
 

 

 

日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 

事後評価（平成２３年度採用課題）評価結果 

 

 

領域・分科（細目） 
工学・応用物理学・工学基礎（応用光学・量子光

工学） 

拠点機関名 大阪大学 

研究交流課題名 アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点 

採用期間 
5 年間 

（平成 23 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日） 

日本側コーディネーター（研究科・

職・氏名） 
大学院工学研究科・教授・河田 聡 

交流相手国 

（国名・機関名・職名・氏名） 

中国・中国科学院  理化技術研究所 Organic 

Nanophotonics・Professor・ Xuan-Ming DUAN 

台湾・中央科学院應用科學研究中心 Research 

Center for Applied Sciences Academia  Sinica 

・Professor・Din Ping TSAI 

シンガポール共和国・南洋理工大学革新的フォ

トン工学センター The Centre for Disruptive 

Photonic Technologies (CDPT) ・ Director, 

Professor・ Nikolay ZHELUDV 



 

総合的評価（書面評価）  

 

評  価（案） 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

拠点機関を中心に、学生主体で運営するセミナー4 回、研究シンポジウム 9 回、計 13

回のセミナーが意欲的に開催され、若手研究者が発表・交流する場を数多く提供した点で

高く評価できる。また、共同研究についても、初年度の 8 件で始まり、シンガポールの研

究者を取り込みながら最終年度には 14 件に発展している。 

これらの共同研究やセミナーは、プラズモニクスに限定されない「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４テーマで推進されており、広くナノフォトニクスを見ることのできる若手研究者育成

に貢献したと評価できる。 

学術面の研究成果として 19 件の学術論文が発表されており、中でも「金ナノ粒子から

の放射とその超高解像度顕微鏡への応用」や「カーボンナノチューブの半導体―金属遷移

にかかわる研究」などの応用研究については、国際的にも高い評価を得ている学術誌に掲

載されている。また、特異な光学特性をもった 3 次元メタマテリアルの作製が、Adv. Opt. 

Matter の Best paper に選定され、Nature 誌の Research highlight に紹介されるなど、

優れた研究業績が見受けられる。しかしながら、比較的限られたメンバーの貢献が際立っ

ており、今後は広く活性化することが望まれる。 

研究教育拠点の構築については、各国の得意分野を生かした融合研究が推進された 

こと、期間中のセミナー・シンポジウムに各国から多数の参加者があったことから、研究

交流活動が活発になされたと評価できる。セミナー等への国内参加研究機関は岡山大学・

東京大学・宇都宮大学など 11 機関に拡張され、広がりを見せている。今後は、協力機関

以外からも自由に一般参加しやすいシンポジウムなどを開催することにより、研究教育拠

点としての存在感が高められるのではないだろうか。また、海外においても中台シンガポ

ールとその周辺機関を巻き込むようなアジアを拠点とする先端ナノフォトニクス研究教

育拠点の形成に成功しているだけでなく、平成 28 年度から本課題の拠点機関・協力機関

がコアとなってこれを発展させたグローバルナノフォトニクス拠点形成事業が日本学術

振興会研究拠点形成事業 A 型としてスタートするため、更に拡大されたグローバルな研究

交流への発展が期待される。 

以上の理由により、本研究交流課題「アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点」は、

想定以上の成果を上げており、当初の目標を十分に達成していると考える。 

 
 



 

１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価（案） 

□ 想定以上の成果があがった。  

■ 概ね成果があがった。  

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があがったとは言えない。 

コメント 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」

の観点から成果があったか。 

 

「学術的側面」 

中間評価において、「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生まれていない点も気

になる」という指摘がなされたことを受け、ナノフォトニクスにかかる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」）の融合研究を共同研究として推進したことがうかがえる。実際、

これらのテーマに沿って計 14 件の共同研究が進められており、その成果は事業期間中

に開催された 9 回のセミナーを中心に、約 300 件の発表としてまとめられている。しか

しながら、発表論文などの客観的評価として結実しているものが少なく感じられる。 

 

