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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。現在は、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研究を推進する総合理工学型研究所として発展しており、今年は創立

75周年を迎えます。特に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設立

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

大資源研、阪大産研、九大先導研の5大学附置研による全国縦断型「物質・デバイス領域ネットワーク拠点」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ました。さらにその成果を産

業に生かすため、インダストリーオンキャンパスを実現するインキュベーション棟を完成させ、企業リサーチパークが

稼働しています。これらに加え、23年度には、世界最大のナノテク研究機関imecと産研との間で共同研究契約が締結

され、現在は、共同研究や両機関における若手研究者の相互の受け入れや派遣を活発に行っています。25年度は、文

科省「革新的イノベーション創出プログラム」の拠点の一つに大阪大学が採択され、その中心研究機関として産研が活

動することとなりました。企業リサーチパーク参画企業の実用化ニーズと産研の持つ材料、情報、生体、ナノテクノロ

ジーのシーズポテンシャルを国際舞台で結び付ける総合的研究開発推進プログラムとして期待されています。

大学における基礎研究も、社会の要請を的確に把握し、国民の期待に応える科学の創出が求められます。私共は、

「出口を見据えた基礎研究」を研究スローガンとして、産業界との連携を強化する施策を進めつつあります。産研は、

歴史と伝統を背景に、新しい時代をリードすべく、今後も環境・エネルギー・医療・安全安心に関する課題を解決する

ことを中心に、独自性の高い世界最先端の基盤科学技術創出の努力を続けて参りますので、皆様の温かいご支援とご協

力・ご鞭撻を心よりお願いいたします。

ご挨拶
産業に生かす科学─

出口を見据えた基礎研究の推進

所長　八木　康史

Greetings from the Director

Yasushi YAGI
Director of ISIR

ISIR Pursues Target-Driven Basic
Research Leading to Real Innovation

Under strong desires and expectations of business
leaders in Osaka area, The Institute of Scientific and
Industrial Research (ISIR) was founded in 1939 as a part
of Osaka University (OU) with the aim of promoting basic
science for the development of industry. Since then, ISIR
has been developed into one of the leading research
organizations for applied sciences in Japan, and has
been conducting interdisciplinary researches in the fields
of materials, information, and biological sciences. In
parallel, we have been pursuing research-based
education for students from the graduate schools of
Engineering, Science, Engineering Science,
Pharmaceutical Science, Frontier Bioscience, and
Information Science & Technology. This year, 2014, is the
year of our 75th Anniversary.

We play a leading role in the nanoscience and
nanotechnology research through our Nanotechnology
Center, which was established in 2002 and is Japan's first
such center attached to a university. 

As a nationwide research collaboration system, ISIR
established the Network Joint Research Center for
Materials and Devices and works in conjunction with five
university-attached research institutes: Res. Inst.
Electronic Science (Hokkaido University), Inst.
Multidiscipl. Res. Advanced Materials (Tohoku University),
Chemical Resources Lab. (Tokyo Inst. Tech.), ISIR (OU),
and Inst. Materials Chem. & Eng.(Kyushu University). For
industrial applications of innovative achievements, we
have promoted cooperation between academia and
industry through Industry-On-Campus in the newly
constructed Incubation Building. To promote the
globalization of basic innovative research, a research-
collaboration agreement was reached between the
Interuniversity Microelectronics Center (imec)- oneof the
world' s largest nanotechnology research institutes-and
ISIR in 2011. In FY2013, OU has been selected as one of
the core universities of the MEXT program "Center of
Innovation Science and Technology based Radical
Innovation and Entrepreneurship Program (COI STREAM),
and ISIR will play a central role of the OU program in
collaboration with imec, Japanese companies and
universities. This is the type of interdisciplinary research
program which ISIR has been aiming at.

Our world-level innovative basic research efforts
address problems related to the environment, energy,
medicine, and security and safety on studies in the fields
of materials, information, and medical sciences along with
those in nanotechnology and nanoscience. ISIR pursues a
target-driven basic research leading to real innovation.
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概要と沿革 

History

産業科学研究所は、大阪を中心とする関西財界や有志の「産業に必要な自然科学の基礎と応用」に関する研究機関を

大阪に設置したいという強い要望を背景に、昭和14年、現在の大阪大学の前身である大阪帝国大学に設立された。「自

然科学に関する特殊事項で産業に必要なものの基礎的学理及びその応用の研究」を目的とし、3研究部門でスタートし

た。研究所の歴史を刻みながら発展し、1980年代末には21研究部門3附属研究施設からなる国内でも有数の理工学総

合研究所に発展し、電子工学、情報科学、金属及び無機材料科学、有機化学、生物化学、高分子化学、放射線科学など

の分野で広範囲に研究を進めた。

平成7年に「産業に必要となる先端的な事項で、材料、情報及び生体に関するものの総合研究」を目的として24研究

分野からなる6大部門と材料解析センター、高次インターマテリアルセンター、放射線実験所の3附属施設を持つ研究

所に改組し、材料・デバイス、情報・知能、生体・医療の3領域で学際的かつ総合的な研究を行い、それらを融合した

新しい科学の創出を目指す研究所の性格を明らかにした。平成13年には第2研究棟が竣工した。

平成14年度に、放射線実験所と高次インターマテリアルセンターを改組・拡充し、全く新しい視点から産業科学ナ

ノテクノロジーセンターが発足した。ナノテクノロジー総合研究棟は、平成15年に竣工した。ナノテクノロジー総合

研究棟の中には他大学、他研究機関に対してもナノサイエンス研究支援を行う、阪大複合ナノファウンダリも設置され

ている。平成14年度から18年度までは、当研究所は工学研究科・原子力工学専攻の協力を得て21世紀COEプログラ

ム「新産業創造指向インターナノサイエンス」を推進し、平成18年度までに韓国、フランス、アメリカにブランチを

設立し、グローバル化を進めた。

平成17年度から21年度までは、特別教育研究経費により東北大学多元物質科学研究所と連携を組み、国立大学法人

化後初の大学附置研究所間連携プロジェクトとして、新産業創造物質基盤技術研究センターを推進した。平成19年度

から21年度は、全国4大学附置研究所を結ぶ“ポストシリコンデバイス創成”を目指したアライアンスを推進した。ま

た、平成17年には産学連携を促進するため、新産業創成研究部門を発足、更には平成18年に産学連携室を設置し、国

内外を問わず情報を発信している。

平成21年4月には、新たな学際融合研究の展開、ナノサイエンス研究の強化、産学連携と大学院教育への貢献、国際

共同研究の一層の推進を目指して、14年ぶりの大改組を行った。これまでの6研究部門を、第1研究部門（情報・量子

科学系）、第2研究部門（材料・ビーム科学系）、第3研究部門（生体・分子科学系）の3大研究部門へと再編し、これま

で3専任研究分野であった産業科学ナノテクノロジーセンターを6専任研究分野に拡充し、時限を撤回した。新たに、

産業科学連携教育推進センター、国際共同研究センターを設けるととともに、材料解析センターを電子顕微鏡室と合体

して、情報や生体の解析も含む、総合解析センターへと改組、量子ビーム実験室をナノテクノロジーセンターから独立

させて量子ビーム科学研究施設とし、共同研究の一層の利便化を図った。

産学連携の一層の推進のための拠点として、産研インキュベーション棟（5階建て5,000㎡）を平成22年3月に竣工

し、阪大で初めてのオンキャンパス型企業リサーチパークを始め、新たな産学連携とプロジェクト研究の拠点として活

動を開始している。

また、平成22年4月、産研を拠点本部として、東北大多元研、北大電子研、東工大資源研、九大先導研の5大学附置

研による「物質・デバイス領域共同研究拠点」が発足し活動を開始した。これは、我が国にこれまで存在したことのな

い大がかりな全国を縦断する共同研究拠点である。また、本拠点を足場として、5大学附置研の大型共同研究プロジェ

クト「附置研究所間アライアンスによる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」も開

始している。

平成23年11月には、世界最大のナノテク研究機関imecと産研との共同研究契約が締結された。平成25年11月に

は、文科省「革新的イノベーション創出プログラム」の拠点の一つに大阪大学が採択され、その中心研究機関として産

研が活動を開始している。企業リサーチパーク参画企業の実用化ニーズと産研の持つシーズポテンシャルを国際舞台で

結び付けるプログラムとして期待される。

概　要

産業科学研究所は、上述した展開のもと、今年で75周年を迎えるが、我が国を代表する総合理工型研究所として、

また総合理工型研究所の全国ネットワークの中核として、さらには新しい産学連携の旗手として、今、新たな発展の道

へと踏み出したところである。

The Institute of Scientific and Industrial Research (ISIR) was founded in 1939, as a part of Osaka University, based

on the strong desire of the business leaders of private enterprises in Kansai area. The purpose of the Institute is to

study science necessary for industry and their applications. Since then, the institute has been developed into one of the

leading research organizations for science and engineering in Japan.

In 1939, ISIR had only 3 departments. Until the end of 1980's it increased research areas and laboratories in the

fields of electronic engineering, computer science, metallurgy and inorganic chemistry, organic chemistry biochemistry

and beam science.

ISIR was restructured in 1995 to an Institute composed of 6 divisions with 24 departments for the purpose of

promoting sciences on materials, information and biology. In 2001, the Second Research Building of ISIR was

constructed. From 2002 to 2006, we were awarded the 21 Century COE Program MEXT(the Ministry of Education,

Culture, Sports, Science and Technology).

In 2002, Nanoscience and Nanotechnology Center was founded after restructuring Research Center for

Intermaterials and Radiation Laboratory. The new Center focused its research on nanomaterials and devices, beam

science for nanotechnology and industrial nanotechnology. In 2003, the Center Building was constructed. In the new

Center Building, Nanotechnology Process Foundry was opened for supporting the nationwide research in the

nanotechnology.

From 2006 to 2009, Materials Science & Technology Research Center for Industrial Creation was promoted in

collaboration with IMRAM(Tagenken)(Tohoku Univ). In 2007, it was expanded to the Post-Silicon Materials and Devices

Research Alliance including RIES (Denshiken) (Hokkaido Univ) and CRL (Shigenken) (Tokyo Institute of Technology

(TIT)).

In 2006, Academia Industry Relation Office (AIR-Office) was settled in order to strengthen cooperation between the

institute and industries. In 2008, Division of Special Projects was founded for promotion of research of young faculties.

In 2009, we carried out a significant restructuring in order to develop the novel interdisciplinary research fields and to

strengthen the nanotechnology research field : a reformation  into 3 divisions (Division of Information and Quantum

Sciences, Division of Material and Beam Sciences, and Division of Biological and Molecular Sciences) and an

expansion of  the Nanoscience and Nanotechnology Center to include 6 laboratories.

In 2010, in order to establish a core for academia-industry collaboration and open innovation, we constructed the

SANKEN Incubation Building. This building contains on-campus rental laboratory space (Company Research Park) for

private corporations, Nanoscience Techno-Core for project research, SANKEN Manufacturing Factory, and Osaka

University Renovation Center for reusing the used research facilities.

In 2010, the Network Joint Research Center for Materials and Devices including ISIR (Osaka Univ.), IMRAM (Tohoku

Univ.), RIES (Hokkaido Univ.), CRL((TIT) and IMCE (Kyusyu Univ.) started under the authorization by MEXT. ISIR is the

headquarters of this nation-wide 5 Institutes network. There is no precedent for such a large network of university

institutes in Japan and it is greatly expected to promote the interdisciplinary collaboration in the fields of materials and

devices science.

In 2011, a research-collaboration agreement was reached between the Interuniversity Microelectronics Center (imec) -
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概要と沿革 

History

沿　革

昭和12年（1937）

昭和13年（1938）

昭和14年（1939）

昭和22年（1947）

昭和26年（1951）

昭和33年（1958）

昭和39年（1964）

昭和43年（1968）

昭和48年（1973）

昭和50年（1975）

昭和52年（1977）

昭和57年（1982）

昭和60年（1985）

平成 7 年（1995）

平成13年（2001）

平成14年（2002）

大阪財界有志により理工学の大研究機

関設置の要望起こる（大阪産業科学研究

所期成同盟会設立）

大阪帝国大学産業科学研究所設立予算

通過（第72議会）（後援団体財団法人産

業科学研究協会設立）

大阪帝国大学産業科学研究所創立（初代

所長 眞島利行）建物を堺市東郊に新築

3研究部門をもって発足

大阪大学附置産業科学研究所となる

大阪大学附置音響科学研究所を統合

（枚方分室として昭和43年3月まで枚

方市に存続）

附属放射線実験所設置（全学共同利用、

初代所長浅田常三郎）

4研究部制が施行される

大阪大学統合計画に基づき現在地へ移転

「国立大学の事務局等の部及び課に関す

る訓令」の一部改正により事務部部課

制導入

附属材料高圧合成センター設置（10年

時限）

附属材料解析センター設置

「技術室を置く国立大学の大学附置の研

究所を指定する訓令」の一部改正によ

り技術室設置

附属高機能極限材料研究センター設置

（10年時限）

6大部門24研究分野に改組、高次イン

ターマテリアル研究センター設置

（10年時限）

第二研究棟竣工

附属産業科学ナノテクノロジーセンタ

ー設置（10年時限）

21世紀COEプログラム拠点に採択

平成15年（2003）

平成16年（2004）

平成17年（2005）

平成19年（2007）

平成20年（2008）

平成21年（2009）

平成22年（2010）

平成23年（2011）

平成25年（2013）

ナノテクノロジー総合研究棟竣工

国立大学法人大阪大学。学内措置によ

り研究分野を拡充

新産業創造物質基盤技術研究センター

設置、新産業創成研究部門設置

産学連携室設置

4附置研究所アライアンス発足、阪大

産研、北大電子研アライアンスラボ設

置

特別プロジェクト研究部門発足

第1研究部門（情報・量子科学系）、第

2研究部門（材料・ビーム科学系）、第

3研究部門（生体・分子科学系）の3大

研究部門と、時限を撤廃し6専任研究

分野に拡充した産業科学ナノテクノロ

ジーセンターに改組。材料解析センタ

ーは電子顕微鏡室と統合し総合解析セ

ンターに再編。量子ビーム実験室をナ

ノテクセンターから分離して量子ビー

ム科学研究施設を設置。

産業科学連携教育推進センターと国際

共同研究センターを設置。産研インキ

ュベーション棟竣工

産研を拠点本部とする、北大電子研、

東北大多元研、東工大資源研、九大先

導研の5大学附置研によるネットワー

ク型「物質・デバイス領域共同研究拠

点」発足、5附置研究所間アライアン

ス発足

阪大産研・理研アライアンスラボ設置

imecとの共同研究協定締結

文科省「革新的イノベーション創出プ

ログラム」拠点に採択（大阪大学）。阪

大拠点の中心として活動開始。

one of the world's largest nanotechnology research institutes-and ISIR, to promote the globalization of basic innovative

research.

