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フォトニクスとは、光と物質の相互作用にかかわる科学技術です。光

を眼で感じることも、光と視細胞の相互作用によるもので、見ることも

フォトニクスの実践なのです。また、私たちの身の回りにも数多くのフォ

トニクス製品が満ちあふれています。例えば、カメラや、光ディスク、

液晶ディスプレイ、太陽電池、光触媒、光通信など、フォトニクスはと

ても身近な科学技術といえます。

さて、大阪大学には 100 を超えるフォトニクス関連の研究室があり、

数多くの教員、研究員、学生が、長年にわたり、フォトニクスの最先端

科学を開拓し、技術開発を行っています。これら先進的な研究活動や

分野横断的な学内プロジェクト「ナノフォトニクス・リサーチイニシア

ティブ」などを踏まえて、2007 年 7 月に文部科学省・科学技術振興調整

費による先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラムに採択さ

れ、フォトニクス先端融合研究センター（Photonics Advanced Research 

Center: PARC）が設立されました。フォトニクス関連企業 5 社とともに、

ナノフォトニクス、とくにプラズモニクスを基盤とした多岐にわたる融

合研究を推進し、イノベーションの創出に取り組んでいます。2011 年 4

月には経済産業省の支援によりフォトニクスセンタービルを竣工し、セ

ンタービル内に企業の研究開発室を設置することで、大学と企業が物理

的な空間と最新のフォトニクス技術の情報を共有する、新たな産学連携

モデルである相互浸透型協働システムの構築を進めています。

フォトニクセスセンターでは、協働 5 社とのプロジェクトに併せ、拠

点で生み出された研究成果を社会に還元することを支援する取り組みを

行っています。プロトタイプ作製のための設計、加工、試作、分析・観

察・評価用のソフトウェアや機器を共用設備として導入し、フォトニク

スセンターに参画いただいているメンバー、企業の方々に利用いただく、

フォトニクスキャナリーを運営しています。また、研究者自身による起業・

製品化を支援するユニークなプロジェクトを立ち上げ、開発された製品

を企画、製造、販売するベンチャー企業が設立されたり、企業との共同

開発を経て上市された製品もあります。

さらに、海外のフォトニクス関連の研究センターとも連携し、最先端

研究を開拓するネットワークの構築も推進しています。とくに、若手研

究員、大学院生の派遣や受け入れを通して、研究交流や共同研究を国際

的に行うことで、次世代を担うグローバルな人材を輩出する取り組みに

も力を入れています。これらセンターにおける様々な研究開発、人材育

成などの活動を通じて、この千里丘陵において、フォトニクスの世界的

な教育研究拠点として発展するとともに、フォトニクス産業が自発的・

創発的に次々と生み出されるフォトニクスヒルズへと展開していきたい

と考えています。

大阪大学は光科学に関する研究者が日本で最も多く、世界有数の光研

究のメッカとして知られています。現代社会は、エネルギー問題、少子

高齢化問題をはじめとして数多くの難問に直面していますが、この解決

のためには、それぞれの分野が最先端を極めるだけでなく、分野間の境

界を越えて横断的に連携し、創造的な融合を行うことが必要です。

このような背景のもと、大阪大学は 2007 年よりフォトニクス先端融合

研究拠点形成事業を推進してきました。光は電子と異なり電荷を持たず、

大気中だけでなく生体内も伝搬できる人にやさしい性質を持ちます。私

の専門であります情報科学の分野でも、光のこの特徴により、ICT から、

画像認識、IoT まで重要な役割を担っているだけでなく、環境・エネルギー、

生産技術、医療など幅広い分野に応用が拡がり、新産業への展開が期待

されています。まさにフォトニクスは 21 世紀社会の基盤となる科学であ

り技術であるといえます。

このセンターを中心とした異分野融合により、イノベーションが次々

に生み出され、次代を拓く人材が育成されることを期待しています。

フォトニクスで拓く、新たな産学連携と人材育成システムの構築

先端分野融合によるイノベーション創出拠点への期待

大阪大学フォトニクス先端融合研究センター長

井上 康志   Inouye Yasushi

大阪大学  生命機能研究科  教授

国立大学法人大阪大学総長
先端融合研究拠点総括責任者

西尾 章治郎   Nishio Shoj i ro



大阪大学は歴史的にフォトニクス研究が活発であり、多くの部局で基礎から応用

に至る研究と教育が行われ、世界的にみてもフォトニクス研究の重要な拠点として

多大な研究成果を発信し、多くの人材を供給してきました。工学研究科においても

科学技術振興調整費・戦略的研究拠点育成プログラム「フロンティア研究拠点構想」

事業を 2001 年から 2006 年まで推進し、その中ではナノフォトニクス・プロジェク

トを重点領域の一つとして選定しました。

同プログラムにおいては、研究分野の学際化と学問の創成に挑戦し、多数の企業

とのマッチングファンドによる共同研究を実施するなど、積極的に産学連携を進め

てきました。その精神を引き継ぎ、2005 年、電気・電子、応用物理の研究者を中心

とした自主独立な機関として、分野横断型のナノフォトニクス・リサーチイニシア

ティブを設立し、大学発ベンチャー企業 3 社の立ち上げ、国際会議「第 1～第 3 回国

際ナノフォトニクスシンポジウム阪大」や社会への eラーニング講座開催、学術書

（Handai Nanophotonics Book Series Vol.1, 2, 3, Elsevier）の発刊など、ナノフォトニ

クス研究の牽引、新産業の創成および人材の育成を積極的に行ってきています。

大阪大学フォトニクスセンターは、このナノフォトニクス・リサーチイニシアティ

ブを受け継ぐバーチャルな学内組織として、広い分野に拡がるフォトニクスの教育

