
19

フォトニクス研究センター
Photonics Research Center

極限ナノ加工技術と最新理論で新たな光デバイスを創出する 研究センター長／菊池昭彦（理工学部機能創造理工学科 教授）
3号館213室
Tel. 03-3238-3532（事務局）

時限研究部門単位  Project Research Division Research Units

本研究センターは、国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）の戦
略的創造研究推進事業CRESTの研究課題である「人工グラフェンに
基づくトポロジカル状態創成と新規特性開発」（2018～2023年度）の
採択を受けた研究プロジェクトの活動拠点として2019年度に設置され
ました。同プロジェクトでは、上智大学が有する世界トップレベルの半導
体ナノ構造作製技術を駆使して、新しい物性物理現象として注目され
ているトポロジカルフォトニクスを室温下の可視光領域で実験的に検証
し、新しい光デバイスを創成することを目指しています。例えば、トポロジ
カルフォトニクスでは、特定の波長が伝搬できない２種類の微細周期構
造の境界領域をその波長の光が特殊な状態で伝搬できるようになるト
ポロジカルエッジ伝搬と呼ばれる現象があります。この伝搬状態では、
構造の乱れがあっても光が散乱されず、また、一方向にしか伝搬できな
い等の不思議な性質が現れます。このような新奇な物理現象を利用し
た新しいレーザー光源や情報処理デバイス、量子コンピュータ等を実現
するための革新的技術を世界に発信することを目指し、精力的な研究
活動を行っています。

Sophia Photonics Research Center has been established in 2019 as an 
activity base of research project regarding to "Creating Topological States and 
Innovative Functionality Based on Artificial Graphenes" (2018-2023) which is 
a CREST program of Japan Science and Technology Agency (JST). The main 
subject of this project is experimentally demonstrate the "topological phonic 
phenomena" at room temperature in visible light region and develop new optical 
device technology based on world top-level semiconductor nanostructure 
fabrication technology of Sophia University. As an example of topological 
photonic phenomena called "topological edge transport", light can propagate an 
interface between two different type insulators which cannot transfer the light. In 
this state, the light became very robust for structural disordering and shows one 
directional propagation. At the Photonics Research Center, we are conducting 
research activities to develop innovative technologies for realizing new optical 
devices utilizing such novel physical phenomena.

人間の安全保障研究所
Sophia Institute for Human Security (SIHS)

社会科学研究を通して「人間の安全保障」実現を目指す 所長／青木 研（経済学部経済学科 教授）
10号館618室
Tel. 03-3238-4041
http://dept.sophia.ac.jp/is/sihs/

時限研究部門単位  Project Research Division Research Units

「『人間の安全保障』実現に取り組む国際的研究拠点大学としてのブ
ランド形成」事業は、文部科学省「私立大学研究ブランディング事業」
への採択を機に始まり、現在は上智大学 独自の取り組みとして継続さ
れています。この事業は人間の安全保障に関する研究を中核にすえつ
つ、教育やキャリア形成支援とも連携して進められます。当該事業にお
いて、その中核となる研究を担うために設立されたのが、人間の安全保
障研究所です。
当研究所は、貧困、環境、医療、移民・難民、平和構築の5つを、国際社
会が抱える「人間の安全保障」上の重要な課題として位置づけます。そ
のうえで、これらの課題解決に有効な政策・制度の設計を社会科学の
研究手法を用いて行う国際的な連携拠点となることで、学術的な研究
を通して人間の安全保障の実現に取り組んで行きます。
研究部門は、貧困、環境、保健・医療、移民・難民、平和構築の5つのユ
ニットからなり、アフリカ、東南アジア・南アジアの開発途上地域を主な
研究対象フィールドにします。1）社会科学の研究成果を通して人間の安
全保障実現に取り組むこと、2）現地の研究者と連携しつつ、現地の実
情・問題に根ざした研究を進めることの2点は当研究所の基本方針であ
り、課題解決に不可欠な姿勢だと考えています。

The“Sophia University Branding Project for Formation of an International 
Center of Excellence in the Realization of Human Security”was launched as a 
"Private University Research Branding Project" subsidized by the MEXT, then 
it has been driven by Sophia university. Though the core of this project is our 
research on human security, we linked human security with education and 
career development support as we advanced our project. The Sophia Institute 
for Human Security (SIHS) was established for the purpose of researching 
human security.
SIHS considers poverty, environment, medical care, immigrants and refugees, 
and peace-building as the five important human security issues in an 
international society. We will work on the realization of human security through 
academic research by becoming an international center of excellence that 
designs effective policies and institutions to solve these problems using social 
science research methods.
Our research division consists of five units: poverty, environment, health and 
medical care, immigrants and refugees, and peace-building. The developing 
regions of Africa, Southeast Asia and South Asia are our main research fields. 
The following are the basic policies which SIHS considers essential to realize 
human security: 
1) To tackle the realization of human security through the research results of 
social science and 2) to promote research based on local circumstances and 
problems, while working in collaboration with local researchers.
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