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アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施報告書 

 

 

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： 国家実験研究院儀器科技研究中心 

 

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:// parc.osaka-u.ac.jp/asiaphotonics/index.html                                         

 

３．採用期間 

平成 23 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

（  2  年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：大阪大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・平野 俊夫 

 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 

 協力機関：神戸大学、徳島大学 

 事務組織：国際交流オフィス国際交流課 国際交流推進係 

      工学研究科 評価広報係、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 
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協力機関：（英文）Peking University, Jilin University, Fudan University,  

 Tsinghua University 

           （和文）北京大学、吉林大学、復旦大学、清華大学 

 経費負担区分：パターン 2 

 

 

（２）国名：台湾 

拠点機関：（英文）Institute Technology Research Center, National Applied Research 

                 Laboratories 

      （和文）国家実験研究院 儀器科技研究中心 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

          Research Center for Applied Sciences, Academia Sinica, Director 

                   Prof. Din Ping TSAI 

 協力機関：（英文）National Taiwan University 

      （和文）国立台湾大学 

 経費負担区分：パターン 2 

注）Prof. TSAI が 2 年度目に国家実験研究院 儀器科技研究中心所長から、中央研究院

應用科學研究中心所長に異動した為、拠点機関とコーディネーターの所属機関に相

違がある。詳細は 7-5 今後の課題・問題点にて記述。 

 

 

５．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速く伝え、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。この特性を生かし 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優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ない（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

台湾国家実験研究院儀器科技研究中心とで物理、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、 



 3 

・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。 

 

 

 

６．平成２４年度研究交流目標 

「研究協力体制の構築」 

3 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」で、1 共同研究を追加し合わせて 9 共同研究を実施する。 

セミナーS-1 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”を金沢で開催し、バイオメディカルフォトニクスに焦点を当てる。 

セミナーS-3 アジアコア ワークショップ“ナノテクノロジーとフォトニクス”を、これま

で大阪大学フォトニクスセンターと交流実績があり MoU を締結しているモロッコの The 

optics and photonics center of Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation 

and Research (MAScIR)で開催する。  

これらの共同研究、セミナーにより、研究交流を拡大強化し本研究拠点の先進ナノフォ

トニクス研究を推進する研究協力体制を構築する。 

 

「学術的観点」 

3 テーマの平成 23 年度 8 共同研究に加え、「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」を追加する。 

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」 

テーマ 2 光材料とナノ加工： 

「R-1 光材料とナノ加工」、「R-2 フォトニクス分子イメージングプローブ」、 

「R-8 高解像度顕微鏡のための蛍光プローブ開発」 

テーマ 3 プラズモニックデバイス： 

「R-3 異方性メタマテリアルとその高効率 THz 光源への応用」、 

「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」 
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「若手研究者養成」 

 平成 23 年度に築いた日中台学生ネットワークをベースに、大阪大学 OSA 学生チャプタ

ーと共催して S-2 アジア学生フォトニクスカンファレンス 2012 を学生が企画・主体で開催

する。大阪大学フォトニクスセンターで、学生が聴講したい著名な研究者の最先端研究の

基調講演、学生同士の研究発表と、招へい研究者を交えてじっくりと研究討論を行う。日

中台から多数の学生が参加し、議論の機会を通して、相互に国際的に通用する交流力を向

上させる。 

若手研究者・学生が相互に共同研究に参画し、文化交流を深め、研究を推進する。 

 アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点のホームページに、引き続きセミナー・プロ

シーディングス等の開催内容及びその成果、共同研究、研究者交流などの状況を掲載する

とともに、さらに若手研究者交流の内容を掲載し広く公開する。 

 

社会への貢献や、その他課題独自の今年度の目的 

フォトニクスの学術研究と産業化は、フォトニクスの発展の車の両輪である。欧米では、

先進的なフォトニクスの産業化を担うのは、博士研究者の比率が大きい中・小企業(SME)

と認識されて様々な手立てがとられている。これはフォトニクスの最先端は高度な科学研

究課題であり、その直接的な産業応用が更に科学研究を促進する正の帰還が働くという本

拠点の課題の独自の特性のためと考えられる。この点を重視し、本アジア先進ナノフォト

ニクス研究教育拠点事業において、アントレプレナー教育を課題の一つとし、本年度の「ア

ジア先進ナノフォトニクス国際シンポジウム 2012」で取り上げる。なお、フォトニクスの

産業化促進は、本拠点の社会への重要な貢献の一つである。 

 

 

 

７．平成２４年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

日本、中国、台湾が、それぞれナノフォトニクス基盤研究、ナノフォトニクス材料開発、

ナノフォトニクスデバイスに重点を置いて研究を推進する研究協力体制を構築した。それ

ぞれの国の拠点機関、協力機関、協力研究員が、それぞれの重点テーマを持って連携する

ことにより、相補的・相乗的に研究を推進することが出来た。例えば、プラズモニック導

波路の研究では、日本の導波路の構造設計、評価技術と台湾の精密な銀ナノ薄膜形成技術

を組み合わせることで、先端的な研究を推進した。また、高性能太陽電池の研究では、中

国で開発した新規化合物を用いた太陽電池を、日本で詳細に評価し動作解析する。金属ナ

ノ粒子のプラズモニックな光散乱を利用した超解像観察技術では、台湾から派遣された学

生が、光散乱応答の測定・シミュレーションを行い、日本から台湾へ派遣された学生が、

超解像顕微鏡の光学系を構築した。これらの例をはじめ、8．共同研究の項で詳述したよう

に、交流を通じて相手国への貢献および相手国からの貢献を相互に実現した。第 9 項でま

とめたように、第 2 年度で、多数の研究者・学生が相互訪問して、活発に共同研究を推進
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した。 

 各国で開催するセミナーは、初年度のコーディネーター会議で、各国で隔年に行うこと

となり、第 2 年度目は、日本で日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「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”」を金沢で開催した。新規

に Xiamen University, Seoul National University, Italian Institute of 

Technology/National University of Singapore, Morocco Optics and Photonics Center, 