研究と情報交換を行う場を提供してきました。2011 年にはフォトニクスセンターも

竣工し、リアルな建物を得て一段と基盤が強化されました。

現在、フォトニクスセンターには研究科や専攻を超える 20 数研究室と多くの企業

が参加し、フォトニクス先端融合研究拠点、光エコライフ技術開発拠点、アジア先

進ナノフォトニクス研究教育拠点・グローバルナノフォトニクス研究拠点の 3 事業

により、ナノフォトニクス・プラズモニクスの先端科学研究とその応用・産業化、

人材育成事業、国際交流を推進し、21 世紀の基盤科学技術であるフォトニクスを推

進しています。

平成 29 年度より工学研究科附属フォトニクスセンターを発足し、事業を継続・推

進していきます。

大阪大学  フォトニクスセンター
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Photonics Center, Osaka University

フロンティア研究拠点構想

ナノフォトニクス・リサーチイニシアティブ
フォトニクス先端融合研究拠点

（平成 19 – 28年）

平成18年まで
（2006）

平成17年
（2005）

ナノフォトニクス・プロジェクトを
重点領域の一つとして選定

フロンティア
研究拠点構想

平成19年
（2007）

平成23年1月
（2011.1）

フォトニクスセンター
竣工

平成21年度
（2009）

光エコライフ技術開発拠点

平成13年
（2001）

平成23年
（2011）

平成25年
（2013）

平成28年
（2016）

平成29年
（2017）

アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点
（平成 23 – 27年）

大阪大学未来戦略機構
新学術領域の創成

大阪大学先導的学際研究機構

Core-to-Core グローバルナノフォトニクス研究拠点
（平成 28 年 – 32 年）
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大阪大学工学研究科附属
フォトニクスセンター



ゲスト研究者ブース
e-learning スタジオ
共用実験室

駐車場
エントランス
ギャラリー

高原研究室
センターオフィス
カンファレンスルーム
コモンズ
共用実験室

株式会社創晶
ナノフォトン株式会社
コモンズ
共用実験室

日東電工株式会社
産業技術総合研究所

IDEC株式会社
コニカミノルタ株式会社
株式会社創晶
共用クリーンルーム
ミーティングルーム
コモンズ

1F

2F
2F

3F

4F

5F

フォトニクスセンター（P3）

フォトニクスセンター
アネックス（P2  2F）

また、この「フォトニクスキャナリープロジェクト」について広く一般に広めるた

めに、フォトニクス分野に興味を持つ中小企業の方を主な対象としたイベント＂フォ

トニクス・デイ＂を開催、また、中小企業の集積地である東大阪でもフォトニクスキャ

ナリー紹介のためのシンポジウムを開催しました。

加 え て こ れ ま で 開 催 し て き た コ ロ キ ア ム や シ ン ポ ジ ウ ム な ど の イ ベ ン ト や

e-learning についても「研究紹介」といった内容からイノベーション創出・起業の促

進という方向に大きく舵を切りました。起業及び起業サポートの経験豊富なスタン

フォード大学フォトニクスセンター所長の Thomas M. Baer をはじめ、様々な起業家や

投資家による講演、また弁理士資格を持つ弁護士による特許戦略の講演等を行い、フォ

トニクスに関する起業・新製品開発を促進する啓蒙活動を行っています。

2007 年の拠点発足時には、本学 21 の研究室と 5 つの企業で、広くフォトニクスのシー

ズを取り上げ検討し、2009 年にはその中からナノフォトニクス、特にプラズモニクス

にテーマを絞り込みました。2010 年にはフォトニクス先端融合研究拠点事業再審査が

あり、これを機会に 9 研究室と 5 企業でイノベーションに邁進する体制を確立、2011

年には、これまでバーチャルだったセンターから実際の拠点となるフォトニクスセン

タービルが竣工しました。

拠点が完成した 2012 年度からは、本学研究者、学生自らの起業・製品化を後押しす

る「起業・製品化プロジェクト」事業を推進するため、「フォトニクスセンター起業・

製品化公募」を行い 2012 年度に 4 件、2013 年度には 3 件、2014 年度には 2 件、2015

年度には 2 件のプロジェクトを採択、各プロジェクトについて継続的な支援を行って

います。

また、イノベーションの創出をさらに加速させるため、これまでの協働５企業以外

にも、フォトニクス関連新製品を作りたい・フォトニクス分野に参入したい、と考え

る様々な業種の中小企業や個人までを対象として「フォトニクスキャナリープロジェ

クト」を始動させました。

この＂キャナリー＂とは缶詰工場のことで、フォトニクスセンターを次々と新しい

フォトニクス製品が生み出される缶詰工場に見立て、研究・評価・プロトタイプ製造

までが出来る装置を整備、そしてそれらの利用をサポートする技術職員を配置して、

中小企業や個人が多大な設備投資をすることなくフォトニクス新製品の開発に取り組

むことが出来る環境を整えました。
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フォトニクスセンタービル（P3 棟）
2011 年竣工、鉄筋 5 層 4,900 ㎡

■ 企業研究室を設置できるセキュリティ確保
■ 分光、化学実験、バイオ実験、
	 微細加工などの共用実験室
■ 融合・連携を促す仕組み
	 （ガラス張り扉など、オープンな交流スペース）

イノベーション創出に向けた活動実績
イノベーション・産業化
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21世紀は
フォトニクスの