「若手研究者の養成」 

学生が中心となって企画運営するセミナーが 4 回にわたって開催され、延べ 13 カ国

約 300 名の参加者があった。長期的視点から、学生カンファレンスは若手研究者の養成

とフォトニクス研究教育拠点の構築に大きな成果があったものと考えられ、若手研究者

が発表・交流する場を提供したことは高く評価できる。また、中間評価において「広く

ナノフォトニクスを見ることのできる若手研究者を育成して欲しい」という指摘を受

け、プラズモニクスに限定されない上述の４テーマで共同研究・セミナー・シンポジウ

ムを推進していることから、広くナノフォトニクスを見ることのできる若手研究者育成

に貢献しているものと評価できる。さらに、当該分野の若手研究者のキャリアパス（特

に産業界）を拡大・強化するための努力も一定の評価ができる。 

 

「研究教育拠点の構築」 

本課題の参画国それぞれの得意分野を生かした融合研究が推進されたこと、事業期間

中のセミナー・シンポジウム等に各国から多数の参加者があったことから、研究交流活

動が活発になされたと評価できる。また、本課題の拠点機関・協力機関がコアとなって



 

これを発展させ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として開始されることからも、研究教育拠点の構築がなされつつ

あると評価できる。 

 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

 

事後評価資料において、学術論文等 19 報、国際会議発表 289 件、国内会議 28 件とい

う成果が記載されており、中間評価時からの着実な進展が確認できる。学術論文等の中

でも、金ナノ粒子の超高解像度顕微鏡への応用、カーボンナノチューブにかかわる研究

等が Phys. Rev. 、Lett 誌等の高い評価を得ているジャーナルに掲載されている。また、

特異な光学特性をもった 3次元メタマテリアルの作製が、Adv. Opt. MatterのBest paper

に選定され、Nature 誌の Research highlight に紹介されるなど、優れた研究業績が見

受けられる。 

しかし、中間評価でも指摘されていた通り、国際会議発表件数に比べ、海外の研究者

との共著論文数（10 報）や共同発表件数（国際 26 件、国内 4 件）が少ない点が気にな

る。学術的側面からの評価として、論文数や発表件数等の目に見える形での共同研究や

拠点構築による成果が望まれるため、事業期間終了後においても本課題の成果が継続し

て輩出されることを期待する。 

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

 

アジア研究教育拠点事業の HP が作られ、「Asian CORE Student Meeting」アブストラ

クト集など、ナノフォトニクスに関する多くの情報が発信されている。また、広報活動

や新聞発表等の情報発信に加え、本課題のセミナー「Nanophotonics in Asia 2015」を

「国際光年」の協賛行事として開催したことや、大学が開催するアウトリーチ活動とし

てこども科学教室「スーパー光塾」を実施したこと等、様々な形での社会還元を行って

いる。 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

本課題によりシンガポールとの連携が開始され、さらには国内・国外の拠点周辺の機

関にも拡大したコミュニティーの形成を試みるなど、研究拠点としての実態作りが進ん

でいる。これらの発展として、平成 28 年度より日本学術振興会研究拠点形成事業 A 型

が開始されている事は特筆すべき点である。また、研究面においても共同研究による特

許申請を行っており、特筆すべき予想外の研究成果は見られないものの、着実な成果の

蓄積を行っていると考える。 

 



 

２．事業の実施状況 

 

観  点 

・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、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

・中間評価における指摘事項等について、適切に対応されたか。 

 

評  価（案） 

■ 想定以上に効果的に実施された。  

□ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

・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、実施したか。 

 

