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アジア研究教育拠点事業 

最終年度 実施報告書（平成２３～２７年度） 
 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 大阪大学 

（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 中国科学院理化技術研究所 

（ 台 湾 ） 拠 点 機 関： 中央研究院應用科學研究中心 

（ シ ン ガ ポ ー ル ）  

拠 点 機 関： 

南洋理工大学革新的フォトン工学センター 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点                                    

                   （交流分野：応用物理、フォトニクス     ）  

（英文）：Advanced Nanophotonics Research and Education Center in Asia                                    

                   （交流分野：Applied physics, Photonics   ）  

 研究交流課題に係るホームページ： http://asiaphotonics.parc.osaka-u.ac.jp/ 

旧 http:// parc.osaka-u.ac.jp/asiaphotonics  

 

３．採用期間 

平成 23年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 

（5 年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：国立大学法人 大阪大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大阪大学・学長・西尾 章治郎 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大阪大学・大学院工学研究科・教授・河田 聡 

 協力機関：神戸大学、徳島大学 

 事務組織：大阪大学国際部国際企画課 

大阪大学工学研究科 総務課評価広報係、研究協力室産学連携係 

 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国名：中国 

拠点機関：（英文）Technical Institute of Physics and Chemistry,  

Chinese Academy of Science 

      （和文）中国科学院 理化技術研究所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Organic Nanophotonics, Professor, Xuan-Ming DUAN 

http://asiaphotonics.parc.osaka-u.ac.jp/
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 協力機関：（英文）Peking University, Jilin University, Fudan University,  

Tsinghua University,  

Institute of Physics Chinese Academy of Sciences (IP-CAS) 

 

（和文）北京大学、吉林大学、復旦大学、清華大学、中国科学院物理研究所 

 経費負担区分： パターン１*、パターン２ 

 *注：経費負担区分パターン１は、R12 のみ適用とする。 

 

（２）国名：台湾 

拠点機関：（英文）Research Center for Applied Sciences, Academia Sinica 

      （和文）中央科学院 應用科學研究中心 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

 Research Center for Applied Sciences, Academia Sinica 

 Prof. Din Ping TSAI 

協力機関：（英文）Institute Technology Research Center, National Applied Research Laboratories, National Taiwan 

University 

      （和文）国家実験研究院 儀器科技研究中心、国立台湾大学 

 経費負担区分：パターン２ 

 

（３）国名：シンガポール共和国    

拠点機関：（英文）The Center for Disruptive Photonic Technology (CDPT), Nanyang Technological 

University 

     （和文）南洋理工大学 革新的フォトン工学センター 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

 The Centre for Disruptive Photonic Technologies (CDPT), 

 Director, Prof. Nikolay ZHELUDV 

協力機関：（英文） National University of Singapore, 

 Agency for Science Technology and Research 

     （和文） シンガポール国立大学、科学技術研究庁 

 経費負担区分：パターン１ 
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５．研究交流目標 

５－１．平成２７年度研究交流目標 

＜研究協力体制の構築＞ 

４テーマ「プラズモニクス・ナノフォトニクス研究」、「光材料とナノ加工」、「プラズモニックデバイ

ス」、｢メタマテリアル｣の融合研究を推進する。日本、中国、台湾、シンガポールの連携による融合研究

の推進に資するよう、日本で開催する S-2「第８回フォトニクスセンターシンポジウム“アジア ナノフ

ォトニクス２０１５”」や研究者交流を有効に活用する。 

４拠点機関、各協力機関、協力研究者の研究者、大学院生の交流とネットワーク強化を行い、アジア

研究教育拠点事業で築いた研究・人的ネットワークを今後も継続的に発展できる体制としてアジアナノ

フォトニクスシンポジウム委員会（仮称）の準備・基盤作りを行う。 

＜学術的観点＞ 

先進ナノフォトニクス研究のフロンティアを切り開く融合研究の４テーマの共同研究を引き続き推進

する：「プラズモニクス・ナノフォトニクス研究」、「光材料とナノ加工」、「プラズモニックデバイス」お

よび｢メタマテリアル｣。「 R-2 フォトニクス分子イメージングプローブ」および「 R-8 高解像度顕微鏡

のための蛍光プローブ開発」は、研究目的が達成されたので平成２５年度で終了している。 

また、平成２６年度、シンガポール拠点が加わったので、平成２７年度新たに「R-13 先端増強ラマン

測定による 2 次元遷移金属カルコゲナイド及びトポロジカル絶縁材料の評価」及び「R-14 アルミニウム

及びインジウムのナノ構造を用いた紫外近接場プラズモニクス」を開始する。 

 

テーマ 1 プラズモニクス・ナノフォトニクス研究: 

「R-4 ファンクショナル金属ナノマテリアルの開発と物性探索、光ナノ計測への展開」 

「R-7 プラズモニック超解像顕微鏡の開発」  

「R-11近接場ラマン分光とナノイメージング」 

「R-12プラズモニック銀ナノロッド形状制御とハイパーラマン散乱の感度向上 

「R-14アルミニウム及びインジウムのナノ構造を用いた紫外近接場プラズモニクス」 

テーマ 2 光材料とナノ加工: 

「R-1 光材料とナノ加工」 

「R-13先端増強ラマン測定による 2次元遷移金属カルコゲナイド及びトポロジカル絶縁材料の評価」 

テーマ 3 プラズモニックデバイス: 

「R-5 導波形および局在形機能性プラズモニックデバイス」 

「R-6 高効率太陽電池」 

「R-9 ナノ粒子表面基板生化学光電子検出デバイスの開発」 

テーマ 4 メタマテリアル: 

「R-3 三次元等方メタマテリアルの開発」 

「R-10金属メタマテリアル構造の光学特性の数値解析」 

引き続き、以下の中間評価結果を踏まえて、ナノフォトニクスの中でも 4 テーマの融合研究をさらに推

進し、共同研究の成果を積み上げる：「本プログラムだから実現できた共同研究成果のターゲットをより

具体的に設定することが望ましい。」、「単なる交流やセミナーでは拠点化は長続きせず、やはり研究レベ
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ルの高いことが大変重要と考える。」 

＜若手研究者育成＞ 

大阪大学 OSA/SPIE学生チャプターと共催し、S－1「国際フォトニクス学生交流会」を開催する。従来

より、フォトニクス学生交流会の企画、準備、運営を学生が主体的に担い、推進することで、国際ネッ

トワーク力、研究交流能力を身につけてきた実績があり、これを引き続き進めていく。日本、中国、台

湾、シンガポール拠点・協力機関の学生間のネットワーク強化に注力し、将来のアジアフォトニクス学

生ネットワーク（仮称）の立ち上げ準備・基盤作りを行う。 

＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 

国際光年２０１５に協賛し、フォトニクスと社会についての内容も盛り込む。 

（プレスリリース、一部社会に公開など） 

 

５－２．全期間を通じた研究交流目標 

光は高密度の多様な情報を早く伝え、安全でありかつ、エネルギーが低い、環境にやさしいキャリア

であってプローブ・ツールである。この特性を活かし２１世紀はエレクトロニクスに代わって光の技術・

フォトニクスが地球と人にやさしい新しい時代を創ると期待されている。しかし、そのためにはこれま

での常識と限界を超えて、光でもナノスケール(注 1)の観察・加工・動作を可能にしなければならい(注 

2)。ナノスケールでの光と物質との相互作用を利用できれば、物理、化学、生物、医学、材料、電気の

分野横断的な先進ナノフォトニクスの分野を新しく展開でき、光でのナノスケールの世界に分け入り、

光の新たな時代を拓くことが出来る。一方で、近年、東南アジア諸国が材料・フォトニクスを含む科学

研究の面で著しい発展を示している。本研究交流では、新時代をもたらす先進ナノフォトニクスの研究

をいち早くアジアにおいて立ち上げ、人材を育成することを目的とする。 すなわち、大阪大学フォトニ

クスセンターとこれまで研究交流を深めてきたフォトニクス研究分野で中国、および台湾を代表する研

究機関である中国科学院理化技術研究所および台湾中央研究院應用科學研究中心、そして平成 27年度よ

りはシンガポールを代表する研究機関である南洋理工大学 革新的フォトン工学センターとで、物理、化

学、医学、電気の分野横断的な先進フォトニクス研究に携わっている多様な研究者を結集し、日中台シ

ンガポール国際共同研究を推進し、「アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点」を形成し、21世紀の科

学技術の基盤となるフォトニクス研究を先導しうる研究ネットワークを構築する。同時に、 

・個別分野の深い専門性と分野横断的なフォトニクスの広い視野、国際的な研究発信能力、・文化・社会

システムの異なる様々な海外研究者との研究交流・共同研究、および人のネットワーク作りの能力を身

につけ、次世代のフォトニクス研究を先導し国際的に通用する若手研究者の育成を目指す。  

注 1:髪の毛は約 80ミクロンで、1ナノメーターは 1ミクロンの千分の一。 

注 2:光は空間的に振動している波長(ミクロン程度)より小さな構造は見えないとされていた。この限界

を越えなければ、更に遥かに小さな寸法の半導体素子の技術・エレクトロニクスに取って代わることは

出来ない。  
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目標に対する達成度とその理由 

 ■研究交流目標は十分に達成された 

 □研究交流目標は概ね達成された 

 □研究交流目標はある程度達成された 

 □研究交流目標はほとんど達成されなかった 

【理由】 

それぞれの項目で述べるように、今後への発展性のあるナノフォトニクスのアジア研究教育のネット

ワーク・研究協力体制が構築され、多くの共著を含む学術論文、国際会議発表、国内会議発表､特許に結

実した学術的成果と観点の構築、主体的に企画運営され 4 回におよび開催された学生カンファレンスを

通じて形成された若手学生のネットワーク、国際的に通用する若手学生の交流能力、及び多くの若手学

生の共同研究や国際セミナーへの参画による次世代フォトニクスの学識の拡大による若手研究者育成で、

多様、多彩な活動が行われ、全期間を通じた研究交流目標が、十分達成された。その他（社会貢献や独

自の目的等）では、ホームページ、プレスへの働きかけなど広報活動にも力を注ぎ、セミナーNanophotonics 

in Asia 2015を 2015年国際光年の協賛行事として開催するなど、社会貢献にも寄与した。 

大阪大学では、本事業の成果実績を発展させた日中台、シンガポールに、フィリピン、韓国、インド、

香港、英国、米国を加えたグローバルナノフォトニクス拠点形成事業が平成 28年度日本学術振興会研究

拠点形成事業Ａ．先端拠点形成型がスタートする予定である。 

 

６．研究交流成果 

６－１．平成２７年度の成果 

（研究協力体制の構築状況、学術面の成果、若手研究者育成、社会貢献や独自の目的等についての

平成２７年度の成果を簡潔に記載してください。なお、交流を通じての相手国からの貢献及び相手

国への貢献を含めてください。） 

 

＜研究協力体制の構築＞ 

４テーマ「プラズモニクス・ナノフォトニクス研究」、「光材料とナノ加工」、「プラズモニックデバイ

ス」、｢メタマテリアル｣の融合研究を推進した。日本、中国、台湾、シンガポールの連携による融合研究

の推進に資するよう、共同研究を推進し、日本で開催する S-2「第８回フォトニクスセンターシンポジウ

ム“アジア ナノフォトニクス２０１５”」や研究者交流を有効に活用した。 

４拠点機関、各協力機関、協力研究者の研究者、大学院生の交流とネットワーク強化を行い、アジア

研究教育拠点事業で築いた研究・人的ネットワークを今後も継続的に発展できる体制としてアジアナノ

フォトニクスシンポジウム委員会を結成することを S-2「第８回フォトニクスセンターシンポジウム“ア

ジア ナノフォトニクス２０１５”」の Committee Meeting に河田教授、井上教授、バルマ教授、Prof. 