In FY2013, Osaka University has been selected as one of the core universities of the MEXT program, "Center of

Innovation Scinece and Technology based Radical Innovation and Entrepreneurship Program (COI STREAM)", and ISIR

will play a centeral role of the Osaka Univ. Program in collaboration with imec, Japanese companies and universities.

ISIR will further develop multidisciplinary researches and academia-industry collaborations as a core of the

nationwide collaborations network of university institutes.



機構 

Organization  

Department of Quantum System Electronics 

Department of Semiconductor Electronics 

Department of Advanced Electron Devices 

Department of Intelligent Media 

Department of Reasoning for Intelligence 

Department of Knowledge Science 

Department of Architecture for Intelligence 

 

Department of Quantum Functional Materials 

Department of Semiconductor Materials and Processes 

Department of Advanced Hard Materials 

Department of Advanced Interconnection Materials 

Department of Excited Solid-State Dynamics 

Department of Accelerator Science 

Department of Beam Materials Science 

 

Department of Molecular Excitation Chemistry 

Department of Synthetic Organic Chemistry 

Department of Regulatory Bioorganic Chemistry 

Department of Organic Fine Chemicals 

Department of Biomolecular Science and Reaction 

Department of Biomolecular Science and Regulation 

Department of Biomolecular Science and Engineering 

 

Department of Functional Nanomaterials and Nanodevices 

Department of Advanced Nanofabrication 

Department of Nanocharacterization for 

Nanostructures and Functions 

Department of Theoretical Nanotechnology 

Department of Soft Nanomaterials 

Department of Bio-Nanotechnology 

Department of Nanotechnology for 

Environmental and Energy Applications 

Department of Nano-Intelligent Systems 

Department of Nanodevices for Medical Applications 

Department of Nanosystem Design 

Department of Nanodevice Characterization 

Department of Nanotechnology for Industrial Applications 

(6 departments of concurrent post in campus） 

Nanofabrication Shop 

Advanced Nanotechnology Instrument Laboratory 

Nanotechnology Open Facilities 

 

Department of New Industrial Projection 

Department of New Industry Generation Systems 

Department of Intellectual Property Research 

 

Laboratories of First Project 

Laboratories of Second Project 

　Laboratory of Microbiology and Infectious Diseases 

　Laboratory of Atomic Scale Materials Processing 

　Laboratory of Cellulose Nanofiber Materials 

Laboratories of Third Project 

　Laboratory of Cell Membrane Structural Biology 

 

Department of Quantum Information Optics 

（Alliance Laboratory of ISIR,Osaka Univ.and RIES, Hokkaido Univ.) 

Department of Disease Glycomics 

(Alliance Laboratory of ISIR,Osaka Univ.and RIKEN) 

量子システム創成研究分野 

半導体量子科学研究分野 

先進電子デバイス研究分野 

複合知能メディア研究分野 

知能推論研究分野 

知識科学研究分野 

知能アーキテクチャ研究分野 

 

量子機能材料研究分野 

半導体材料・プロセス研究分野 

先端ハード材料研究分野 

先端実装材料研究分野 

励起物性科学研究分野 

量子ビーム発生科学研究分野 

量子ビーム物質科学研究分野 

 

励起分子化学研究分野 

機能物質化学研究分野 

精密制御化学研究分野 

医薬品化学研究分野 

生体分子反応科学研究分野 

生体分子情報学研究分野 

生体分子機能科学研究分野 

 

ナノ機能材料デバイス研究分野 

ナノ極限ファブリケ―ション研究分野 

ナノ構造・機能評価研究分野 

ナノ機能予測研究分野 

ソフトナノマテリアル研究分野 

バイオナノテクノロジー研究分野 

 

環境・エネルギーナノ応用分野 

ナノ知能システム分野 

ナノ医療応用デバイス分野 

ナノシステム設計分野 

ナノデバイス評価・診断分野 

ナノテクノロジー産業応用分野 

学内兼任研究領域　（6分野） 

ナノ加工室 

ナノテク先端機器室 

ナノテクノロジー設備供用拠点 

 

新産業予測研究分野 

新産業創造システム研究分野 

知的財産研究分野 

 

第1プロジェクト研究分野 

第2プロジェクト研究分野 

　感染制御学研究分野 

　極微材料プロセス研究分野 

　セルロースナノファイバー材料研究分野 

第3プロジェクト研究分野 

　生体防御学研究分野 

 

量子情報フォトニクス研究分野 

（阪大産研・北大電子研アライアンスラボ） 

疾患糖鎖を中心としたケミカルバイオロジー分野 

（阪大産研・理研アライアンスラボ） 

 

第１研究部門 
 

第２研究部門 

第３研究部門 

産業科学 
ナノテクノロジーセンター 

新産業創成研究部門 

特別プロジェクト 
研究部門 

アライアンスラボ 

総合解析センター 
量子ビーム科学研究施設 
産業科学連携教育推進センター 
国際共同研究センター 

ナノマクロ物質・デバイス・システムアライアンス 
次世代エレクトロニクスプロジェクトグループ 

新エネルギー材料・デバイスプロジェクトグループ 

医療材料・デバイス・システムプロジェクトグループ 

環境調和材料・デバイスプロジェクトグループ 

物質・デバイス領域研究拠点 
（拠点本部：阪大産研） 
（北大電子研、東北大多元研、東工大資源研、九大先導研） 

所長 
 
教授会 
 
　　　　　　所内各種委員会 
 
役員会 
 
運営協議会 
 
事務部 
　　総務課……………総務係、人事係 

　　研究連携課………研究協力係、財務係、契約係 

 
技術室 
　　工作班……………機械回路工作係、 

　　　　　　　　　　ガラス工作係 

　　計測班……………計測・情報システム係、 

　　　　　　　　　　分析・データ処理係 

 

共通施設等 
　　試作工場 

　　放射線同位元素実験室 

　　電子プロセス実験室 

　　産学連携室 

　　情報ネットワーク室 

　　広報室 

　　図書室 

　　施設管理室 

　　企画室 

 

Division of  
Information and  
Quantum Sciences

Division of  
Advanced  
Materials and  
Beam Science

Division of  
Biological and  
Molecular Sciences

Nanoscience and  
Nanotechnology  
Center

Division of Next  
Industry Generation

Division of  
Special Projects

Alliance Laboratory

Comprehensive Analysis Center 
Reserch Laboratory for Quantum Beam Science 
Center for Collaborative Research Education and Training 
International Collaborative Research Center 
 

Network Joint Research Center  
for Materials and Devices 
（Head：ISIR, Osaka Univ.） 
（RIES, Hokkaido Univ., IMRAM, Tohoku Univ.,  
　CRL, TIT, IMCE, Kyushu Univ.)

Director 
 
Faculty Council 
 
　　　　　　　　　　　　 Committees 
 
Board of Trustees 
 
Advisory Board 
 
Administrative Office 
　　General Affairs Division 

　　Research Cooperation Division 

 
Technical Division 
　　Machine Group 

　　Measurement Group 

 

Service Facilities, etc 
　　Workshop 

　　Laboratory for Radio-isotope Experiments 

　　Electronic Processing Laboratory 

　　Academia Industry Relations Office 

　　Office of Information Network 

　　Public Relations Office 

　　Library 

　　Planning Office 

　　Facilities Management Office

Nano-Macro Materials, Devices and  
System Research Alliance 
Next generation electronics research group 

New energy harvesting materials and devices research 

group 

Medical treatment materials, devices, and systems 

research group 

Environmental harmonized materials and devices 

research group

5 6
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所長（兼） 教　授 八木　康史

大岩　　顕
長谷川繁彦
江村　修一
木山　治樹

松本　和彦
井上　恒一
前橋　兼三
金井　　康
大野　恭秀

教 授

准 教 授

助 教

特任研究員（常勤）

教 授

准 教 授

〃

助 教

特任准教授（常勤）

量子システム創成研究分野

鷲尾　　隆
清水　昌平
河原　吉伸
杉山　麿人
岡田　拡子

教 授

准 教 授

〃

助 教

特任事務職員

知能推論研究分野

駒谷　和範
來村　徳信
古崎　晃司
山縣　友紀

教 授

准 教 授

〃

特任助教（常勤）

知識科学研究分野

関野　　徹
多根　正和

教 授

准 教 授

先端ハード材料研究分野

磯山　悟朗
加藤　龍好
川瀬　啓悟
入澤　明典

真嶋　哲朗
藤塚　　守
川井　清彦
小阪田泰子
崔　　正權

教 授

准 教 授

〃

助 教

特任助教（常勤）

励起分子化学研究分野

笹井　宏明
滝澤　　忍
市原　潤子
竹中　和浩
Das Priyabrata

中谷　和彦
堂野　主税
武井　史恵
村田亜沙子
相川　春夫
Mukherjee Sanjukta

加藤　修雄
和田　　洋
新田　　孟
山口　俊郎
樋口　雄介
開發　邦宏

教 授

准 教 授

助 教

〃

特任研究員（常勤）

教 授

准 教 授

助 教

〃

特任助教（常勤）

特任研究員（常勤）

教 授

准 教 授

助 教

〃

〃

特任准教授（常勤）

機能物質化学研究分野

精密制御化学研究分野

医薬品化学研究分野

岡島　俊英
立松　健司
中井　忠志

西　　　毅

永井　健治
松田　知己
新井　由之
中野　雅裕
和沢　鉄一
岩野　　惠
Perez Koldenkova Vadim
吉田　邦人

准 教 授

助 教

〃

准 教 授

教 授

准 教 授

助 教

〃

特任准教授（常勤）

特任助教（常勤）

特任研究員（常勤）

〃

生体分子反応科学研究分野

生体分子制御科学研究分野

生体分子機能科学研究分野

半導体量子科学研究分野

中谷　和彦

田中　秀和

教授（兼）

室長（兼）

ナノ医療応用デバイス分野

ナノ加工室

職員名簿 

Staff List

平成26年6月1日現在 

八木　康史
槇原　　靖
満上　育久
村松　大吾
Mansur AI
Aqmar Muhammad Rasyid
中澤　　満
丹羽　真隆
El-Alfy Hazem Mohamed Gabr
田川　聖一