多様な共同研究テーマ、セミナー開催、研究者交流が設けられ、いずれも十分な回数・

規模で実施されており、当初の計画通りに効率よく研究交流が行われていたと考えられ

る。具体的には、事業開始当初 8 件であった共同研究は、最終年度には 14 件に増加し

共同研究が適切に実施されている。また、拠点機関を中心に、学生主体のセミナー4 回、

研究シンポジウム 9 回、計 13 回のセミナーが開催された。研究シンポジウムにおいて

は、毎回概ね 100 名程度の参加があり、十分な規模で研究交流が活発に実施されている。     

以上のように目標達成に向け、多くの活動を積極的に推進した運営側の努力は高く評

価できる。 

 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であったか。 

 

本課題のコーディネーターを中心として、日本側拠点機関と協力機関により「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」を組織し、協力して事業が推進さ

れる体制が作られており、シンポジウム開催や共同研究における研究者の派遣・受け入

れが計画的に実施されている。 

各研究拠点との連携については日中台の各研究拠点に加え、シンガポールの研究機関

も平成 26 年度より加わり、研究テーマの更なる展開やグローバルなネットワーク作り、

日本を含む各国の周辺他機関への連携の拡大が進められている。また、各研究機関の得

意な分野を融合する研究テーマ設定がなされており、しっかりとした共同研究実施・協

力体制が確立されている。 

 

 



 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

 

各研究交流活動の目的に応じて、中長期および短期の派遣・受け入れ等に適切に経費

が使用されている。特に、中長期の派遣・受け入れの対象についてはその 8 割が学生で

あるなど、若手研究者に対する経費支出割合が高い。長期的視点からネットワーク形成

や拠点形成への寄与が期待される。 

  

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されていたか。 

 

中国・台湾・シンガポールいずれも十分なファンドが用意されている。相手国側マッ

チングファンドによる日本から相手国への派遣 18名や日本への受け入れ 83名の執行が

行われたことに鑑み、相手国側マッチングファンドも機能したことが伺える。 

 

・中間評価における指摘事項等について適切に対応されたか。 

 

中間評価においては、「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」「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」ことなどが指摘された。中間評価までには、

発表論文は 3 報であったが、2013 年以降、論文が 19 報公表され、改善がなされている。

しかしながら、本課題の参加者数からすると、やはり事業期間中の発表論文が少ないと

いう印象を受ける。 

若手研究者のコミュニティ拡大については、セミナーやシンポジウムの枠組みを、岡

山大学・東京大学・宇都宮大学など本課題の協力機関以外に拡張している。 

この他の指摘事項についても、二国間交流事業を利用した中国との連携強化、若手研究

者や学生のアピールシートの企業への配布や学生主体のセミナー開催等、個々の指摘事

項に対する適切な対応を行っているものと考える。 

   

 



 

３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価（案） 

■ 想定以上の成果が期待できる。  

□ 概ね成果が期待できる。   

□ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

日本側拠点の大阪大学には、本課題の研究拠点の実体である「フォトニクスセンター」

「ナノフォトニクス先端融合研究拠点」があり、相手国各拠点は、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。本事業開始以前から継続的にフォトニクスセ

ンターシンポジウムなどが開催されてきており、その基盤の上に本課題（「アジア先端ナ

ノフォトニクス研究拠点」）が効果的に発展させられたと考えられる。 

事業期間中に行われた学生が中心となって企画運営されたセミナーでは、キャリアパ

スに関する議論なども行われており、若手研究者の育成とともに、長期的視点からフォ

トニクス研究教育拠点の形成に大きく寄与したものと期待できる。また、初年度 3 カ国

であった海外拠点機関もシンガポールを加え 4 カ国に増え、初年度 8 件であった共同研

究は最終年度には 14 件に広がり、ナノ材料やプラズモニクスに関する共同研究が広がり

を見せている。 

本事業で構築したネットワークを母体として、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、日本学術振興会研究拠点形成事業 A 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」が平成 28 年度よりスタートする。このように、事業終了後も、本課題の参画機関は

世界的水準の研究教育拠点として機能し、さらにグローバルに発展した形で継続的な研

究交流活動が実施されるものと期待できる。 

 