Xuan-Ming Duan、 Prof. Qihuang Gong、Prof. Din Ping Tsai、Prof. Nikolay Zheludev が集まり、話

し合った。 

 

＜学術的観点＞ 

 中間評価の指摘：「本プログラムだから実現できた共同研究成果のターゲットをより具体的に設定する
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ことが望ましい。」、「単なる交流やセミナーでは拠点化は長続きせず、やはり研究レベルの高いことが大

変重要と考える。」を踏まえて、ナノフォトニクスの 4 テーマの融合研究をさらに推進し、共同研究の成

果を積み上げた。  

先進ナノフォトニクス研究のフロンティアを切り開く融合研究の４テーマ「プラズモニクス・ナノフ

ォトニクス研究」、「光材料とナノ加工」、「プラズモニックデバイス」および｢メタマテリアル｣の共同研

究を引き続き推進した。「 R-2 フォトニクス分子イメージングプローブ」および「 R-8 高解像度顕微鏡

のための蛍光プローブ開発」は、研究目的が達成されたので平成２５年度で終了している。 

また、平成２６年度、シンガポール拠点が加わったので、平成２７年度新たに「R-13 先端増強ラマン

測定による 2 次元遷移金属カルコゲナイド及びトポロジカル絶縁材料の評価」及び「R-14 アルミニウム

及びインジウムのナノ構造を用いた紫外近接場プラズモニクス」を開始した。 

テーマ 1 プラズモニクス・ナノフォトニクス研究: 

「R-4 ファンクショナル金属ナノマテリアルの開発と物性探索、光ナノ計測への展開」 

「R-7 プラズモニック超解像顕微鏡の開発」  

「R-11近接場ラマン分光とナノイメージング」 

「R-12プラズモニック銀ナノロッド形状制御とハイパーラマン散乱の感度向上 

「R-14アルミニウム及びインジウムのナノ構造を用いた紫外近接場プラズモニクス」 

テーマ 2 光材料とナノ加工: 

「R-1 光材料とナノ加工」 

「R-13先端増強ラマン測定による 2次元遷移金属カルコゲナイド及びトポロジカル絶縁材料の評価」 

テーマ 3 プラズモニックデバイス: 

「R-5 導波形および局在形機能性プラズモニックデバイス」 

「R-6 高効率太陽電池」 

「R-9 ナノ粒子表面基板生化学光電子検出デバイスの開発」 

テーマ 4 メタマテリアル: 

「R-3 三次元等方メタマテリアルの開発」 

「R-10金属メタマテリアル構造の光学特性の数値解析」 

日本、中国、台湾、シンガポールが、それぞれナノフォトニクス基盤・解析評価領域、ナノフォトニ

クス材料開発、ナノフォトニクスデバイス、メタマテリアルに重点を置いて、相互に補完し協力して融

合研究を推進し、それぞれ事項７．で詳細に述べるように学術的に世界をリードする多くの具体的な研

究成果が得られた。 

 

＜若手研究者育成＞ 

大阪大学 OSA/SPIE学生チャプターと共催し、S－1「国際フォトニクス学生交流会」を開催した。フォ

トニクス学生交流会の企画、準備、運営を学生が主体的に担い推進することで、国際ネットワーク力、

研究交流能力を身につけてきた実績を踏まえ実施した。日本、中国、台湾、シンガポール拠点・協力機

関の学生間のネットワーク強化に注力し、将来のアジアフォトニクス学生ネットワーク（仮称）の立ち

上げ準備・基盤作りを行った。 
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〈アジア地域における研究教育拠点の構築〉 

日本、中国、台湾、シンガポールの連携により、先進ナノフォトニクス研究の４テーマ「プラズモニ

クス・ナノフォトニクス研究」、「光材料とナノ加工」、「プラズモニックデバイス」、｢メタマテリアル｣の

融合研究を推進した。 

さらに、S-1学生カンファレンスや、S-2シンポジウムや研究者交流を有効に活用し、４拠点機関、各

協力機関、協力研究者の研究者、大学院生の交流とネットワーク強化を行い、アジア研究教育拠点事業

で築いた研究・人的ネットワークを今後も継続的に発展できる体制を構築した。 

 

＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 

アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点事業を国際光年２０１５に協賛して推進した。本事業の社

会貢献について、本年 3月 3 日（木）と 15日（火）に、それぞれ大阪と東京で開催された報道関係者と

大阪大学との懇談会に以下の資料を配付した。 

報道関係者と大阪大学との懇談会配付資料抜粋 

 

日本でフォトニクス（光に関係する科学と技術）

の研究者が最も多い大阪大学では、大阪大学フォト

ニクスセンターが中心となり、フォトニクスに関す

る阪大モデルの産学連携の構築を試みています。 

 

具体的な試みは以下の４つです。 

１．フォトニクスの産業化 

２．次世代のフォトニクスを担う若手人材の輩出 

３．国際フォトニクスネットワークの構築 

４．地域イノベーション拠点･サイエンスパークの構築 

（中略） 

３．国際フォトニクスネットワークの構築 

「次世代のフォトニクスを担う若手人材の輩出」と「国際フォトニクスネットワークの構築」は、

相互に密接に関連して推進しています。 

日本学術振興会のアジア研究教育拠点・アジア先進ナノフォトニクス研究拠点では、主に学生･若手

研究者の中国･台湾･シンガポールとの研究交流で、4100 人日を超える派遣･受入れが行われています。

大阪大学・モロッコ国際共同研究促進プログラムでは、32名・746人日の派遣･受入れが行われていま

す。 

また、フォトニクスの国際学会 OSA※1,SPIE※2の日本で最初の学生団体である大阪大学 OSA/SPIE 学

生チャプターが中心となって自主的に開催した「フォトニクス学生カンファレンス」は、2012 年から

4 回実施し、延べ 13 国、279 名の学生が参加しています。学生の自主的な活動は大学のアウトリーチ

活動にも及び、こども科学の教室「スーパー光塾」を 2010年から 6回実施し、180 名の学生が参加して

います。 

そのほか、フォトニクスセンターでは、博士後期課程の学生･若手研究者の業績集を毎年発行し、フ

ILY2015イベントに設置され
たフォトニクスセンターの
チラシとバナー 



 8 

ォトニクスパートナー企業等に配布し、フォトニクスの産業界へのキャリアパスを開拓しています。 

国際活動では、フォトニクスが教育にあまねく貢献し社会の発展に寄与する趣旨で実施された 2015

年「国際光年」に賛同し、種々の活動を行いました（後述の「国際光年」詳細参照）。 

 

※1 OSA 

アメリカ光学会(Optical Society of America) 

※2 SPIE 

国際光工学会(The International Society for Optical Engineering) 

（中略） 

 

 

国際フォトニクス学生交流会 2015 

【日程】2015年 12月 8日（火）～9日（水） 

【場所】大阪大学フォトニクスセンター 

 

 

 

【概要】 

大阪大学 OSA/SPIE 学生チャプターは”Asian CORE Student Meeting 2015”を開催し、国内外の学生

が 5 カ国 62名集まり「今後のキャリア構築」について深く議論しました。 

谷田貝豊彦教授（SPIE会長、宇都宮大学オプティクス教育研究センター長）、河田聡教授（応用物理学

会会長、大阪大学）の講演がありました。 

 

（１）平成２７年度に学術雑誌等に発表した論文・著書 9本 

うち、相手国参加研究者との共著  2本 

（２）平成２７年度の国際会議における発表  121件 

    うち、相手国参加研究者との共同発表  14件 

（３）平成２７年度の国内学会・シンポジウム等における発表 10件 

    うち、相手国参加者との共同発表   2件 

（※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。） 
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６－２全期間にわたる研究交流成果 

（１）研究協力体制の構築状況 

① 日本側拠点機関の実施体制（拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

国内の協力機関神戸大学、徳島大学の研究代表者と理研の協力研究者で、コーディネーターの河

田教授を委員長とするアジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点事業推進委員会を以下の様に構成

して事業を推進した。 

アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点事業推進委員会 

委員長 河田 聡（大阪大学、教授） 

 副議長 バルマ プラブハット（大阪大学、教授） 

   推進委員（５０音順） 

井上 康志（大阪大学、教授） 尾崎 雅則（大阪大学、教授） 

菊地 和也（大阪大学、教授） 桑畑 進（大阪大学、教授） 

高原 淳一（大阪大学、教授） 田中 拓男（理化学研究所、准主任研究員） 

民谷 栄一（大阪大学、教授） 中谷 亮一（大阪大学、教授） 

林 真至（神戸大学、名誉教授） 原口 雅宣（徳島大学、教授） 

藤田 克昌（大阪大学、准教授）  

 

 

② 相手国拠点機関との協力体制（各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

各国がナノフォトニクスの得意分野の研究に立脚し、融合研究を推進する。具体的には、日本：基盤

研究・解析評価、シンガポール：メタマテリアル、中国：光学材料と微細加工､台湾：ナノフォトニクス

デバイスをおおむね担当し、共同研究に例を挙げているように、これらの融合研究を推進した。各拠点

機関は、それぞれの国のナノフォトニクスの中心的な研究機関である。最終年度の「第８回フォトニク

スセンターシンポジウム“アジア ナノフォトニクス２０１５”」の Committee Meeting に河田教授、井

上教授、バルマ教授、Prof. Xuan-Ming Duan、 Prof. Qihuang Gong、Prof. Din Ping Tsai、Prof. Nikolay 

Zheludev が集まり、アジアナノフォトニクスシンポジウム委員会の結成について合意を得た。その後、

本事業の拠点機関、協力機関がコアとなって、これを発展させた日中台、シンガポールに、フィリピン、

韓国、インド、香港、英国、米国を加えたグローバルナノフォトニクス拠点形成事業が平成 28年度日本

学術振興会研究拠点形成事業Ａ．先端拠点形成型事業としてスタートする予定である。 

 

③ 日本側拠点機関の事務支援体制（拠点機関全体としての事務運営・支援体制） 

本事業を以下の日本側拠点機関実施体制で、実施した。 

拠点機関：大阪大学 

実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・西尾 章治郎 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院工学研究科・教授・河田 聡 

事務組織：大阪大学国際部国際企画課 

   工学研究科 総務課評価広報係、研究協力室産学連携係 
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（２）学術面の成果 

全期間のセミナーは、以下のアブストラクト集にそれぞれおさめられている。ただし、セミナー・ 

アジアフォトニクス学生カンファレンスは、研究者育成の項目に示した。 

 

 

   

 

 

    

  

 

  

 

 

台日ナノフォトニクス・ 

プラズモニック 

メタマテリアル研究会 新竹 

第 6 回フォトニクスセンター 

シンポジウム 

学振アジア先進ナノフォトニクス 2011 

志摩 

ナノフォトニクスの基礎と、 

太陽光発電 

及びバイオフォトニクスへの 

応用ラバト 

第 7 回フォトニクスセンター 

シンポジウム 

“アジアナノフォトニクス 

2012” 金沢 

ナノフォトニクス国際 

シンポジウム 2012 

北京 

ナノフォトニクス国際 

シンポジウム 

北京 
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国別の ACOREセミナー講演者一覧は以下の通りであった。

・日本 32名 

河田 聡 (大阪大学) 

林 真至 (神戸大学) 

森 勇介 (大阪大学) 

栖原 敏明 (大阪大学)  

中原 林人 (ナノフォトン株式会社) 

藤井 彰彦 (大阪大学) 

齊藤 結花 (大阪大学) 

原口 雅宣 (徳島大学) 

菊池 和也 (大阪大学) 

高原 淳一 (大阪大学) 

民谷 栄一 (大阪大学) 

Prabhat Verma (大阪大学) 

大森 裕 (大阪大学) 

野村 光 (大阪大学) 

田中 拓男 (理化学研究所) 

井上 康志 (大阪大学) 

尾崎 雅則 (大阪大学) 

不二門 尚 (大阪大学) 

藤田 克昌 (大阪大学) 

Zouheir Sekkat (大阪大学) 

北野 勝久 (大阪大学) 

山下 弘巳 (大阪大学) 

上松 太郎 (大阪大学) 

吉田 浩之 (大阪大学) 

荒木 勉 (大阪大学) 

Nicholas Smith (大阪大学) 

小西 邦昭 (東京大学) 

石川 篤 (岡山大学) 

谷田貝 豊彦 (宇都宮大学) 

合田 圭介 (東京大学) 

柳田 敏雄 (大阪大学/理化学研究所) 

尾松 孝茂 (千葉大学) 

 

・中国 21名 

Zhen-Sheng Zhao (CAS) 

Jian Zi (Fudan Univ. ) 

Qihuang Gong (Peking Univ. ) 

Zhi-Yuan Li (CAS) 

Jia Wang (Tsinghua Univ. ) 

Xing Zhu (Peking Univ. ) 

Hong-Xing Xu (CAS) 

Yan Li (Peking Univ.) 

Chun-Yuan Zhou (Nikon Instruments CO., LTD) 

台日ナノフォトニクス 

研究会 台北 

アジアプラズモニクス・ 

メタマテリアル 

国際会議 

シンガポール 

Nanophotonics in Asia  

2015, 大阪 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪 



 12 

Hong-Bo Sun (Jilin Univ. ) 

Qian Liu (National Center for 

Nanoscience and Technology) 

Wenxiang Meng (CAS) 

Bin Ren (Xiamen Univ.) 