時代
初年度阪大21研究室 ＋ 5企業で発足

ナノに絞り込む

プラズモニクスに絞り込む

2年目

5企業 ＋ 9研究室

3年目

4年目
以降

7年目で花が咲き
10年目で実がなる

光でナノ
ナノフォトニクス

驚きの光技術
プラズモニクス

分析機器開発

バイオセンサ

高密度記録 セキュリティ

有機太陽電池

PARC 設立

eラーニングフォトニクス講座開始

ダブルディグリー 2人目

フォトニクスセンター竣工

外国人雇用 7人目

プラズモニクス
共通基盤技術開発

旧来の産学連携モデル

個別研究室

個別研究室

個別研究室 個別研究室

個別研究室

日東電工
三菱化学

科学技術研究
センター

シャープ

島津製作所

IDEC

大 阪 大 学

大阪大学

島津製作所

日東電工
三菱化学

科学技術研究
センター

シャープIDEC

フォトニクス
先端融合研究拠点
（PARC）

相互浸透型産産学連携協働システム
【Industry On Campusモデル】

コア基盤技術 ＋ 異業種複数協働企業

発  展

大学基盤研究と異業種協働企業の
相互浸透型連携は産業イノベーションの鍵
大学コア基盤技術 ＋ 異業種複数協働企業、協働企業間連携など、

さまざまな連携を融合して行います。

■ ナノ・フォトニクス、プラズモニクスコア基盤技術の応用
 ナノ・フォトニクス、プラズモニクスコア基盤技術を応用し、

 IT、エネルギー、安全安心、分析計測の産業を創成します。

■ 材料、薄膜、製造ライン、	分析、デバイスの横糸でも連携
 赤外イメージングと試薬、セキュリティ、

 バイオセンサ、高密度記録とメディアなど

■ 一つの分野でのブレークスルーが、
	 他の分野でのブレークスルーに連鎖する

これまでの研究成果を起業・製品化に結びつける
産業化事業を立ち上げる
協働企業との産業化イノベーションに加えて、

新たにこれまでの研究成果を基にした起業・製品化を促進し、

フォトニクス製品のプロトタイプを作ることが出来る施設・設備を充実させます。
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大阪大学		フォトニクス先端融合研究拠点
Photonics Advanced Research Center

文部科学省  地域産学官連携科学技術振興事業費
先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム（平成19－28年）

［総括責任者］国立大学法人大阪大学総長　西尾 章治郎
フォトニクス先端融合研究センター長　井上 康志

http://www.parcjp.org/URL

イノベーション・産業化
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21世紀は
フォトニクスの
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初年度阪大21研究室 ＋ 5企業で発足

ナノに絞り込む

プラズモニクスに絞り込む

2年目

5企業 ＋ 9研究室

3年目

4年目
以降

7年目で花が咲き
10年目で実がなる

光でナノ
ナノフォトニクス

驚きの光技術
プラズモニクス

分析機器開発

バイオセンサ

高密度記録 セキュリティ

有機太陽電池

PARC 設立

eラーニングフォトニクス講座開始

ダブルディグリー 2人目

フォトニクスセンター竣工

外国人雇用 7人目

プラズモニクス
共通基盤技術開発

ナノ＋フォトニクス、プラズモニクスで
IT、エネルギー、安心安全、分析計測の産業を創る
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フォトニクスセンターのミッションである「イノベーションの創出」を実現するため、

フォトニクス関連の技術を用いて自ら起業または製品化を行う研究者からの提案を募集、

採択案件についてセンターから様々な支援を行っています。この公募に対しては外部の審

査委員による審査を行っています。

■ 2 年以内の起業・製品化提案であること
■ フォトニクス関連の起業・製品化提案であること

起業・製品化プロジェクト公募

提案要件

実  績

出願済み
特許

■ 144 件（2013 年 6 月時点）

起業・製品化プロジェクト
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採択件数：4件
応募件数：18件

■ 近接場ナノ分解能ラマン顕微鏡の製品開発と起業
■ 非線形光学材料 CsLiB6O10 の完全結晶化技術
■ ガスクロマトグラフ用
 プラズマフォトニクス検出器の製品化
■ eco 電球の開発

平成24年度  採択案件

■ ポータブル電気化学発光測定装置の製品化
■ 光・PCR 技術を利用した病原菌・感染症遺伝子の
 現場簡易迅速検出システム
■ 窒化物系デバイス特性を向上させる世界最高品質 GaN ウエハ