Mascir からの参加者を得、研究協力体制を拡大した。モロッコで開催したワークショップ

は、モロッコの光エコライフニーズに貢献するため、テーマとしてプラズモニクスの基盤

テーマに加えて、ナノフォトニクスの太陽電池及びバイオセンサーへの応用を取り上げた。 

 アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点のホームページに、引き続きセミナー・プロ

シーディングス等の開催内容及びその成果、共同研究、研究者交流などの状況を掲載する

とともに、さらに若手研究者交流の内容を掲載し広く公開し、英文を充実させ日中台研究

協力体制の広報板とした。 

 

７－２ 学術面の成果 

日本、中国、台湾が、それぞれナノフォトニクス基盤研究、ナノフォトニクス材料開発、

ナノフォトニクスデバイスに重点を置いて 

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」 

テーマ 2 光材料とナノ加工： 

「R-1 光材料とナノ加工」、「R-2 フォトニクス分子イメージングプローブ」、 

「R-8 高解像度顕微鏡のための蛍光プローブ開発」 

テーマ 3 プラズモニックデバイス： 

「R-3 異方性メタマテリアルとその高効率 THz 光源への応用」、 

「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」 

を推進した。 

 具体的な研究の進展は、次項８．で詳細に述べる。 

 共同研究の成果を、学会発表、論文発表した。共同研究の一部は、金沢シンポジウムで

ポスター発表され、優秀ポスター賞を受賞した。モロッコでの共同研究の成果が金沢シン

ポジウムでポスター発表され、従来はモロッコ国内での研究は理論研究に限られていたが、

初めてのモロッコにおける実験：表面プラズモン共鳴の成果が報告された。金沢シンポジ

ウムでは、上記ナノフォトニクスの各研究テーマの横断的なテーマであるバイオメディカ

ルフォトニクスに重点を置いた。これは、本アジア研究教育拠点でも最も活発に推進して

いる分野の一つであり、世界のナノフォトニクスの重要な応用展開分野に学術的に貢献す

るために取り上げた。 
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７－３ 若手研究者育成 

 本アジア研究教育拠点では、研究交流を通じたナノフォトニクス研究の推進と併せて、

国際的に通用するフォトニクスの若手人材育成を推進している。そのため平成 23 年度に築

いた日中台学生ネットワークをベースに、大阪大学 OSA 学生チャプターと共催して学生が

主体的に企画・運営する S-2 アジア学生フォトニクスカンファレンス 2012 を開催した。共

焦点顕微鏡の発明者である著名なColin Sheppard教授の同顕微鏡の発明と実用化の歴史の

基調講演、学生同士の研究発表と、フォトニクスネットワークの先駆者で自ら若いフォト

ニクス研究者として確立しつつある招へい研究者 Brooke Hester 講師を交えてじっくりと

議論を行った。日中台インドから多数の学生が参加し、議論の機会を通して、相互に国際

的に通用する交流力を向上させ、大阪市内への文化エクスカーションで友情を深め、今後

の本研究教育拠点の発展のための学生ネットワークがさらに強化拡大した。 

  

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

フォトニクスの産業化促進は、本拠点の社会への重要な貢献の一つである。フォトニク

スの学術研究と産業化は、フォトニクスの発展の車の両輪である。欧米では、先進的なフ

ォトニクスの産業化を担うのは、博士研究者の比率が大きい中・小企業(SME)と認識されて

様々な手立てがとられている。これはフォトニクスの最先端は高度な科学研究課題であり、

その直接的な産業応用が更に科学研究を促進する正の帰還が働くという本拠点の課題の独

自の特性のためと考えられる。この点を重視し、本アジア先進ナノフォトニクス研究教育

拠点事業において、アントレプレナー教育を課題の一つとし、本年度の「アジア先進ナノ

フォトニクス国際シンポジウム 2012」でも、中国の大学教授であり、フォトニクス起業家

の講演を計画した（実際には急用のため出席が実現できなかった）。 

 S-2 アジア学生フォトニクスカンファレンス での Colin Sheppard 教授の基調講演は、自

ら発明した共焦点顕微鏡の原理と実用化の歴史を紹介し、多くの研究者の研究論文を実用

的な観点から跡づけおよび実用化の過程での特許の重要性の詳細な講演は、実際の典型例

に基づく貴重な学生のアントレプレナー教育となり、多くの学生は深い感銘を受けた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

日本、中国、台湾が、それぞれナノフォトニクス基盤研究、ナノフォトニクス材料開発、

ナノフォトニクスデバイスに重点を置いて、本研究教育拠点を構築してきたが、ナノフォ

トニクスの産業応用等の課題を含めるよう拡大する必要がある。また、2 年間の拠点活動の

中で、中台以外のシンガポール、インドなどアジアの国々からの本研究教育拠点事業への

参加があり、本拠点の発展のために地域的にも参画国を拡大する必要が認識された。 

大阪大学フォトニクスセンターと MoU を結んでいるサザンプトン大学とシンガポール

Nanyang Technological University (NTU)との共同研究所 Centre for Disruptive Photonic 

Technologies (CDPT)の所長 Nikolay Zeludev 教授が、本年 3 月当フォトニクスセンターを

来訪し、CDPT の本アジア研究教育拠点参画について話し合われた。現在マッチングファ

ンドを含め具体的な参画の検討を進めている。 
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その他いくつかの国々の参画について検討を進めている。 

 台湾のコーディネーターDin Ping TSAI 教授が第 2 年度目に国家実験研究院 儀器科技

研究中心所長から、中央研究院應用科學研究中心所長に異動した。これに伴い、拠点機関

を中央研究院應用科學研究中心とし、国家実験研究院 儀器科技研究中心を台湾協力機関

とする手続きを進め、本年 3 月に合意を得たので平成 25 年度から変更することとした。日

本と台湾、及び台湾の 2 研究機関にかかわる変更の合意を得るために、充分時間をかけ合

意に至った。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数     1 本 

 相手国参加研究者との共著  0 本 

  （※ 「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。）



 8 

８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

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, 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 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/60  2/60 

