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産業に資する科学研究の推進



材料・情報・生体の３つの領域での研究とナノテクノロジ－分野の研究で、国内外
に例のない最先端の研究を推進し、環境・エネルギー・医療・安全安心の課題
解決に向けた社会貢献を目指しています。　　　　　　　　　　　　　　　　

産業科学研究所は、新たな産業創成の源泉となる基礎科学を極め、その成果に立脚して応用科学を展開
することを目的として、関西産業界の強い期待と要望を背景に、昭和14年に誕生しました。当初３研究室
からスタートした産研は、現在までに材料、情報、生体の３領域の研究とナノテクノロジー・ナノサイエンス
分野の２７研究分野を擁する総合理工学研究所として発展してきました。教育においては、「高度産業科学
研究者の育成」を目指し、理学、薬学、工学、基礎工学、情報科学、生命機能の６研究科の教育・研究指導
を担当しています。働き学ぶ研究所全構成員の成長を第一に、それぞれがオンリーワンとなる独自性の高
い世界最先端の情報・量子科学、材料・ビーム科学、生体・分子科学、ナノテクノロジー研究による、社会
課題の解決と新産業創成を目指します。

当研究所は、産業と科学の両方を名称に冠する我が国唯一の研究所です。 私共は研究所設立の思いの
こもった「産業に資する科学研究の推進」を研究スローガンとして、社会の要請を的確に把握し、国民の期
待に応える科学研究・新産業の創成を目指しています。 ナノサイエンスでは、全国の国立大学に先駆けて
産業科学ナノテクノロジーセンターを創立し、我が国におけるナノサイエンス研究の先導的役割を果たし
続けています。 また、北大電子研、東北大多元研、東工大化生研、阪大産研、九大先導研の５大学附置研
究所による全国縦断ネットワーク型「物質・デバイス領域共同研究拠点」を形成し、その拠点本部として、
我が国では前例のない、新しい効率的な共同研究システムを構築してきました。平成２８年からは拠点本部
を東北大多元研に本部を移し、産研は引き続き拠点の中核機関として、また、拠点を
支える５研究所の共同研究アライアンス事業の本部として活動を展開しています。
産研の研究成果を産業に繋げるため、平成２１年にインキュベーション棟を完成させ、
インダストリーオンキャンパス活動の場として企業リサーチパークを稼働させていま
す。これらの活動に加えて、平成２３年度には、世界最大のナノテク研究機関 imec 
との共同研究契約の締結、平成25年度には、文部科学省「革新的イノベーション創
出プログラム（COI STREAM）」大阪大学拠点への参加など、国際連携や新産業創
成に繋がる総合的研究開発推進プログラムを進めています。　　　　　　　　　

理念

目標

企業リサーチパーク
共同研究拠点

附置研究所間アライアンス環 境

エネルギー

医療・健康

安全・安心

材 料

情 報

生 体

ナノテクノロジー

産学共創

Real Innovation
産業に資する科学研究の推進

国際連携研究ラボ
imec 国際産学連携研究

国際連携

新
産
業
創
成

最
先
端
科
学

中谷 和彦所長



企画室・広報室

大学間協定：10件
大学間に基づく部局間協定：6件
部局間協定：16件

川合 知二　文部科学大臣表彰科学技術賞（平成18年度）
山口 明人　日本細菌学会浅川賞（平成19年度）／ 日本薬学会賞（平成19年度）／ 文部科学大臣表彰科学技術賞（平成22年度）
西野 邦彦　文部科学大臣表彰若手科学者賞（平成20年度）
谷口 正輝　文部科学大臣表彰若手科学者賞（平成22年度）
能木 雅也　文部科学大臣表彰若手科学者賞（平成22年度）
永井 健治　日本学術振興会賞（平成25年度）
八木 康史　文部科学大臣表彰科学技術賞（平成26年度）
槙原 　靖　文部科学大臣表彰科学技術賞（平成26年度）
関谷 　毅　文部科学大臣表彰若手科学者賞（平成27年度）／ 日本学術振興会賞（平成27年度）
関野 　徹　文部科学大臣表彰科学技術賞（平成28年度）     　　ほか