教 授

准 教 授

助 教

特任講師（常勤）

特任助教（常勤）

特任研究員（常勤）

〃

〃

〃

〃

複合知能メディア研究分野

沼尾　正行
森山　甲一
福井　健一

教 授

助 教

〃

知能アーキテクチャ研究分野

小林　　光
松本　健俊
今村健太郎
黒闢 千香

教 授

准 教 授

助 教

特任技術職員

半導体材料・プロセス研究分野

関谷　　毅
須藤　孝一

教 授

准 教 授

先進電子デバイス研究分野

安藤　陽一
瀬川　耕司
佐々木　聡
Taskin Alexey

教 授

准 教 授

助 教

〃

量子機能材料研究分野

第1研究部門（情報・量子科学系） 第2研究部門（材料・ビーム科学系） 第3研究部門（生体・分子科学系）

北島　　彰
法澤　公寛
樋口　宏二
柏倉　美紀

特任助教（常勤）

〃

特任研究員（常勤）

〃

ナノテクノロジー設備供用拠点

産業科学ナノテクノロジーセンター

谷村　克己
田中慎一郎
金闢 順一
成瀬　延康
清水実佐子

教 授

准 教 授

〃

助 教

特任事務職員

励起物性科学研究分野

教 授

准 教 授

助 教

〃

量子ビーム発生科学研究分野

吉田　陽一
Yurtsever Ayhan
山闢 詩郎

田中　秀和
神吉　輝夫
服部　　梓
藤原　宏平

センター長（兼）

特任講師（常勤）

〃

教 授

准 教 授

助 教

〃

産業科学ナノテクノロジーセンター

ナノ機能材料デバイス研究分野

吉田　陽一
楊　　金峰
近藤　孝文
菅　　晃一
神戸　正雄

教 授

准 教 授

助 教

〃

特任研究員（常勤）

ナノ極限ファブリケーション研究分野

竹田　精治
吉田　秀人
神内　直人
麻生亮太郎

小口多美夫
白井　光雲
山内　邦彦
籾田　浩義
豊田　雅之

安蘇　芳雄
家　　裕隆
辛川　　誠
二谷　真司

谷口　正輝
筒井　真楠
田中　裕行
横田　一道
川合　知二
大城　敬人
He Yuhui

教 授

准 教 授

助 教

〃

教 授

准 教 授

助 教

〃

特任研究員（常勤）

教 授

准 教 授

助 教

〃

教 授

准 教 授

助 教

〃

特任教授（常勤）

特任助教（常勤）

特任研究員（常勤）

ナノ構造・機能評価研究分野

ナノ機能予測研究分野

ソフトナノマテリアル研究分野

バイオナノテクノロジー研究分野

安藤　陽一教授（兼）環境・エネルギーナノ応用分野

鷲尾　　隆教授（兼）ナノ知能システム分野

古澤　孝弘
室屋　裕佐
小林　一雄
山本　洋揮

教 授

准 教 授

助 教

〃

量子ビーム物質科学研究分野

菅沼　克昭
菅原　　徹
長尾　至成
酒　　金
崔　　会旺
Singh Manjeet
朴　　聖源
横井　絵美

教 授

助 教

特任准教授（常勤）

特任助教（常勤）

特任研究員（常勤）

〃

〃

特任技術職員

先端実装材料研究分野



109

職員名簿 

Staff List

平成26年6月1日現在 

田中　闍紀室 長

三田　敏夫部 長

安蘇　芳雄
磯山　悟朗
松本　和彦
吉田　陽一
永井　健治
菅沼　克昭
和田　孝子
古澤　孝弘
大橋佳代子
吉田　陽一
松本　紀子
弘津　禎彦

工場長（兼）

室長（兼）

〃

〃

〃

室長（兼）

図書職員

室長（兼）

特任事務職員

室長（兼）

特任事務職員

室長（特任教授）

試作工場
放射性同位元素実験室
電子プロセス実験室
情報ネットワーク室
産学連携室
図書室

施設管理室

広報室

企画室

小川　紀之
大西　政義
松下　雄貴
小川　紀之

班 長

係 長

技術職員

係長（兼）

課 長

係 　 長

事務職員

〃

係 　 長

特任事務職員

工　作　班

計測・情報システム係

総務係

人事係

財務係

研究協力係

契約係

分析・データ処理係

ガラス工作係

機械・回路工作係

松川　博昭
相原　千尋
奥村　由香
古川　和弥
榊原　昇一
松闢 剛
羽子岡仁志
村上　洋輔

中川　　正
黒杭　　裕
花見　和子
東尾　朋静
堀井奈津子
林　　和美

班 　 長

係 　 長

技術職員

〃

係 長

技術職員

〃

〃

計　測　班

総　務　課

課 長

係 長

主 任

〃

事務職員

特任事務職員

〃

係 　 長

主 　 任

特任事務職員

係 　 長

事務職員

〃

特任技術職員

吉崎　純子
西村　　治
顴本　美紗
神田　幸代
今村　文香
谷澤　美奈
惠阪　真由
塩田　　健
田仲　裕一
森田　全子
植林　玉樹
佐藤　愛子
久保　美里
宇野　悦子

研究連携課

加藤　修雄
鈴木　健之
周　　大揚
朝野　芳織

センター長（兼）

准 教 授

助 教

〃

総合解析センター

真嶋　哲朗
誉田　義英
藤乗　幸子

研究施設長（兼）

准 教 授

助 教

量子ビーム科学研究施設

吉田　陽一センター長（兼）産業科学連携教育推進センター

沼尾　正行センター長（兼）国際共同研究センター

共通施設等

事　務　部

技　術　室

附属研究施設等
清水　裕一特任教授（常勤）

新産業創成研究部門

知的財産研究分野

西野　邦彦
松本　佳巳

准 教 授

特任助教（常勤）（客員教授）

特別プロジェクト研究部門

第2プロジェクト研究分野
感染制御学研究分野

山口　明人
中島　良介
櫻井　啓介
韓　　珍�

特任教授（常勤）

特任准教授（常勤）

特任助教（常勤）

特任技術職員

第3プロジェクト研究分野
生体防御学研究分野

朝日　　一特任教授附置研究所間アライアンス

柳田　　剛
長島　一樹

准 教 授

特任助教（常勤）

セルロースナノファイバー材料
研究分野

能木　雅也
古賀　大尚

准 教 授

特任助教（常勤）

極微材料プロセス研究分野

谷口　直之
大坪　和明
高　　叢笑
是金　宏昭

招へい教授

招へい教授

招へい教員

〃

疾患糖鎖を中心とした
ケミカルバイオロジー研究分野

（阪大産研・理研アライアンスラボ）

竹内　繁樹
岡本　　亮
藤原　正澄

招へい教授

招へい教員

〃

量子情報フォトニクス研究分野
(北大電子研アライアンスラボ)

産業科学ナノテクノロジーセンター

田中　秀和
佐久間美智子

室長（兼）

特任技術職員

ナノテク先端機器室



Nanoscience and Nanotechnology Center

Takeharu NAGAI
Tomoki MATSUDA
Yoshiyuki ARAI
Masahiro NAKANO
Tetsuichi WAZAWA
Megumi IWANO
Vadim PEREZ KOLDENKOVA
Kunito YOSHIDA

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Specially Appointed Assoc. Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Specially Appointed Researcher

〃

(June 1. 2014)

職員名簿 

Staff List

11 12

Director Prof. YAGI, Yasushi

Division of Information and Quantum Sciences Division of Advanced Materials and Beam Science Division of Biological and Molecular Sciences

Department of Quantum System Electronics

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

Specially Appointed Researcher

Akira OIWA
Shigehiko HASEGAWA
Shuichi EMURA
Haruki KIYAMA

Department of Functional Nanomaterials and Nanodevices

Department of Advanced Nanofabrication

Department of Nanocharacterization for Nanostructures and Functions

Department of Theoretical Nanotechnology

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Specially Appointed Researcher

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Specially Appointed Resercher

Hidekazu TANAKA
Teruo KANKI
Azusa HATTORI
Kouhei FUJIWARA

Yoichi YOSHIDA
Jinfeng YANG
Takafumi KONDOH
Koichi KAN 
Masao GOUDO

Seiji TAKEDA
Hideto YOSHIDA
Naoto KAMIUCHI
Ryotaro ASOU

Tamio OGUCHI
Koun SHIRAI
Kunihiko YAMAUCHI
Hiroyoshi MOMIDA
Masayuki TOYODA

Department of Nanotechnology for Environmental and Energy Applications

Department of Nano-Intelligent Systems

Department of Nanodevices for Medical Applications

Prof.

Prof.

Prof.

Youichi ANDO

Takashi WASHIO

Kazuhiko NAKATANI

Department of Soft Nanomaterials

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Yoshio ASO
Yutaka IE
Makoto KARAKAWA
Masashi NITANI

Department of Bio-Nanotechnology

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Specially Appointed Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Specially Appointed Researcher

Masateru TANIGUCHI
Makusu TSUTSUI
Hiroyuki TANAKA
Kazumichi YOKOTA
Tomoji KAWAI
Takahito OHSHIRO
Yuhui HE

Department of Accelerator Science

Department of Beam Materials Science

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Goro ISOYAMA
Ryuko KATO
Keigo KAWASE
Akinori IRIZAWA

Takahiro KOZAWA
Yusa MUROYA
Kazuo KOBAYASHI
Hiroki YAMAMOTO

Department of Molecular Excitation Chemistry

Prof.

Assoc.Prof.

〃Prof.

Assis.Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Tetsuro MAJIMA
Mamoru FUJITSUKA
Kiyohiko KAWAI
Yasuko OSAKADA
Jungkweon CHOI

Department of Synthetic Organic Chemistry

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Specially Appointed Researcher

Hiroaki SASAI
Shinobu TAKIZAWA
Junko ICHIHARA
Kazuhiro TAKENAKA
Priyabrata DAS

Department of Regulatory Bioorganic Chemistry

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Specially Appointed Researcher

Kazuhiko NAKATANI
Chikara DOHNO
Fumie TAKEI
Asako MURATA
Haruo AIKAWA
Sanjukta MUKHERJEE

Department of Organic Fine Chemicals

Department of Biomolecular Science and Reaction

Department of Biomolecular Science and Regulation

Department of Biomolecular Science and Engineering

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

〃Prof.

Specially Appointed Assoc. Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Assoc.Prof.

Nobuo KATO
Yoh WADA
Hajime NITTA
Shunro YAMAGUCHI
Yusuke HIGUCHI
Kunihiro KAIHATSU

Toshihide OKAJIMA
Kenji TATEMATSU
Tadashi NAKAI

Tsuyoshi NISHI

Director Prof.

Specially Appointed Assoc. Prof.

〃

Yoichi YOSHIDA
Ayhan YURTSEVER
Shiro YAMAZAKI

Department of Quantum Functional Materials

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Youichi ANDO
Kouji SEGAWA
Satoshi SASAKI
Alexey TASKIN

Department of Semiconductor Materials and Processes

Department of Advanced Hard Materials 

Department of Advanced Interconnection Materials

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

Specially Appointed Technical Staff

Prof.

Assoc.Prof

Prof.

Assis.Prof.

Specially Appointed Assoc. Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Specially Appointed Researcher

〃

〃

Specially Appointed Technical Staff

Hikaru KOBAYASHI
Taketoshi MATSUMOTO
Kentaro IMAMURA
Chika KUROSAKI

Toru SEKINO
Masakazu TANE

Katsuaki SUGANUMA
Toru SUGAHARA
Shijo NAGAO
Jinting JIU
Huiwang CUI
Manjeet SINGH
Sungwon PARK
Emi YOKOI

Department of Excited Solid-State Dynamics

Prof.

Assoc.Prof.
〃Prof.

Assis.Prof.

Specially Appointed Adoministrative Staff

Katsumi TANIMURA
Shinichiro TANAKA
Junichi KANASAKI
Nobuyasu NARUSE
Misako SHIMIZU

Department of Semiconductor Electronics

Prof.

Assoc.Prof.

〃Prof.

Assis.Prof.

Specially Appointed Assoc. Prof.

Kazuhiko MATSUMOTO
Koichi INOUE
Kenzo MAEHASHI
Yasushi KANAI
Yasuhide OHNO

Department of Advanced Electron Devices

Prof.

Assoc. Prof.

Tsuyoshi SEKITANI
Koichi SUDOH

Department of Intelligent Media

Department of Reasoning for Intelligence

Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

Specially Appointed Assoc. Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Specially Appointed Researcher

〃

〃

〃

〃

Prof.

Assoc.Prof.

〃Prof.

Assis.Prof.

Specially Appointed Adoministrative Staff

Yasushi YAGI
Yasushi MAKIHARA
Ikuhisa MITSUGAMI
Daigo MURAMATSU
Al MANSUR 
Muhammad Rasyid AQMAR
Mitsuru NAKAZAWA
Masataka NIWA
Hazem Mohamed Gabr EL-ALFY
Seiichi TAGAWA

Takashi WASHIO
Shohei SHIMIZU
Yoshinobu KAWAHARA
Mahito SUGIYAMA
Hiroko OKADA

Department of Knowledge Science

Prof.

Assoc.Prof.

〃Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Kazunori KOMATANI
Yoshinobu KITAMURA
Kouji KOZAKI
Yuki YAMAGATA

Department of Architecture for Intelligence

Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Masayuki NUMAO
Koichi MORIYAMA
Kenichi FUKUI

Nanotechnology Open Facilities

Specially Appointed Assis. Prof.

〃

Specially Appointed Researcher

〃

Akira KITAJIMA
Kimihiro NORIZAWA
Kouji HIGUCHI 
Miki KASHIWAKURA
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職員名簿 

Staff List

Service Facilities

Facilities Attached to Research Institutes

Technical Division

Workshop Director Prof. Yoshio ASO

Library Director Prof. 
Librarian

Katsuaki SUGANUMA
Takako WADA

Machine Group Noriyuki OGAWA
Masayoshi OHNISHI
Yuki MATSUSHITA
Noriyuki OGAWA

Measurement Group Hiroaki MATSUKAWA
Senjin AIHARA
Yuka OKUMURA
Kazuya FURUKAWA
Shouichi SAKAKIHARA
Tsuyoshi MATUZAKI
Hitoshi HANEOKA
Yosuke MURAKAMI

General Affairs Division Tadashi NAKAGAWA
Yutaka KUROKUI
Kazuko HANAMI
Tomomi HIGASHIO
Natsuko HORII
Kazumi HAYASHI

Research Cooperation Division 

Jyunko YOSHIZAKI
Osamu NISHIMURA
Misa TOKUMOTO
Yukiyo KANDA
Ayaka IMAMURA
Mina TANIZAWA
Mayu ESAKA
Takeshi SHIODA
Yuichi TANAKA
Masako MORITA
Tamaki UEBAYASHI
Aiko SATO
Misato KUBO
Etsuko UNO

Comprehensive Analysis Center

Reserch Laboratory for Quantum Beam Science

Director Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

〃Prof.

Director Prof.

Assoc.Prof.

Assis.Prof.

Nobuo KATO
Takeyuki SUZUKI
Dayang ZHOU
Kaori ASANO

Tetsuro MAJIMA
Yoshihide HONDA
Sachiko TOJO

Laboratory for Radio-isotope Experiments
Director Prof. Goro ISOYAMA

Electronic Processing Laboratory
Director Prof. Kazuhiko MATSUMOTO

Collaborative Research Alliance through Interuniversity
Research Institutes

Specially Appointed Prof. Hajime ASAHI

Academia Industry Relations Office
Director Prof. Takeharu NAGAI

Office of Information Network

Director Prof. Yoichi YOSHIDA

Public Relations Office
Director Prof.

Specially Appointed Administrative Staff

Director, Specially Appointed Prof.

Yoichi YOSHIDA
Noriko MATSUMOTO

Takanori TANAKAHead

Administrative Office
Toshio SANDADirector

Director Prof.

