
様々な人材・企業が集い
イノベーションを加速させる場

大阪大学 フォトニクスセンター



フォトニクスセンターへのご招待

フォトニクスキャナリーで、私たちと共に、
新しいフォトニクス製品を生み出しましょう！
いまフォトニクス・光学技術を駆使した画期的な製品が次々に生まれています。

阪大フォトニクスセンターは、フォトニクス・光学技術に関連するイノベーション創出を目指し、

フォトニクスに関連する企業等と連携・融合し、研究開発を推進しています。

とくに、大学発のフォトニクス、光学技術を製品化や起業するプロジェクト等への支援を積極的に行い、

研究成果を社会へ還元することを進めています。

そのため、試作品やプロトタイプを容易に作製することができるように、

光学設計や構造設計のソフトウェア、3Dプリンター、NC 加工装置、

微細加工装置、評価・分析装置など共用装置の充実を図っています。

大阪大学のフォトニクス技術に興味のある方、また私たちが整備したこのフォトニクスキャナリーで

これまでにない新しいフォトニクス製品を生み出したい方は、

是非とも、フォトニクスセンターのパートナーにご参加いただき、

私たちと共に新しい産業と市場を生み出していきましょう！

はじめに

フォトニクスセンター長

井上 康志
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大阪大学フォトニクスセンターは広い分野にまたが

るフォトニクス関連の研究室や企業で構成された

バーチャルな学内組織として活動していましたが、

2011年4月、ついにフォトニクスセンタービルとして、

実際にフォトニクスの拠点が完成いたしました。

最新の設備を備えたセンタービルでは現在様々な

バックグラウンドを持つ研究室・企業が集い研究を進

めていますが、一般の研究所の様にただ研究だけを

進めるのではなく、ここから製品・企業をどんどん

生み出そうと積極的に活動しています。

この動きを加速するため、フォトニクスセンター

では研究設備の他に評価・プロトタイプ製造まで行

える設備をフォトニクスキャナリーとして整備し、

それを運用するための仕組みを整えました。また

有機的なコラボレーションが生まれる事を目指し

て様々なイベントやセミナー等つながる機会を提

供しています。

フォトン（Photon）は荷電粒子のエレクトロンと異な

り、大気中、水中、生体内を自由に伝播する人と環境

に優しいメッセンジャー・プローブです。

フォトニクスは医療やバイオ、物理、化学や環境、電

気、通信、エネルギーなど様々な学問分野に関連して

います。また、光で微細なものを見る・調べる・加工

する技術は既存の様々な技術・デバイスと親和性が

あり、無限の可能性を秘めた分野であることから、

フォトニクス技術は 20 世紀を支えたエレクトロニク

ス技術を継いで 21 世紀の科学と産業と社会を担う

技術としていま脚光を浴びています。

フォトニクスセンターについて

フォトニクス
とは？
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フォトニクスセンターにはメンバーとして、基礎か