Lin-Sen Chen (Soochow Univ. ) 

Xian-Gang Luo (CAS) 

Guo-Ping Wang (Wuhan Univ. ) 

Zhi-Yong Tang (National Center for Nanoscience and 

Technology) 

Chun-Lei Du (CAS) 

Mei-Ling Zheng (CAS) 

Zheyu Fang (Peking Univ.) 

Xinzheng Zhang (Nankai Univ. ) 

 

・台湾 28名 

Din-Ping Tsai (Instrument Technology Research Center) 

Ching-Fuh Lin (NTU) 

Chih-Ming Wang  (National Dong Hwa Univ. ) 

Yuan-Fong Chau Ching Yun Univ.) 

Chi-Kuang Sun (NTU) 

Yuh-Lin Wang (NTU, IAMS, Academia Sinica) 

Gong-Ru Lin (NTU) 

Jr-Hau He (NTU) 

Fong-Zhi Chen (Instrument Technology Research Center) 

Din-Wei Huang (NTU) 

Ta-Jen Yen (National Tsing Hua Univ. ) 

Chao-Hsin Wu (NTU) 

Yung-Chiang Lan (National Cheng Kung Univ. ) 

Chi-Sheng Wu (NTU) 

Pei-Kuen Wei (Academia Sinica) 

Jeffrey Chi-Sheng Wu (NTU) 

J. Andrew Yeh (Instrument Technology Research Center) 

Arthur Chiou (National Yang-Ming Univ. ) 

Fu-Jen Kao (National Yang-Ming Univ. ) 

Hwan-Ching Tai (NTU) 

Sung-Jan Lin (NTU) 

Shi-Wei Chu (NTU) 

Tzu-Ming Liu (NTU) 

Kung-Bin Sung (NTU) 

Chau-Huang Lee (NTU) 

Chau-Hwang Lee (Academia Sinica) 

Jer-Shing Huang  (National Tsing Hua Univ.) 

Chen-Bin(Robin)Huang (National Tsing Hua Univ.) 

 

・シンガポール 15名 

Boris Lukiyanchuk (A*STAR) 

Jinghua Teng (A*STAR) 

Nikolay Zheludev (NTU) 

Cesare Soci (NTU) 

Michel Bosman (A*STAR) 

David Wilkowski (NTU) 

Patrice Genevet (A*STAR) 

Zexiang Shen (NTU) 

Baile Zhang (NTU) 

Yidong Chong (NTU) 

Qihua Xiong (NTU) 

Robert Simpson (SUTD) 

Ai-Qun Liu (NTU) 

Joel K. W. Yang (A*STAR) 

Weibo Gao (NTU) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 3国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・USA 3 名 

Brooke Hester  

 (Appalachian State Univ.) 

Michael Alley 

 (Pennsylvania State Univ.) 

Junichiro Kono (Rice Univ.) 

 

・モロッコ 4 名 

Nawfel Azami  

 (Institute National des Postes et   

  Telecommunications) 

Mohammed Abdelfdil 

 (Univ. Mohammed V-Agdal) 

A Benyoussef  

 (MAScIR, Univ. Mohammed  

  V-Agdal) 

A. Maaroufi 

 (Univ. Mohammed V-Agdal) 

・イタリア 1 名 

Colin Sheppard (Italian Institute of  

 Technology) 

 

・韓国 1 名 

Jong-In Hong (Seol National Univ.) 

 

・南アフリカ 1 名 

M. Maaza (National Research Foundation of  

 South Africa) 
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先進ナノフォトニクス研究のフロンティアを切り開く研究を、事業開始年度は３テーマ、

平成２５年度からは４テーマに設定し、全期間を通じて、４テーマ、１４共同研究を実施

した。 

テーマ 1 プラズモニクス・ナノフォトニクス研究: 

「R-4 ファンクショナル金属ナノマテリアルの開発と物性探索、光ナノ計測への展開」 

「R-7 プラズモニック超解像顕微鏡の開発」  

「R-11近接場ラマン分光とナノイメージング」 

「R-12プラズモニック銀ナノロッド形状制御とハイパーラマン散乱の感度向上 

「R-14アルミニウム及びインジウムのナノ構造を用いた紫外近接場プラズモニクス」 

テーマ 2 光材料とナノ加工: 

「R-1 光材料とナノ加工」 

「R-13 先端増強ラマン測定による 2 次元遷移金属カルコゲナイド及びトポロジカル絶縁材

料の評価」 

テーマ 3 プラズモニックデバイス: 

「R-5 導波形および局在形機能性プラズモニックデバイス」 

「R-6 高効率太陽電池」 

「R-9 ナノ粒子表面基板生化学光電子検出デバイスの開発」 

テーマ 4 メタマテリアル: 

「R-3 三次元等方メタマテリアルの開発」 

「R-10金属メタマテリアル構造の光学特性の数値解析」 

 

4テーマそのものも、ナノフォトニクス・プラズモニクス基盤研究、材料・ナノ加工、メ

タマテリアル、デバイス、解析・評価などの各国の異なる得意な領域の融合研究であるが、

以下に見るように、実際の研究はさらに異なるテーマにまたがる融合研究であることが、

具体的に示されている。 

 以下各テーマの共同研究毎に、融合の状況と成果を概観し、特に通常の共同研究を超え

て、このプログラムだから実現できた学術融合の成果を具体的に記載する。 

 

テーマ 1 プラズモニクス・ナノフォトニクス研究:  

R-4  ファンクショナル金属ナノマテリアルの開発と物性探索、光ナノ計測への展開 

蛍光性白金ナノクラスター合成（中国）、構造形成（台湾）についての情報交換し、デン

ドリマーおよび PEI を鋳型として、青色、緑色、黄色、オレンジ色を発光する白金ナノク

ラスターの合成に成功した。また、その合成過程を、蛍光波長分光、X線光電子分光、深紫

外ラマン分光法、全反射型フーリエ変換赤外分光法、透過型電子顕微鏡、蛍光相関分光法、

動的光散乱法など、最新の計測技術を駆使して、評価することに成功した（日本）。 

R-７ プラズモニック超解像顕微鏡の開発 
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台湾の合成技術と、日本の解析技術により、異なる２つの波長の光を金属ナノ粒子に照

射した際、一方の波長の光により、もう一方の光の散乱効率を変化させられるという新奇

な光学効果が発見された。この効果を用いることにより、光の散乱を回折限界を超えた微

小領域にのみ局在化させることが出来、実際に超解像イメージングに応用した（日本・台

湾）。また、この成果は、光散乱の効率を光により制御するという、光トランジスタを数十

ナノメーターの粒子１つで実現できることを示しており、プラズモニックな光回路の実現

等が期待される。学術的には、非線形なプラズモニック散乱効果について深い知見を得る

ことができた。 

R-１１ 近接場ラマン分光とナノイメージング 

中国が二硫化モリブデン試料の成長法を開発・作成し、日本が高振動数と極低振動数領

域でのマイクロ・ナノラマン散乱分光により、試料の品質や欠陥、層間相互作用をナノス

ケールで解明し、ラマンイメージングを用いて、試料の物性をイメージングすることがで

きた。 

R-１２プラズモニック銀ナノロッド形状制御とハイパーラマン散乱の感度向上 

中国が銀ナノ粒子の合成を開発し、最適化した条件のもとで銀ナノライスと銀ナノロッ

ドを作製することに成功し、日本で、合成したナノ粒子を用いた二重ハイパーラマン散乱

分光法の結果が従来のハイパーラマン散乱分光法よりも増強度が５倍になり、ハイパーラ

マン散乱法が弱い散乱の多種多様な試料に対しても有用であることが示された。 

R-１４アルミニウム及びインジウムのナノ構造を用いた紫外近接場プラズモニクス 

シンガポールが試料作製、日本が測定・物性解析をそれぞれ担当した。任意サイズの Al

と Inのナノ構造作製に成功し、作製したナノ構造の散乱スペクトルを測定し、紫外線領域

で、プラズモン共鳴波長がナノ構造のサイズに強く依存することを見出した。散乱型近接

場光学顕微鏡を用いたナノ構造の測定により、10-20 nm の高分解能で局在表面プラズモン

の分布が示された。Alと Inの UVプラズモニックデバイスへの応用が示唆される。 

 

テーマ 2 光材料とナノ加工: 

R-1 光材料とナノ加工 

中国側の化学の知識、日本側の光学系の構築やプログラムの知識を組み合わせ、金属ナ

ノ粒子のプラズモン共鳴を利用し、感光性樹脂を部分的に硬化させる方法で、プラズモニ

クス応用が可能な金属ナノ粒子／ポリマーコンポジットの作製方法を提案し、実証した。

ナノ粒子の形、直径やアスペクト比の最適化、金属ナノ粒子が単分散可能な感光性樹脂の

選定、使用する金属ナノ粒子に共鳴するレーザー波長の選定、作製可能なコンポジット構

造の確認とプログラムの構築、複数のレーザー光（CW とパルス）を同時に使用することに

よる効果などについて実験・研究し、光材料とナノ加工の知見を拡大した。 

R-１３先端増強ラマン測定による 2 次元遷移金属カルコゲナイド及びトポロジカル絶縁材

料の評価 

試料はシンガポール南洋理工大学で準備し、従来のラマン散乱分光法で測定・分析した。

日本では、その試料をラマン散乱分光法とチップ増強ラマン散乱分光法（TERS）で層間遷
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移をナノスケールで解析した。この研究により、2D-TMD 材料をベースとしたマルチカラー

ナノ光源やナノディスプレイなどの新規応用に繋がる可能性を示唆する結果が得られた。 

 

テーマ 3 プラズモニックデバイス: 

R-5導波形および局在形機能性プラズモニックデバイス 

近赤外〜通信波長帯領域で動作するプラズモンを用いたミクロンスケールの光情報通信，

情報処理デバイスおよび高感度センシングの技術要素研究のため、台湾に派遣し、誘電体

基板上のプラズモン導波デバイスのための光インターフェース，プラズモン導波型光変調

デバイスおよび金属リング構造の高感度センシングデバイスに関して、プロトタイプとな

るデバイス試作を行った。 

R-６高効率太陽電池 

中国科学院が有する金属・半導体ナノ粒子、無機ナノピラーならびにそれらの複合材料

の先進的な合成・作製技術と、日本側が有する薄膜太陽電池作製技術の融合により、従前

にないフォトンの有効利用に基づく有機無機ハイブリッド太陽電池における高効率化につ

いて重要な知見が得られ、特に、無機ナノピラー上への半導体ナノ粒子の被膜条件の最適

化を行うと共に、有機半導体薄膜とのヘテロ接合界面における光電荷発生メカニズムを明

らかにした。本研究交流活動により、中国科学院側では ZnO ナノピラーの作製改善に成功

し、日本側では、ナノ構造と親和性の高く自己組織性を有する液晶性フタロシアニンを用

いた混合ドナー材料を開発した。 

R-９ナノ粒子表面基板生化学光電子検出デバイスの開発 

日台両サイドで、それぞれ得意な技術を駆使して LSPR チップを作成し、バイオマー

カー成分を高感度光検出する独自のナノフォトニクスデバイスを開発できた。抗体を用

いた免疫センサー、細胞応答を指標とした細胞診断などへの応用の可能性が示された。 

 

テーマ 4 メタマテリアル: 

R-3 三次元等方メタマテリアルの開発 

日本、台湾の両研究チームが有するメタマテリアルに関する知識と経験を融合して研究

を進める事により、立体的な構造を持つメタマテリアル共振器を数ｍｍ角の領域に高密度

に集積化した三次元メタマテリアルを実現することに成功した。試作したメタマテリアル

が波長１０μｍ（周波数３０ＴＨｚ）において屈折率０．３５という特異な光学特性を発

現することを実証した成果は、国際的な額出雑誌 Adv. Opt. Mater.誌に掲載されるととも

に、Research Highlight として Nature 誌にも取り上げられた他、Adv. Opt. Mater.誌の

2015 年 Best Paper（２０件）にも選ばれた。最終的にはメタマテリアルの動作周波数を

１００ＴＨｚにまで高めることにも成功した。 

三次元メタマテリアルに赤外線を照射した際に、光吸収に伴う温度変化でメタマテリア

ルの形状が変形して共振周波数が変化することを利用した赤外線検出器のアイデアを考案

し、特許出願した。 

R-１０金属メタマテリアル構造の光学特性の数値解析 
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集積グレイン構造を作製し、グラフェンやカーボンナノチューブ試料の先端増強ラマン