実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/25   2/25 

実績 
0/0 

(2/10) 

 0/0 

(2/10) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/25 2/60  4/85 

実績 
0/0 

(2/10) 

0/0  0/0 

(2/10) 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

日本側参加者数  

    25  名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

   11  名 （１３－２ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（   ）側参加者数 

     名 （１３－３ 相手国（  ）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

新規な 3 次元レーザーナノ加工技術の開発と、そのための感光性ナノ

コンポジット材料の開発を行った。特に、金属ナノ粒子とポリマーのコ

ンポジット材料の開発と、粒子の位置・配向制御技術を探索し、新奇プ

ラズモニック構造の作製を目指した。金属ナノ粒子には、780nm 付近

に共鳴波長を有する金属ナノロッドに焦点を絞り、ポリメチルメタクリ

レート樹脂に分散したコンポジットを作製した。8 月に米国サンディエ

ゴで開催された SPIE Optics+Photonics 2012 国際会議、2 月に開催さ

れた SPIE Photonics West 2013 国際会議にて、日本側研究者と中国側

研究者が一堂に会し、最新の研究成果を共有するとともに、国際学会の

場で発表した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

中国科学院では金属・半導体ナノ粒子、さらにそれらのポリマーコン

ポジットの作製技術があり、日本側が有するナノフォトニクス技術との

融合により加工分解能の革新的向上と機能性ナノ構造の開発を目指し

た。具体的には、フェムト秒レーザー光照射による金ナノロッドの光凝

集・配列と、光重合反応による金ナノロッド凝集体の固定・定着を同時

に誘起することに成功し、3 次元の金属ナノロッド凝集構造体を作製す

る原理を開発した。この技術は、プラズモニクスに基づくナノフォトニ

クスデバイス開発に高い有用性が期待できる。 
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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 27 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, 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 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/10  1/10 

実績 0/0  0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/10   1/10 

実績 
0/0 

(1/1) 

 0/0 

(1/1) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/10   1/10 

実績 
0/0 

(1/1) 

  0/0 

(1/1) 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

日本側参加者数  

  12  名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

  11  名 （１３－２ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（   ）側参加者数 

     名 （１３－３ 相手国（  ）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

本年度では、蛋白質の機能を生体可視化するための蛋白質標識技術の

開発に取り組んだ。生体組織や動物個体における蛋白質イメージングに

おいて、長波長蛍光標識プローブは、光透過性の観点から極めて有用で

ある。これまでに開発したプローブが 520 nm 付近の蛍光を放つことか

ら、より長波長の Cy3（570 nm 付近）と Cy5（670 nm 付近）を色素

として組み込んだプローブを開発した。研究交流活動において情報交換

することによって、プローブ設計に役立て、研究プロジェクトを推進さ

せた。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

プローブは設計指針通り長波長化し、異なる蛍光波長を有するプロー

ブにより、細胞膜蛋白質をマルチカラーでイメージングすることに成功

した。さらに、Cy5 を導入したプローブは、標識に伴い蛍光波長が増大

し、洗浄操作を行わなくても高い S/N 比で生細胞中の蛋白質をイメージ

ングすることができるようになった。この Cy5 型蛍光プローブにより、

動物体内のように洗浄のできない実験系において、特異的に蛋白質を標

識し動態を解析することが可能になると期待される。 
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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）異方性メタマテリアルとその高効率 THz 光源への応用 

（英文）Three dimensional split-ring resonators fabricated by metal 

stress-driven assembly method 

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,  

Research Center for Applied Sciences, Academia Sinica,  

Director, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 台湾  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/10  2/10 

実績 0/0  0/0 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 
2/90 

(2/90) 

  2/90 

(2/90) 

実績 
1/92 

(1/111) 

 1/92 

(1/111) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 
2/90 

(2/90) 

2/10  4/100 

(2/90) 

実績 
1/92 

(1/111) 

0/0  1/92 

(1/111) 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

日本側参加者数  

   6  名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（  ）側参加者数 

     名 （１３－２ 相手国（  ）側参加研究者リストを参照） 

（台湾）側参加者数 

  38  名 （１３－３ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

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

学特性の評価を目的とする共同研究を実施した。この研究プロジェクトでは

特に、Tsai教授の研究室で開発された、金属材料に働く応力を利用した3次

元金属ナノ構造の自己組織化作製技術を、理研田中メタマテリアル研究室

で設計した光学領域で動作するメタマテリアルの実現に応用する事を目的と

した研究を行った。メタマテリアルの作製では、理研のナノファブリケーション

施設を活用し、電子線ビーム描画法とドライエッチングプロセスを利用して 

3 次元金属ナノ構造の試作を行った。また、試作したサンプルの光学特性の

評価には、理研田中メタマテリアル研究室にある分光計測設備を利用した。

また、これらの実験と平行して、理研のグリッドコンピュータを利用して大規模

な電磁界シミュレーションを行うことで、得られる光学測定結果の数値解析に

取り組んだ。これらの共同研究を実施するために、Tsai教授研究室の研究員

である Che-Chin Chen氏を招聘した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

H24 年度は、メタマテリアルの基礎的な加工技術の条件出しを中心に実

験を進めた。試作した試料の光学特性を広帯域 FT-IR を用いて測定し、そ

の結果を加工法にフィードバックすることで、加工条件の最適化と高い再現

性を実現することに成功した。そして、中赤外領域で動作し、光の偏波方向

に依存しない、等方的な特性を持つ 3 次元メタマテリアルのプロトタイプを試

作した。 
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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, Instrument Technology Research Center, 

National Applied Research Laboratories, the Director 

General and Distinguished Researcher, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 台湾 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/8 0/0 2/8 

実績 0/0 1/4 1/4 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/10   1/10 

実績 
0/0 

(1/1) 

 0/0 

(1/1) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画  (1/5)    (1/5) 

実績  (0/0)  (0/0)  (0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 
1/10 

(1/5) 