ら応用まで幅広く様々な分野でフォトニクスに関わ

る 22 の研究室が参画しています。また企業からは大

企業から中小、ベンチャー企業までこちらも様々な

分野から現在 15 社にメンバーとして参画していただ

いております。従来の 1 研究室対 1 企業の連携で

はなく、これら様々な研究室、またメンバー企業

同士で情報交換し、必要に応じて様々なコラボレー

ションを進めていけるところがフォトニクスセン

ターの強みです。

3D 光造形　

中野貴由研究室

口腔治療学
教室

村上伸也研究室

生体フォトニクス

スミスニコラス
研究室

ナノメカニクス

菅原康弘研究室

超精密加工　

山内和人研究室

生体光計測

出口真次研究室

ナノスペクトロ
スコピー
バルマ・プラブハット
研究室

感覚機能
形成学教室

不二門尚研究室

シングルサイト
光触媒の
設計と応用
山下弘巳研究室

フォトニクス
バイオ

菊地和也研究室

分子
フォトニクス

尾崎雅則研究室

バイオデバイス

民谷栄一研究室

半導体ナノ機能
デバイス

藤原康文研究室

ナノ機能
マテリアル合成

桑畑進研究室

プラズマ
フォトニクス

北野勝久研究室

ナノフォトニクス

河田聡研究室

磁性情報
ナノフォトニクス

中谷亮一研究室

機能性結晶

森勇介研究室

プラズモニック
導波路の
物理と機能
高原淳一研究室

ナノバイオ
フォトニクス

井上康志研究室

ナノチューブ
デバイス

片山光浩研究室

ナノマテリアル

小林慶裕研究室

シャープ
株式会社

株式会社
三菱化学科学技術
研究センター

IDEC 株式会社

ナノフォトン
株式会社

コニカミノルタ
株式会社

株式会社
島津製作所

日東電工
株式会社

株式会社創晶

ヤマトエスロン
株式会社

株式会社 LIXIL

新明和工業
株式会社

メンバー
紹介

株式会社
アルゴ

三菱電機株式会社
先端技術
総合研究所

上野製薬
株式会社

ジュラロン工業
株式会社
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共用装置
これまでバーチャルだったセンターに実際の拠点が出来た

ことを機に、現在ではセンターを「次々に新しい製品を生

み出す缶詰工場」に見立て、フォトニクスキャナリー（缶

詰工場＝ cannery）という愛称で稼働させています。メン

バー間で自由に使える共用装置には従来の実験機器だけで

なく、評価・プロトタイプ製造までが出来る様々な装置を

導入して利用を開始しています。

3Dプリンター
[EDEN350V]
Stratasys

3次元のモデルを、樹脂を積層させ作製する装置で
す。試作部品・治具の作製や製品のモックアップな
どに用います。3Dモデルを輪切りしたデータに従
い、樹脂をインクジェット塗布し紫外線硬化により
造形します。
作製物の大きさは、340×340×200 mm³ 以下。

3Dスキャナー
[Spider]
Artec

3DスキャナーによってCADを使わずにプリントする
ことも可能です。
- 視野範囲波長：180×140mm²

NC 加工装置
[robodrill α-D21MiA5]
FANUC

光学機器などの高精度を要する金属や樹脂製部品
を、コンピュータ数値制御（CNC）により切削加工
を行う装置です。プログラムを組むことにより自動
で高速・微細な加工が行えます。

振動試験機
[BF-100UT]
アイデックス

輸送時などの製品損傷（動作不良・割れ・こすれ・
静電気・傷など）を再現する装置で送試験の結果は
梱包材及び商品の損傷対策に利用できます。
- 3軸同時振動
- 試験テーブル：800×1,000mm²、120kg搭載可能

フォトニクスセンターには技術職員によるサポート体制が

ありますので、共用装置ご利用の際にはサンプルに関する

ご相談や操作のサポート等、初めて装置を利用される方に

も安心してご利用いただくことができます。是非共用装置

を積極的にご利用ください。

技術職員によるサポート

試作
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光学系設計ソフト
[Radiant Zemax]
Zemax

光学設計・評価ソフトウェアです。レンズ設計、
LEDなどの照明設計、ディスプレイ、集光型太陽電
池、レーザー光伝搬、迷光、光ファイバーなど、あ
らゆる光学系のモデル化、解析、最適化、および公
差解析などの光学設計に利用できます。

構造設計ソフト
[SolidWorks Professional]
Dassault Systèmes 

部品、組み立て品の3Dモデルや設計図を作成でき
る3次元 CADソフトウェアです。複雑な自由曲面な
どを容易に描画でき、JIS/ISO 規格に準拠したボル
ト・ナット等のライブラリも利用できます。組み合
わせた可動部品の動きを表現するアニメーション作
成も可能です。

機械加工プログラム
作成ソフト
[Gibbs CAM]
Gibbs and Associates

CADモデリングデータを元に、NC 加工用のプログラ
ムを作成するソフトです。2次元部品から同時 5軸
加工まであらゆる加工に対応しています。扱いや
すさと強力なシミュレーション機能により、作業の
省力化を行えます。

ディップペン
ナノリソグラフィ・
AFM
[DPN5000]
nanoINK

微小な針をナノ精度で走査することにより、試料上
のナノ構造に液体を塗布することができます。針先
は1本のものから10×10 本に配列されたものまで
様々で一度の工程で大量の塗布も可能です。針を
利用しナノ精度でのAFM（原子間力顕微鏡）観察も
可能です。