平成25年度  採択案件

平成26年度  

平成27年度  採択案件

平成 27 年度の採択案件は、現在非公開となっております。

プラズマフォトニクスの応用研究として、協働企業・

島津製作所と連携し、飛躍的に感度を向上させたガス

クロマトグラフ「Tracera（トレイセラ）」を開発し島

津製作所より世界各国で発売開始しました。従来の検

出方法に比べてより多くの試料にも対応できます。

ガスクロマトグラフシステムの製品化

紫外光光源用波長変換結晶（CLBO）の開発

高品質 CLBO結晶
（Osaka-CLBO,	85×85×46mm）

高品質結晶育成技術により、素子寿命を大きく向上

させることに成功し、平成 27 年度にフォトニクスセ

ンター内に CLBO（Osaka-CLBO） を製造するベンチャー

企業の設立準備を進めています。レーザー製造企業

や加工機メーカーと連携して、CLBO を搭載した紫外

レーザー、加工機を実現します。

先端増強ラマン散乱顕微鏡の製品化

TERSsense（ターズセンス）

20 年に亘り基礎研究を進めてきたプラズモン増強

型のナノ・ラマン顕微鏡を製品化することに成功し、

商品としてベンチャー企業から販売することとなりま

した。先鋭な金属ナノ探針の製造技術がポイントです。

白熱電球フィラメントの表面に微細な穴をあけて熱

輻射スペクトルを制御する電球を開発しました。穴の

サイズによってスペクトルが変化することを実証しま

した。これにより高効率なフルスペクトル光源の実現

を目指しています。
プロトタイプ電球

eco電球の開発

Tracera（トレイセラ）

イノベーション・産業化

採択件数：3件
応募件数：18件

採択件数：2件
応募件数：17件

採択件数：2件
応募件数：6件

■ 高速・偏光無依存型液晶光変調素子
■ 超解像レーザー顕微鏡の製品化

採択案件



遠心力と熱対流を利用する特許技術で、ユーザー

が検体液を注入するだけで簡単に DNA 増幅反応を

1 チップで行う現場使用（POCT）迅速・高感度な

PCR 検査装置を実現しました。医療現場や食品工

場、飲食店などの各種現場環境において、多剤耐

性ブドウ球菌（MRSA）、インフルエンザやノロウィ

ルス、腸管出血性大腸菌などの各種病原菌へ対応

した迅速な高感度検知と診断が可能となります。

光・PCR 技術を利用した病原菌・感染症遺伝子の
現場簡易迅速検出システム

ポータブル電気化学発光測定装置の製品化
化学・バイオセンサー、細胞計測、抗酸化・発光材料研究

などに用いるポータブルな高感度測定装置を、大学発ベン

チャー企業 “バイオデバイステクノロジー社” との連携で製

品化しました。電気化学発光を用い、高 S/N、高感度フォト

ンカウンティングが可能、広い検量範囲を実現出来ます。対

象に応じた大阪大学のマイクロ流体チップ設計技術と連携

し、カスタム化とビジネス展開が可能です。

液相成長法である Na フラックス法を用いて、Si 以外で

は存在しなかった「完全（無転位・無歪）GaN 結晶」の

育成に初めて成功しました。高品質 GaN ウエハを用いれ

ば、レーザーディスプレー実現に不可欠な緑色レーザー

光をはじめ、赤～紫外領域の高出力レーザーダイオード

や高輝度照明用 LED といった光デバイスをはじめ、電力

損失が Si の 1/10 以下のパワーデバイス、携帯電話の 1,000

倍の速度・通信容量を実現する超高速動作トランジスタ

等の省エネルギー用光・電子デバイスが実現できます。

窒化物系デバイス特性を向上させる
世界最高品質 GaN ウエハ

大口径完全GaN結晶

POCT	DNA 増幅検査装置

ポータブル電気化学発光測定装置
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大阪大学発ベンチャー企業

設立 2003年2月
本社所在地 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3-267号
東京ショールーム
〒105-0003 東京都港区西新橋3-6-10
マストライフ西新橋4F
TEL : 03-6432-4881
携帯: 090-8206-6853
大阪R&Dセンター
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1
フォトニクスセンター 321

代表取締役会長 河田  聡
代表取締役社長 マイケル・ヴァースト

■ 最先端理化学機器の製造販売
■ レーザーラマン顕微鏡「RAMANforce」
■ 広視野ラマンスコープ「RAMANview」
■ 先端増強ラマン散乱顕微鏡「TERSsense」
他

事業内容

http://www.nanophoton.jp/ナノフォトン株式会社

設立 2005年7月1日
本社所在地 大阪府箕面市

実験棟＆事務所
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1
フォトニクスセンター 313

代表取締役社長 安達 宏昭
代表取締役 森  勇介

■ 医薬候補化合物（有機低分子）や
タンパク質の結晶化受託

■ X 線結晶構造解析受託
■ 結晶関連ツールの開発、製造、販売
他

事業内容

http://www.so-sho.jp/株式会社創晶 (SOSHO, Inc.)

■ CLBO 結晶の開発、製造及び販売
事業内容

株式会社創晶超光（そうしょうちょうこう）

設立 2003年7月
本社所在地 〒923-1211 石川県能美市旭台2-13

いしかわクリエイトラボ106
代表取締役 民谷 栄一
取締役（現地責任者） 牛島 ひろみ

■ 印刷電極製造卸
■ デバイス設計・試作
■ イムノクロマト高感度化およびチップ開発
■ バイオセンサに関する各種デバイスの設計、

開発および試作販売、コンサルティング

事業内容

http://www.biodevicetech.com/有限会社バイオデバイステクノロジー（阪大連携ベンチャー企業）

設立 2014年7月
本社所在地 〒658-0073

兵庫県神戸市東灘区西岡本2-26-1
代表社員 高原 淳一

■ 照明機器の企画、製造、販売
■ フォトニクス製品の企画、製造、販売
■ フォトニクスに関するコンサルティング

事業内容

メタルミナ合同会社

設立 2016年3月1日
本社所在地 大阪府箕面市

実験棟
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1
フォトニクスセンター 521

代表取締役社長 安達 宏昭
代表取締役 森  勇介



イノベーション・産業化

フォトニクスキャナリーとは、これまでバーチャルだったセンターに実際の拠点とな

るビルが出来たことを機に、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（Cannery：缶詰工場）という愛称をつけたものです。