2/8 0/0 3/18 

(1/5) 

実績 
0/0 

(1/1) 

0/0 1/4 1/4 

(1/1) 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

日本側参加者数  

  55   名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

   1  名 （１３－２ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（台湾）側参加者数 

  38   名 （１３－３ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

平成 24 年 4 月 26 日、大阪大学フォトニクスセンター滞在中の中国科

学院 理化技術研究所・段宣明教授と井上康志・大阪大学大学院生命機

能研究科・教授がこれまでの検討事項の報告と今後の研究方針、スケー

ジュールについて議論した。 

平成 25 年 2 月 5 日に、大阪大学フォトニクスセンター滞在中の段宣

明教授と双方の検討事項について議論を行った。 

平成 25 年 9 月 15 日及び 16 日に開催された S-2 アジア学生フォトニ

クスカンファレンスに、森村皓之らが出席し、研究紹介や学生間の研究

ネットワークの構築を行った。 

平成 25 年 9 月 18 日及び 19 日に開催された S-1 ナノフォトニクスシ

ンポジウムにおいて、国家実験研究院 儀器科技研究中心および国立台

湾大学教授 蔡定平コーディネーターと井上及び石飛秀和がナノプラ

ズモニクス計測研究の進展について議論した。 

 平成 25 年 3 月にラバトにおいて開催された S-3 シンポジウムに井上

が出席し、バイオフォトニクスの今後の展開について議論を行った。 

 平成 25 年 3 月 11 日～14 日に、台湾・新竹に宮田将司が訪問し、国

家実験研究院 儀器科技研究中心 Po-Kai Chiu研究員と微細金属構造作

製に関する議論を行った。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

昨年度検討を行った蛍光性金属ナノマテリアル合成過程を一部見直

し、反応温度、還元剤、溶媒、pH、の検討および錯体形成過程のモニ

タリング等を行うことで、蛍光波長の長波長化を実現した。また、金ナ

ノダイマーによる生体分子のダイナミクス計測おいて、データ解析を行

い、新たな知見を得るとともに、生体分子のカイネティクスナノ計測の

リアルタイム化への展開について、検討を行った。 

また、平成 25 年 3 月に行った共同研究では、儀器科技研究中心の最先

端蒸着装置を用い、~10nm 程度の膜厚を有する銀薄膜の作製に成功し

た。また、AFM 及び TEM を用いた膜質の分析を行い、金属ナノ光回

路への展開について検討した。 
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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, Instrument Technology Research Center, 

National Applied Research Laboratories, the Director 

General and Distinguished Researcher, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 台湾  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  5/30  5/30 

実績 0/0  0/0 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 4/16   4/16 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/16 5/30  9/46 

実績 0/0 0/0  0/0 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

日本側参加者数  

  11  名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（  ）側参加者数 

      名 （１３－２ 相手国（  ）側参加研究者リストを参照） 

（台湾）側参加者数 

  38  名 （１３－３ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

プラズモンデバイスと電子デバイスを組み合わせた電子—光混成型

の集積回路の要素技術を開発するために、プラズモンを用いたミクロン

からサブミクロンサイズの光情報通信および情報処理デバイスの技術

要素に関する下記の交流を行った。 

 

応用物理学会の OSA ジョイントセッション（愛媛 9月開催）およびAsia 

Student Photonics Conference (ASPC-2012)（大阪 9 月開催）を利用し

学生を中心としてプラズモン導波型デバイスと局在プラズモン利用デ

バイスに関する意見交換と共同研究の進め方に関する意見交換を行っ

た。 また、Nanophotonics in Asia2012（金沢 9 月開催）にて、サブ波

長幅を有するプラズモン導波デバイスのためのインターフェースデバ

イス、およびプラズモン導波構造を用いた高速変調デバイスに関する現

状認識とデバイス設計指針に関する意見交換および、今後の交流につい

ての打ち合わせを行った。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

サンプル作製、光学実験、理論検討に関して、おおよその役割分担を

定めた。より精度の高い試料作製方法に関していくつかの提案を相互に

行い、その結果、これまでより欠陥の少ない作製方法を実現することが

できた。インターフェースデバイスおよび高速変調デバイスの設計に関

しては、当面現在の誘電体導波路を用いた各種デバイスの設計を参考に

研究を進めることになった。また、次年度に徳島大側から教員と学生の

台湾訪問を数名程度実施すること、台湾側からの徳島大訪問の実現をす

ることを確認した。 
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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・大阪大学工学研究科・教授 

（英文）Masanori Ozaki, 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 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 台湾 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/10 0/0 1/10 

実績 0/0 0/0 0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/15  0/0 2/15 

実績 
0/0 

(3/3) 

0/0 0/0 

(3/3) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/15 1/10 0/0 3/25 

実績 
0/0 

(3/3) 