現在展開しているプロジェクト

受　賞

産研における学術交流協定締結状況

産業科学研究所の中期目標・中期計画

・科学研究費補助金（特別推進研究・新学術領域研究・基盤研究（S））
・ナノとマクロをつなぐ物質・デバイス・システム創製戦略プロジェクト
・戦略的創造研究推進事業（CREST,さきがけ）
・革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）
・クリーンデバイス社会実装推進事業（NEDO）
・戦略的創造研究推進事業先導的物質変換領域（ACT-C）

・産業技術研究助成事業（NEDO）
・研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）
・研究拠点形成事業（JSPS）
・革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）（文科省）
・SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）／次世代パワーエレクトロニクス（NEDO）
・革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト（AMED）

教育 研究
高度産業科学
研究者の育成

環境・エネルギー・医療・
安全安心に関する課題を
解決する最先端研究の推進

社会貢献
新産業創出・インダストリー
オンキャンパス実現による
産学連携推進

工学・理学・基礎工学・薬学・
生命機能・情報科学6研究科
との連携
産業科学連携教育推進センター
を中心に、学際融合型カリキュ
ラムの推進
オンザリサーチ型教育
海外大学・国際研究機関との
連携によるグローバル若手
研究者の育成

材料・情報・生体3分野の融合
による新学問領域の創出
学際融合型グリーンナノサイエ
ンス・バイオメディカルサイエン
スの推進
ネットワーク型共同研究拠点の
中核として「物質・デバイス領
域」の全国共同研究を推進
国際共同研究センターを中心
に国際研究機関とのパート
ナーシップの推進

産学連携室を中心に、産学連携
による社会貢献の推進
インキュベーション棟の企業リ
サーチパークを通じたインダスト
リーオンキャンパスの実現
国際連携研究によるオープンイ
ノベーションの推進
産研協会と連携した啓発活動
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出口を見据えた材料・情報・生体の3領域と
グリーンナノサイエンス・バイオメディカルナノサイエンス分野の研究推進

産業科学連携教育
推進センター

研究企画委員会
国際共同研究センター 産学連携室

平成18年4月

平成28年5月

受賞

〜

・Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw (imec)（2012.10－）
ベルギー

・アーヘン工科大学（2005.9－）
・アウクスブルク大学（2009.5－）
・アーヘン工科大学   有機化学研究所（2012.10－）
・ビーレフェルト大学化学科（2012.12－）
・マグデブルグ・オットーフォンゲーリック大学（自然科学部）（1994.10－）
・ユーリッヒ研究センター（2001.1－）

ドイツ

・釜山大学校（1995.5－）
・忠南大学校（2006.9－）
・漢陽大学校（2008.12－）
・釜山大学校（自然科学大学）（2004.10－）
・忠南国立大学校（自然科学大学） （2006.11－）
・釜慶大学校（基礎科学研究所）（1999.2－）　　
・浦項工科大学校（環境工学部化学工学科）（2010.5－）
・韓国窯業技術院（2013.4－） 
・韓国原子力研究所／高度放射線技術研究所（2014.7－) 
・鮮文大学院(工学部）（2015.6－）

韓国

・国立台湾大学（2008.3－）
・国立台湾師範大学（理学部）(2007.1－）

台湾

・デ・ラ・サール大学（コンピュータ科学部）（2010.6.－）
フィリピン

・アイントホーフェン工科大学(機械工学部）（2015.4－） 
オランダ

・ジュネーブ大学（理学部）（2007.8－）
スイス

・フランス国立科学研究センター（2005.5－）
・ボルドー大学（2012.10－）

フランス

・アシュート大学（理学部）（2011.1－）
エジプト

・チュラロンコン大学(工学部コンピュータ工学科）（2015.5－）
タイ

・北京大学（2001.5－）
・北京大学（情報科学技術学院）（2006.5－）
・内蒙古師範大学（化学・環境科学学院）（2008.6－）
・上海大学（環境及び科学工学研究科）（2015.7－）