このフォトニクスキャナリーでは平成 24 年度より、協働企業の 5 社以外にも、フォ

トニクス関連企業や今後フォトニクス分野への新規参入を考えている様々な企業・個

人について、フォトニクスキャナリーを利用して共にイノベーションを起こしていく

「パートナー」の募集を開始しました。パー

トナーとして参加していただいた方に対し

て以下のサービスを利用していただけます。

設計
光学系設計ソフト
Zemax LCC
3D CADソフト
Dassault Systèmes
機械加工プログラム作成ソフト

（CAD/CAM）
Gibbs and Associates

試作
3Dプリンター
Stratasys
3Dスキャナー
Artec
NC 加工装置

（マシニングセンタ）
FANUC
振動試験機
IDEX

微細加工
集束イオンビーム加工観察装置
日立ハイテクノロジーズ
電子ビーム描画装置
Elionix
マスクレス露光装置
ナノシステムソリューションズ
コンパクトスパッタ
アルバック
ナノインプリント
明昌機工
プラズマクリーナー
FEMTO SCIENCE
ワイヤーボンダー
West・Bond

光学測定
共焦点レーザー走査型顕微鏡
Nikon
紫外可視近赤外分光光度計
島津製作所
マルチチャンネル分光器
Ocean Photonics
マイクロプレートリーダー
Thermo Scientific
デジタルマイクロスコープ
HIROX
レーザーラマン顕微鏡
Nanophoton
広視野ラマン顕微鏡
Nanophoton
エリプソメーター
J.A.Woollam
顕微 FT-IR
Bruker
近赤外分光蛍光光度計
日本分光
蛍光顕微鏡
OLYMPUS

表面評価
レーザー干渉計
ZYGO
触針式段差計
KLA-Tencor
走査型プローブ顕微鏡
日立ハイテクサイエンス

分析

超高速液体クロマトグラフ
質量分析計
Waters
高速液体クロマトグラフィー
Waters
DNAシーケンサー
Applied Biosystems
サーマルサイクラー
Applied Biosystems
ゼータ電位・粒径分布測定装置
Malvern
SEM-EDX
KEYENCE
ポテンショ /ガルバノスタット
インターケミ

■ 研究や評価、プロトタイプ制作にまで行える共用装置の利用
■ 技術職員による装置利用のサポート

共用装置ご利用の際の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

安心してご利用頂けるよう、技術職員によるサポート体制があります。

■ 様々な交流・情報収集のためのイベントへの参加
■ e-learning“フォトニクス講座”、“フォトニクス起業講座”の視聴
■ 共同研究、技術相談の相手先のコーディネート
■ 学生アピールシートの配布

■ 主な共用装置

フォトニクスキャナリー

フォトニクスパートナー

9 ※順不同

シャープ株式会社

三菱電機株式会社
先端技術総合研究所



大阪大学		光エコライフ技術開発拠点

本補助事業により、大阪大学の光科学分野の先端技術を活用し、企業が参加して、

健康・環境分析機器分野、ヘルスケア分野、環境、エネルギー分野等の融合課題に取り組む、

光エコライフ技術 ※ の実用化産業化共同研究開発拠点施設、フォトニクスセンターを整備しました。

主な参加企業は、日東電工株式会社、IDEC 株式会社、コニカミノルタ株式会社、 株式会社創晶 、ナノフォトン株式会社となっています。
※ 光を駆使した環境エネルギー健康技術

An isolated SWNT(i)
(ii)

F

F

F

F=2.4nN

快適な演色 人間工学＋エコロジー＋心理学

LEDの波長変換技術・毒性のない半導体量子ドット

(Agln)×Zn(1-2x)Sナノ粒子
毒性は無く、
量子効率は40%以上

季節・時間・感性・好み・
作業内容・疲れ・健康・
年齢に応じた照明

セキュリティコードへの応用
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「地球環境を考える」

の記事に掲載される

(Nov 24, 2008)
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拠点の基幹技術
開発していく技術

生体情報や環境分析のための基盤となるフォトン計測・イメージング技

術。世界で初めてナノ光学顕微鏡、3 次元分子イメージング技術。

＂光エコライフ＂を実現するため省エネルギー・低コスト・快適生活な

LED 照明技術の開発に挑戦します。

効果・インパクト 光エコライフ産業の創出により 1 兆 4 千億円を創出人材育成
Industry on Campus 構想として、
大阪大学と企業で、高度博士人材の育成