散乱光を測定して、集積グレイン構造によるラマン増強度特性を調べた。金属ナノ構造に

おける電磁場解析により、金属ナノ構造表面の電場増強効果を広いスペクトル範囲で把握

する手法を確立した。中国：構造形成、日本：先端増強ラマン散乱解析、共同 数値解析

で実施した。 

 異なるテーマにまたがる融合研究はいくつもあげられるが、例えば、R-3 三次元等方メ

タマテリアルの開発は、メタマテリアル、材料、評価解析、デバイスの融合研究であり、

R-９ナノ粒子表面基板生化学光電子検出デバイスの開発は、プラズモニクス、材料、デバ

イスの融合研究であり、R-4  ファンクショナル金属ナノマテリアルの開発と物性探索、

光ナノ計測への展開は、日中台のナノフォトニクス、材料、微細構造形成、評価解析の融

合研究である。ナノのスケールで物質と光の相互作用が生み出す新規な現象とその応用と

いう本事業で取り上げた対象が、マルチな視座を必然とするこのプログラムだから実現で

きた学術融合の成果を具体的に挙げることが出来た。平成 28年度より開始が予定されてい

る大阪大学の日本学術振興会研究拠点形成事業（A.先端拠点形成型）「ナノ空間で光と物質

が紡ぎ出すフォトニクスの学理探究とグローバルネットワークの構築」で、アジアでのネ

ットワークの拡大と世界への展開により、さらに大きな学術的な成果が得られることが期

待される。 

 

（３）若手研究者育成 

学生若手研究者が中心となって企画運営したセミナー・アジアフォトニクス学生カン

ファレンスのコンテンツは、以下のアブストラクト集に収められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

アジア学生フォトニクス

カンファレンス２012 

 

国際フォトニクス 

学生交流会 2014 
アジア学生フォトニクス 

カンファレンス 2013 
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国内参加大学・研究機関は、拠点機関大阪大学、協力機関 神戸大学、徳島大学の他、

岡山大学、東京大学、宇都宮大学、千葉大学、福井大学、電気通信大学、京都大学、北海

道大学、東北大学、理化学研究所である。参加人数/人日は 130/331 人/人日（本拠点の経

費以外によるもの 32/64人/人日）にのぼった。 

海外は、中国、台湾、シンガポール、イタリア、アメリカ、インド、マレーシア、モロ

ッコ、アルメニア、イギリス、スペイン、ウクライナが参加し、参加人数/人日は 73/214

人/人日（本拠点の経費以外によるもの 41/82 人/人日）にのぼった。拠点国からの参加者

は中国 29名、台湾 25 名、シンガポール 7名であった。 

学生カンファレンスの総参加人数/人日は国内外合わせて 266/681人/人日にのぼった。 

 

共同研究は、全期間を通じて、多くの日本、中国、台湾、シンガポールの学生、若手

研究者の参画によって推進され、また、大阪大学 OSA/SPIE学生チャプターと共催して、

アジア学生フォトニクスカンファレンスを開催するなど、学生、若手研究者が多数参

加・発表し、次世代のフォトニクス研究を先導し、国際的に通用する若手研究者の育成

が進んだ。 

また、多くのアジアの国々からの学生の参加を得、文化交流を深め、アジア学生のネ

ットワークを強化発展させ、継続的な学生ネットワークの確立に大きく貢献した。 

国内で開催したセミナーでは、学生若手の多くのポスター発表があり、優秀論文賞を授

与してインセンティブを与えた。ポスター発表数は、385件、優秀論文賞は６人に与えられ

た。 

 

（４）アジア地域における研究教育拠点の構築 

 全期間におけるセミナー、共同研究、研究者交流の実施状況はそれぞれの項で記載の通

り、本拠点事業を通じて活発に行い、研究教育拠点を構築した。これらを実施することに

国際フォトニクス 

学生交流会 2015 

IONS-ASIA 5 

HOKKAIDO 

JSAP STUDENT 

MEETING 

ASIA CORE 

STUDENT 

MEETING 
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より、教員、若手研究者、学生の交流は、全期間で、派遣 165 人/1,175 人日（本事業日本

側予算によるもの 147 人/1,122 人日、相手国側 MF 等日本側予算によらない交流 18 人/51

人日）、受け入れ 198 人/3,072 人日（本事業日本側予算によるもの 115 人/2,340 人日、相

手国側 MF 等日本側予算によらない交流 83 人/732 人日）、派遣、受け入れ合わせて 363 人

/4,245人日にのぼる。 

この内、3ヶ月にも及ぶ長期も含めて 7日以上の中長期の受け入れは 20名、又派遣は 15

名を超え、そのいずれもの 8 割以上が学生であった。残る 6 日以下の短期の受け入れは、

研究者：学生は 6：4、派遣は、研究者：学生は 4：6であった。いずれにしても学生の参画

は非常に多く、形成されたネットワークにより、今後の研究教育拠点の発展が期待される。 

 また国内は、全期間で、派遣 250 人/663 人日（本事業日本側予算によるもの 187 人/484

人日、相手国側 MF 等日本側予算によらない交流 63 人/179 人日）にのぼる交流により国内

拠点形成を行った。 

 

（５）社会貢献や独自の目的等 

 ホームページを作成し、本アジア先進ナノフ

ォトニクス研究教育拠点事業を社会へ発信し

た。また、報道関係者に本拠点の活動を紹介し

た。2011 年に伊勢志摩で開催したセミナーは、

地元の伊勢新聞に記事が掲載された。 

 

（６）予期しなかった成果 

本研究交流の成果として、特許の出願を行っ

た。三次元メタマテリアルに赤外線を照射した

際に、光吸収に伴う温度変化でメタマテリアル

の形状が変形して共振周波数が変化すること

を利用すれば、高感度な赤外線検出器を実現で

きることが発明された。 

 

 

 

 

（７）今後の課題・問題点及び展望 

大阪大学では、本事業の成果実績を基に、これを発展させた日中台、シンガポールに、

フィリピン、韓国、インド、香港、英国、米国を加えたグローバルナノフォトニクス拠点

形成事業が平成 28年度日本学術振興会研究拠点形成事業Ａ．先端拠点形成型がスタートす

る予定である。コーディネーターは、本事業の河田教授から世代交代して、本事業推進実

行委員会の副委員長のバルマ プラバット教授が担当する。 

大阪大学では、本事業など多くの国際研究教育拠点形成事業を推進しており、平成 28年



 

 

20 

度新たに大阪大学国際部が設置され、これらの事業を大学としてより強力に推進する体制

を整えている。 

 

（８）本研究交流事業により全期間中に発表された論文等 

  ①全期間中に学術雑誌等に発表した論文・著書 19 本 

   うち、相手国参加研究者との共著   10本 

 ②全期間中の国際会議における発表    289 件 

   うち、相手国参加研究者との共同発表  26 件 

 ③全期間中の国内発表・シンポジウム等における発表  28件 

   うち、相手国参加研究者との共同発表   4件 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

なお、上記の本事業名が明記されたもの以外で、本拠点形成事業の成果で相手国参加

研究者との共著論文８本、国際会議共著発表 12件、国内共著発表 2件があった。また、

共著でないが、本研究交流の成果発表として、多数の論文、国際会議発表があった。以

上のように共著論文などの明らかに本拠点形成事業の成果であるにもかかわらず、謝辞

等への本事業名明記の徹底が弱かったのは、反省すべきで、次の拠点事業には反映して

いきたい。 
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７．平成２７年度及び全期間にわたる研究交流実績状況 

７－１ 共同研究  

 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）光材料とナノ加工  

（英文）Photonic materials for nano-processing  

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）河田聡・大阪大学大学院工学研究科・教授  

（英文）Satoshi KAWATA, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor  

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Xuan-Ming DUAN, Technical Institute of Physics and 

Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Professor  

  

参加者数 

  

日本側参加者数        22名 

（中国）側参加者数        12名 

（  ）側参加者数          名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

今年度は、異方性のある金属ナノ粒子の配向方向を制御しながら金属

ナノ粒子／ポリマーコンポジット構造を作製する方法を検討した。同波

長の CW レーザーとパルスレーザーを時間差で同軸入射し、配列の制御

と糊となる二光子重合膜の形成を別々に誘起する方法を見出した。樹脂

中への金属ナノ粒子の分散性を考慮しつつ、効率的に重合反応を誘起す

るための感光材料の選定を再度行った。レーザー強度と照射時間の関係

性などを実験条件に精査し、最適な解を検討した。化学分野に長けた共

同研究者たちと相談して実験の方向性を決め、実際に使用する樹脂の選

定などを行った。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

これまでの交流研究で、金属ナノ粒子のプラズモン共鳴を利用し、感

光性樹脂を部分的に硬化させる方法で、プラズモニクス応用が可能な金

属ナノ粒子／ポリマーコンポジットの作製方法を提案し、実証した。ナ

ノ粒子の形、直径やアスペクト比の最適化、金属ナノ粒子が単分散可能

な感光性樹脂の選定、使用する金属ナノ粒子に共鳴するレーザー波長の

選定、作製可能なコンポジット構造の確認とプログラムの構築、複数の

レーザー光（CWとパルス）を同時に使用することによる効果などについ

て実験・考察した。中国側の化学の知識、日本側の光学系の構築やプロ

グラムの知識を組み合わせ、知識や実験内容を精査することで成し遂げ

られた。得られた研究内容は、論文発表及び国内外で行われた国際学会

で発表した。実験データの収集と最適な条件を模索し続けることによ

り、更なる研究内容の向上が見込めると考えている。 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 25年度 

研究課題名 （和文）フォトニクス分子イメージングプローブ 

（英文）Photonics probe for molecular imaging 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）菊地和也・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Kazuya KIKUCHI, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Xuan-Ming DUAN, Technical Institute of Physics and 

Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数          10名 

（中国）側参加者数          12名 

（  ）側参加者数            名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

生体における蛋白質の局在や機能の蛍光イメージングを行なうため

の蛋白質の蛍光標識技術がテーマである。種々の長波長蛍光標識プロー

ブを開発し、蛋白質の局在を高感度・高 S/N比で観測する技術を確立し、

蛋白質の動態可視化に成功しており、平成 25年度までに終了している。 

 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

蛋白質を長波長蛍光色素で標識するための合成蛍光プローブの開発

を行った。特に、蛋白質を標識することで蛍光強度の増大する発蛍光プ

ローブの開発に成功した。また、480 nm から 690 nm の蛍光波長領域を

カバーする複数種の蛍光プローブの開発を行い、蛋白質の動態解析に応

用することができた。これらのプローブを用いることで、生細胞におけ

る細胞内の蛋白質や膜蛋白質の細胞膜移行や細胞内移行を迅速に捉え、

経時的に追跡することが可能となった。 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）三次元等方メタマテリアルの開発 

（英文）Three dimensional isotropic metamaterials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）田中拓男・理化学研究所・准主任研究員 

（英文）Takuo TANAKA, RIKEN, Associate Chief Scientist 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Din Ping TSAI, National Taiwan University and Academia 

Sinica, Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数 ２名 

（台湾）側参加者数 ３名 

（   ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

台湾 Academia Sinicaの Din Ping Tsai教授と 3次元金属ナノ構造で

できたプラズモニック・メタマテリアルの作製とその光学特性の評価に

関する共同研究を実施した。台湾 ITRC の C. Chen 博士を理化学研究所

に３ヶ月間招聘し、三次元メタマテリアルの高周波数化を試みた。実験

の結果、三次元メタマテリアルの動作周波数を従来の 30THz から 100THz

に高周波数化することに成功した。この成果は現在論文として纏めてい

る。また、三次元メタマテリアルに赤外線を照射した際に、光吸収に伴

う温度変化でメタマテリアルの形状が変形して共振周波数が変化する

ことを利用した赤外線検出器のアイデアを考案し、特許出願した。また、

メタマテリアルを利用した赤外線吸収体の試作も行った。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

全期間を通して、台湾からの研究員招聘を３回、また台湾への訪問を

３回行った。日本、台湾の両研究チームが有するメタマテリアルに関す

る知識と経験を融合して研究を進める事により、立体的な構造を持つメ

タマテリアル共振器を数ｍｍ角の領域に高密度に集積化した三次元メ

タマテリアルを実現することに成功した。そして、試作したメタマテリ

アルが波長１０μｍ（周波数３０ＴＨｚ）において屈折率０．３５とい

う特異な光学特性を発現することを実証した。この成果は、国際的な額

出雑誌 Adv. Opt. Mater.誌に掲載されるとともに、Research Highlight

として Nature誌にも取り上げられた他、Adv. Opt. Mater.誌の 2015年

Best Paper（２０件）にも選ばれた。この研究は 2015年度も継続し、

メタマテリアルの動作周波数を１００ＴＨｚにまで高めることにも成

功した。 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）ファンクショナル金属ナノマテリアルの開発と物性探索、光ナ