Director Prof.

Center for Collaborative Research Education and Training

International Collaborative Research Center

Yoichi YOSHIDA

Masayuki NUMAO

Division of Next Industry Generation
Department of New Industrial Projection

Laboratory of Atomic Scale Materials Processing

Specially Appointed Prof. Hirokazu SHIMIZU

Division of Special Projects
Laboratories of Second Project

Laboratory of Microbiology and Infectious Diseases

Assoc.Prof.

Visiting. Prof.

Kunihiko NISHINO
Yoshimi MATSUMOTO

Assoc.Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Takeshi YANAGIDA
Kazuki NAGASHIMA

Laboratory of Cellulose Nanofiber Materials

Assoc.Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Masaya NOGI
Hirotaka KOGA

Laboratories of Third Project
Laboratory of Cell Membrane Structural Biology

Specially Appointed Prof.

Specially Appointed Assoc. Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Specially Appointed Technical Staff

Akihito YAMAGUCHI
Ryosuke NAKASHIMA
Keisuke SAKURAI
Jinmin HAN 

Department of Disease Glycomics (Alliance Laboratory of ISIR,Osaka Univ.and RIKEN)

Guest Prof.

〃Prof.

Visiting Academic Staff

〃

Naoyuki TANIGUCHI
KAZUAKI OTSUBO
Congxiao GAO
Hiroaki KOREKANE

Planning Office
Yoshihiko HIROTSU

Facilities Management Office

Director Prof.

Specially Appointed Administrative Staff

Takahiro KOZAWA
Kayoko OHHASHI

Department of Quantum Information Optics
(Alliance Laboratory of ISIR, Osaka Univ. and RIES, Hokkaido Univ.)

Guest Prof.

Guest Assis.Prof.

Guest Assis.Prof.

Shigeki TAKEUCHI
Ryo OKAMURA
Masazumi FUJIWARA

Nanoscience and Nanotechnology Center

Advanced Nanotechnology Instrument Laboratory

Director Prof.

Specially Appointed Technical Staff

Hidekazu TANAKA
Michiko SAKUMA

Nanofabrication Shop

Director Prof. Hidekazu TANAKA



共通教育科目担当授業 

科 　 目  

エレクトロニクスと 
有機化学 

最新ナノテクノロジー入門 

 分 子 と 生 命  

知能とコンピュータ 

先端ビーム科学 

化　学　概　論 

化　学　要　論 

分 子 化 学 A

基礎有機化学  

物理学概論Ⅰ  

電 磁 気 学 Ⅰ 

熱学・統計力学要論 

担当教員名 
（教 授）  

真嶋　哲朗 
笹井　宏明 
中谷　和彦 
加藤　修雄 
安蘇　芳雄 

担当教員名 
（准教授） 

松本　和彦 
小口多美夫 
田中　秀和 

永井　健治 

八木　康史 
鷲尾　　隆 
沼尾　正行 

真嶋　哲朗 
磯山　悟朗 
吉田　陽一 
古澤　孝弘 

谷口　正輝 
安蘇　芳雄 
 加藤　修雄 

古澤　孝弘 室屋　裕佐 

中谷　和彦 

小口多美夫 

磯山　悟朗 

藤塚　　守 
川井　清彦 
滝澤　　忍 
鈴木　健之 
家　　裕隆 
堂野　主税 

長谷川繁彦 
井上　恒一 
須藤　孝一 
白井　光雲 
神吉　輝夫 

來村　徳信 
古崎　晃司 
槇原　　靖 
清水　昌平 
河原　吉伸 

筒井　真楠 
家　　裕隆 

堂野　主税 
鈴木　健之 

田中慎一郎 

楊　　金峰 
誉田　義英 

加藤　龍好 
白井　光雲 

職員/予算/教育 ・ 研究活動  

Staff/Budget/Education and Research Activities

所員数 （平 成 26年 4月 1日 現 在 ）  

大学院教育 （平 成 26年 4月 1日 現 在 ）  

教授…………………………………………… 
准教授………………………………………… 
助教…………………………………………… 

事務職員……………………………………… 
技術職員……………………………………… 
その 他………………………………………… 
合計…………………………………………… 

25名 
33名 
43名 

特任准教授（常勤）…………………………… 5名 
特任講師（常勤）…………………………… 3名 
特任助教（常勤）……………………………… 12名 
特任研究員（常勤）…………………………… 19名 

特任教授（常勤）……………………………… 3名 

25名 
17名 
107名 
292名 

運営費交付金 （平成25年度） 

区　分 
人 件 費  
物 件 費  
　　　計 

　金　　額（千円）　  
1,116,756 
615,882 

1,732,638

理学研究科 

専 攻 名    

物 理 学  

化 学 

科学研究費補助金等 （平成25年度）  

　区　分　 
科学研究費補助金 
そ の 他 補 助 金  
奨 学 寄 附 金  
受 託 研 究  
民間等との共同研究 
受 託 事 業 等  
　　　計   

金　額（千円）  
906,812 
521,617 
82,130 
636,172 
142,813 
666,271 

2,955,815

件　数 
135件 
15件 
52件 
44件 
54件 
10件 
310件 

 

担当教員名 
（教 授）  

磯山　悟朗 
小口多美夫 

小林　　光 
笹井　宏明 
中谷　和彦 
加藤　修雄 
谷口　正輝 

担当教員名 
（准教授） 

井上　恒一 
長谷川繁彦 
白井　光雲 
加藤　 好 

滝澤　　忍 
堂野　主税 
鈴木　健之 

工学研究科 

専 攻 名   

物 質 創 成  

担当教員名 
（教 授） 

松本　和彦 
小口多美夫 
田中　秀和 

担当教員名 
（准教授） 

（准教授） 

（准教授） 

（准教授） 

井上　恒一 
前橋　謙三  
白井　光雲 
神吉　輝夫 

薬学研究科 

専 攻 名  

創 成 薬 学  

担当教員名 
（教 授）  

西　　　毅 
西野　邦彦 

担当教員名 

生命機能研究科 

専 攻 名   

生 命 機 能  

担当教員名 
（教 授）  

永井　健治 

担当教員名 

岡島　俊英  
和田　　洋 
 

情報科学研究科 

専 攻 名    

情報数理学  
コン ピ ュ ー タ サ イ エン ス 

担当教員名 
（教 授）  

沼尾　正行  

八木　康史 

基礎工学研究科 

専 攻 名    

 
精密科学･応用物理学 

 

電気電子情報工学 

マテリアル生産科学 

応 用 化 学    

環境・エネルギー工学 

 
知能 ・ 機能創成工学 

担当教員名 
（教 授）  

須藤　孝一 
白井　光雲 

小口多美夫 

竹田　精治 
関野　　徹 

真嶋　哲朗  
安蘇　芳雄 
古澤　孝弘 

安藤　陽一 

谷村　克己 
吉田　陽一 

野地　博行野地　博行 菅沼　克昭 能木　雅也 
長尾　至成 

松田　知己 生命先端工学  永井　健治 

ビジネスエンジニアリング 鷲尾　　隆 

担当教員名 

担当教員名 
（准教授） 

長谷川繁彦 鷲尾　　隆 
駒谷　和範 
大岩　　顕 

來村　徳信 
古崎　晃司 

吉田　秀人 
多根　正和 

 瀬川　耕司 
藤塚　　守 
川井　清彦 
家　　裕隆 
室屋　裕佐 

譽田　義英 
楊　　金峰 

金　　順一 
田中慎一郎 

　本研究所の教授、准教授は、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
・生命機能研究科に所属し、各専攻の大学院生の研究
指導及び授業を行っている。 
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Number of Staff Members (Apr. 1. 2014)

Subsidy for operating expenses (Apr. 2013～Mar. 2014)

Graduate Education (Apr. 1. 2014)

Personnel Expenditure
Non-Personnel Expenditure
Total

¥ 1,116,756,000
¥ 615,882,000

¥ 1,732,638,000

25
33
43
 3
5
3
12
19
25

17
107
292

Graduate School of Science

Course

Physics

Chemistry

Professor

Goro ISOYAMA
Tamio OGUCHI

Hikaru KOBAYASHI
Hiroaki SASAI
Kazuhiko NAKATANI
Nobuo KATO
Masateru TANIGUCHI

Assoc. Professor

Koichi INOUE
Shigehiko HASEGAWA
Koun SHIRAI
Ryuko KATO

Chikara DOHNO
Shinobu TAKIZAWA

Takeyuki SUZUKI

Graduate School of Engineering Science

Course

Materials Engineering
Science

Professor

Kazuhiko MATSUMOTO
Tamio OGUCHI
Hidekazu TANAKA

Assoc. Professor

Koichi INOUE
Kenzo MAEHASHI
Koun SHIRAI
Teruo KANKI

Graduate School of Pharmaceutical Sciences

Course

Advanced 
Pharmaco-science

Professor

Tsuyoshi NISHI
Kunihiko NISHINO

Assoc. Professor

Graduate School of Frontier Biosciences

Course

Department of
Frontier Biosciences

Professor

Takeharu NAGAI

Assoc. Professor

Toshihide OKAJIMA
Yoh WADA

Graduate School of Information Science and Technology

Course

Information and
Physical Sciences

Computer Science

Professor

Masayuki NUMAO

Yasushi YAGI

Assoc. Professor

Graduate School of Engineering

Course

Precision Science
& Technology and 
Applied Physics

Electrical, Electronic,
and Information 
Engineering

Materials and 
Manufacturing  Science

Applied Chemistry

Sustainable Energy
and Environmental
Engineering

Adaptive Machine 
Systems 

Professor

Koichi SUDOH
Koun SHIRAI

Tamio OGUCHI

Takashi WASHIO
Kazunori KOMATANI
Akira OIWA

Seiji TAKEDA 
Toru SEKINO

Yoichi ANDO
Tetsuro MAJIMA
Yoshio ASO
Takahiro KOZAWA
　　 

Katsumi TANIMURA
Yoichi YOSHIDA

Hiroyuki NOJIHiroyuki NOJIKatsuaki SUGANUMA

Business 
Engineering

Takashi WASHIO

Masaya NOGI
Shijo NAGAO

Tomoki MATSUDAAdvanced Science 
and Biotechnology

Takeharu NAGAI

Assoc. Professor

Shigehiko HASEGAWA
Yoshinobu KITAMURA
Kouji KOZAKI

Hideto YOSHIDA
Masakazu TANE

Kouji SEGAWA
Mamoru FUJITSUKA
Kiyohiko KAWAI
Yutaka IE
Yusa MUROYA

Jun-ichi KANASAKI
Shin-ichiro TANAKA
Yoshihide HONDA
Jinfeng YANG

Joint Research , Subsides and Others (Apr. 2013～Mar. 2014)

Grants-in-Aid for Scientific Research Ministry of Education,  
Science, Sports and Culture (Apr. 2013～Mar. 2014)

Total
Number

Total
Number

¥ 906,812,000
135

¥ 2,049,003,000
175

 Members of this institute participate in graduate 
educat ion in cooperat ion with the Graduate 
Schools of Science, Engineering, Engineering 
Science, Pharmaceutical Sciences, Information 
Science and Technology and Frontier Biosciences.  

職員/予算/教育 ・ 研究活動  

Staff/Budget/Education and Research Activities

Prof. 

Assistant Prof.
Associate Prof. 

Specially Appointed Prof. (Full-time)
Specially Appointed Assoc. Prof. (Full-time)
Specially Appointed Lecturer (Full-time)
Specially Appointed Assis. Prof. (Full-time)
Specially Appointed Researcher (Full-time)
Administrative Official
Technical Official
etc.
Total

General Education Subjects

Hiroyuki NOJIHiroyuki NOJI

Organic Chemistry 
in Electronics

Introduction to 
Advanced 
Nanotechnology

Introduction of 
Molecular Biology

Intelligence and 
Computers

Advanced Beam 
Science

Introductory 
Chemistry

Mamoru FUJITSUKA
Kiyohiko KAWAI
Shinobu TAKIZAWA
Takeyuki SUZUKI
Yutaka IE
Chikara DOHNO

Tetsuro MAJIMA
Hiroaki SASAI
Kazuhiko NAKATANI
Nobuo KATO
Yoshio ASO

Kazuhiko  MATSUMOTO 
Tamio OGUCHI
Hidekazu TANAKA

Takeharu NAGAI

Yasushi YAGI
Takashi WASHIO
Masayuki NUMAO　　 

Tetsuro MAJIMA
Goro ISOYAMA
Yoichi YOSHIDA
Takahiro KOZAWA

Masateru TANIGUCHI
Yoshio ASO

Makusu TSUTSUI
Yutaka IE

Chikara DOHNO
Takeyuki SUZUKI

Shinichiro TANAKA

Jiufeng YANG
Yoshihide HONDA

Ryuko KATO
Koun SHIRAI

Elementary 
Chemistry

Nobuo KATO

Molecular 
Chemistry A 

Basic Organic 
Chemistry 

Physics I 

Electromagnetism I 

Thermodynamics

Takahiro KOZAWA Yusa MUROYA

Kazuhiko NAKATANI

Tamio OGUCHI

Goro ISOYAMA

Shigehiko HASEGAWA
Kouichi INOUE
Kouichi SUDOH
Koun SHIRAI
Teruo KANKI

Yoshinobu KITAMURA
Kouji KOZAKI
Yasushi MAKIHARA
Shohei SHIMIZU
Yoshinobu KAWAHARA

Course Name Professor Assoc. Professor
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職員/予算/教育 ・ 研究活動  

Staff/Budget/Education and Research Activities

大学院生受入数 ……169名（平成26年4月1日現在） 
  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 
　　　博士前期課程/博士後期課程  