■ ナノ分子イメージング技術 ■ LED照明の大規模実証研究

世界初のナノ分子イメージングに成功

The Photonics-based Eco-Life-Technology Development Center

経済産業省  平成21年度産業技術研究開発施設整備費
先端イノベーション拠点整備事業

光エコライフ技術開発代表　河田 聡



■	フォトニクス・コロキアム
偶数月の第一月曜に開催する講演会。毎回多彩なゲストに

ご登場頂いています。コロキアムとはラテン語のコル（一

緒に）ロキウム（話す）という語源の言葉で、異分野の専

門家達が集まり、ざっくばらんにディスカッションを通し

て学ぶ場を目指しています。

【2007 年より 51 回開催】※2016 年 12 月時点

■	フォトニクス・デイ
年に一度、フォトニクスのお祭りとして大阪大学内で開催

しています。毎年、テーマに沿ったゲスト講演者を招き、

講演会を開催するとともにフォトニクスセンターをオープ

ンにし、施設見学も行っています。

【2008 年より 8 回開催】※2016 年 12 月時点

■	 TMT	(Tuesday	Morning	Tea)
毎週火曜日、10:30am オープンのフォトニクスメンバー限

定カフェ。コーヒーを片手にお菓子をつまみながら情報交

換、ディスカッションを行う場です。

■	フォトニクス学生国際カンファレンス
OSA/SPIE 学生チャプターとフォトニクスセンターの共催

で大阪大学アジア先進ナノフォトニクス研究教育拠点事業

（JSPS) の一環として開催。アジア諸国から理系学生が参加

し、学生による研究発表や科学的ディスカッションなどを

通して国際交流を深め、学生ネットワーク強化とスキルアッ

プを目的として開催しています。

【2012 年より 5 回開催】※2016 年 12 月時点

■	 OSA,SPIE学生チャプター
大阪大学 OSA/SPIE 学生チャプターは、光学を専門とする大

阪大学の学生コミュニティです。 研究室や大学、国を超え

た学生ネットワークを広げることを目的に、招待講演や他

大学チャプターとの合同ワークショップ、サイエンスカフェ

や、地域に向けた「こども科学教室」といったアウトリー

チ活動に取り組んでいます。世界中で活動する 200 以上の

学生チャプターと国際的なネットワークも形成しています。

■	こども科学の教室		スーパー光塾
年に一度、小学 4 年生から 6 年生までを対象にフォトニクス

センターのアウトリーチ活動の一環として開催。先生役は、

ボランティアの学生が務め、「光」を使った実験、日常生活

にあふれる光の特異性を分かりやすくかつ楽しく紹介しそ

の魅力を伝えます。

【2010 年より 7 回開催】※2016 年 12 月時点

人材育成・交流アクティビティ
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人材育成

■	フォトニクス・シンポジウム
年に一度開催。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が国内外

より結集。文化・社会システムの異なる海外研究者との交

流を通じて、次世代のフォトニクス研究の国際的リーダー

人材育成を目的として開催しています。

第1回 2007年12月18日
フォトニクス先端融合研究センター
シンポジウム
[ ホテル阪急エキスポパーク ]

第2回 2008 年2月29日 フォトニクスの夜明け
[ 虎ノ門パストラルホテル ]

第3回 2008 年12月12日 光とナノが創る科学と産業
[ 大手町サンケイプラザ ]

第4回 2009 年11月18日 フォトニクス、ナノフォトニクス、そして…
[ 大手町サンケイプラザ ]

第5回 2010 年9月7, 8日 5th PARC Symposium: Photonics in Asia
[ 志摩観光ホテルクラシック ]

第6回 2011年9月20, 21日
6th Photonics Center Symposium: 
Nanophotonics in Asia 2011
[ 志摩観光ホテルクラシック ]

第7回 2012年9月18, 19日
7th Photonics Center Symposium: 
Nanophotonics in Asia 2012
[ 金沢エクセルホテル東急 ]

第8回 2015年12月10, 11日
8th Photonics Center Symposium: 
Nanophotonics in Asia 2015
[ 大阪大学中之島センター ]

2016 年11月30日, 12月1日 Global Nanophotonics 2016 
[ 大阪国際会議場 ]

第9回 2017年1月26日 フォトニクスとイノベーション 
[ 大手町サンケイプラザ ]

　
■	 フォトニクス・シンポジウム	in	東大阪

2013 年 5 月 21 日  ［クリエイション・コア東大阪］
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フォトニクスセンターでは、フォトンテクノロジーをコアとした

先端技術の融合を目指す若手研究者の育成をミッションの一つに掲げています。

その具体的な人材育成の手法として、e ラーニングによるフォトニクス講座を構築しました。

※ 現在、フォトニクス講座：17、フォトニクス起業講座：6、合わせて 23 講座を配信中。続々公開しております。
※ 共用装置利用講座（http://ma.parc.osaka-u.ac.jp/）は一般公開しております。

全てのコンテンツには英語字幕版も用意
しています ※。アジアのフォトニクス教
育センター構想を具体化するツールの一
つとして位置付けています。
https://el.parc.osaka-u.ac.jp/en/

良質なコンテンツ
学習者を引き込む魅力的なシナリオ、経 験
豊 かな 現 役 の 講 師 陣、 繰り返し 学 習に耐
え得 る豊富 な 情 報 量、 全てが 揃うことで、

「また見たい、もっと見たい」を刺激します。

動画 Library
先 端 融 合 分 野 は｢先 端 ｣であるが 故に、 学
べる場が限られています。学習ツールとして
動画を、その動画を集めたLibraryを提供し
学びの場と機会を充実させます。

最先端の学びをモバイルしよう

出会い
様々な学問分野、研究者との出会いがありま
す。一つの分野では解決できない研究テーマ
や融合すべき分野を自ら探索し、研究を遂行
していける能力の養成を目指します。

いつでも何度でも
web 配信なので24 時間好きなときにアクセス
して学習を進めることができます。動画の
１区切りは長くても20 分前後だから、繰り返
し学習にも最適です。

■ eラーニング講座ラインナップ		※所属は収録当時

■ eラーニングフォトニクス講座の特徴

※モバイル版では英語吹替版になります。

eラーニングフォトニクス講座は iPad, 
iPhone, Android 端末に対応しました。

英語版

モバイル
ラーニング

＂プラズモニクス＂を系統的に学べる講座。
金属フォトニクス研究の歴史と現状、プラ
ズモニクスの特徴や原理を概観しつつ、プ
ラズモニクスとは何かを定義。
プラズモニクスの原理を丁寧に解説し、さら
にナノプラズモニクスからプラズモニック

デバイス研究の
最前線まで学べ
る充実の一本。

プラズモニクス入門
大阪大学大学院工学研究科
高原淳一  教授

GFPの発見は1962年であったが、実際に生
物応用されたのは1994年以降となる。この、
一見ブランクにも見える30年の間に、どの
ような研究がなされたのか？
イメージングのケミカルバイオロジー開拓
の歴史を振り返りながら、有機分子プロー