ノ計測への展開 

（英文）Design, fabrication and characterization of functional 

metal nano-materials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）井上康志・大阪大学大学院生命機能研究科・教授 

（英文）Yasushi INOUYE・Graduate School of Frontier Biosciences, 

Osaka University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） Xuan-Ming DUAN・ Technical Institute of Physics and 

Chemistry, Chinese Academy of Sciences・Professor 

Din Ping TSAI・ Department of Physics, National Taiwan 

University/ Research Center for Applied Sciences, Academia 

Sinica・Distinguished Professor/Director and Distinguished 

Research Fellow 

  

参加者数 

  

日本側参加者数        12名 

（中国）側参加者数        1名 

（台湾）側参加者数        38名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

平成 27年 12月 10日～11 日に大阪大学中之島センターにおいて開催

された Nanophotonics in Asia 2015に井上、石飛、Xin らが出席し、蛍

光性白金ナノクラスターの最新成果発表を行うとともに、中国側および

台湾側研究者と情報交換および今後の展開などの議論を行った。 

ポリエチレンイミン（PEI）を鋳型として用いた黄色発光白金ナノク

ラスターの合成過程を、深紫外ラマン分光法および全反射型フーリエ変

換赤外分光法を用いて評価した。その結果、白金ナノクラスターは PEI

のアミノ基によって安定化されていることが分かった。この結果は、以

前得られた白金ナノクラスターサイズの pH 依存性を考慮すると、白金

ナノクラスターが複数の PEI分子に囲まれた空間で合成されていること

を示唆する。また透過型電子顕微鏡による測定結果から、白金ナノクラ

スターの直径が 1.4 nm だと分かった。さらに、光安定性の確認、癌細

胞のバイオイメージングへの応用にも成功した。 

ポリエチレンイミンを鋳型として合成した黄色発光白金ナノクラス

ターの水溶液中での振る舞いを蛍光相関分光法によって評価した。その

結果、白金ナノクラスターの水溶液中での拡散定数から、流体力学的直

径が 6.4 nm であることが分かった。透過型電子顕微鏡による単一黄色

発光白金ナノクラスターの直径が 1.4 nm であったことから、黄色発光

白金ナノクラスターはポリエチレンイミン１分子内で合成されたので
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はなく、複数のポリエチレンイミン分子が作る空間で合成されているこ

とが分かった。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

本研究プロジェクトの支援の下、毎年開催される国際会議のみなら

ず、不定期な研究者訪問・交流を通じて、参加研究者と中国側および台

湾側研究者と蛍光性白金ナノクラスターについての情報交換および今

後の展開などの議論を行ってきた。その結果、デンドリマーおよび PEI

を鋳型として、青色、緑色、黄色、オレンジ色を発光する白金ナノクラ

スターの合成に成功した。また、その合成過程を、蛍光波長分光、X 線

光電子分光、深紫外ラマン分光法、全反射型フーリエ変換赤外分光法、

透過型電子顕微鏡、蛍光相関分光法、動的光散乱法など、最新の計測技

術を駆使して、評価することに成功した。 
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整理番号 R－5 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）導波形および局在形機能性プラズモニックデバイス 

（英文）Functional propagating and localized plasmonic devices 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）原口雅宣・徳島大学大学院・教授 

（英文）Masanobu HARAGUCHI, The University of Tokushima, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Din Ping TSAI, Academia Sinica Research center for applied 

sciences, Director & Distinguished Research Fellow, 

Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数 ６名 

（台湾）側参加者数 ４名  

（  ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

近赤外〜通信波長帯領域で動作するプラズモンを用いたミクロンスケ

ールの光情報通信，情報処理デバイスおよび高感度センシングの技術要

素研究のため、徳島側から研究者１名と大学院生１名を台湾に派遣し、

誘電体基板上のプラズモン導波デバイスのための光インターフェース，

プラズモン導波型光変調デバイスおよび金属リング構造の高感度セン

シングデバイスに関して、情報交換と研究打ち合わせを行い，プロトタ

イプとなるデバイス試作を行った。これに関連して国内の学会で１件連

盟による発表を行った．加えて，Asian Core Student Meeting 2015を

利用し，５名の学生が台湾側との研究交流を行った． 

 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

本研究テーマの継続的な共同研究体制が確立し、教員の派遣はもちろ

ん，大学院生の台湾への２週間以上滞在の派遣人数が年平均１名を超え

るなど，相互交流による研究の加速や，学生の研究の活性化とグローバ

ルな視点を持った人材育成に効果が得られた。国際会議発表１件，国内

学会１件の連名による発表を行った。 

来年度以降も，共同研究と共同研究を通した国際連携教育体制の継続

により，相互ともに研究と教育の活性化が期待される。 
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）高効率太陽電池 

（英文）Highly efficient solar cells 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）尾崎雅則・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Masanori OZAKI, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（ 英 文 ） Xuan-Ming DUAN, Technical Institute of Physics and 

Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Professor. 

  

参加者数 

  

日本側参加者数 19名 

（中国）側参加者数 3名 

（  ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

中国科学院で開発を行っている半導体ナノ粒子、金属ナノ粒子、無機

ナノピラーさらにはそれらの複合材料について、光誘起電荷移動、光誘

起電流増大などの光応答特性、光機能性について調べた。局在プラズモ

ンに基づく電場変調効果について共同で議論し、そのメカニズムを検討

した。また、半導体ナノ粒子、金属ナノ粒子、無機ナノピラーならびに

複合材料を、光電変換の活性層薄膜と積層化した光電変換デバイスを作

製し、有機系の活性層材料で十分な吸収が困難な波長領域の光について

の光電流変化を観測し、ナノ粒子ギャップに基づく局在プラズモン吸収

および電場増強効果の観点から議論した。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

中国科学院が有する金属・半導体ナノ粒子、無機ナノピラーならびに

それらの複合材料の先進的な合成・作製技術と、日本側が有する薄膜太

陽電池作製技術の融合により、従前にないフォトンの有効利用に基づく

有機無機ハイブリッド太陽電池における高効率化について重要な知見

が得られた。特に、無機ナノピラー上への半導体ナノ粒子の被膜条件の

最適化を行うと共に、有機半導体薄膜とのヘテロ接合界面における光電

荷発生メカニズムを明らかにした。本研究交流活動により、中国科学院

側では ZnOナノピラーの作製改善に成功し、日本側では、ナノ構造と親

和性の高く自己組織性を有する液晶性フタロシアニンを用いた混合ド

ナー材料を開発した。また、本研究交流活動の一環として、中国科学院

の大学院学生を日本側に受け入れるなど人材交流をおこなったことで、

日本側大学院学生にもたいへんな刺激となり、両者の今後の研究進展に

寄与するものと考えられる。 
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整理番号 R－7 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）プラズモニック超解像顕微鏡の開発 

（英文）High resolution microscopy using plasmonic nanoparticle 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）藤田克昌・大阪大学大学院工学研究科・准教授 

（英文）Katsumasa FUJITA, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） Shi-Wei CHU, Department of Physics, National Taiwan 

University, Associate Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数 ４名 

（台湾）側参加者数 ４名 

（  ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 本年度は台湾より博士研究員、および大学院生を、それぞれ１名、お

よび２名受け入れ、大学院生１名を派遣した。また教員がそれぞれ各国

を訪れ、研究打ち合わせを行った。研究としては、異なる２つの波長の

光を金属ナノ粒子に照射した際、一方の波長の光により、もう一方の光

の散乱効率を変化させられることが分かった。この効果を用いることに

より、光の散乱を回折限界を超えた微小領域にのみ局在化させることが

出来、実際に超解像イメージングに応用した。また、この成果は、光散

乱の効率を光により制御するという、光トランジスタを数十ナノメータ

ーの粒子１つで実現できることを示しており、プラズモニックな回路の

実現に資すると期待される。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 本研究交流活動により、全期間において、１０名の学生、１名の研究

員を台湾より受け入れ、４名の学生を台湾に派遣した。また、教員の交

流も毎年行い、共同研究も大きく進展した。その結果、学術雑誌に４報

の原著論文を発表でき、また多数の国際会議での発表を行うことができ

た。 

 研究成果として、非線形なプラズモニック散乱効果について深い知見

を得ることができ、またそれを超解像イメージングに応用した。また複

数波長の光照射により、光散乱効果を制御するという新しいナノ光素子

の実現にも成功した。本研究で観察された新奇な光学効果は、今後、顕

微観察技術、光回路等により活用されていくと期待される。 
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整理番号 R－8 研究開始年度 平成 23 年度 研究終了年度 平成 25年度 

研究課題名 （和文）高解像度顕微鏡のための蛍光プローブ開発 

（英文）Fluorescence probes for high resolution bioimaging 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）藤田克昌・大阪大学大学院工学研究科・准教授 

（英文）Katsumasa FUJITA, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） Huan-Cheng CHANG, Institute of Atomic and Molecular 

Sciences, Academia Sinica, Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数 2名 

（台湾）側参加者数 2名 

（  ）側参加者数           名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

本プロジェクトは平成２５年度で終了しているため、２７年度は特に

交流活動は行っていない。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

相手国側の代表者の開発したナノダイアモンドを利用した超解像イ

メージング法について共同研究を行った。ナノダイアモンドの作製を台

湾側の研究者が担当し、光学特性の評価と、それを用いた超解像法の開

発、および実際の顕微鏡の試作を日本側の研究者が担当した。その結果、

ナノダイアモンドの蛍光発光が、高い強度で飽和することが実験的、理

論的に示され、またそのような光学条件においても非常に高い光安定性

をナノダイアモンドが有していることが示された。また、この光学特性

を用いれば飽和励起顕微鏡の解像度を向上できることが理論的に示さ

れ、実際に装置を試作することにより、一般的な光学顕微鏡に比べ、約

４倍の空間分解能の向上が得られることを確認した。本交流により、光

学応答の飽和が含む高次の非線形応答が顕微鏡の空間分解能の向上に

利用出来ることが示された。 
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整理番号 R－9 研究開始年度 平成 24 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）ナノ粒子表面基板生化学光電子検出デバイスの開発 

（英文）Nanoparticle-arrayed surface substrates for optoelectronic 

biological devices 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）民谷栄一、大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Eiichi TAMIYA, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Pei-Kuen WEI, The Research Center for Applied Sciences, 

Academia Sinica, Taiwan, Research Fellow 

  

参加者数 

  

日本側参加者数 12名 

（台湾）側参加者数 2名 

（  ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

局在表面プラズモン共鳴（LSPR）チップに面分光システムを組み合わ

せ、非標識かつ高スループットの LSPR イメージングを開発した。この

システムを用いて金ナノ構造の屈折率応答を測定した結果、分光光度計

による測定値と同等の値が得られることを確認した。マイクロ・ナノ構

造を兼ね備えるプラズモンチップは、微細加工技術を利用し作製された

ポリジメチルシロキサン（Polydimethylsiloxane; PDMS）マイクロウェ

ルアレイシートと金キャップナノピラー構造[1,2]により作製された。

マイクロウェルアレイシートには直径 60 μm, 高さ 60 μm の円柱状の

貫通穴が 100 μm周期で 800 個配列されている。細胞はマイクロウェル

アレイにより単離され、チップ底面の金ナノ構造により測定される。作

製されたプラズモンチップの屈折率応答の平均値は 95.6 nm/RIUであっ

た。(PMA)の添加された好中球の活性を単一細胞レベルで経時測定した。

次にこれを用いて好中球細胞の診断を行った。その結果、プラズモンチ

ップの共鳴ピークのシフトが検出され、細胞の形態変化により引き起こ

された金ナノ構造周辺の誘電率の変化に起因すると考えられた。LSPR

イメージングによりリアルタイムかつ単一細胞レベルで検出すること

に成功した。 

[1] H. Yoshikawa et al., Anal. Methods, 7, 5157–5161 (2015) 

[2] W. Espulgar et al., Lab Chip, 15, 3572–3580 (2015) 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

日台両サイドで、LSPR チップを作成し、バイオマーカー成分を高感度光

検出する独自のナノフォトニクスデバイスを開発できた。抗体を用いた免

疫センサー、細胞応答を指標とした細胞診断などへの応用の可能性が示さ

れた。このように本共同研究の成果は疾病やストレスに応じたバイオマー

カーの検出を実現し、医療診断や健康維持に貢献できると考えられる。 
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整理番号 R－10 研究開始年度 平成 25 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）金属メタマテリアル構造の光学特性の数値解析 