0/0 0/0 0/0 

(3/3) 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

日本側参加者数  

  28   名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

   2  名 （１３－２ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（台湾）側参加者数 

   1  名 （１３－３ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

平成24年4月24日、大阪大学フォトニクスセンター滞在中の中国科学

院 理化技術研究所（TIPC）・段宣明教授と尾崎雅則・大阪大学大学院

工学研究科・教授が、フォトニクスセンタープログラムコーディネータ

岩崎裕教授を交えて、今年度の研究の方針とスケージュールについて議

論した。  

 平成24年6月5日、TIPC段教授が大阪大学を訪問し、TIPCにて開発の

無機ナノピラーの有機薄膜太陽電池への応用に関して、尾崎教授と意見

交換と具体的な研究内容に関して議論を行った。すなわち、TIPCの開

発するナノピラー、ナノ粒子を導入するにあたって、最適な材料構成、

デバイス構造を議論し、さらに、その導入プロセスに関して解決すべき

問題点についても議論を行った。 

 平成 25 年 2 月 12 日、阪大滞在中の段教授と TIPC 大学院生 Mei-Lin 

Zhang の尾崎研究室受け入れに関して協議した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

中国科学院 理化技術研究所（TIPC）が開発している金属・半導体ナ

ノ粒子、ナノピラーを、日本側が開発している有機薄膜太陽電池に導入

するための共同研究を行った。特に、平成 24 年度は、無機ナノピラー

と有機薄膜太陽電池とを融合するためのデバイス構造と作製プロセス

に関して検討を行い、問題点の顕在化を行うことができた。その結果、

TIPC 側では厚さ数百 nm 以下のサイズで長さの均一なナノピラーの開

発方法の検討に注力した。また、大阪大学側では、ナノ構造との親和性

の高い自己組織性を有する液晶性フタロシアニンをベース材料とする

薄膜太陽電池の開発に注力した。特に、導入する無機ナノピラーと効率

的な電荷移動の起こる電子状態の検討を行い、また、溶媒効果、添加材

混合効果などの作製プロセスの検討を行った。これにより、次年度での

TIPC からの研究員の受け入れに必要な基礎的知見の明確化が可能とな

った。 
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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・大阪大学工学研究科・准教授 

（英文）Katsumasa Fujita, 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 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 台湾  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/60  2/60 

実績 1/86 

(1/1) 

 1/86 

(1/1) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 2/90   2/90 

実績 4/305  4/305 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/90 2/60  4/150 

実績 
4/305 

(0/0) 

1/86 

(1/1) 

 5/391 

(1/1) 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

日本側参加者数  

  26  名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（台湾）側参加者数 

     名 （１３－２ 相手国（  ）側参加研究者リストを参照） 

（台湾）側参加者数 

   5  名 （１３－３ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

平成 24 年度は、金属ナノ粒子プラズモニックな非線形光散乱を利用

した超解像観察技術において、非線形な散乱の誘起と、それを顕微鏡に

適用した際の結像特性の実験的な検証を行った。台湾から日本への学生

の派遣では、光散乱特性の観察に必要な、波長可変なパルスレーザー光

源の開発、および、パルスレーザー光の照射による光散乱応答の測定を

行った。また、高強度のレーザー光を金属ナノ粒子に照射した際の光電

場の振る舞いを見積もるためのシミュレーションを行った。日本から台

湾への学生の派遣では、プラズモニックな光散乱の制御を目的とした、

多波長励起超解像顕微鏡の光学系の構築を行った。これに加え、日本側、

および台湾側の研究代表者が、それぞれ、10 月および 8 月に相手国を

訪問、また、2 月には米国で開催された国際会議への参加を利用して、

それぞれの研究の進捗状況について確認し、今後の研究の進め方につい

て議論を行った。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

まず、日本側では、高強度のレーザー光照射時の光散乱の振る舞いを

観察するために必要な波長可変のパルスレーザーについては、フォトニ

ッククリスタルファイバーからの白色パルス光発生と光パラメトリッ

ク発振との利用を検討した。その結果、安定して高い発振強度が得られ

る光パラメトリック発振の利用が、本研究で必要な実験条件を満たすこ

とが分かった。波長の選択範囲が、白色パルス発生に比べ、狭くなって

しまうが、試料となる金ナノ粒子のプラズモン共鳴波長域をカバーする

には十分であった。この光源を用いて金ナノ粒子からの非線形な散乱光

を計測した結果、予想よりも高い強度のレーザー照射において顕著な非

線形効果が現れた。金属ナノ粒子近傍の光電場の振る舞いを、材料の非

線形応答を考慮した FDTD 法により解析したが、上記の実験結果の理

解には至らず、次年度の研究課題となった。 

 台湾側では、複数波長での超解像観察が可能な飽和励起光学系の構築

を行った。顕微鏡の構築は順調に進み、次年度には、非線形な光散乱の

波長依存性と、そのナノ粒子表面の局在を構築した顕微鏡で観察するこ

とになった。 
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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 27 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・大阪大学工学研究科・准教授 

（英文）Katsumasa Fujita, 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 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 台湾  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/10  1/10 

実績 0/0  0/0 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 1/10   1/10 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/10 1/10  2/20 

実績 0/0 0/0  0/0 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

日本側参加者数  

  10  名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（  ）側参加者数 

      名 （１３－２ 相手国（  ）側参加研究者リストを参照） 

（台湾）側参加者数 

   1  名 （１３－３ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

台湾側で作成した蛍光性ナノダイアモンドにおける蛍光発光特性の

評価を行った。また、Huang 教授と藤田准教授が 2013 年 2 月にサンフ

ランシスコにおいて、これまでの研究と将来展望について議論した。 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

高強度の励起光下においても高い光安定性を示す事を確認できた。し

かし、ナノダイアモンドに照射する励起光の強度を上げるに従い、光放

射圧によるナノダイアモンドの移動が顕著になり、非線形光学応答の誘

起による高空間分解能観察が困難になるという結果が得られた。このた

め、現在のナノダイアモンドを、高い空間分解能での顕微観察へ適用す

るのは容易では無く、蛍光発光特性の異なるナノダイアモンド粒子の作

製が必要であるという結論に至り、今後は研究者の相互派遣は行わずに

試料交換で研究を進展させることとなった。 
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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・教授 

（英文）Eiichi Tamiya, 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 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 台湾  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1/10  1/10 

実績 0/0   

台湾 

<人／人日> 

実施計画 1/60   1/60 

実績 
0/0 

(1/60) 

 0/0 

(1/60) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/60 1/10  2/70 

実績 
0/0 

(1/60) 

0/0  0/0 

(1/60) 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

日本側参加者数  

  19  名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（  ）側参加者数 

     名 （１３－２ 相手国（  ）側参加研究者リストを参照） 

（台湾）側参加者数 

   2  名 （１３－３ 相手国（台湾）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動 

 台湾の Academia Sinica, Reserch Center for Applied Sciences の

Dr.Kuang-Li Lee が大阪大学に 2 ヶ月滞在し、民谷研究室と共同研究を

実施した。 

金沢で開催された 7th Photonics Center Symposium に

Prof.Pei-Kuen Wei が招待講演するとともに、プラズモニックバイオチ

ップの関する研究討論を実施した。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

 Dr.Kuang-Li Lee が大阪大学に滞在し、独自に開発した金のナノスリ

ット構造を有するナノプラズモニックチップ（ACS Nano, 2012,6,2931) 

