レーザー加工
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ハイフ
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時代を先駆けて

次のステージへ

レーザーによるものづくり中核人材育成講座



©SpatiaChat LTD. [https://spatial.chat. ものづくり交流会]

6/23 レーザー加工技術概要▶概要だったので概ね理解できたが光
学、材料などの基礎知識が、より必要であると痛感した
6/23 光・レーザーと物質の相互作用▶基礎からの説明もあってイメ
ージはつかめた／理解できたが新たな疑問も浮かんだ
6/30 レーザー光学の基礎▶パルスレーザーの原理的な部分を分かり

2022年度まで 
受講者数 458名（211社） 
修了者は、本講座で身につけた知識を活かし、製品開発や
技術開発につなげています。

CHALLENGER'S
Voice

オンサイト・オンライン講座

ものづくり交流

オンサイト実習 オンサイト受講
オンライン受講
見逃し配信

五感の全てを使って

次代を引き寄せる “ハイフレックス”

光へのシナリオ

自由に選べる受講環境

新しい世界の技術を手にしようとするあ
なたにとって、最も成果のあがる受講環
境をお選びいただけます。

第一線で活躍する充実した講師陣

やすく解説してくれた／事前の予習が功を奏した
6/30 レーザー光源総論▶活用に向けてさらに知識を習得し、応用し
ていければと感じた
7/7 半導体レーザー▶例え話がとてもポイントが抑えられていて解りや
すく、よく理解することができた／今まで知らなかったレーザー溶接
を理解できた
7/7 ディスクレーザー▶動画を交えたディスクレーザーの実例はよく理
解でき、ファイバーレーザーとの違いがわかる講義だった／発振器の
内部にまで説明を受けた
7/21 半導体レーザー加工▶加工例やレーザーの状態などを多く紹介
いただき、勉強になった／ビーム成形技術に興味がわいた
7/28 加工光学系▶よくある質問と回答というスライドで、疑問点が事
前に把握できた／専門用語の解説が適
宜あり、わかりやすかった
8/4 金属材料の基礎・加熱プロセス▶基
礎的な所は難しかったが、レーザーに
よる焼き入れはよく理解できた／脆性材
料の構造が気になった

8/25 各種金属の溶接特性▶様々な材料に
よって、レーザー溶接の方法を考えなけ
ればいけないことが理解できた
9/1 レーザー切断２▶多くの事例の紹介、
デメリットの加工への利用など、生産に直
結する発想が参考になった
9/8 レーザーシミュレーション２▶レーザー
と数値解説との関係についての解説は明快でわかりやすく、定性的に
物事を考えるヒントになった
9/22 レーザー塑性加工▶レーザーピーニングに付いて発生原理の講
義のポイントを絞ってわかりやすいものだった／資料を良く読み返し
て復習します
9/22 レーザー表面処理▶難しい内容をスライドや図で理解しやすかっ
た／それぞれの現象に対する原理が解りやすくて素人にも理解がで
き、たいへん参考になった
9/29 パルスレーザー加工１▶曖昧だった理解が、鮮明に体系づけら
れた／産業用としてのコストやクオリティについてもとてもわかりやす
く理解できた

リアルでもリモートでも

本講座だからできる現地での

9/29 パルスレーザー加工２▶初めて聞く話が多くて興味深く勉強にな
った／フェムト秒レーザーのような加工事例を知ることができ、未知
の可能性の一端を見た
10/6 ものづくりとデータサイエンス▶データの取得によって可視化がで
きるアプリを知ることができた／基礎的な話からで理解できた
10/20 プロセスモニタリング・インプロセス制御による溶接の高品質化
▶レーザー加工に限らず、モニタリングという手法はよくあるので、
理解の助けになった／弊社もモニタリングを研究中なので、その精
度を上げるための良いヒントを貰った
10/27 レーザー加工映像実習１▶加工原理から始まって加工の手順を
見たのでとても興味がわき、わかりやすかった／加工の現場を見た
かった
10/27 レーザー加工映像実習２▶実際
に加工現場に立ち会うよりわかりやす
い／アプリケーション原理・装置の構
成・操作の実際・成果品と、体系的に
理解ができた
11/10 AM・3Dプリンタ１▶AMとは何か

から始まり、AM技術にもさまざまな種
類があるということを知ることができた
11/10 AM・3D プリンタ 2▶ブルーレー
ザーの可能性に付いて深く知ることが
でき、多様な取り組みが印象的だった
／カーボン・ニュートラルとの関連性
を持つことは新鮮な驚きだった
11/24 電子電気産業に向けたレーザー
微細加工応用▶今までの受講の復習のような内容で、理解しやすかっ
た／レーザーを使う必然性を見極めることが重要だと知った
11/24 半導体産業における動向▶従来のダイシングとの違いについ
て、失敗例と共に解説をいただいて勉強になった／さらに多くの事例
を聞きたい
12/8 自動車産業における動向▶レーザーが活用されている産業分野
だと思い込んでいただけに、全く違う使い方には驚きだった／多くの
樹脂部品は主に溶接隠しの用途だと知り、発想の転換の産業化実例
を知った
12/8 重工業産業における動向▶微細加工とは違った分野でもレーザー

加工は活用されていることがわかった／レーザーの利用範囲は広くて
可能性があることを実感した
1/19 ファイバーレーザーの産業応用▶仕事上の問題点も相談させて
いただいた／ファイバーレーザーを実際に使い始めたのでよくわかった
1/19 医療分野での事業化事例▶医療現場でのレーザーの応用は、か
なりハイレベルで勉強になった／実例を知ることで発想の幅が広がった
1/26 レーザージョブショップの事業化事例▶初めて聞くレーザーショッ
プはこの世界の多様な可能性を象徴しているようで興味深かった／柔
軟な発想が生きているということに驚いた
1/26 事業化構想とその取り
組み▶わたし自身が持ち得
ていない事業化構想という
視点からの講義はたいへ
ん勉強になった／過去の
成功体験にこだわることの
危険性を、強く感じた

光への序章
受講生の皆さんの意識を講義内容に反映させるため、
講義毎にアンケートをお願いしてきました。これは、

チャレンジャーたちの航跡を記す、貴重な、
“ログ・ブック（航海日誌）” です。

レーザーは変化する世界に対応
した加工エネルギーです。まず
はその正確な実体を知らなけれ
ば始まりません。本講座では第
一線で活躍する講師陣から最新
のレーザー技術の幅広い知識
を直接学ぶことができます。

国内唯一の光技術の専門「光
科」を設置している浜松工業
技術支援センターと連携した
実習。『講義で得た知識を生
産の場でどう活かすか』あな
たの“使い道”を発想してくだ
さい。

模索し続けるという行為は、得てして孤独な作業
です。長期間の受講や交流会の開催等の実施に
よって培われる受講生同士や講師との交流は、モ
チベーションが維持できるだけでなく、強い絆が
生まれてきます。

光という未知のエネルギーは  やがて普通の未来を創り始める
あ・し・た

そんな確信と期待を携えて　
私たちは、光の現在を伝えてきました。
いつも戸惑いから始まる受講生の表情に
ふと気付くと、いつの間にか
期待の輝きが混じっている。
そんなことはよくあります。

そしてわずか１年で
自分だけの光を探して旅立つのです。
この先は長い旅が続くことでしょう。
しかし、ここから巣立つフロンティアを
孤独な戦いにはさせない。

光の未来を探す旅のナビゲーターも
私たちの使命だと思うからです。

い・ま