生命機能研究科 
　　　博士課程 

………………………………………………27/26 
………………………………………………42/26 

…………………………………………13/4 
…………………………………………………0/2 

…………………………………………17/9 
 

………………………………………………3

研究員及 び研究生 （平 成 26年 4月 1日 現 在 ）  
外国人招へい研究員 ……………………………………… 8名 
研　究　生 ………………………………………………… 3名 

国際交流 

 

 

刊行物 
● 「 Memoirs of the Institute of Scientific and Industrial 
Research，  Osaka University」 （ 英文大阪大学産業科学研 
究所報告 ） A4判、 年1回刊行。 研究 所の現 況 と 前 年の学 術 
雑誌 に 発 表 さ れた 所員 の 論 文 リ ス ト を掲載 し 、 内 外の研 究 
機関 に 配 布 し ている 。  
● 「 年次報告書―活動状況 と 課題― 」 A4判、 年１ 回刊行。 活動 
状況、 研究成果、 論文 リ ス ト を掲載 し て い る 。  

● 「産 研 ニ ュ ー ス レ タ ー 」 A4判、 年3回発行。 産 研の動 き を 簡 
潔に 報 告 し ている 。  

学術講演会・国際シンポジウム 

産業界 と の 研究協力 
共同研究 

受託研究 

新産業創造研究会 

　受託研究は、外部の委託者から委託を受けて、公務として研
究を実施するものである。これに必要な経費は委託者が負担
するが、本研究所が研究教育の上で有意義と認められたもの
に限り実施される。平成25年度には、本研究所で合計44件
の受託研究が行われた。 

　共同研究は、大学と民間企業等が共同研究契約を結び、
研究者及び研究経費を受け入れて、共通のテーマについて
の研究を行う制度である。これは、昭和58年（1983）度に制
度化したものであり、平成25年度には、本研究所で合計54件
の共同研究が実施された。 

　（財）大阪大学産業科学研究協会と協力して産業界との情
報交換及び交流の場として設置している。平成25年度に
は講演会（4回）を実施した。 

 

産研 テ ク ノ サ ロン  

　（財）大阪大学産業科学研究協会の産学連携事業に協力し
て一般企業等を対象に研究会を開催している。平成25年度
は、半導体新規化学プロセス研究会を3回、プリンテッド・エレ
クトロニクス研究会を4回開催した。 

　セミナー及び所員の研究成果のポスター発表を毎年1回
（11月下旬）開催し、一般にも公開している。 
　平成24年度は、「産業科学研究所の未来に向けて」をテ
ーマに、シンポジウムを開催するとともに、ポスターセッション
による最新の研究成果の発表を行った。 
　産研、ナノテクノロジーセンター、国際合同シンポジウ
ムを”Substainable Society-After the Nuclear Power 
Plant Accident”のテーマのもと平成25年1月22～23日
に開催した。 

中国（18）、韓国（5）、フィリピン（2）、タイ（4）、台湾（1）、アメリカ（1）、
ロシア（2）、インドネシア（3）、メキシコ（1）、インド（1）、コスタリカ（1）、
バングラデシュ（1）、マレーシア（2）、ベトナム（1）、エジプト（1）、フラン
ス（2） 

　国際交流推進委員会を中心にして、諸外国の大学、研究機関
と積極的に科学技術上の国際交流を推進しており、毎年多くの
研究者が訪問している。国際交流協定を締結し、定期的にシン
ポジウム等を行うこととしている機関は次のとおりである。 
・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（ドイツ） 
・釜慶大学校基礎科学研究所（韓国） 
・ユーリッヒ研究センター（ドイツ） 
・ユニバーシティカレッジロンドン（イギリス） 
・釜山大学校自然科学大学（韓国） 
・漢陽大学校（韓国） 
・国立台湾大学（台湾） 
・フランス国立科学研究センター（フランス） 
・アーヘン工科大学有機化学研究所（ドイツ） 
・忠南大学校自然科学大学（韓国） 
・北京大学情報科学技術学院（中国） 
・国立台湾師範大学理学部（台湾） 
・ジュネーブ大学理学部（スイス） 

・内蒙古師範大学化学・環境科学学院（中国） 
・曝園大学嘉泉バイオナノ研究所（韓国） 
・アウクスブルグ大学（ドイツ） 
・デ・ラ・サール大学コンピュータ科学部（フィリピン） 
・浦項工科大学校環境工学部化学工学科（韓国） 
・韓国先端科学技術大学化学科（韓国） 
・アシュート大学理学部（エジプト） 
・Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw : 
imec（ベルギー） 

・ボルドー大学（フランス） 
・ビーレフェルト大学化学科（ドイツ） 
・ミネソタ大学バイオテクノロジー研究所（アメリカ） 
・韓国窯業技術院（韓国） 
・韓国原子力研究所/高度放射線技術研究所（韓国） 
 
　また、平成25年度の留学生受け入れ数は次のとおりであ
る。 

Number of Graduate Students in ISIR (Apr.1.2014)
Graduate School of Science

Graduate School of Engineerin 

Graduate School of Engineering Science 

Graduate School of Pharmaceutical Sciences

Graduate School of Information Science and Technology 

Graduate School of Frontier Bioscience

 

CONTRACT RESEARCH
Contract research is carried out upon consignment by 

entrustee, in case that it is judged to be significant for the 
University. The expense is provided by the entrustee. A 
total of 39 programs were carried out in 2013.

SANKEN  TECHNO SALON
This was founded in 1998 for the continual information 

exchange between industries and Sanken.

WORKSHOPS TO ESTABLISH NEW BUSINESS
The workshop was launched in 2000 to establish new 

business on the basis of new scientific and technological  
findings in ISIR. Lectures and discussions on special topics 
are given by ISIR staffs and the members of industries. 
Workshops on 3 topics were held in 2013.

Number of Researchers 
and Research Students (Apr.1.2014)

International Exchange

Publication
● “Memoirs of the Institute of Scientific and Industrial 

Research, Osaka University” (English) is published 
annually,  reporting the activity of the Institute and lists of 
papers by staff members of ISIR.  It is distributed on an 
exchange basis to universities and research institutes in 
this country as well as those abroad.

● “Annual Report” (Japanese) is published, reporting the 
activity of the Institute.

● “SANKEN News Letters” is published three times in a  year.

Symposium

Research Fellows 8
Research Students 3

Research Cooperation
JOINT RESEARCH
　Joint research is carried out under contract between 
the University and an industrial company on a theme of 
common interest. The expenses and personnel  are 
usual ly  prov ided by the company.  A to ta l  o f  66 
programs were carried out in 2013.

27/26

42/26

13/4

0/2

17/9

3

Foreign students in 2012 are as follows:
China(22), Korea(8), Philippine(3), Thailand(3), Taiwan(1), 
U.S.A(1), Brazil(1), Russia(2), Indonesia(3), Mexico(1), 
India(1), CostaRica(1), Bangladesh(1), Malaysia(1), 
Vietnam(1), Egypt(1), France(1)

　A symposium on special topics and a subsequent 
conference for presenting results of research activities of 
the members of  the Inst i tute are held annual ly  in  
December. They are open to the public. In 2012, the 
symposium on 「Toward the Future for ISIR」was held 
and new results of studies obtained in this Institute were 
presented. 
　SANKEN, Nanoscience and Nanotechnology Center,   
International Sympsium was held on January, 2013.　The international exchange of science and technology 

is promoted with universities and research institutions 
all over the world. Especially, academic exchange 
agreement is concluded with the following  institutions.  
・Otto-von-Guericke University Magdeburg (Faculty of 

Natural Science)
・Pukyong National University (Basic Science Research 

Institute)
・Forschungszentrum Jülich GmbH
・University College London
・Pusan National University (College of Natural Sciences)
・Hanyang University
・National Taiwan University
・Centre National de la Recherche Scientifique : CNRS
・RWTH Aachen University (Institute of Organic Chemistry)
・Chungnam National University (College of Natural 

Sciences)
・Peking University (School of Electronics Engineering and 

Computer Science)
・National Taiwan Normal University (College of Science)
・University of Geneva (Faculty of Science)
・Inner Mongolia Normal University
・Kyungwon Universi ty (Gachon Bionano Research 

Institute)

・University of Augsburg
・De La Salle University (College of Compurter Studies)
・Pohang University of Science and Technology (School of 

Environmental Science and Engineering/Department of 
Chemical Engineering)
・Korea Advanced Institute of Science and Technology 

(Department of Chemistry)
・Assiut University (Faculty of Science)
・Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw : Belgium
・University of Bordeaux 
・Bielefeld University (Faculty of Chemistry)
・University of Minnesota (The Biotechnology Institute)
・Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology
・Korea Atomic Energy Research Institute
・Advanced Radiation Technology Institute

2019
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職員/予算/教育・研究活動 

Staff/Budget/Education and Research Activities

プロジェクト研究（平成25年度）
量子界面制御量子ナノデバイスの開発【（独）
科学技術振興機構】
健康と安心安全を支援する高度センシング技
術開発に関する国際研究拠点形成【（独）日本
学術振興会】
人間力活性化によるスーパー日本人の育成と
産業競争力増進／豊かな社会の構築【（独）科
学技術振興機構】
「FIB／MEMS融合技術による単層グラフェン
の機械物性定量計測法の開発」【（独）科学技
術振興機構】
0.1秒で100℃に自己昇温する瞬間発熱ナノ
粒子の開発【（独）科学技術振興機構】
個人歩容意図【（独）科学技術振興機構】
人物映像解析による犯罪捜査支援システム
【文部科学省】
コンピュテーショナルフォトグラフィによる
安全な人体内部３次元構造の可視化【（独）日
本学術振興会】
組み合わせ論的計算に基づく超高次元データ
からの知識発見【（独）科学技術振興機構】
オントロジーモデル研究開発　（未解決のが
んと心臓病を撲滅する最適医療開発）【国立大
学法人　東京大学（内閣府）】
次世代エネルギーデバイスに対する人工知能
技術に基づく損傷評価法【（独）科学技術振興
機構】
トポロジカル絶縁体による革新的デバイスの
創出【（独）日本学術振興会】
相界面制御法による極低反射率の達成と結晶
シリコン太陽電池の超高効率化【（独）科学技
術振興機構】
印刷TFT集積回路用配線の高周波特性向上の
研究開発【次世代プリンテッドエレクトロニ
クス技術研究組合（NEDO再委託）】
低温焼結可能な耐酸化性を有する銅ナノ粒子
の大量合成【（株）アイテック（JST再委託
A-STEP）】
最先端国際ナノデバイス研究コンソーシアム
への派遣によるグローバル若手研究者の育成
【（独）日本学術振興会】
阪大産研Ｌバンド電子ライナックの更新のた
めの技術開発と若手育成【大学共同利用機関
法人　高エネルギー加速器研究機構】
EUVマスク検査・レジスト材料技術開発
/EUVレジスト材料技術開発【（株）EUVＬ基
盤開発センター（NEDO再委託）】
CPP類の不安定活性種状態の解明【（独）科
学技術振興機構】
蛍光のblinkingを自在に操る分子技術の創出
【（独）科学技術振興機構】

松本　和彦

須藤　孝一

八木　康史

向川　康博

河原　吉伸

古崎　晃司

福井　健一

安藤　陽一

菅沼　克昭

磯山　悟朗

川井　清彦

笹井　宏明

小林 光

Research Projects (Apr.2013～Mar.2014)

K. MATSUMOTO

K. SUDOH

Y. MUKAIGAWA

Y. KAWAHARA

K. KOZAKI

Y. ANDO

H. KOBAYASHI

K. SUGANUMA

G. ISOYAMA

T. KOZAWA

T. MAJIMA

K. KAWAI

K. FUKUI

古澤　孝弘　

真嶋　哲朗

Quantum Nano Devices by Control of
Quantum Nano Interface【JST】

International Research Collaboration Network
for Developing Highly Functional Sensing
Devices for Health, Saftty and Security【JSPS】

Development of ""SUPER NIPPON-JIN"" with
enhanced human senses and capabilities
with the broader goal to strengthen the
Industrial Competitiveness and contribute to a
more Prosperous Society【JST】

Development of MEMS/FIB-based technique
for measurement of the mechanical
properites of single-layer graphen【JST】

Development of flash heating nano-particles
which realize temperature increase upto
100℃ for 0.1 second【JST】

Behavior Understanding based on Intention-
Gait Model【JST】
Human sensing system for criminal
investigatio【MEXT】

Safe visualization of 3-D human body
structure using computational photography
【JSPS】

Knowledge discovery from super-high
dimensional data based on combinatorial
computation【JST】

Development of Ontology Model (Development
of Medical Technologies for Treating
Intractable Cancers and Cardiovascular
Diseases)【The University of Tokyo】

Damage Evaluation Method based on
Artificial Intelligence Techniques for Next
Generation Energy Devices【JST】

Creation of Innovative Devices Based on
Topological Insulators【JSPS】

Improvement of high-frequency transmission
for printed TFT wiring【JAPERA】

Achievement of ultra-low reflectivity and ultra-
high efficiencies of crystalline Si solar cells by
phase interface controlling method【JST】

Large-production of copper nanoparticles of
low temperature sinterability and of oxidation
resistance【ITEC】

Y. YAGI

プロジェクト研究（平成25年度）

中谷　和彦

加藤　修雄

永井　健治

柳田　　剛

松本　佳巳

Research Projects (Apr.2013～Mar.2014)

H. SASAI

N. KATO

T. MATSUDA

K. NISHINO

Y. MATSUMOTO

T. YANAGIDA

M. NOGI

H. KOGA

A. YAMAGUCHI

H. TANAKA

S. TAKEDA

T. OGUCHI

Y. ASO

Technological development and development of
young researchers for renewal of the L-band
electron linac at ISIR, Osaka University【KEK】