を用いた免疫センサーへの応用について検討した。特に、抗体を金スリ

ット上に配置する化学修飾法を種々検討し、これを用いて対象物に対す

る感度や応答速度などの特性を評価した。 
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８－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

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 

「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”」 

（英文）JSPS Asian CORE Program  

“ Seventh Photonics Center Symposium 

“Nanophotonics in Asia 2012”  

開催期間 平成 24 年 9 月 17 日 ～ 平成 24 年 9 月 19 日（3 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、金沢市、金沢エクセルホテル東急 

（英文）Kanazawa Excel Hotel Tokyu, Kanazawa, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）河田 聡・大阪大学・教授 

（英文）Satoshi Kawata・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 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  日本  ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 23/68 

B. 0/0 

C. 41/119 

 

中国 

<人／人日> 

A. 14/54 

B. 0/0 

C. 5/19 

 

台湾 

<人／人日> 

A. 2/6 

B. 0/0 

C. 8/24 

イタリア 

(日本側参加研究者) 

<人／人日> 

A. 1/5 

B. 0/0 

C. 0/0 

韓国 

(日本側参加研究者) 

<人／人日> 

A. 1/3 

B. 0/0 

C. 0/0 

モロッコ A. 0/0 
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(日本側参加研究者) 

<人／人日> 

B. 0/0 

C. *11/3 

 

合計 

<人／人日> 

A. 41/136 

B. 0/0 

C. 55/165 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計

しないでください。） 

*1モロッコ(日本人側参加研究者)が S-1 セミナーに引き続き、研究者交流も行った為、 

 8-3 研究者交流の人数(2)の中にも重複して計上されております。 

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、とりわけナノスケールの構造を持った金属と光の相互作用を

対象とするプラズモニクスは、物質の光学的性質、電磁場（光）、

ナノ構造という 3 要素が織りなすこれまでにない未知の現象や新

奇な特性の無限の宝庫であり、先端的な研究領域である。応用展開

例は、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で、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、LED と半導

体ナノ粒子を用いた高効率で高感性・高機能の新しい照明、大容量

記録再生装置、プラズモニクスを導入した高効率有機薄膜太陽電池

などを実現し生活革新をもたらす。先進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つつある。 

本セミナーでは、昨年度の日本、中国、台湾でのナノフォトニク

ス全般をテーマとしたセミナーをベースに、3 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」9 共同研究の中でも特にライフイノベーションで重

要なバイオメディカルフォトニクスに焦点を当て、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。引き続き各拠点

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

ーク強化を行う。 

セミナーの成果 フォトニクスは 21 世紀の物理、化学、電気工学、生物、医学の基

盤となり、先進ナノフォトニクスは、従来の光の限界を超えフォト

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。先進ナノ

フォトニクスの 3 テーマ「プラズモニクス・ナノフォトニクス研
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究」、「光材料とナノ加工」、「プラズモニックデバイス」、9 共同研

究のうち特にバイオメディカルフォトニクスの成果の交流、研究を

推進するために、13 の講演と、主に若手研究者、学生の 51 件のポ

スター発表が行われた。本シンポジウムの焦点のバイオメディカル

フォトニクスについては、生物医学工学、ナノイメージング、光プ

ローブ、顕微鏡の各分野の研究者が一堂に会して講演・議論が行わ

れ、診断、バイオセンサー、健康管理、医用器機、人工視覚、治療

に関して多面的、立体的に議論が深められたことは大きな成果であ

った。プラズモニクス/ナノフォトニクスのセッションでは、最新

研究成果が発表され、これらがバイオメディカルフォトニクスにつ

いても研究基盤として非常に重要であることが理解された。 

ベストポスター賞は、共同研究 R-7 に参加中の国立台湾大学学生

Hsuan LEE 君、大阪大学学生 Harsono CAHYADI 君、神戸大学今

北助教が受賞した。タイトルは、それぞれ 

 “Super-Resolution Imaging by Saturable Scattering of Single 

Gold Nanoparticle” 

“Detection of Intracellular Lipid Accumulation Using Fast 

Spectral CARS Imaging” 

“Control of Photonic Mode Density inside a Core of a 

Multi-Layered Sphere as a New Three Dimensional Photonic 

Crystal”であった。 

本セミナーにより、拠点事業の目標の共有、各拠点機関、協力機

関等の研究者、大学院生の研究交流により、研究課題の推進、フォ

トニクスネットワークの形成事業の加速・推進がなされた。 

セミナーの運営組織 Chairperson: 大阪大学 河田聡教授 

Co-chairpersons: 

Din Ping Tsai, Instrument Technology Research Center, 

National Applied Research Laboratories, Professor 

Xuan-Ming Duan, Technical Institute of Physics and Chemistry, 

Chinese Academy of Sciences, Professor 

実行委員長：大阪大学 高原淳一教授 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費         金額 1,581,080 円 

   外国旅費             95,961 円 

   会 議 費           1,036,453 円 

      そ の 他              5,162 円 

                合計 2,718,656 円  

（中国）側 内容 外国旅費              
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（台湾）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 

「アジア学生フォトニクスカンファレンス 2012」 

（英文）JSPS Asian CORE Program  

“Asia Student Photonics Conference 2012“ 

開催期間 平成 24 年 9 月 15 日 ～ 平成 24 年 9 月 16 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、大阪、大阪大学フォトニクスセンター 

（英文）Photonics Center Osaka University, Osaka, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）河田 聡・大阪大学・教授 

（英文）Satoshi Kawata・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 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  日本  ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 

A* 

9/18 

21/42 

B. 0/0 

C*. 18/36 

 

中国 

<人／人日> 

A. 14/42 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

台湾 

<人／人日> 

A. 5/19 

B*. 2/4 

C. 0/0 

イタリア 

(日本側参加研究者) 

<人／人日> 

A. 1/4 

B. 0/0 

C. 0/0 

アメリカ 

(日本側参加研究者) 

<人／人日> 

A. 1/7 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

合計 

<人／人日> 

A. 