ブと蛍光タンパ
ク質プローブに
ついて取り上
げ、解説する。	

分子プローブを用いたバイオイメージング
大阪大学大学院工学研究科
菊地和也  教授

生体組織を生きたまま前処理なしに、何の
分子がどのように分布しているか知る必要
性から、ラマン分光法の優位性を説き、そ
の原理や装置、応用研究について解説する。
さらに、最近の研究結果としてリアルタイ
ムで観測できるCARS顕微鏡を紹介する。

ラマン散乱顕微鏡入門
大阪大学大学院基礎工学研究科
橋本 守  准教授

回折限界と呼ばれる現象をアニメーション
でわかりやすく説明するイントロダクショ
ンは必見。
限界を超えナノスケールの空間分解能を実
現する「近接場光学顕微鏡」について解説
する。

近接場光学顕微鏡
大阪大学大学院生命機能研究科
井上康志  教授

ディスプレイの代名詞ともなっている液晶。
しかし、液晶の面白さは、電圧や温度など
の外場条件を変えることによって様々な高
次構造を作り、それが優れた機能を持つと
ころにある。
魅力的で大きなポテンシャルをもった液晶

の世界に迫る。

液晶フォトニクス
大阪大学大学院工学研究科
吉田浩之  助教

日常生活で身近な磁性材料や磁石の性質と
歴史など、誰でも楽しめる内容からスター
トし、磁性体の世界へ誘う。磁気モーメン
トの素因や、各種磁性の性質など磁性材料
を学習するには避けて通れない内容も網羅
された充実の一本。

磁性材料の基礎と情報産業への応用
大阪大学大学院工学研究科
中谷亮一  教授

インフルエンザを分子生物学的に捉え、理
解する。高感度で、かつ迅速な診断を可能
にするマイクロチップの原理と実際、さら
に最新の研究としてプラズモンを利用した
高感度測定を概観する。

インフルエンザウィルスセンシング
大阪大学大学院工学研究科
山口佳則 特任准教授・齋藤真人 助教

半導体の物性やナノ粒子化がその電子構造
に与える影響について解説、発光性ナノ粒
子合成の歴史から、毒性の低い最新の半導体
ナノ粒子に至るまでの化学的な発展を紹介。
さらに、蛍光体以外のナノ粒子の利用法に
ついても取り上げる。

半導体ナノ粒子（量子ドット）
大阪大学大学院工学研究科
桑畑 進  教授・上松太郎  助教

◀モバイル版はこちらから

eラーニング			https://el.parc.osaka-u.ac.jp/ 一部一般公開
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国際交流

大阪大学
フォトニクスセンター
プラズモニクス
ナノフォトニクス

シンガポール
南洋理工大学
革新的フォトン
工学センター
メタマテリアル

中国科学院
理化技術研究所
光材料と
ナノ加工 台湾

中央研究院
応用科学研究中心
プラズモニック
デバイス

Advanced Nanophotonics
in the Emerging Fields of

Nano-imaging, 
Spectroscopy,

Nonlinear Optics,
Plasmonics/Metamaterials

and Devices

Singapore
Nanyang

Technological
University

Taiwan
Academia

Sinica

China
Peking

University

Philippines
University of

the
Philippines

Korea
Seoul

National
University

India
Tata Institute of

Fundamental
Research

Australia
Australian
National

University U.K.
University

of
Oxford

U.S.A.
Rice

University

Hong Kong
The Hong Kong

Polytechnic
University

Nonlinear
OpticsDevices

Devices

Imaging

Spectroscopy

SpectroscopyImaging

Imaging

Plasmonics/
Metamaterial

Plasmonics/
Metamaterial

Osaka University
Nanophotonics

RIKEN

The University
of Electro-

Communications

The University
of Electro-

Communications

Shizuoka
University

Okayama
University

Plasmonics/
Metamaterial

Plasmonics/
Metamaterial

Imaging

Nonlinear
Optics

事業実施体制及び先進ナノフォトニクスネットワーク

国立
台湾大学

科学技術
研究庁

シンガポール
国立大学

儀器科技
研究中心

吉林大学

北京大学

復旦大学

徳島大学

神戸大学 理　研

本 研 究 で は、Moroccan Foundation of Advanced Science, 

Innovation and Research (MAScIR), Optics & Photonics Center 所

長および University of Mohamed V, Rabat 理学部 Zouheir Sekkat

教授の共同研究により、光とナノ構造を持った物質との相互作

用から生み出される新しいナノ光機能を探索し、その学術展開

をはかります。ナノ領域での驚異的な光の増強、未知の非線形

効果、金属などのプラズモニックな新奇効果、周波数・偏光を

利用したナノ空間の計測・制御など、物理、化学、バイオメディ

カル、電気、デバイス等、分野横断的に共同研究・教育を推進

しています。モロッコ・阪大若手研究者の研究討論を重ね、研

究教育ネットワークを強化し、ナノフォトニクスの人材を育成

しています。

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、大阪大学の更な

る国際化と研究力･教育力の向上を促進する事業の一環として、中国、台湾、シンガポールを相手国として

2011年から2015年の5年間にわたって実施し、主に学生･若手研究者の派遣･受け入れあわせて4000人日以

上にのぼる交流を実施した。この実績を踏まえて、これをアジ

アから世界に拡げて拡大発展させる上記プロジェクトを、2016

年から5年間にわたって推進する。相手国は、中国、台湾、シン

ガポールに加えて、オーストラリア、香港、フィリピン、韓国、

インド、米国、英国の10カ国となる。

［コーディネーター］大阪大学大学院工学研究科  教授  バルマ プラブハット

日本学術振興会  研究拠点形成事業（A. 先端拠点形成型）（平成28年－32年 ） 大阪大学国際共同研究促進プログラム（平成26－33年（継続予定））

大阪大学		モロッコ共同研究
ファンクショナル・フォトニクス

大阪大学		ナノ空間で光と物質が紡ぎ出すフォトニクスの
学理探求とグローバルネットワークの構築拠点
Advanced Nanophotonics in the Emerging Fields of Nano-imaging, 
Spectroscopy, Nonlinear Optics, Plasmonics/Metamaterials and Devices