コンパクトスパッタ
[ACS-4000]
アルバック

基板に薄膜を付ける装置です。スパッタリングとい
う手法により、金属薄膜や多層膜を成膜します。
本装置はコンピューターによる自動プロセスと、4
インチまでの基板に対応しています。Au, Ag, Tiや
カーボンなどを成膜することができます。

電子ビーム露光装置
[ELS3700]
エリオニクス

集束させた電子ビームにより、基板上のレジストに
微細なパターンを露光する装置です。
- 最大加速電圧：20kV
- 最小線幅：約 400nm
- フィールドつなぎ精度：500nm

ナノインプリント装置
[NM-0401-HB]
明昌機工

微細構造を作製した型（モールド）を硬化樹脂を塗
布した基板に高圧力で押し付け、熱または紫外線に
より硬化させ微細構造を作製・量産する装置です。
- 基板形状：100×100mm² 以下
- 温度調整範囲：20 〜300℃
- 加圧能力：0 〜100kN
- 紫外線照射照度：10mW/cm²

プラズマクリーナー
[VITA-EE]
FEMTO SCIENCE

プラズマを使って基板表面を洗浄する装置です。
- 基板形状：φ6インチ以下
- 使用可能ガス：酸素、窒素、アルゴン
- ジェネレータ出力：RF13.56MHz 300W

集束イオンビーム
加工・観察装置
[FB2200]
日立ハイテクノロジーズ

イオンビームにより試料の微細加工・観察を行いま
す。高速かつ大面積加工が可能で、2048×2048ピ
クセル以下のBMPデータを読み込みその形状通りに
加工することも可能です。その他、試料を薄く削
り出し拾い上げるマイクロサンプリング機能、カー
ボンやタングステンを堆積させるデポジション機能
を備えます。像分解能は6nm以下、倍率は60 〜
300,000 倍、最大加工観察範囲：30×30mm²

マスクレス露光装置
[DL-1000]
ナノシステム
ソリューションズ

CADにより作成したパターンデータを、フォトマス
クを用いることなく基板上に露光できます。また、
グレースケール露光によりフォトレジストの三次元
加工も可能です。露光光源は波長 405nmのLEDで試
料サイズは2×2mm² 〜 5インチウェハーまで対応。
- 最小画素：1μm

設計

微細加工
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レーザーラマン
顕微鏡
[RAMAN-11]
nanophoton

物質や細胞のラマン散乱光を測定し画像を得るこ
との出来る装置です。ラマン散乱光とは光が分子
に当たって非弾性散乱される光です。試料におけ
る特定の物質の組成分析や結晶構造、応力分布な
どを得ることが可能です。320nmの空間分解能に
より試料内部を詳細に観測できます。

広視野ラマン
顕微鏡
[RAMANview]
nanophoton

広視野で物質や細胞のラマン散乱光を測定し画像
を得ることが出来る顕微装置です。
本装置では最大 2.5cm 角をサンプルの凹凸を気に
することなくラマンイメージングすることができ
ます。

エリプソメーター
[M-2000]
J.A. Woollam

偏光した光を用いて、薄膜の厚みや屈折率を測定
する装置です。サブナノメートルから数マイクロ
メートルの膜厚を計測できます。
- 波長範囲：248 〜 995nm

共焦点レーザー
顕微鏡
[A1R MP]
Nikon

細胞や組織を三次元の画像として観察することの
出来る顕微鏡です。試料の蛍光を検出し画像を作
成します。また、スライス状に取得した画像を三
次元構築し立体画像として作成することも可能で
す。厚みがある資料を得意とし、生体観察などに
多く使われています。4 基のレーザーを同時照射
可能。

デジタルマイクロ
スコープ
[KH-8700]
ハイロックス

試料を 35 〜 5000 倍で観察・計測できるマイクロス
コープです。観察部の 3Dモデル構築や画像連結に
よる広範囲撮影、表面粗さやポイント高さの計測、
ラインプロファイルの表示等の機能により試料の
観察・評価を手軽に行えます。