A* 

30/90 

21/42 

B*. 2/4 
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C*. 18/36 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計

しないでください。） 

注 1）A*、B*、C*は旅費の支出は発生せず、会議費のみ支出。 

セミナー開催の目的 理系学生にとって若い頃の同世代のつながりは、将来的に共同研

究や意見交換を行いやすくし、その結果として科学に大きく貢献す

るアイデアや発見をもたらす可能性がある。このつながりが特に求

められている領域として、フォトニクスが挙げられる。 

 「21 世紀は光の時代」と言われるように、LED や太陽電池、医

療現場などでも光技術が用いられており、近年フォトニクスが重要

なものとなっている。しかし、一言にフォトニクスと言っても、医

学・生物・化学・電気工学など様々な分野と密接に絡み合っており、

そのフィールドは広い。フォトニクスに関連した様々な分野を専攻

している学生同士がつながりを持つことは、フォトニクス領域全体

を発展させることにつながる。特に他大学・他国間の学生のつなが

りは、同じフォトニクス領域であってもお互いに異なる分野や考え

を持っていることが多いため、非常に有効である。 

 本セミナーでは、先に述べたようにフォトニクス領域で活動する

学生間の国際的な強いつながりを構築することを目的とする。中

国・台湾・日本の理系学生を招待し、科学的ディスカッションや研

究発表などを通して国際交流を深める。また、最先端のフォトニク

スに関する招待講演を行い、深い知識を得ると共に各国間でディス

カッションを行う。 

 

 

セミナーの成果 国間の隔たりなくほぼ全ての参加者と友好的な関係を築くこと

ができた。ワークショップなど、会話し議論するセッションを多く

組み込んだことが、効率的なネットワーク作りに繋がり、現在もメ

ールやソーシャルサイトなどで引き続き連絡を取り合うことがで

きている。また、これまでネットワーク作りに関心のなかった参加

者にも興味をもってもらうことができ、学生間ネットワーク作りの

キックオフとなる国際学会となった。 

このような学生カンファレンスは世界でも例が少なかったが、こ

れをきっかけに、今後もこういった学生主体で企画運営する活動が

広がることが期待され、国際的に活躍できる人材育成にも貢献する

ことができた。 
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セミナーの運営組織 委員長: 大阪大学 河田聡教授 

実行委員長：馬越 貴之 大学院博士後期課程 

実行副委員長：大橋 慶郎 大学院博士後期課程 

教員相談役：大阪大学 武安伸幸講師 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費         金額  796,060 円 

   外国旅費             354,816 円 

   会 議 費             215,250 円 

      そ の 他              28,751 円 

                合計 1,394,877 円  

（中国）側 内容 外国旅費              

 

 

（台湾）側 内容 外国旅費              
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整理番号 S－3 

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 

「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」 

（英文）JSPS Asian CORE Program Workshop  

"Fundamentals and Applications of Nanophotonics, 

Photovoltaics and Bio-photonics" 

開催期間 平成 25 年 3 月 7 日 ～ 平成 25 年 3 月 8 日（ 2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）モロッコ、ラバット、モロッコ財団先端科学イノベーショ

ン研究拠点 フォトニクスセンター 

（英文）Photonics Center, Moroccan Foundation for Advanced 

Science, Innovation and Research (MAScIR), 

    Rabat, Morocco 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）河田 聡・大阪大学・教授 

（英文）Satoshi Kawata・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）Zouheir SEKKAT 

    Photonics Center, Moroccan Foundation for Advanced 

Science, Innovation and Research (MAScIR), Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  モロッコ  ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. *26/32 

B. 0/0 

C. 1/6 

 

中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

台湾 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 0/0 

モロッコ 

(日本側参加研究者) 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 1/2 

 

合計 

A. 6/32 

B. 0/0 
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<人／人日> C. 2/8 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計

しないでください。） 

*2日本人側参加研究者がモロッコに於いて研究者交流に引き続き、S-3 セミナーにも参加し

た為、8-3 研究者交流の派遣元：日本-派遣先：モロッコの欄にも同一人物が計上されて

おります。 

 

セミナー開催の目的 本アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点では、ナノフォトニ

クス分野において世界的レベルでアジアにおける中核的な研究交

流拠点の構築と、次世代の中核を担う若手研究者の育成を目的とし

て、平成 23 年度より事業を推進している。モロッコ側の主催者

Zouheir SEKKAT 教授は、分子配向 光異性化 非線形光化学、フ

ォトクロミック色素の光誘起分子配向過程、フォトクロミズム、分

子配向、ポリマーフィルム、そしてプラズモニクスの研究者で、日

本側協力研究者として本アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠

点事業の推進に貢献することが期待されている。これまでにも、河

田大阪大学拠点コーディネーターとの共同研究の実績もあり、大阪

大学フォトニクス研究センターと MAScIR フォトニクスセンター

との間に共同研究協定を結んでいる。モロッコは国を挙げてフォト

ニクス研究を推進している。本セミナーでは、モロッコ、日本、中

国、台湾からの研究者や学生が、一堂に会し研究交流を進める。 

セミナーの成果 本セミナーをモロッコで開催することにより、各国参加研究者の

間で、モロッコでの豊富な太陽エネルギー資源を活用したモバイル

太陽電池やアジア・アフリカを含む地域の福利向上のためのバイオ

センサーなどのバイオフォトニクス研究開発など地域の特性を活

かしたナノフォトニクス研究の交流が実現できた。また、多くの若

手研究者、学生が参加し、世界的に活躍している科学者と若手研究

者/学生が研究交流する機会が与えられ、次世代の中核を担う若手

研究者の育成に貢献した。今後の若手研究者/学生の世界的なレベ

ルのフォトニクスネットワーク形成が期待される。また、各国参加

者の円卓会議でアジア研究教育拠点事業と日本・モロッコフォトニ

クス研究の今後の発展について有益な議論を行った。さらに、フォ

トニクスセンターを含むモロッコ財団先端科学イノベーション研

究拠点の研究施設の見学会が行われ、同国の先進的研究開発拠点の

状況がつぶさに紹介された。 

本ワークショップ開催に当たり、モロッコ側のフォトニクス研究
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によるイノベーションの期待は非常に大きく、強い関心が集まって