Nano-functional Photonics: 
study of new nano optical/photonic functions 
originating from the interaction of photon and 
nano-structured materials

http://c2cgnp.parc.osaka-u.ac.jp/URL



ErlangenErlangen

RochesterRochester

FloridaFlorida

INAOEINAOE

ArizonaArizona
BarcelonaBarcelona 大阪大学

北京大学

ParisParis

KistaKista
ImperialImperial

中央研究院

国立台湾大学 光電工程学研究所

南洋理工大学
フィリピン大学

ソウル大学校

タタ基礎研究所

MAScIR, Morocco

吉林大学

SPIE

Faculty of Sciences,
Mohammed V University

Max-Planck-Institute
for the Science of Light

中国科学院

Australian National University

Swinburne University of Technology

Rice University
香港理工大学

国立台湾大学 Molecular Imaging Center

University of Oxford

University of Southampton

The São Carlos Institute of Physics,
University of São Paulo

Stanford University
SPRC

OSA

Duke University

[イギリス]
[中国]

[台湾]

[シンガポール]

[オーストラリア]

[フィリピン]

[香港]

[韓国]

[アメリカ]
[インド]

国家実験研究院

世界のフォトニクスセンター     
● Osaka [2007]
● Erlangen [2003]
● Kista [2002]
● Barcelona [2002]
● Imperial College London [2001]
● SPRC [2000]

MoU Partners in Asia  ※手続き中を含む
● 北京大学
● 吉林大学
● 中国科学院
● 中央研究院
● 国家実験研究院
● 国立台湾大学 光電工程学研究所
● 国立台湾大学 Molecular Imaging Center
● 南洋理工大学
● フィリピン大学
● ソウル大学校
● タタ基礎研究所
● 香港理工大学

世界のフォトニクスセンターと MoU Partners

MoU Partners in the World  ※手続き中を含む
● Stanford Photonics Research Center
● OSA [The Optical Society]
● Duke University
● SPIE
● Australian National University
● Swinburne University of Technology
● University of Oxford
● University of Southampton
● Rice University
● Max Planck Institute for the Science of Light
● Faculty of Sciences, Mohammed V University
● Optics & Photonics Center, MAScIR
● The São Carlos Institute of Physics, University of São Paulo

● Florida [1986]
● INAOE, Mexico [1971]
● Arizona [1964]
● Rochester [1929]
● Paris [1917]
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大阪大学国際共同研究促進プログラム（平成26－33年（継続予定））

大阪大学		モロッコ共同研究
ファンクショナル・フォトニクス



大阪大学 フォトニクスセンター

大阪大学  フォトニクス先端融合研究拠点
文部科学省 地域産学官連携科学技術振興事業費
先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム

http://www.parcjp.org/

大阪大学  光エコライフ技術開発拠点
経済産業省  平成 21年度産業技術研究開発施設整備費
先端イノベーション拠点整備事業

大阪大学  ナノ空間で光と物質が紡ぎ出す
フォトニクスの学理探求とグローバルネットワークの構築拠点
日本学術振興会  研究拠点形成事業（A. 先端拠点形成型）

大阪大学
吹田キャンパス

至 梅田

至 

千
里
中
央

万博記念
公園駅

阪大病院前駅
公園
東口駅

山田駅

北千里駅

千里門

西門
正門

東門

大阪モノレール

万博記念公園

中国自動車道

名
神
高
速

中央
環状線

阪
急

千
里

線

〒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：parchq@parc.osaka-u.ac.jp 

至 京都

京橋駅

門真市駅

新幹線

大阪（伊丹）空港

関西国際空港

石橋駅

柴原駅 茨木市駅

阪大病院前駅
茨木駅

山田駅

千里中央駅
北千里駅

南茨木駅

京
阪

電
車

近鉄奈良線

地下鉄中央線

南海本線

阪神本線

森之宮駅

淡路駅
十三駅

新大阪駅

淀屋橋駅

北浜駅

西梅田駅

鶴橋駅
難波駅

大阪駅
（梅田）

JR 難波駅

本町駅

天下茶屋駅

泉佐野

天
王
寺
駅

至 宝塚

至 新神戸・広島

至 神戸

至 和歌山

至 奈良

吹田キャンパス箕面キャンパス

中之島センター

JR
地下鉄御堂筋線
北大阪急行
大阪モノレール
阪急線
その他私鉄

豊中
キャンパス

豊中
キャンパス

M4 U5

S2

S1

M3

M1M2

U3U2U1EU1MU1W

C3 C2 C1

C4

C5

C6

C7
R4 R5

F2 F1
C8

R3

R2

R1

E6
U9 E5

E4

E3

E2

E1

U4

P1
P2

P3

AR

S4 S3

U8 U7

US1

U6

レーザーエネルギー学
研究センター

理工学図書館

福利厚生棟

生物工学
国際交流センター

千里門

低温センター

フォトニクスセンター（P3）

21世紀プラザ

テクノアライアンス棟

PC-1701