超高速液体
クロマトグラフ質量
分析計（UPLC-MS）
[UPLC/Xevo Q-Tofシステム]
Waters

超高速液体クロマトグラフィー（UPLC）と質量分
析（MS）を接続した分析装置です。UPLCで分離さ
れた混合物成分を順次にMSに導入し、各成分のマ
ススペクトルを得ることができます。マススペク
トルを測定することで分析種の分子量を確認でき、
マススペクトルのパターン解析から構造を推定する
ことができます。

高速液体
クロマトグラフィー

（HPLC）
[1525/432/2475/2998]
Waters

溶液中に溶け込んだ化合物を分離・分析する装置
です。複雑な化合物の混合溶液から特定の物質を
分離精製することも可能です。

DNAシーケンサー
[3500 ジェネティック
アナライザー ]
Applied Biosystems

キャピラリーを用いてDNAの塩基配列を自動的に
読み取るための装置です。DNAの塩基配列解析や
フラグメント解析等のためのサンプルのロードから
一次データ解析までの手順を完全自動で行うこと
ができます。

サーマルサイクラー
[Veriti Thermal Cycler]
Applied Biosystems

正確・迅速な温度制御によってDNAの増幅反応
（PCR）を行う装置です。独立した 6 つのブロック

ゾーンで異なる温度を設定・運転することが出来
るので、複数の反応系を同時に実行することが可
能です。

ゼータ電位・粒径
分布測定装置
[ゼータサイザーナノZS]
Malvern 

動的光散乱を用いて、溶液中の微粒子の粒径分布
やゼータ電位、タンパク量を測定する装置です。
直径 0.3nm 〜 10.0μmの粒子を測定できます。

SEM-EDX
[VE-8800]
KEYENCE

15 倍〜 10 万倍まで観察可能な走査型電子顕微鏡
です。低加速電圧観察対応で、非導電性試料も非
蒸着で観察できます。また、特性 X 線を分光する
ことで元素分析にも対応しています。

光学測定分析
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レーザー干渉計
[VeriFire-XPZ]
ZYGO

光学部品などの平面または球面の面精度をレー
ザー干渉を利用して高速、高精度で行います。工
学平面基板、レンズ、プリズムなどのガラスやプラ
スチック光学部品、コンピュータディスクやベアリ
ングのような精密工学部品等が測定できます。直
径 10cmまでの測定物の表面をナノオーダーで測定
します。

触針式段差計
[P-16+]
KLA-Tencor

基板やレンズなどの表面をダイヤモンドの針でなぞ
り、表面の粗さ、段差、微小なうねり、全体の形
状を測定し、2次元及び3次元解析を行う装置です。
- 最大サンプルサイズ：直径 200mm
- 最大走査距離 ：80mm
- 段差測定再現性：1nm 以下

走査型プローブ
顕微鏡
[SPM5000]
日立ハイテクサイエンス

プローブを使ってナノスケールの表面形状を観察
する装置です。
- 最大走査範囲：100μm
- AFM・DFM・位相モード・摩擦力顕微鏡モードに対応

実体顕微鏡
[SMZ800]
Nikon

6.3 倍ズームの実体顕微鏡です。観察対象を薄切り
標本などにせずそのまま低倍率観察できます。撮
影用に光路を分け、Cマウントのカメラ等を取り付
けることができます。
- 作動距離：78mm

紫外可視近赤外
分光光度計
[UV-3600]
島津製作所

紫外・可視から近赤外領域（185 〜 3300nm）の光
を用いて物質の吸収スペクトルを測定し定量分析
を行える装置です。試料に光を照射し、透過もし
くは反射した光の強度を検出することで吸光度や
透過度、反射率を測定します。

FT-IR
[VERTEX 70V]
Bruker

フーリエ変換赤外分光法を用いて、試料の赤外線
吸収スペクトルを測定する装置です。化合物を定
性・定量することができます。
- 波数測定範囲：10,000 〜 10cm-1

- 最高分解能：0.4cm-1

- 測定方法：透過、反射（ダイヤモンドATR）

マイクロプレート
リーダー
[Multiskan GO]
Thermo SCIENTIFIC

一度に多数のサンプルを並べたマイクロプレートの
吸光度を測定することができる装置です。200 〜
1000nmの幅広い波長域から任意の波長を選択し
アッセイや処理量に合わせた吸光度測定が可能で
す。96ウェルまたは384ウェルのマイクロプレート、
10mm 角のキュベットに対応しています。