（英文） Numerical analysis of optical properties on metallic 

structures for metamaterials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）河田 聡・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文）Satoshi KAWATA,  Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Din Ping TSAI, Research Center for Applied Sciences, 

Academia Sinica, Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数 4名 

（台湾）側参加者数 2名 

（  ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

昨年度、表面ラマン増強に効果的な金属ナノ構造として集積金属ナノ

グレイン構造を提案した。本年度は、集積グレイン構造のラマン増強特

性を実際に測定した。ガラスプローブの先端に集積グレイン構造を作製

し、グラフェンやカーボンナノチューブ試料の先端増強ラマン散乱光を

測定して、集積グレイン構造によるラマン増強度特性を調べた。その結

果、集積グレイン構造が強いラマン増強を示すことを実験的に確認し

た。また、金属として銀だけでなく、アルミニウムやインジウムを使っ

た集積グレイン構造プローブの作製も行った。銀結晶デンドライトが示

すナノフラクタル構造の表面増強ラマン散乱への応用についても検討

した。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

金属ナノ構造における電磁場解析により、金属ナノ構造表面の電場増

強効果を広いスペクトル範囲で把握する手法を確立した。電磁場解析を

利用し、表面ラマン散乱効果に優れた金属ナノ構造を検討した。その結

果、金属ナノ粒子を離散的に配列させたとき、強いラマン増強特性が得

られることが分かった。この集積グレイン構造における粒子径、ギャッ

プサイズ、粒子個数および配列を最適化した。また、実際にナノ構造を

作製し、ラマン増強度が優れていることを実験的にも証明した。先端増

強ラマン分光顕微鏡のプローブとして集積グレイン構造を使い、グラフ

ェンやカーボンナノチューブのナノラマン画像を安定して得ることに

成功した。先端増強ラマン顕微鏡の効果をさらに高める上で有用な知見

が得られた。銀結晶デンドライトが示すナノフラクタル構造の表面増強

ラマン散乱への応用についても検討した。 
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整理番号 R－11 研究開始年度 平成 25 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）近接場ラマン分光とナノイメージング 

（英文）Near-field Raman spectroscopy and nano-imaging 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）バルマ プラブハット・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Prabhat VERMA, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Zheyu FANG, Peking University, Research Professor 

Xing ZHU, Peking University, Professor 

  

参加者数 

  

日本側参加者数 3名 

（中国）側参加者数  2名 

（  ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 

 
前年度の研究の引き続き、高品質の二硫化モリブデン試料の成長と、

低振動数ラマン分光による二硫化モリブデン試料の物性解明に焦点を
あてて、研究を推進した。本研究チームは、層間相互作用に起因する低
振動数のラマンモードを測定できる。これを用いて層間相互作用の層数
依存性を調べた。日本側より修士の学生 Ka Den が北京大学を４日間訪
問し、二硫化モリブデン試料の成長法を習得し、その試料のラマン散乱
の研究を大阪で遂行した。 

 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 

 
このプロジェクトは、特にグラフェンや二硫化モリブデンなどの 2次

元物質の近接場ラマン分光とイメージングの研究に焦点を当てた。中国
側は、これらのサンプルの成長を担当し、日本側は、分光とイメージン
グを担当した。プロジェクト終了までに、グラフェンや二硫化モリブデ
ンなどの成長法を確立し品質を改善することができた。高振動数と極低
振動数領域でマイクロ・ナノラマン散乱分光を行うことで、試料の品質
や欠陥、層間相互作用をナノスケールで解明した。ラマンイメージング
を用いて、試料の物性をイメージングすることができた。グラフェンや
二硫化モリブデンなどを将来的に電子・光学デバイスなどに応用する上
で重要な結果であり、この研究結果をもとに論文作成を行っている。 
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整理番号 R－12 研究開始年度 平成 26 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）プラズモニック銀ナノロッド形状制御とハイパーラマン散乱の

感度向上 

（ 英 文 ） Design and synthesis of silver nano-rice for 

plasmonic-enhanced hyper-Raman spectroscopy 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）バルマ プラブハット・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Prabhat VERMA, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Hongxing XU, Institute of Physics CAS, Professor 

 

  

参加者数 

  

日本側参加者数 ３名 

（中国）側参加者数 ３名 

（  ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 
前年度までに銀ナノライスと銀ナノロッドの合成を行った。今年度は

主に、ハイパーラマン散乱分光測定への作製した粒子の応用に焦点をあ
てた。ナノライスやナノロッドなどの高アスペクト比のナノ粒子は、そ
の形状に依存した２個の異なるプラズモン共鳴周波数を示す。ナノ粒子
の長さや半径を調整することによって、所望する共鳴周波数を有するナ
ノ粒子を作製することができる。ハイパーラマン散乱には入射と散乱の
２つの波長の光が含まれ、入射光の波長の半分で分けられる。私たちは、
両方のプラズモンが同時に増強されるように、ナノ粒子を設計して合成
した。そして、この２個同時に増強するハイパーラマン散乱法で良い結
果が得られることを示した。 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 

 
私たちは、最適化した条件のもとで銀ナノライスと銀ナノロッドを作

製することに成功した。また、合成したナノ粒子を用いた二重ハイパー
ラマン散乱分光法の結果が従来のハイパーラマン散乱分光法よりも良
い結果をもたらすことを証明した。従来よりも増強度が５倍になるた
め、検出シグナルの弱いサンプルにも利用でき、従来のハイパーラマン
散乱法では測定できなかったサンプルにも応用できる。この結果は、ハ
イパーラマン散乱法が多種多様な特徴を持つ試料に対しても有用であ
ることを示している。大阪大学大学院の博士課程に所属する Bikas 
RANJAN 氏は、中国北京にある中国科学院の XU教授のもとに 20日間滞在
し、粒子の合成過程を学んだ。その後、大阪大学にて、合成とハイパー
ラマン散乱法の実験を行った。 
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整理番号 R－13 研究開始年度 平成 27年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）先端増強ラマン測定による 2次元遷移金属カルコゲナイド及び 

        トポロジカル絶縁材料の評価 

（英文）Tip-enhanced Raman studies of 2D-TMD and topological 

        insulator materials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）バルマ プラブハット・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Prabhat VERMA,  Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） Ze-Xiang SHEN, CDPT, Nanyang Technological University, 

Professor 

  

参加者数 

  

 日本側参加者数 ３名 

（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）側参加者数 ２名 

（  ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 

 
このプロジェクトでは、チップ増強ラマン散乱分光法（TERS）を用いた

２次元遷移金属ジカルコゲン化物材料の研究を提案した。２次元遷移金属
ジカルコゲン化物には MoS2（二硫化モリブデン）、MoSe2（二セレン化モリ
ブデン）、WSe2（二セレン化タングステン）が含まれる。このプロジェクト
は 2015 年に始動したため、研究遂行時間が限られていた。そこで、二硫
化モリブデンにのみ焦点を当てて研究を行った。試料はシンガポール南洋
理工大学で準備し、従来のラマン散乱分光法で測定・分析した。大阪大学
では、その試料をラマン散乱分光法とチップ増強ラマン散乱分光法（TERS）
で分析した。鋭利な金属性のカンチレバーチップの先端に誘起された局在
表面プラズモンからホットエレクトロンを注入することで、層間遷移をナ
ノスケールで解析した。この研究を結論づけるためにはさらなる研究と実
験が必要である。この研究は、2D-TMD材料をベースとしたマルチカラーナ
ノ光源やナノディスプレイなどの新規応用に繋がる可能性がある。 
 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 

このプロジェクトは、２０１５年より始動したため、上記と同じ。 
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整理番号 R－14 研究開始年度 平成 27 年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）アルミニウム及びインジウムのナノ構造を用いた 

         紫外近接場プラズモニクス 

（英文）Ultraviolet near-field plasmonics of Aluminum and Indium 

        nanostructures 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）バルマ プラブハット・大阪大学大学院工学研究科・教授 

（英文） Prabhat VERMA, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（ 英 文 ）  Alexander Dubrovkin, CDPT, Nanyang Technological 

University,   Research Fellow  

  

参加者数 

  

 日本側参加者数 ２名 

（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）側参加者数 １名 

（  ）側参加者数 名 

２７年度の研究

交流活動及び得

られた成果 

 

 
このプロジェクトでは、アルミニウム（Al）とインジウム（In）のナ

ノ構造を視覚化するために、紫外線波長域での散乱型近接場光学顕微鏡
の利用を提案した。異なる３つの手法（熱蒸着法、収束イオンビームミ
リング法、ナノ粒子をエッチングマスクとするナノ粒子リソグラフィー
法にマイクロ波加熱を組み合わせた方法）を用いて、任意サイズの Al
と In のナノ構造作製に成功した。作製したナノ構造の散乱スペクトル
を測定した結果、紫外線領域で、プラズモン共鳴波長がナノ構造のサイ
ズに強く依存することが示された。散乱型近接場光学顕微鏡を用いたナ
ノ構造の測定により、10-20 nmの高分解能で局在表面プラズモンの分布
が示された。この研究は、Al と Inの UVプラズモニックデバイスへの応
用に大いに有益であると考えられる。 
 

全期間にわたる

研究交流活動及

び得られた成果

の概要 

 

このプロジェクトは、２０１５年より始動したため、上記と同じ。 
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７－２ セミナー 

 

（１）全期間において実施したセミナー件数 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26年度 平成 27年度 

国内開催   1 回   2回   1回   1回   2回 

海外開催   2 回   1回   2回   1回   0回 

合計   3 回   3回   3回   2回   2回 

 

（２）平成 27年度セミナー実施状況 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「国際フォトニク

ス学生交流会２０１５」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Asian Core Student Meeting 

2015“ 

開催期間 平成２７年１２月８日 ～ 平成２７年１２月９日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、吹田市、大阪大学フォトニクスセンター 

（英文）Japan, Suita-city, Osaka Photonics Center 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）プラブハット バルマ、大阪大学、教授 

（英文）Prabhat VERMA, Osaka University, Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文） 

 

参加者数 

日本側参加者は移動日を考慮せず、12/8と 12/9の 2日間を計上している。 

相手国側参加者は 12/7と 12/8の 2日間を計上しており、12/9は S2セミナーと開催日が重

複するため、S2セミナーで日数を計上している。 
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A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 

B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 

※日数は、出張期間（渡航日、帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい

場合は、備考欄を設け、注意書きを付してください 

 

 

 

 

セミナー開催の目的  本セミナーは、光学（フォトニクス）を中心としてそれに連なる

様々な分野で研究に邁進する国内外の学生が互いにネットワーク

を確立し、アジアを拠点としたフォトニクスの研究開発および発展

の将来基盤を築き上げることが目的である。 

 今日の研究開発の最先端においては、その専門性のみならず学際

的な知識や連携が必要とされている。中でもフォトニクスは、生物

学・医学・化学・電子工学など多様な分野と密接な関わりを持つ。

したがって、次世代の中核を担う学生らが、国境と分野の垣根を越

えたネットワークを築くことは、将来フォトニクスが成長発展して

いく上で非常に重要である。 

 本カンファレンスは、今まで行われてきたこれらのアジアコア学

生会議の集大成として位置づける。共同研究拠点である中国、台湾、

シンガポールから学生を招待し、濃密なセミナーを行う。研究紹

介・実践的なワークショップ・レクチャーを通して、実践的かつ強

力なネットワークの構築を図り、アジア研究教育拠点事業が終了し

た後も持続できるよう努める。そして、アジアを拠点にして拡がる

若手研究者によるフォトニクス研究開発の基礎を構築する。 
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セミナーの成果  本セミナーは過去 3 年に渡り行ってきた学生カンファレンスの

集大成として開催された。参加者は、日本から 45 名、中国 6 名、

台湾 11名、シンガポール 7名、モロッコ 1名の計 70 名が参加した。 

 本年度は「キャリアをどのように今後の将来で築くべきか」とい

うコンセプトのもと SPIE 会長の谷田貝豊彦教授や OSA会長の河田

聡教授を迎えての招待講演やパネルディスカッション、グループワ

ークなど参加者を楽しませる企画を盛り込んだ内容となり、各国の

キャリアに関する考えの相違を議論し、その価値観を共有すること

ができた。また、研究に関しては、十分に時間をかけて 6件の口頭

発表、36 件のポスター発表が行われた。その中で活発な議論が生

まれ、知識の幅を大きく広げることに成功した。 

 歴代の学生カンファレンスは、学生が中心となって企画運営する

仕組みができあがり、特に大阪大学 OSA,SPIE 学生チャプターによ

る組織体制、OSA,SPIE などの資金獲得の実績を積み、歴代の学生

カンファレンスにて培われた若手研究者・学生間のネットワークは

本プログラム終了後も維持し、更なる発展を目指すことが確認され

た。 

セミナーの運営組織 委 員 長：大阪大学・河田聡・教授 

副委員長：大阪大学・Prabhat VERMA・教授 

実行委員長：大阪大学・田口夏生・大学院博士後期課程 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費          金額    430,990円 