中国

・パシフィックノースウェスト国立研究所（2005.3－） 
・ミネソタ大学（バイオテクノロジー研究所）（2013.1－）

アメリカ

阪大産研



量子システム創成研究分野
【 大岩研 】 【 松本研 】

【 関谷研 】 【 八木研 】

【 鷲尾研 】 【 駒谷研 】 【 沼尾研 】

光・電子・スピンを操る新しい量子システム
の創製

半導体量子科学研究分野

グラフェンの合成から量子・バイオデバイス
応用まで

先進電子デバイス研究分野

有機材料の高度物性制御技術を応用した
次世代エレクトロニクス・フォトニクス　　

複合知能メデｲア研究分野

人をみるための視覚情報処理

知能推論研究分野

計算機推論によるビッグデータからの知識
発見　　　　　　　　　　　　　　　　　

共同研究拠点と５附置研アライアンス 三菱電機広域エリアセキュリティテクノロジー共同研究部門
大量センサからの高密
度なセンサデータ空間
生成と可視化、及び、セ
キュリティリスクの現
状把握と将来予測を可
能とするエリアセキュ
リティの高度化技術　
　

知識科学研究分野

人の発話を巧みに理解する音声対話システム

知能アーキテクチャ研究分野

学習による適応能力を持ったコンピュータ

情報
・

量子科学系
人間の見る・学ぶ・考える・創る機能
を実現する知能システムを研究する。
量子機能マテリアルを創り、量子構造
を制御し、新デバイスを創る。

第1研究部門



【 小林研 】

【 関野研 】 【 菅沼研 】

【 古澤研 】

量子ビーム科学研究施設
電子加速器を用いた極
短電子パルスビームの
生成や利用、FELの開
発・利用、陽電子生成・
利用、Co-60γ線照射
装置を用いて幅広く研
究を行っている　　　

総合解析センター
新材料、新生物活性物
質創製のための表面分
析、構造解析、組成分
析を行う　　　　　　

量子機能材料研究分野

新奇な量子力学的機能を発現する材料の探究
　　　　　　　　　　　　　　　　　

半導体材料・プロセス研究分野

高効率シリコン太陽電池とシリコンナノ材料
の研究・開発

先端ハード材料研究分野

階層的ナノ・マクロ構造制御に基づく機能
共生材料の創製とその応用　　　　　　

先端実装材料研究分野

実装を科学する

励起物性科学研究分野

励起ダイナミクスの直接観察と新規構造
相創成への応用　　　　　　　　　　　

量子ビーム発生科学研究分野

FELを用いた高強度テラヘルツ波源の開発 
鉛筆の芯に集光したFEL光により発生した
プラズマ

量子ビーム物質科学研究分野

最先端量子ビームによる反応解析と材料開発

第2研究部門

材料
・

ビーム科学系
ナノレベルで原子・分子構造および
界面を制御した高次機能材料を創り、
物性を解き明かす。更に、新規な量子
ビームを開発し、ビームと物質相互作
用の解明・ナノ加工を通じて新機能

発現を目指す。



Proteins GenesDrugs siRNA

Loading

iv injection

Bio active molecules

生体分子制御科学研究分野

産業界との密接な連携
を図り、21世紀の科学
技術・産業技術の発展
を先導する先端的研究
の成果を新産業の創成
に結びつける研究を行
う

新産業創成研究部門 特別プロジェクト

【 真嶋研 】 【 笹井研 】

【 中谷研 】 【 加藤研 】

【 黒田研 】 【 西野研 】 【 永井研 】

励起分子化学研究分野

マルチビーム化学、DNA光化学、光触媒

機能物質化学研究分野

不斉認識、二重活性化型不斉触媒

精密制御化学研究分野

核酸構造を特異的に認識する合成小分子の
開発　　　　　　　　　　　　　　　　　

医薬品化学研究分野

有機低分子によるたんぱく質の機能制御

生体分子反応科学研究分野

バイオミミック技術によるバイオナノ医薬品や
同関連技術の開発

膜輸送体のナノシステムバイオロジー

生体分子機能科学研究分野

生命動態を“スパイ”するテクノロジー開発
　　　　　　　　　　　　　　　　　

紙とセルロースの新しい世界を切り拓く

第2プロジェクト
セルロースナノファイバー材料研究分野

異物排出輸送体の構造機能解析と阻害剤の開発

第3プロジェクト
生体防御学研究分野

生体
・

分子科学系
生体応答分子の構造・機能の解明か
ら、生物の高次機能の総合的理解を
目指す。また、分子化学の多様な研究
を基盤に、機能性分子の創製や反応

プロセスの開発を行う。

第3研究部門



ナノテクノロジー設備供用拠点
産学官の利用者に対し
て、最先端のナノテクノ
ロジー研究設備を高度
な技術支援とともに提
供し、ナノテクノロジー
分野における研究・開
発を支援する