マルチチャンネル
分光器
[QE-65Pro, NIRQuest]
Ocean Photonics

高感度で低迷光の分光器です。 発光測定、透過率・
吸光度測定、反射率測定、照度・演色性測定など
のシステムを構築して利用します。3 台の分光器が
それぞれ紫外・可視・近赤外光に対応しています。
積分球を用いた全光束測定も可能です。

表面評価

8 フォトニクスセンターとは？



起業・製品化

フォト  ニクス
セン  ター

イノベー  ション

パートナー 大阪大学

研究室企 業

企 業

個 人

起業家

団 体

研究室

研究室

フォトニクスパートナーに参加していただくと、

大阪大学フォトニクスセンターだからこそ可能となる

ハード・ソフト両面の最先端のリソースをご利用いただけます。

例えば研究から評価、プロトタイプ作製までに利用できる

共用装置（P5 〜 8）をご利用いただけば、高価な装置に投資することなく

御社の新製品開発を進めることができます。

フォトニクスパートナー
になろう！

フォトニクスパートナーとは、
フォトニクスセンターの趣旨にご賛同いただき、
共にイノベーションを起こして行く企業・起業家です。

パートナーに
ついて

また、センターで開催される様々なイベントを利用すれば

日々進歩するフォトニクス技術について

幅広い分野からの情報交換や、人脈形成が可能です。

e-learningフォトニクス講座を利用すれば、分かりづらい光の分野を

基礎から応用まで、PCやスマートフォンで、いつでもどこでも学ぶことが出来ます。

また、そこから一歩進んで技術相談や共同研究を始めることも可能です。

具体的なコラボレーション先が見えない場合にはマッチングのサポートもさせていただきます。

既にフォトニクスに関連する事業をされている企業様はもちろん、

自社技術にプラスしてフォトニクス技術の活用に興味のある企業様も是非パートナーに

ご参加いただき、一緒にフォトニクスを利用して革新的な製品を作り出しましょう！

9 フォトニクスパートナーになろう！



起業・製品化

フォト  ニクス
セン  ター

イノベー  ション

パートナー 大阪大学

研究室企 業

企 業

個 人

起業家

団 体

研究室

研究室

参加までの
流れ

フォトニクスに関連する事業・研究を行っているまたはこれから参
入しようとしている企業・団体・個人でフォトニクスセンターの趣
旨・活動に賛同して下さる方。

受け付けは随時行っております。パートナー申込書がHPからダウ
ンロードできますので必要事項をご記入いただきご提出ください。
提出は直接または郵送でお願いいたします。

パートナーとして審査承認されましたら、こちらからお知らせい
たします。なお、手続きに関しては別途ご連絡いたします。

イベント

申込書提出

承認

TMT（Tuesday Morning Tea）

TMTは毎週火曜日 10:30 から開かれるメンバー限定のお茶会です。フォトニクスセン
ターのイベントの中で最も気軽なディスカッション・出会いの場です。大学の研究者、
学生、企業の方がコーヒー片手に気軽にお話をする中で、何か面白いシーズが見つか
ることを願って開催しています。

フォトニクス・コロキアム

偶数月の第一月曜日 18:00 〜 20:00 にはカジュアルな雰囲気の中、親睦を深めながら研
究紹介やアントレプレナーシップに関すること、その他 Hotなトピックを取り上げて
それぞれの立場からディスカッションする場として開催しています。

その他イベント

上記の定例イベント以外にも国内外からフォトニクス関連の研究者が集まる大規模な
シンポジウムや、一般の方向けの成果発表会、比較的小規模なワークショップなど様々
なイベントがございます。

参加資格

10フォトニクスパートナーになろう！  



資料請求、各種お問い合わせ、申込書提出などは下記までご連絡ください。

フォトニクスセンター事務局（平日 9:00 〜 17:00）

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-1 フォトニクスセンター (P3)

TEL: 06-6879-7927
FAX: 06-4864-2695
E-mail: office@parc.osaka-u.ac.jp
URL: http://www.parcjp.org 

PB-1608