Development of  EUV mask inspect ion
and resist materials/Development of EUV
resist materials【EIDEC】

Studies on unstable species of CPP
delivatives【JST】

Development of Molecular Technology that
Enables the Control of Fluorescence Blinking
【JST】

Control of chirality by immobilized ligands
based on metal-bridging polymer【JST】

Practical transformation of functional organic
compounds utilizing a cafalytic asymmetric
domino process【JST】

Structural Evaluation of Functional Molecules
【IMS】

Development of Basis Technology accelerating
the Studies on the Small Molecule targeting
Functional ncRNA【NIBIO】

Development of the diagnostic technology for
hepatitis by hairpin primer PCR【JST】
Biochemical functions emerging from DNA
containing hydrophobic regions【JST】
Design and synthesis of universal inhibitors
for bacterial efflux pumps【JST】

Development of absorption-enhanced
microscopy based on novel principle and its
application for bioscience【NEDO】

Invention of high performance bright
luminescent proteins used as a nanolight source
【JST】

Development of a system for multi-modal
luminescence imaging【JST】
Dynamics analysis of Drug Efflux Transporter
and Drug【JST】

Roles of drug efflux pumps in bacterial
multidrug resistance/ virulence and
development of novel therapeutic strategies
【JSPS】

Development of a rapid antimicrobial
susceptibility determination system【JST】

Development of the simple and rapid
antimicrobial susceptibility testing method using
a novel (microfluidic) device【JST】

Fabrication of low power consumption and
multifunctional sensors by utilizing oxide
channels and nanoscale heat management
【JST】

Green innovation by ultra small devices of
selforganized oxide nanowires【JSPS】

Printed electronics on nanopaper【JSPS】
Transparent, flexible and conductive paper
prepared by a papermaking process【JST】

Studies on the structural basis of multidrug
efflux transport and the development of the
novel inhibitors【JST】

Development of Spintronics devices using
High temperature sustainable Fe oxide
ferromagnetic semiconductor【NEDO】

Development of microscopy techniques for
analyzing ion dynamics in Li batteries【JST】
Electronic state analysis by first-principles
calculations【JST】
Practical application of acceptor materials for
organic thin-film solar cells【JST】

Molecular & Materials Synthesis Platform in
Nanotechnology Open Facilities【MEXT】

K. NAKATANI

C. DOHNO

K. NAGAI

金属架橋高分子配位子の設計と固定化不斉配
位子によるキラリティー制御【（独）科学技術
振興機構】
触媒的不斉ドミノ反応を基盤とする実用的分
子変換【（独）科学技術振興機構】
機能性分子の構造評価 【大学共同利用機関法
人自然科学研究機構分子科学研究所】
機能性ncRNAを標的とした創薬を推進、加速
させる技術基盤の構築【独立行政法人医薬基
盤研究所】
ヘアピンPCR法によるデジタル肝炎検査技術
の開発【（独）科学技術振興機構】
疎水領域を有する核酸を用いた機能創出【（独）
科学技術振興機構】
異物排出タンパクに対するユニバーサル阻害
剤の分子設計および化学合成【（独）科学技術
振興機構】
新しい原理に基づく吸収増幅顕微鏡の開発と
生物研究応用【独立行政法人　新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構】
ナノサイズ高輝度バイオ光源の開発と生命機
能計測への応用【（独）科学技術振興機構】
マルチモーダル発光イメージングシステムの
開発【（独）科学技術振興機構】
異物排出タンパク質及び排出薬剤の動態解析
【（独）科学技術振興機構】
薬剤排出ポンプによる細菌多剤耐性化・病原
性発現制御機構の解明と新規治療法開発【（独）
日本学術振興会】
新規デバイスを用いた簡易迅速抗菌薬感受性
測定法の開発【（独）科学技術振興機構】
迅速な抗菌薬感受性測定システムの開発【（独）
科学技術振興機構】
酸化物チャネルとナノ熱管理工学による極小
エネルギー・多機能センサの創製【（独）科学
技術振興機構】
自己組織化酸化物ナノワイヤを用いた極微デ
バイスによるグリーン・イノベーション【（独）
日本学術振興会】
プリント技術によるバイオナノファイバーを
用いた低環境負荷・低温エレクトロニクス製
造技術の開発【（独）日本学術振興会】
抄紙プロセスでつくるフレキシブル透明導電
紙【（独）科学技術振興機構】
異物排出輸送の構造的基盤解明と阻害剤の開
発【（独）科学技術振興機構】
サスティナブルFe酸化物高温強磁性半導体を
用いたスピンエレクトロニクス素子の開発
【独立行政法人　新エネルギー・産業技術総合
開発機構】
分子・物質合成プラットフォーム【文部科学
省】
Li二次電池ミクロ界面のイオン拡散時間応答
の可視化技術の開発【（独）科学技術振興機構】
第一原理計算による電子状態解析【（独）科学
技術振興機構】
有機薄膜系太陽電池用アクセプター材料の実
用化【（独）科学技術振興機構】

堂野　主税

松田　知己

西野　邦彦

能木　雅也

古賀　大尚

山口　明人

田中　秀和

竹田　精治

小口多美夫

安蘇　芳雄

SANKEN-imec brain circulation for
nanodevice innovation by young researcher
exchange【JSPS】
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受賞状況（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
笹井　宏明

滝澤　　忍

八木　康史

槇原　　靖

村松　大吾

八木　康史

向川　康博

Md. Abdul Mannan

田川　聖一

多根　正和

長島　一樹

山口　明人

堂野　主税

中谷　和彦

西野　邦彦

永井　健治

能木　雅也

筒井　真楠

川瀬　啓悟

鷲尾　　隆

藤原　宏平

Thi Thi Nge

樋川　智洋

多根　正和

藤原　宏平

25th International Symposium on

Chirality (ISCD-25) Bio Tools Poster

Award

25th International Symposium on

Chirality (ISCD-25) Bio Tools Poster

Award

第16回画像の認識・理解シンポジウム

（MIRU2013） デモ発表賞

第16回画像の認識・理解シンポジウム

（MIRU2013） デモ発表賞

第16回画像の認識・理解シンポジウム

（MIRU2013） デモ発表賞

第16回画像の認識・理解シンポジウム

（MIRU）フロンティア賞

第16回画像の認識・理解シンポジウム

（MIRU）フロンティア賞

第16回画像の認識・理解シンポジウム

（MIRU）フロンティア賞

第16回画像の認識・理解シンポジウム

（MIRU）フロンティア賞

大阪大学総長奨励賞（研究部門）

大阪大学総長奨励賞（研究部門）

大阪大学総長顕彰（研究部門）

大阪大学総長奨励賞（研究部門）

大阪大学総長顕彰（研究部門）

大阪大学総長顕彰（研究部門）

大阪大学総長顕彰（研究部門）

大阪大学総長顕彰（研究部門）

大阪大学総長奨励賞（研究部門）

第10回日本加速器学会年会賞 口頭発表の部

日本シミュレーション学会優秀講演賞

公益社団法人 応用物理学会講演奨励賞

ICSE 2013 The Best Presentation

Award

第56回放射線化学討論会 最優秀ポスター賞

「文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研

究」シンクロ型LPSO構造の材料科学 －次世

代軽量構造材料への革新的展開－」研究成果

報告会　優秀発表賞

公益社団法人　応用物理学会関西支部 ポスタ

ー賞（優秀賞）

Scientific Awards (Apr.1.2013～Mar.31.2014)

受賞状況（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
開發　邦宏

安藤　陽一

瀬川　耕司

佐々木　聡

八木　康史

向川　康博

永井　健治

吉田　秀人

八木　康史

向川　康博

開發　邦宏

八木　康史

來村　徳信

來村　徳信

沼尾　正行

福井　健一

谷口　正輝

谷口　正輝

武井　史恵

公益社団法人 日本化学会 第93回春季年会優

秀講演賞（産業）

一般社団法人 未踏科学技術協会 超伝導科学技

術研究会

第17回超伝導科学技術賞

一般社団法人 未踏科学技術協会 超伝導科学技

術研究会

第17回超伝導科学技術賞

一般社団法人 未踏科学技術協会 超伝導科学技

術研究会

第17回超伝導科学技術賞

IEEE International Conference on

Computational Photography (ICCP2013)

Honorable Mention

IEEE International Conference on

Computational Photography (ICCP2013)

Honorable Mention

第21回木原記念財団学術賞応用科学賞

公益社団法人日本顕微鏡学会奨励賞

IAPR International Conference on

Machine Vision Applications 2013

(MVA2013）Best Poster Award

IAPR International Conference on

Machine Vision Applications 2013

(MVA2013）Best Poster Award

一般社団法人 化学とマイクロ・ナノシステム

学会 春･秋季研究会ポスター賞

一般社団法人 情報処理学会 2012年度

Computer Vision and Applications 論文誌

一般社団法人 人工知能学会論文賞

一般社団法人 人工知能学会研究会優秀賞

一般社団法人 人工知能学会研究会優秀賞

一般社団法人 人工知能学会研究会優秀賞

公益財団法人 花王芸術・科学財団 花王研究奨

励賞「表面の科学」化学・物理学分野

第5回ドイツ・イノベーション・アワード

「ゴットフリード・ワグネル賞2013｣最優秀賞

日本女性科学者の会奨励賞

Chemical Society of Japan Lecture Award

The 17th superconductivity Science and
Technology Award (Forum of Superconductivity
Science and Technology, The Society of Non-
Traditional Technology) 

The 17th superconductivity Science and
Technology Award (Forum of Superconductivity
Science and Technology, The Society of Non-
Traditional Technology) 

The 17th superconductivity Science and
Technology Award (Forum of Superconductivity
Science and Technology, The Society of Non-
Traditional Technology) 

K. KAIHATSU

Y. ANDO

S. SASAKI

Y. YAGI 

Y. MUKAIGAWA

H. YOSHIDA

Y. YAGI 

K. KAIHATSU

Y. YAGI 

Y. KITAMURA

Y. KITAMURA

M. NUMAO

K. FUKUI

K. NAGAI

IEEE Internat ional  Conference on
Computational Photography (ICCP2013)
Honorable Mention

IEEE Internat ional  Conference on
Computational Photography (ICCP2013)
Honorable Mention

The 21st Kihara Memorial Foundation Award
for Applied Science
The Japanese Society of Microscopy
Encouragement Award

IAPR International Conference on Machine
Vision Applications 2013 (MVA2013) Best
Poster Award

Y. MUKAIGAWA IAPR International Conference on Machine
Vision Applications 2013 (MVA2013) Best
Poster Award

CHEMINAS (Chemistry and Micro-Nano
Systems) Poster Award
IPSJ Transactions on Computer Vision and
Applications Outstanding Paper Award 2012
The Japanese Society for Artificial
Intelligence (JSAI) Best Paper Award
The Japanese Society for Artificial
Intelligence (JSAI) Best Paper Award
The Japanese Society for Artificial
Intelligence (JSAI) Best Paper Award
The Japanese Society for Artificial
Intelligence (JSAI) Best Paper Award

K. SEGAWA

Scientific Awards (Apr.1.2013～Mar.31.2014)

25th International Symposium on Chirality
(ISCD-25) Bio Tools Poster Award
25th International Symposium on Chirality
(ISCD-25) Bio Tools Poster Award

H. SASAI

S. TAKIZAWA

Y. YAGI

Y. MAKIHARA

2012 KAO Research Initiative Award (The
Kao Foundation for Arts and Sciences) 

German Innovation Award『Gottfried Wagener
Prize 2013』1st Prize
The Society of Japanese Women Scientists
Encouragement Award

M. TANIGUCHI

M. TANIGUCHI

F. TAKEI

The 16th Meeting on Image Recognition and
Understanding (MIRU2013) Demonstration
presentation award

The 16th Meeting on Image Recognition and
Understanding (MIRU2013) Demonstration
presentation award

D. MURAMATSU The 16th Meeting on Image Recognition and
Understanding (MIRU2013) Demonstration
presentation award

Y. YAGI The 16th Meeting on Image Recognition and
Understanding (MIRU2013) Demonstration
presentation award

Y. MUKAIGAWA The 16th Meeting on Image Recognition and
Understanding (MIRU2013) Demonstration
presentation award

Md. Abdul Mannan The 16th Meeting on Image Recognition and
Understanding (MIRU2013) Demonstration
presentation award

S. TAGAWA

M. TANE

K. NAGASHIMA

A. YAMAGUCHI

The 16th Meeting on Image Recognition and
Understanding (MIRU2013) Demonstration
presentation award

Osaka University Presidential Awards for
Encouragement in Research
Osaka University Presidential Awards for
Encouragement in Research
Osaka University Presidential Awards for
Achievement in Research

C. DOUNO

K. NAKATANI

Osaka University Presidential Awards for
Encouragement in Research

M. TSUTSUI Osaka University Presidential Awards for
Encouragement in Research

K. KAWASE

T. WASHIO

K. FUJIWARA

Thi Thi Nge

T. TOIGAWA

K. FUJIWARA

M. TANE

Oral Presentation Award, The 10th Annual
Meeting of Particle Accelerator Society of
Japan

Japan Society for Simulation Technology
Outstanding Presentation Award
The Japan Society of Applied Physics (JSAP)
Young Scientist Oral Presentation Award
ICSE 2013 The Best Presentation Award
56th Meeting of Japanese Society of
Radiation Chemistry, Best Poster Award