いた。 

なお、当初実施計画段階で参加を予定していた中国及び台湾の研

究者はビザ取得が間に合わないなどの理由で、残念ながら実現でき

なかった。また、計画外で、アフリカで指導的な研究開発を展開し

ている南アフリカの主導的なフォトニクス研究者が参加した。 

セミナーの運営組織 Chairperson: Zouheir SEKKAT, Photonics Center, Moroccan 

Foundation for Advanced Science, Innovation and Research 

(MAScIR), Professor, Director of MAScIR -Photonics Center 

Co-chairperson:  大阪大学 河田聡教授 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費         金額    42,170 円 

   外国旅費            2,361,700 円 

      そ の 他              127,157 円 

                合計 2,531,027 円  

(モロッコ)側 内容 会議費              

 

 

（  ）側 内容                     
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

台湾 

<人／人日> 

モロッコ 

(第 3国) 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 1/2 0/0 1/2 

実績 
0/0 

(1/3) 

1/3 

(3/7) 

1/3 2/6 

(4/10) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 0/0 0/0 

実績 (4/12) 0/0 0/0 (4/12) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 0/0 

実績 1/39 0/0 0/0 1/39 

モロッコ 

(日本側参加

研究者) 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 
0/0 

(2/13) 

0/0 

 

0/0 

 

0/0 

(2/13) 

合計 

<人／人日> 

実績 0/0 0/0 1/2 0/0 1/2 

実績 
1/39 

(6/25) 

0/0 

(1/3) 

1/3 

(3/7) 

1/3 

 

3/45 

(10/35) 

②  国内での交流       1/1    人／人日 

 

 

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 

国立台湾大学 

Student 

HUANG 

Kai-Chih 

日本・大阪 

大阪大学 

平成 25 年 

1 月 15 日 

～ 

2 月 22 日 

日台の相補的な研究能力を組み合わせた

急いで進めるべき有意義な共同研究とし

て合意した為、共同研究テーマに挙げてい

ないが、研究者交流で実施した。 

生体試料中を流動する金ナノ粒子とそれ

による超解像増強ラマンスペクトルの同

時追跡測定（日本）とそれらのデータから

生体内 3次元情報を得るソフトウエア（台

湾）の組み合わせによる共同研究。実 

際ヒーラ細胞及びマイクロファージで細

胞内の分子の分布の測定に成功した。 
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神戸大学大学院

工学研究科 

教授 

林 真至 

日本・大阪 

大阪大学 

平成 25 年 

2 月 13 日 

大阪大学フォトニクスセンター内で開

催されたアジア先進ナノフォトニクス

研究教育拠点・推進委員会に出席し、今

後の研究交流活動方針や、現段階での問

題点について協議した。 

神戸大学大学院

工学研究科 

教授 

林 真至 

モロッコ 

ラバト 

MAScIR 

平成 25 年 

3 月 4 日 

～ 

3 月 6 日 

MAScIR に於いて、Prof. SEKKAT 及び

グループの研究者、学生とプラズモニク

ス関連のトピックに関して討論、意見交

換を行い、本事業の共同研究に関して打

ち合わせを行った。 

大阪大学大学院

工学研究科 

教授 

高原 淳一 

台湾・台北 

The Grand 

Hotel 

平成 25 年 

3 月 26 日 

～ 

3 月 28 日 

国際学会 PIERS2013 に参加し、招待講

演・成果発表を行った。 
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９．平成２４年度研究交流実績総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

台湾 

<人／人日> 

モロッコ 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  6/88 12/122 6/24  24/234 

実績 0/0 

(1/3) 

3/93 

(4/8) 

6/35 

(1/6) 

 9/128 

(6/17) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 
26/120 

(14/42) 

 0/0 

(0/0) 

0/0 

(1/4) 

 26/120 

(15/46) 

実績 
14/96 

(16/46) 

0/0 

(0/0) 

0/0 

(0/0) 

 14/96 

(16/46) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 
21/299 

(17/137) 

0/0 

(0/0) 

 0/0 

(1/4) 

 21/299 

(18/141) 

実績 
11/461 

(10/195) 

0/0 

(0/0) 

0/0 

(0/0) 

 11/461 

(10/195) 

モロッコ 

(日本側 

参加研究者) 

<人／人日> 

実施計画       

実績 

 

(2/16) 

    

(2/16) 

イタリア 

(日本側 

参加研究者) 

<人／人日> 

実施計画       

実績 

1/9    1/9 

アメリカ 

(日本側 

参加研究者) 

<人／人日> 

実施計画       

実績 

1/7    1/7 

韓国 

(日本側 

参加研究者) 

<人／人日> 

実施計画       

実績 

1/3    1/3 

合計 

<人／人日> 

実施計画 
47/419 

(31/179) 

6/88 12/122 6/24 

(2/8) 

 71/653 

(33/187) 

実績 
28/576 

(28/257) 

0/0 

(1/3) 

3/93 

(4/8) 

6/35 

(1/6) 

 37/704 

(34/274) 

 

※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。） 
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※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（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

104／251   <人／人日>  33／87  <人／人日> 
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１０．平成２４年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 3,398,530  

外国旅費 2,956507  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 1,951,294  

その他経費 
1,265,051 

 
 

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

148,618  

計 9,720,000  

委託手数料 972,000  

合  計 10,692,000  

 

１１．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 0 1/75 

第２四半期 2,010,272 57/456 

第３四半期 2,980,261 2/178 

第４四半期 4,729,467 10/82 

計 9,720,000 70/791 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

中国             150,000[RMB]       2,271,225 円相当 

台湾      750,000[NTD]    2,505,000 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。 