   外国旅費                28,900円 

   その他経費               557,692円 

   外国旅費に係る消費税           2,312円 

      合計額        1,019894円 

（中国）側 内容 外国旅費              

（台湾）側 内容 外国旅費              

 （ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）

側 

内容 外国旅費  
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整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業”Nanophotonics 

in Asia 2015” 

（英文）JSPS Asian CORE Program “ Nanophotonics in Asia 2015” 

開催期間 平成 27年 12月 10日 ～ 平成 27年 12月 11日（2日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、大阪、大阪大学 中之島センター 

（英文）Nakanoshima Center, Osaka, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）河田 聡、大阪大学大学院工学研究科、教授 

（英文）Satoshi KAWATA, Graduate School of Engineering, Osaka 

University, Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文） 

 

参加者数 

A. 59/ 107

B. 11

A. 19/ 71

B. 0

A. 16/ 53

B. 0

A. 17/ 60

B. 0

A. 1/ 2

B. 0

A. 112/ 293

B. 11

日本
<人／人日>

中国
<人／人日>

台湾
<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
（	　日本　　	）

シンガポール
<人／人日>

その他
<人／人日>

派遣先	

派遣元	

 

 

セミナー開催の目的 ナノスケールの光と物質の相互作用を対象とするナノフォト

ニクスは、従来の光の限界を超えるものであり、21 世紀の基盤

科学技術であるフォトニクス全体の研究推進のビークルとして

の役割を果たす。ナノ科学、ナノ技術の高度化に伴い、ナノフ

ォトニクスは、サイエンス、テクノロジーともに加速度的に進

展できる環境が整い、様々な新しい現象が見つかり、これら先

A. 本事業参加者（参加研究

者リストの研究者等） 

B. 一般参加者（参加研究者

リスト以外の研究者等） 

※日数は、出張期間（渡航

日、帰国日を含めた期間）

としてください。これによ

りがたい場合は、備考欄を

設け、注意書きを付してく

ださい 
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端的な研究領域を対象とした先進ナノフォトニクスの研究分野

が拡大発展している。その応用展開は、DNAの個々の塩基を色で

識別できる光学顕微鏡、プラズモニクス薄膜バイオセンサー、

非侵襲でウエアラブルな未来の健康測定・管理、細胞内の生体

分子を映し出す分析機器、高感性・高機能の新しい照明、高効

率有機薄膜太陽電池、可動部分無しの高速光スイッチ、超高精

細ディスプレイなどを実現し、二一世紀の生活革新をもたらす。 

最終年度の本セミナーでは、これまでのアジアコア拠点形成の

成果、日本、中国、台湾､シンガポールでのナノフォトニクスの

各研究分野をテーマとしたセミナーをベースに、４テーマ「プ

ラズモニクス・ナノフォトニクス研究」、「光材料とナノ加工」、

「プラズモニックデバイス」、｢メタマテリアル｣の１４共同研究

の先進ナノフォトニクスの研究成果を報告、議論、研究交流を

行う。各拠点機関、協力機関、協力研究者の研究者、大学院生

の交流とネットワーク強化を行い、アジア研究教育拠点事業で

築いた研究・人的ネットワークを今後も継続的に発展できる体

制について各拠点機関代表者で議論する。 

セミナーの成果 最終年度にあたる本年度は、日本側実施組織の大阪大学にて

シンポジウムが行われた。相手国側は中国から 19 名、台湾 16

名、シンガポール 17名、また国内からも神戸大学、徳島大学の

各協力機関から合わせて 17名と各拠点余すところなく多くの参

加者が集い、また、本学からも若手研究者・大学院学生を含め

多数が参加し、参加者 120 を超える予想を上回る大規模な最終

年度にふさわしいシンポジウムとなった。 

シンポジウムでは本事業で中心課題として掲げてきた 4 テー

マ「プラズモニクス・ナノフォトニクス研究」、「光材料とナノ

加工」、「プラズモニックデバイス」、｢メタマテリアル｣の最新の

研究成果を発表し、22 件の口頭発表、ならびに学生・若手研究

者を中心とした 60件のポスター発表が行われ活発な議論、研究

交流が行われた。また、各拠点機関からの世界をリードする研

究者の発表に加えて、東京大学や千葉大学からも参加頂き、幅

広い議論を行うことができた。 

大学院学生や若手研究者にとっては、本国際シンポジウムに

て研究交流や議論を行うことによって、研究へのさらなる意欲

やプレゼンテーションスキルが向上し、世界に通用する人材育

成を促進することができた。 

また、会期中に各拠点機関代表者で Committee Meeting を開
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き、今後の継続的発展に向けた体制作りについて話合いを行い、

今後も本委員会が定期的に国際シンポジウム Nanophotonics in 

Asiaを開催することとした。 

各拠点機関、協力機関、協力研究者の研究者、大学院生が一同

に介しアジア研究教育拠点事業でこれまで築いた研究・人的ネ

ットワークを再認識し、さらなる強化を確信できた大変意義あ

るシンポジウムであった。 

セミナーの運営組織 議 長：大阪大学・河田聡教授 

共 同 議 長：大阪大学・VERMA Prabhat教授 

     中国科学院 理化技術研究所・Xuan-Ming DUAN教授 

     中央研究院 應用科學研究中心・Din Ping TSAI教授 

     南洋理工大学・Nikolay ZHELUDEV教授 

実行委員長：大阪大学・VERMA Prabhat教授 

 

開 催 経 費

分 担 内 容

と金額 

日本側 内容 国内旅費                   1,402,930

円 

    外国旅費                 147,450円 

   その他経費                   15,85,867

円 

      外国旅費に係る消費税           11,796

円  

      合計額               3,148,043円 

（ 中国 ）側 内容  外国旅費             

 

（ 台湾 ）側 内容  外国旅費     

        

（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）側 内容  外国旅費     
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 ７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

（１）平成２７年度実施状況 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機

関） 

派遣期間 用務・目的等 

大阪大学・教授・ 

VERMA Prabhat 

 

日本・東京・東

工大 

2016.3.19-2016.3.21 応用物理学会 春季学術講演会に参加

し、講演、成果発表を行った。 

大阪大学・教授・ 

VERMA Prabhat 

 

台湾・台北・

Academia 

Sinica 

2016.3.21-2016.3.26 共同研究先である Din Ping TSAI 教授

（Academia Sinica）を訪問し、共同研

究についての情報交換や情報収集を行

った。また訪問期間中に、ICNP2016に参

加 し 、 講演 、成 果 発表を 行 っ た 。

（Academia Sinica） 

大阪大学・教授・

高原 淳一 

台湾・台北・

Academia 

Sinica 

2016.3.21-2016.3.26 ICNP2016 に参加し、講演、成果発表を行

った。（Academia Sinica） 

 

静岡大学・教授・

川田 善正 

台湾・台北・

Academia 

Sinica 

2016.3.20-2016.3.26 ICNP2016 に参加し、講演、成果発表を行

った。（Academia Sinica） 
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（２）全期間にわたる実施状況概要 

派遣先 

 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

台湾 

<人／人日> 

インド 

<人／人日> 

モロッコ

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
 

3/7 

(2/6) 

5/26 

(4/10) 
2/14 1/3 (4/4) 

11/50 

(10/20) 

中国 

<人／人日> 

 8/30 

(12/28) 
     

8/30 

(12/28) 

台湾 

<人／人日> 

 1/39 

(5/10) 
     

1/39 

(5/10) 

インド 

<人／人日> 

 
       

モロッコ 

<人／人日> 

 
       

韓国 

<人／人日> 

 
       

合計 

<人／人日> 

 9/69 

(17/38) 

3/7 

(2/6) 

5/26 

(4/10) 
2/14 1/3 (4/4) 

20/119 

27/58 

国内での

交流 

 
5/7 <人／人日>  

   
 

研究者交流の事業での国内の交流は少ないが、共同研究、セミナーでの交流は 

１８２人／４７５人日と必要十分な交流を行っている。 

 

７－４ 中間評価の指摘事項等を踏まえた対応 

※中間評価の指摘事項等を踏まえ、交流計画等に反映させた場合、その対応について記載

してください。 

 

 (コメント抜粋 1-1)：国内外の他の教育研究機関、諸国に拡大した研究教育拠点実体作り 

・日中台、シンガポール（2013 年度から）の特異な分野を利用した研究交流基盤がしっか

りと構築されている。研究交流活動が堅実に実施され、学生を始めとした若手研究者の交

流が活性化されている。（略）一方で，参画機関自体が個々に当該分野での研究拠点を別途

構築している実体（たとえば阪大では，「大阪大学フォトニクスセンター」，「大阪大学ナノ

フォトニクス先端融合研究拠点」）に鑑みて、本プログラムだから実現できた共同研究成果

のターゲットを具体的に設定することが望ましい。セミナー、シンポジウムの枠を日本国

内の他の教育研究機関、またアジア諸国に拡大し，本プログラムが研究教育拠点として認

知されている実体作りにも努力していただきたい。（総合的評価） 
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・経費支給期間終了後も、当該分野における国際研究教育拠点として継続的な活動を行う

ネットワーク構築が期待できるか：最終的には「フォトニクスアジア国際拠点の自立」を

うたっており、この様なプログラムは、事業終了後も発展していくことが最も重要である

が、拠点ネットワークを発展させるべく考えられている。国内外の参画機関が当該分野で

研究拠点を形成しているので研究面での継続性は確保されると考えられる。研究者の交流

ネットワークの維持もできると考えられるが、国内大学・企業を包含したセンターを構築

するためには、本課題実施中にも広く研究交流を実施する場を構築する必要性があり、研

究交流会への他機関研究者の招致などを積極的に行っていくことが望ましい。若手研究者，

とくに大学院生レベルでの教育交流を維持していくためには予算が必要になろう。（３．今

後の展望） 

・研究交流活動に関しては非常に活発に実施されているが、通常の共同研究を超えて、こ

のプログラムだから実現できた学術融合、あるいは当該分野の教育システム構築等の新規

な成果がまだ生まれていない点も気になる。（１．これまでの交流を通じて得られた成果） 

（対応） 

大阪大学フォトニクスセンターは、大阪大学の多くの研究科、部局のフォトニクスに関

わる教員、研究者、学生が、大阪大学ナノフォトニクス先端融合研究拠点などのフォトニ

クスイノベーションを目指した事業を推進しており、国際連携は、日本学術振興会アジア

研究教育拠点事業・アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点を一つの柱として、本プロ

グラムだから実現できる共同研究成果のターゲットを本報告書で述べているように具体的

に設定し、大阪大学の事業として推進した。セミナー，シンポジウムの枠は、６－２全期

間にわたる研究交流成果、（２）学術面の成果で述べているように、日本国内の他の教育研

究機関、神戸大学、徳島大学、岡山大学、東京大学、宇都宮大学、千葉大学、福井大学、

電気通信大学、京都大学、北海道大学、理化学研究所 11機関，またアジア諸国は韓国にも

拡大し、本プログラムが研究教育拠点として認知されている実体作りを進めた。 

通常の共同研究を超えて、このプログラムだから実現できた学術融合の成果については、

前項６－２全期間にわたる研究交流成果（２）学術面の成果に個別に、具体的に記載した。 

 

(コメント抜粋 1-2)中国との連携強化 

・日中台各拠点機関と協力機関がそれぞれの国の特徴を生かした研究テーマを中心に推進

する体制を整えており、適切な体制である。ただし参加者に関しては、大阪大学において

はナノフォトニクス周辺領域の多くの研究者、学生を総動員している一方で、とくに中国

の参加は限定的である。中国のマッチングファンドの規模が非常に大きいだけに，周辺分

野を巻き込んだ連携体制を拡張できるのではないかと思われる。（２．研究交流活動の実施

状況） 

（対応） 

中国拠点機関中国科学院とは、2011年度から 2015年度まで、本拠点事業に加えて、日本

学術振興会・二国間交流事業（日中）を実施して、連携を強化している。又、北京大学、

吉林大学、復旦大学などの協力機関も併せて、幅広く連携して事業を推進した。 
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(コメント抜粋 2) ：若手研究者育成 