革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）大阪大学拠点
人間力活性化による
スーパー日本人の育成拠点

10年後のビジョンとして、
子供から高齢者に至るま
で、人間力を飛躍的に活性
化させ、常に潜在力（個人
が持つ最大の能力）を発揮
できる“スーパー日本人”を
育成し、一人一人が活き活き
とした生活を自ら切り拓く
“積極的自立社会”の実現
を目指している 

【 田中研 】 【 吉田研 】

【 竹田研 】 【 小口研 】

【 安蘇研 】 【 谷口研 】

ナノ機能材料デバイス研究分野

機能性マテリアル多次元ナノ構造デバイス

ナノ極限ファブリケーション研究分野

高速反応の分析とナノファブリケーション

ナノ構造・機能評価研究分野

触媒反応・ナノ構造成長のその場観察

ナノ機能予測研究分野

物性理論と量子シミュレーション

ソフトナノマテリアル研究分野

拡張共役系の創製と有機エレクトロニクス

バイオナノテクノロジー研究分野

単一分子物性、分子技術、分子デバイス

産業科学
ナノテクノロジー
センター

トップダウンとボトムアップナノプロ
セスの融合によるナノシステムの創
製、さらに理論および評価との研究
融合により、融合ナノテクノロジー研
究の充実と新たな展開を図る。



3階 小セミナー室（N-315）

1階 講義室（ I-117）

1階 講堂
2階 大・中・小会議室

2階 会議室

テニス&
フットサルコート

P

P

P

1階 共同プロジェクト室（S-109）
3階 セミナー室（S-308）

2階 セミナー室（F-228～230）
3階 セミナー室（F-386～388）
5階 セミナー室（F-544～546）

ナノテクノロジー
総合研究棟（N棟）

第2研究棟（S棟）

インキュベーション棟（ I棟）

至 千里門 至 阪大病院

ライナック棟

量子ビーム
科学研究施設

コバルト棟
総合解析
センター

電子プロセス
実験室

楠本会館

共通実験棟 EF

2F

B1F

2F 第1研究棟（F棟）

管理棟

数値で見る現在の産業科学研究所

・補助金等

・民間等との共同研究

・受託研究

・奨学寄付金 ・科学研究費補助金

億円

億円

億円 億円

億円 億円

16件

69件

44件

60件 184件

1.3

2.2

10.6

1.0 7.9

・大学院生

理学研究科
工学研究科
基礎工学研究科
薬学研究科
情報科学研究科

生命機能研究科

名193

・客員・外国人研究員

客員教授
客員准教授
招へい教授
招へい准教授
招へい教員
招へい研究員
外国人研究員（客員教授）
外国人研究員（客員准教授）
（平成27年4月2日 ～ 平成28年4月1日現在）

名96

・常勤職員

教授
准教授
助教
特任教授 （常勤）
特任准教授 （常勤）
特任助教 （常勤）
特任研究員 （常勤）
事務職員
技術職員

23
31
43
2
5
16
24
23
17

37 ／ 21
48／ 31
15／ 3
2／ 2
17／ 12

博士前期課程／博士後期課程

5博士課程

4
1
44
14
7
17
7
2

名184

11
2
3
23
46
28

・非常勤職員

特任教授
特任准教授
特任助教
特任研究員
事務補佐員
技術補佐員

名113

11
2

・博士研究員

日本学術振興会特別研究員
日本学術振興会外国人特別研究員

名13

・利用料等収入（補助金等） 億円0.5

・運営費交付金 億円18.8

平成27年度

平成28年4月1日
現在

収入額

教職員
大学院生

42.3

名599

研究活動 平成23年度
492
40

平成24年度
563
57

平成25年度
412
58

平成26年度
373
50

平成27年度
397
52

論文数（年単位）

特許出願件数

大阪大学 産業科学研究所 〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘 8 -1

06-6877-5111TEL: （代表）