The Japan Society of Applied Physics, Kansai
Chapter Poster Award

MEXT Grant-in-Aid for Scientific Research on
Innovative AreasÅh Materials Science on
Synchronized LPSO Structure  -Innovative
Development to Next-generation Lightweight-
structural Materials-, Best Presentation Award

Osaka University Presidential Awards for
Achievement in Research

K. NISHINO Osaka University Presidential Awards for
Achievement in Research

K. NAGAI Osaka University Presidential Awards for
Achievement in Research

M. NOGI Osaka University Presidential Awards for
Achievement in Research

プロジェクト研究（平成25年度） Research Projects (Apr.2013～Mar.2014)
家　　裕隆 Y. IE Development of n-Type Organic Semiconductor

Materials towards Bulk Heterojunction Solar
Cells【JST】

Evaluation of organic field-effect transistor
devices【JST】
Nanofabrication Platform Participating
Institute【MEXT】
Development of organic thermoelectric
devices【MIC】

有機薄膜系太陽電池に応用可能なn型半導体
材料の開発【（独）科学技術振興機構】
有機電解効果トランジスタ素子の物性評価
【（独）科学技術振興機構】
微細加工プラットフォーム【文部科学省】
有機分子熱電発電シートモジュールの研究開
発【総務省】

M. TANIGUCHI

M. TSUTSUI

谷口　正輝
筒井　真楠
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職員/予算/教育・研究活動 

Staff/Budget/Education and Research Activities

受賞状況（平成25年4月1日～平成26年3月31日） Scientific Awards (Apr.1.2013～Mar.31.2014) 受賞状況（平成25年4月1日～平成26年3月31日） Scientific Awards (Apr.1.2013～Mar.31.2014)

笹井　宏明

滝澤　　忍

NOVAK Mario

真嶋　哲朗

藤塚　　守

長島　一樹

長島　一樹

何　　毓輝

藤原　宏平

安藤　陽一

Thi Thi Nge

能木　雅也

菅沼　克昭

松下　雄貴

八木　康史

笹井　宏明

滝澤　　忍

竹中　和浩

向川　康博

Md. Abdul Mannan

田川　聖一

田中　秀和

神吉　輝夫

永井　健治

古賀　大尚

古崎　晃司

古崎　晃司

田中　秀和

服部　　梓

藤原　宏平

槇原　　靖

村松　大吾

平成25年度有機合成化学北陸セミナー優秀発

表賞（ポスター）

平成25年度有機合成化学北陸セミナー優秀発

表賞（ポスター）

Excellent poster presentation at

International Workshop for Young

Researchers on Topological Quantum

Phenomena in Condensed Matter with

Broken Symmetries

BCSJ Award Article

BCSJ Award Article

一般財団法人大阪科学技術センター 第2回ネ

イチャー・インダストリー・アワード 特別賞

一般財団法人エヌエフ基金 第2回エヌエフ研

究開発奨励賞

中国留日同学会　優秀論文賞　

大阪市長賞

Materials Research Society Best

Poster Award

第30回井上学術賞

2013 ICFPE Best Paper Award

2014 ICFPE Best Paper Award

2015 ICFPE Best Paper Award

第14回公益社団法人計測自動制御学会システ

ムインテグレーション部門講演会　優秀講演

賞（SI2013優秀講演賞）

第17回産研国際シンポジウム　ポスター賞

第17回産研国際シンポジウム　ポスター賞

第17回産研国際シンポジウム　ポスター賞

第17回産研国際シンポジウム　ポスター賞

第17回産研国際シンポジウム　ポスター賞

第17回産研国際シンポジウム　ポスター賞

第17回産研国際シンポジウム　ポスター賞

第12回産研ナノテクノロジーシンポジウム

ポスター賞

第12回産研ナノテクノロジーシンポジウム

ポスター賞

第10回日本学術振興会賞

エレクトロニクス実装学会 研究奨励賞

Linked Open Dataチャレンジ2013 アプ

リケーション部門　優秀賞

オープンデータ流通推進コンソーシアム、総

務省

オープンデータ・アプリコンテスト　技術賞

The 4th International Symposium on

Terahertz Nanosciece Best Presentation

Award

The 4th International Symposium on

Terahertz Nanosciece Best Presentation

Award

The 4th International Symposium on

Terahertz Nanosciece Best Presentation

Award

IAPR Best Paper Award

IAPR Best Paper Award

SOC Hokuriku Seminar Best Poster Award
SOC Hokuriku Seminar Best Poster Award

BCSJ Award Article
BCSJ Award Article
Osaka Science & Technology Center 2nd
Nature Industry Award Special Award

The 30th Inoue Prize for Science
2013 ICFPE Best Paper Award
2013 ICFPE Best Paper Award
2013 ICFPE Best Paper Award
The 14 th SICE System Integration Division
Annual Conference, Outstanding Presentation
Award

The 17 th SANKEN Internationa Symposium
Best Poster Award

H. SASAI

S. TAKIZAWA

NOVAK Mario

T. MAJIMA

M. FUJITSUKA

K. NAGASHIMA

K. NAGASHIMA

He Yuhui

K.FUJIWARA

Y. ANDO

Thi Thi Nge

M. NOGI

K. SUGANUMA

Y. MATSUSHITA

Y. YAGI

The 17 th SANKEN Internationa Symposium
Best Poster Award

H. SASAI

The 17 th SANKEN Internationa Symposium
Best Poster Award
The 17 th SANKEN Internationa Symposium
Best Poster Award

S. TAKIZAWA

The 17 th SANKEN Internationa Symposium
Best Poster Award

K. TAKENAKA

The 17 th SANKEN Internationa Symposium
Best Poster Award

Y. MUKAIGAWA

The 17 th SANKEN Internationa Symposium
Best Poster Award

Md. Abdul Mannan

The12th SANKEN Nanotechnology Symposium
Best Poster Award
The12th SANKEN Nanotechnology Symposium
Best Poster Award
The 10th JSPS Prize
Research Award for Young Scientists of The
Japan Institute of Electronics Packaging
Liked Open Data Challenge 2013, Application
Track 2nd Prize
Open Data Application Contest, Technology
Award

The 4th International Symposium on Terahertz
Nanosciece Best Presentation Award
The 4th International Symposium on Terahertz
Nanosciece Best Presentation Award
The 4th International Symposium on Terahertz
Nanosciece Best Presentation Award
IAPR Best Paper Award
IAPR Best Paper Award

K. TANAKA

S. TAGAWA

T. KANKI

K. NAGAI

H. KOGA

K. KOZAKI

K. KOZAKI

H. TANAKA

A. HATTORI

K. FIJIWARA

Y. MAKIHARA

D. MURAMATSU

Excellent poster presentation at International
Workshop for Young Researchers on
Topological Quantum Phenomena in
Condensed Matter with Broken Symmetries

2nd NF Foundation R&D Encouragement Award
Osaka Mayor's Prize, Excellent Paper Award
Materials Research Society Best Poster
Award



量子システム創成研究分野 

Department of Quantum System Electronics

助教　 江村　修一 
Assis. Prof. S. EMURA

【研究課題】    

准教授 　 長谷川繁彦 
Assoc. Prof. S. HASEGAWA

1.  量子ドットなど量子ナノ構造のナノ評価とスピンを
中心とした量子輸送現象に関する研究 

2.  光子と電子スピンの量子インターフェイスと量子情
報処理への応用の研究 

3.  新規磁性半導体の創製と半導体スピントロ二クスデ
バイス応用に関する研究 

4.  ワイドバンドギャップ半導体をベースとした材料融
合化とそのデバイス応用に関する研究 

単一光子から単一電子スピンへ変換する二重量子ドット
素子と光子照射の概念図 
量子ドットに生成される単一光生成電子の電荷とスピン
は近接する量子ドットを高感度電荷計として用い検出さ
れる。 
S c h ema t i c  i m a g e  o f  t h e  c o n v e r s i o n  f r om  s i n g l e  
p h o t o n s  t o  s i n g l e  e l e c t r o n  s p i n s  i n  a  d o u b l e  
quan tum do t  w i th  a  pho ton  i r rad ia t ion .  Charge  and  
sp i n  o f  t he  s i ng l e  pho toe l ec t r ons ,  a r e  sens i t i v e l y  
d e t e c t e d  b y  a  n e a r b y  q u a n t um  d o t  a s  a  c h a r g e  
detector .  

新しい室温強磁性半導体GaCrNを創製した。キュリー温
度は130℃以上であり、トンネル磁気抵抗効果も観測さ
れた。半導体スピントロニクス材料として有望である。 
W e  h a v e  s y n t h e s i z e d  n e w  f e r r o m a g n e t i c  
semiconduc to r  GaCrN.  Cur ie  tempera tu re  i s  above  
130℃.  Tunne l  magne to - res i s tance  e f fec t  was  a l so  
obse r ved .  GaC rN  i s  p r om i s i ng  f o r  s em i conduc t o r  
sp int ronics.

　This department studies novel optical, electronic, 

a n d  s p i n  d e v i c e s  t h a t  s u p p o r t  t h e  h i g h l y -

sophisticated information society in the 21st century. 

Based on semiconductor devices, our research 

fields are quantum information processing using the 

quantum mechanical nature of electron spins and 

p h o t o n s ,  a n d  s p i n t r o n i c s  b a s e d  o n  t h e  

development and hybridization of optical, electrical 

and spin materials. We study the growth and 

characterization of high quali ty materials and 

perform precise quantum transport measurements. 

　Aim of our research is the realization of novel 

phenomena emerging in quantum nano-structures 

that can control the photon, electron and spin 

degrees of freedom.

1. 

2. 

3. 

4. 

Nano-level characterization and spin-related 

q u a n t u m  t r a n s p o r t  i n  s e m i c o n d u c t o r  l o w  

dimensional systems

Quantum interface between single photon and 

single spin and i ts appl icat ion to quantum 

information processing

Novel  magnet ic  semiconductors  and the i r  

semiconductor spintronics device application.

Wide band-gap semiconductor based materials 

integration and their device applications.

　当研究分野では、21世紀の高度情報化社会を支える

新しい光・電子・スピンデバイスの研究を行っている。半

導体を中心に、電子スピンや光子の量子力学的性質を利

用した量子情報処理や、新しい光・電子・スピン材料の創

製と融合とそれらに基づいたスピントロニクスが研究の

主な舞台である。高品質材料の創製と評価そして精密な

量子輸送測定まで一貫して行い、光、電子、スピンの量子

性を自由に操る量子ナノ構造がもたらす新しい現象の実

現を目指している。 

【Current Research Programs】 

大岩　　顕 
Prof. A. OIWA

教授　 
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研究部門  

第１研究部門（情報・量子科学系） 
Division of Information and Quantum Sciences

Research Division

　本研究部門は、情報科学系・量子科学系の融合部門である。 

　膨大な情報がディジタル化され、ネットワークを通じ世界中を飛び交うようになった

今日の高度情報化社会では、知的情報処理は日常生活を含む社会のあらゆる局面で必要

不可欠な要素となりつつある。情報科学系は、人間の知能を科学し、高度な知識情報処

理機能を計算機に付与し広く工学的諸問題の解決や知的活動支援全般へ応用することを

目指した互いに有機的に関連する「複合知能メディア」、「知能推論」、「知識科

学」、「知能アーキテクチャ」の4研究分野で構成されている。研究内容は、多元的な情

報の利用と多角的な処理、知識発見や機械学習、音声認識やロボット対話、オントロジ

ー工学・知識の共有・再利用、人間と計算機との理想的な相互作用の形態を追求したイ

ンターフェイスの研究など、人間の知的活動の根源に関る諸問題を情報科学／工学の観

点から追求している。 

　また、電子、光子が量子的な振る舞いを顕著に示す舞台を自在に作ることが出来る

と、これまでは不可能であった高度な計算や情報処理を行う電子、光、スピン素子を作

ることが可能となる。量子科学系は、「量子システム創成」、「半導体量子科学」、

「先進電子デバイス」、「量子情報フォトニクス（阪大産研・北大電子研アライアンス

ラボ）」の実験系４研究分野で構成されており、薄膜・結晶成長、半導体物理、デバイ

ス物理などをベースとして、これまでになかった電子的・光学的・磁気的性質や物性を

もった新機能・多機能な量子機能材料を設計・創製し、主として半導体を用いて、ナノ

メートルレベルの構造の形成と物性、評価に関する研究を行い、新しい材料・構造によ

る量子機能を利用した新機能・高機能・多機能なデバイスの実現を目指している。 

　Advent of the digital society where tremendous amount of information is electronically 

accessible has made intelligent information processing technologies indispensable. 

Information Science Group, consisting of four departments, of this division aims to 

computerize the intelligent human information processing capability to help solve 

engineering problems and assist intellectual activities. On the other hand, creation of 

new quantum materials and devices makes it possible to conduct advanced and 

tremendous amount of calculations and information processing. Quantum Science 

Group, consisting of four departments, of this division is engaged in experimental and 

theoretical researches on electronics aimed at establishing the basis of future 

electronic/photonic/spintronic devices based on novel quantum effects.

情報科学系 
Information Sciences

量子科学系 
Quantum Sciences

複合知能メディア 
Intelligent Media

知能推論 
Reasoning for 
Intelligence

知識科学 
Knowledge Science

知能アーキテクチャ 
Architecture for  
Intelligence

量子システム創成 
Quantum System  
Electronics

半導体量子科学 
Semiconductor 
Elctronics

先進電子デバイス 
Advanced Electron 

Devices

量子情報フオトニクス 
Quantum Information 

Photonics



半導体量子科学研究分野 

Department of Semiconductor Electronics

准教授 　 井上　恒一 助教　 金井　　康 
Assoc. Prof. K. INOUE

松本　和彦 
Prof. K. MATSUMOTO Assis. Prof. Y.KANAI

特任准教授　 大野　恭秀 
Spcially Appoinded Assoc. Prof.  