・広くナノフォトニクスの見ることの出来る若手研究者を育成して欲しい。（総合的評価） 

・「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」については、多くの学生を本プログラムに

参画させ、多数の大学院学生を含め毎回 60人以上の参加者を得たシンポジウムの開催や学

生カンファレンス、OSA/SPIE 学生チャプターとの共催など博士課程後期学生が積極的に参

加・発表・交流できる場を提供し、将来フォトニクスに関係する技術者・研究者の養成を

率先して行っている。ただ、これらの学生のキャリアパスにどのような影響力を与え，当

該分野の研究者育成に寄与したのかが不明である。強いて言えば，本プログラムが「若手

研究者の養成」として何処に目標を定めているのかの問題であるが、若手研究者が活躍で

きる研究教育拠点が形成されつつあるなど概ね成果を挙げている。（１．これまでの交流を

通じて得られた成果） 

・当該分野の若手人材のキャリアパスとして産業界の受け皿が必要である。（３．今後の展

望） 

（対応） 

本プログラムでは、・個別分野の深い専門性と分野横断的なフォトニクスの広い視野、国

際的な研究発信能力、・文化・社会システムの異なる様々な海外研究者との研究交流・共同

研究、および人のネットワーク作りの能力を身につけ、次世代のフォトニクス研究を先導

し国際的に通用する若手研究者の育成に目標を定めて「若手研究者の養成」を推進した。 

４テーマ「プラズモニクス・ナノフォトニクス研究」、「光材料とナノ加工」、「プラズモニ

ックデバイス」、｢メタマテリアル｣を共同研究、セミナー、シンポジウムで推進し、広くナ

ノフォトニクスを見ることの出来る若手研究者を育成した。 

若手人材のキャリアパスとして産業界の受け皿としては、シンポジウムや学生セミナーで、

キャリアパスをテーマにした議論や、アントレプレナーシップをテーマに取り上げている。 

また、学生のキャリアパスを拡大強化するために、2011 年より、学生、ポスドク若手研究

者のアピールシート（CV 集）を毎年作成し、シンポジウムやフォトニクスイベントの際に

企業など配布した。又、学生カンファレンスのアブストラクトにも、学生の研究領域、研

究歴などの紹介を盛り込んでいる。 

 

(コメント抜粋 3)：交流活動 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適切に計画し、実

施しているか：2011 年度 8 件、2012 年度 9 件、2013 年度 11 件の「共同研究」で活動して

いるテーマ数およびテーマの多様性、年 3 回に及ぶ「セミナー」の回数と参加者の規模、

相互訪問による「研究者交流」の実態のいずれをとっても、計画通りに効率良く交流活動

が実施されており、積極的に拠点化を運営し、多くの活動を進めている点は高く評価でき

る。（２．研究交流活動の実施状況） 

・大阪大学内での独自の予算のサポートが得られるよう企画している点は評価できる。（３．

今後の展望） 
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（対応） 

評価された交流活動を、さらに継続した。又、数度にわたり大阪大学の国際連携事業の

支援を受けた。 

 

(コメント抜粋 4)：波及効果 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか：本事業を踏まえ、シンガポールと

の連携準備を進めるなど、共同研究による取組が活発化しつつあるように思われる。シン

ガポールとの連携の可能性が生まれ、インド、シンガポール、マレーシアの学生を巻き込

んだ研究教育の拡張が見て取れるが、日本国内においては、本プログラムが核となって他

の研究教育機関の若手研究者とのコミュニティー拡大を目指しているような波及性はまだ

見られない。今後、アジアを中心としたフォトニクス研究の重要拠点が形成されることが

期待される。（１．これまでの交流を通じて得られた成果） 

（対応） 

本拠点事業では、当初より、日本国内においても本プログラムが核となって他の研究教

育機関の若手研究者とのコミュニティー拡大を目指し、アジア学生フォトニクスカンファ

レンスには、神戸大学、徳島大学、東京大学、宇都宮大学、電気通信大学、東北大学、北

海道大学などの学生が参画している。2014 年には、大阪でのアジア学生フォトニクスカン

ファレンスの開催に引き継いで、北海道大学で Asia CORE student meeting, International 

OSA Network of Students (IONS-Asia 5 Hokkaido) そして JSAP student meeting の合同

会議”IONS-Asia 5 Hokkaido/ JSAP Student Meeting at Hokkaido/ Asia Core Student 

Meeting”を開催し、これをきっかけにフォトニクスの学生チャプターが他大学にも生まれ

るなどとあわせ、若手フォトニクス研究者のコミュニティーを拡大した。 

 

(コメント抜粋 5)：学術論文、学会発表などの成果発表 

・学術論文の数が少なく、また世界的な国際会議などへの投稿もないため、今後この点を

改め、多くの論文、学会発表を心がけて頂きたい。（総合的評価） 

・2011 年度 8 件、2012 年度 9 件、2013 年度 11 件に及ぶ共同研究を実施するなど、積極性

が感じられるが、ナノフォトニクス関係の発表論文数が少ない点が気になる。（１．これま

での交流を通じて得られた成果） 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されているか：中間報告では、原著論

文 3 件、国際会議発表 166 件、国内会議 2 件の成果が記載されており、着実に研究成果を

挙げているが、多くの国際会議発表の割には，公刊論文数は決して十分ではなく、学術雑

誌への発表件数が少ないのが気になる。また、この拠点の中でのお互いの発表件数は多い

が、査読のある CLEO、SPIEなどへの会議発表が少ないのも気になる。さらに、共同研究成

果は原著論文 0 件、国際会議 7 件、国内会議 2 件にとどまっており、共同研究の成果とし

てまとめられた数からは，「３.これまでの研究交流活動の進捗状況の（２）」に記載されて

いるほどの実質的な共同研究の成果は読み取れない。今後、共同研究成果発表が増えるこ

とが期待される。（１．これまでの交流を通じて得られた成果） 
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（対応） 

中間評価の時点では、研究交流期間が短く学術論文の数は少なかったが、共著論文、国

際会議への発表も全期間を通じて数多く発表した。 

6-2項（８）本研究交流事業により全期間中に発表された論文等に記載したとおり、多数

の論文発表、国際会議発表、国内発表を行い、学術的成果を発信した。 

 

(コメント抜粋 6)：今後の展望 

・本事業終了後のさらなる展開をより具体的に検討し、アジアにおける最先端フォトニク

ス拠点の構築が実現することを期待する。（総合的評価） 

（対応） 

大阪大学では、本事業の成果実績を基に、これを発展させた日中台、シンガポールに、

フィリピン、韓国、インド、香港、英国、米国を加えたグローバルナノフォトニクス拠点

形成事業が平成 28年度日本学術振興会研究拠点形成事業Ａ．先端拠点形成型事業としてス

タートする予定である。 

 

８．研究交流実績総人数・人日数 

８－１ 平成２７年度の相手国との交流実績 

　　  派遣先
派遣元

四半期

1 1/ 3 ( ) ( ) ( ) 1/ 3 ( 0/ 0 )

2 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

3 1/ 8 ( ) 3/ 87 ( ) ( ) 4/ 95 ( 0/ 0 )

4 2/ 8 ( ) 10/ 56 ( ) 1/ 4 ( ) 13/ 68 ( 0/ 0 )

計 4/ 19 ( 0/ 0 ) 13/ 143 ( 0/ 0 ) 1/ 4 ( 0/ 0 ) 18/ 166 ( 0/ 0 )

1 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

2 3/ 15 ( ) ( ) ( ) 3/ 15 ( 0/ 0 )

3 20/ 89 ( ) ( ) ( ) 20/ 89 ( 0/ 0 )

4 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

計 23/ 104 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 23/ 104 ( 0/ 0 )

1 2/ 177 ( ) ( ) ( ) 2/ 177 ( 0/ 0 )

2 1/ 63 ( ) ( ) ( ) 1/ 63 ( 0/ 0 )

3 17/ 90 ( ) ( ) ( ) 17/ 90 ( 0/ 0 )

4 1/ 14 ( ) ( ) ( ) 1/ 14 ( 0/ 0 )

計 21/ 344 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 21/ 344 ( 0/ 0 )

1 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

2 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

3 ( 17/ 82 ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 17/ 82 )

4 ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 0/ 0 )

計 0/ 0 ( 17/ 82 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 17/ 82 )

1 2/ 177 ( 0/ 0 ) 1/ 3 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 3/ 180 ( 0/ 0 )

2 4/ 78 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 4/ 78 ( 0/ 0 )

3 37/ 179 ( 17/ 82 ) 1/ 8 ( 0/ 0 ) 3/ 87 ( 0/ 0 ) 0/ 0 ( 0/ 0 ) 41/ 274 ( 17/ 82 )

4 1/ 14 ( 0/ 0 ) 2/ 8 ( 0/ 0 ) 10/ 56 ( 0/ 0 ) 1/ 4 ( 0/ 0 ) 14/ 82 ( 0/ 0 )

計 44/ 448 ( 17/ 82 ) 4/ 19 ( 0/ 0 ) 13/ 143 ( 0/ 0 ) 1/ 4 ( 0/ 0 ) 62/ 614 ( 17/ 82 )

合計

日本

日本 中国 台湾 シンガポール

合計

中国

台湾

シンガポール

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）
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をのぞいた人数・人日数としてください。） 
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８－２ 平成２７年度の国内での交流実績 

 

( ) ( ) 69 156 ( ) 3 10 ( ) 72 166 ( 0/ 0 )

1 2 3 4 合計

 

 

８－３ 全期間にわたる派遣・受入人数 

年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

派遣人数（人） 40 人（9人） 9人（6人） 45 人（2人） 35人（1人） 18人（0人） 

受入人数（人） 13 人（35人） 

 

28 人（28人） 14 人（1人） 16人（2人） 44人（17人） 

※各年度の年次報告書９－１（H25、26年度分は８－１）（各年度の相手国との交流実績表）

の人数を転記してください。相手国側マッチングファンド等日本側予算によらない交流に

ついては（ ）で記載してください。 
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９．経費使用総額 

９―１ 平成２７年度経費使用額 

（単位 円） 

経費内訳 金額 備考

国内旅費 3,111,150

外国旅費 2,244,900

謝金 0

備品・消耗品
購入費

1,473,329

その他の経費 2,164,499

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

186,122

計 9,180,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

918,000

研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。
また、消費税額は内額とす
る。

10,098,000

国内旅費、外国旅費の合計
は、研究交流経費の５０％以
上であること。

研究交流経費

合　　計

業務委託手数料
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９―２ 全期間にわたる経費使用額               （単位 千円） 

  平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26 年度 平成 27年度 

国内旅費 2,232 3,399 3,086 1,972 3,111 

外国旅費 4,631 2,956 3,752 3,990 2,245 

謝金 0 0 0 0 0 

備品・消耗品購

入費 
1,105 1,951 1,847 2,655 1,473 

その他の経費 2,600 1,265 839 770 2,165 

外国旅費・謝金

等に係る消費

税 

232 149 196 333 186 

合計 10,800 9,720 9,720 9,720 9,180 

 

※ 各年度の年次報告書１１（H23）、１０（H24）、９（H25、26）（各年度の経費使用額）を

千円単位にして転記してください。 

 

 

１０．相手国マッチングファンド使用額 

１０－１平成 27年度使用額 

相手国名 経費負担区分 

平成２７年度使用額 

現地通貨額[現地通

貨単位] 
日本円換算額 

中国 パターン２ 
         

80,000[RMB] 

    

1,347,480円相当 

台湾 パターン２ 1,156,701[NTD] 3,894,690円相当 

シンガポール パターン１ 35,000[SGD] 2,829.230円相当 

※交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につい

て、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

※経費負担区分 
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 パターン１：日本側研究者の経費は振興会が、相手国側研究者の経費は相手国側学術振興機関等が負担。 

 パターン２：派遣国が派遣にかかる費用を負担し、受入国が受入にかかる滞在費等を負担。 

 

 

１０－２ 全期間にわたる相手国のマッチングファンドの状況概要 

 

全期間にわたる相手国のマッチングファンドの状況は以下の通りで、国外の連携機関

におけるマッチングファンドが確保され、研究交流を推進した。 

 

相手国名 
全期間の使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

中国    925,000[RMB]    13,778,705円相当 

台湾     4,314,355[TWD]    14,502,581円相当 

シンガポール      75,000[SGD]   6,309,230円相当 

 