Y. OHNO

准教授　 前橋　兼三 
Assoc. Prof. K. MAEHASHI

 

【研究課題】 

　カーボンナノチューブ(CNT)およびグラフェンといった

ナノカーボンは特異的な形状、優れた電気特性を有する

ため、次世代のデバイスとして期待されている。本研究分

野では、次世代の電子素子の実現を目指して、ナノカーボ

ンの合成、素子作製技術、特性評価等の研究を行ってい

る。 

1. CNT、グラフェンの合成、および、これらをチャネルと

したトランジスタの作製 

2． 量子デバイス、高感度バイオセンサの開発 

 

　 Nanocarbons such as carbon nanotubes (CNT) 

and graphene are expected for fabrication of devices 

because of their unique structures and superior 

electrical properties. In this department, synthesis of 

nanocabons, fabrication and characterization of 

nanocarbon-based nanodevices are investigated. 

1. 

2. 

Synthesis of CNTs and graphene, and fabrication of 

field-effect transistors.

Formation and characterization of quantum devices 

and highly sensitive biosensors.

【Current Research Programs】 

教授　 

先進電子デバイス研究分野 

Department of Advanced Electron Devices

Assoc. Prof. K. SUDOH

准教授 須藤　孝一 
Assis. Prof. T.ARAKI

助教 荒木　徹平 

【研究課題】 

関谷　　毅 
Prof. T. SEKITANI

教授　 

　先進電子デバイス研究分野では、有機材料の優れた機
械的特性（フレキシビリティ）と電気的特性を利用した次世
代デバイス、“フレキシブルエレクトロニクス・フォトニク
ス”の研究に取り組んでいる。有機材料を含む機能性ソフ
ト材料を用いた電子デバイス、光デバイスを基盤技術とし、
情報通信技術から医療・福祉・バイオ分野など広範な領域
において新しい科学を創出する。さらに、その具体的応用
例を実証し、社会実装することを目標にしている。 
　我々のグループではこれまでに「フレキシブル有機トラ
ンジスタ（TFT）作製の基盤技術の確立」[Nature  
Materials (2010)、Science (2009)、 Nature 
Materials (2007)]と「機械的特性に優れたウルトラフ
レキシブルエレクトロニクス、ストレッチャブルエレクトロ
ニクスの実現」[Nature (2013)、 Nature Materials 
(2009)、 Science (2008)]に成功し、その有用性を世
界に先駆けて実証してきた。 

1. フレキシブルトランジスタ（TFT）、発光ダイオード
（LED）、各種センサの研究開発とその基礎科学 
2. プログラムされた有機分子「有機超分子」の開発および
評価技術と、これを用いたデバイスプロセス 

3. 有機半導体表面および有機半導体・金属界面における
キャリア輸送現象の研究とその制御技術の開発 

4. 高アスペクト比微細構造の自発的形態変化を利用した
3次元ナノ構造形成 

5. 自己組織化による固体表面上でのナノ構造形成 
6. フレキシブル有機デバイスとシリコンLSIとの集積化に
関する研究 

  Our group is engaged in the development of next-
generation "Flexible electronics & Photonics" taking full 
advantages of high mechanical flexibility and electrical 
performances that organic materials inherently 
possess. Utilizing key technologies of functional 
material-based electronic and photonic devices, our 
group is aiming for creating new sciences of wide 
range from information-communication technologies 
(ICT) to the fields of bio-medical-welfare, and 
demonstrating to exhibit the usefulness of the devices 
on the wide range of social life.
  So far, we have successfully developed the key 
technologies for high-performance flexible organic 
transistors [Nature Materials(2010), Science(2009), 
Nature Materials (2007)] and realized the ultimate 
flexible electronics and stretchable electronics with 
excellent mechanical durability [Nature(2013), Nature 
Materials (2009), Science(2008)], and exhibited the 
feasibility and the usability of the electronic devices, for 
the first time.

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

6. 

Flexible organic transistors, organic LEDs, and 
sensors and its fundamental researches
Developments of chemically-programmed "Organic  
supramolecular" and its applications to devices 
C a r r i e r  t r a n s p o r t  m e c h a n i s m  o f  o r g a n i c  
semiconductors and the interface between organic 
semiconductor and metals, and the control 
technique.
Format ion o f  3D nanost ructures by Shape 
Transformation of High Aspect Ratio Microstructures.
Nano-structure Formation on Solid Substrates by 
Self-Organization.
Behavior of Molecules on Organic Semiconductor 
Surfaces.

【Current Research Programs】 

Ultraflexible organic electronics & photonics with ultimate mechanical flexibility and durability have 
been realized taking full advantages of integration technologies.
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知能推論研究分野 

Department of Reasoning For Intelligence

教授 　 鷲尾　　隆 
Prof. T. WASHIO

完全探索 に よ る グ ラ フ 構造 デ ー タ マ イ ニ ン グ  
Data Mining from Graph Structured Data using a Complete 
Bottom Up Search

グラフ構造データマイニングによる分類器構築 
Classifier Construction using Structured Data Mining

准教授　 准教授　 清水　昌平 
Assoc. Prof. S. SHIMIZU

河原　吉伸 
Assoc. Prof. Y. KAWAHARA

助教　 杉山　麿人 
Assis. Prof. M. SUGIYAMA
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1. 

2. 

3. 

4.

Data Mining and Knowledge Discovery from Super 

High Dimensional Data

Learning Causal Structure Based on Data non-

Gaussianity

Machine Learning and Data Mining Based on 

Discrete Convex Optimization

Minging and Learning from Graph Structured Data

【Current Research Programs】 1.  大規模高次元データに関するデータマイニング、知

識発見 

2.  データ分布の非ガウス性に基づく統計的因果推論 

3.  離散凸最適化に基づく機械学習・データマイニング 

4.  グラフデータに関するデータマイニング、及び機械

学習 

 

【研究課題】 

　Under the evolution of information & communication 

network and sensing technology, large scale data sets 

are now collected and accumulated in various scientific 

and social fields. However, because of our cognitive 

and psychological limit in the information processing 

capabil ity, we are very poor at extracting useful 

knowledge from a huge amount of data. Our research 

f o c u s  i s  o n  e x p l o r i n g  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  

mining/discovering informative knowledge from large 

scale data using mathematical  constraints and 

statistical search techniques.

　情報通信ネットワークやセンシング技術の発達によ

って、様々な科学・社会分野で大規模データが収集・

蓄積されつつある。人間はこのようなデータが表す事

実に基づいて推論や学習を行い、新たなものを創造す

る。しかし、人間の情報処理能力には認知的・生理的

な限界があり、非常に大量のデータから短時間に有意

義な知識を導き出すことは難しい。当分野では、一般

的な数学的制約や統計的探索機構を用いて、大規模デ

ータが示す規則性を知識として効率よく発見する手法

の研究を行っている。 

複合知能メディア研究分野 

Department of Intelligent Media

多視点同期歩容計測システム 
Multi-view synchronous gait measurement system

楕円鏡を用いた反射特性計測デバイス 
Reflection measuring device using ellipsoidal mirror

槇原　　靖 
Assoc. Prof.  
Y. MAKIHARA

助教　 満上　育久 
Assis. Prof.  
I. MITSUGAMI

教授　 八木　康史 
Prof. Y. YAGI
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Specially Appointed Assoc. Prof. 
D. MURAMATSU

特任講師 
（常勤） 村松　大吾 

Specially Appointed Assis. Prof.  
A. MANSUR

特任助教 
（常勤） アル　モンスール 准教授 

　The studies in this laboratory focus on computer 

v i s ion  and med ia  p rocess ing  inc lud ing  bas ic  

technologies such as sensor design, and applications 

such as an intelligent system with visual processing 

functions. Some of our major research projects are 

development of a novel vision sensor such as an 

omnidirectional mirror, biomedical image processing 

such as an endoscope and microscope images, 

person authent icat ion,  in tens ion,  and emot ion 

estimation from human gait, and its applications to 

forensic and medical fields, photometry analysis and its 

application to computer graphics, an anticrime system 

using a wearable camera, 3D shape and human 

measurement using infrared light.

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.  光学設計 

2. 画像処理 

3. 幾何学的解析 

4. 光学的解析 

5. 動き解析 

6. パターン認識・画像理解 

　本研究分野では、コンピュータビジョンと映像メデ

ィア処理に関する研究をしている。センサ開発などの

基礎技術から，ロボットに高度な視覚機能を与えるこ

とを目指した知能システムの開発まで，視覚情報処理

に関する幅広いテーマを扱っている。例えば、周囲

360度を撮影できる全方位視覚センサ、内視鏡映像の

医用画像処理、人間の歩き方に基づく個人認識や意

図・感情推定、反射特性の計測とCGへの応用、ウェア

ラブルカメラを用いた防犯システム、近赤外光を用い

た人体計測、3次元形状計測技術の開発などの研究を行

っている。 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

Optics for Computer Vision

Image Processing

Geometry

Photometry

Motion Analysis

Pattern Recognition and Image Understanding
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知能アーキテクチャ研究分野 

Department of Architecture for Intelligence

助教　 森山　甲一 
Assis. Prof. K.MORIYAMA

助教　 福井　健一 
Assis. Prof. K.FUKUI

Constructive Adaptive User Interfaces (CAUI＊ )

教授　 沼尾　正行 
Prof. M. NUMAO
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　パソコンを初めとする情報環境が普及するにつれ

て、インタフェースの悪さに起因するテクノストレ

スや、スパムメール、多量データによる情報洪水の

問題に社会の関心が集まっている。本研究部門で

は、これらの原因がコンピュータシステムの柔軟性

の欠如にあることを早くから指摘し、その対策とし

て適応および学習能力を持ったコンピュータおよび

インタフェースの開発を提唱してきた。心理実験と

高度な機械学習技術の組合せにより、こうした課題

の克服を目指している。 

　As Information Technology spreads out, people 

are now beginning to feel stressed, and tend to 

be disturbed by flood of information, such as 

spam mai ls.   Since these are due to lack of 

flexibility of current computer systems and their 

interfaces, this department proposes to develop an 

adaptive computer that learns from its environment.  

Psychological experiments and advanced machine 

learning technologies enable us to develop a 

highly adaptive user-friendly interface to information 

systems.

1.  コンピュータのための学習機構 
2.  帰納論理プログラミング 
3.  マルチエージェント学習 
4.  構成的適応インタフェース 
5.  学習結果の可視化 
6.  知的ユビキタスセンサーネットワークの構築 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Machine Learning

Inductive Logic Programming

Multi-Agent Learning

Constructive Adaptive User Interfaces

Visualization

Intelligent Ubiquitous Sensor-Networks

＊ 南米 グ ア ラ ニ ー 語 で 「少 し 酔 っ 払 っ た 」 の意  

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

知識科学研究分野 

Department of Knowledge Science

准教授 　 來村　徳信 

複数の参加者と話す音声対話ロボット 
Spoken dialogue robots interacting with multiple participants

Assoc. Prof. Y. KITAMURA

教授 駒谷　和範 
Prof. K. KOMATANI

【研究課題】 

   

【Current Research Programs】 
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Specially Appointed Assis. Prof.  
Y. YAMAGATA

特任助教 
（常勤） 山縣　友紀 准教授　 古崎　晃司 

Assoc. Prof. K. KOZAKI

　近年、コンピュータの計算能力やロボットの運動能

力は飛躍的に向上している一方で、人間と賢く話すと

いった知能の部分は未だ発展途上である。機械が人間

にとって身近で使いやすい存在となるには、人間が生

来備えている音声対話機能が必須である。本研究分野

では、音声認識技術を用いて人間と対話するシステム

の基礎技術を研究している。対象とするシステムは、

電話のように音だけを使うものから、身体を持った複

数のヒューマノイドロボットまで、多岐にわたる。ま

た賢いシステムには知識が不可欠であることから、人

間が持つ知識を整理して計算機可読な形式で記述する

オントロジー工学にも取り組んでいる。これらを通じ

て、人と対話できる知的なコンピュータの実現を目指

している。 

　Intelligence of machines such as the ability to 

talk with humans intelligently is still under development, 

while computation power and ability of robot locomotion 

have been drastically improving.  To realize human-

friendly and helpful robots or computers, the spoken 

dialogue function, which human beings have in nature, 

is inevitable.  We study basic technologies on dialogue 

systems using the speech recognition technology.  Our 

target ranges from a speech-only system such as ones 

on telephone to multiple embodied humanoid robots.  

W e  h a v e  a l s o  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  o n t o l o g y  

engineering, which organizes human knowledge and 

describes it in a machine-readable format, since 

knowledge is indispensable for  such intel l igent 

systems.

1. 音声認識誤りに頑健な音声対話システム 
2. ヒューマノイドロボットとの音声対話  
3. ユーザや状況に適応する音声対話システム  
4. 対話を通じたオンラインでのドメイン知識の獲得  
5. 知識の体系化（オントロジー工学）に関する基礎研
究と記述・利用支援ツール  

6. 医療、機能、行為などの各種オントロジーの構築と
行動知識活用支援システムの開発 

Error-robust spoken dialogue system

Spoken dialogue with humanoid robots

Adaptive spoken dialogue system

Knowledge acquisition thorough dialogues

Fundamentals of ontology engineering

Onto logy development  in  domains and i ts  

building environments

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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研究部門  

第2研究部門（材料・ビーム科学系） 
Division of Advanced Materials and Beam Science

Research Division

新規量子ビーム開発 

量子ビーム・物質相 

互作用機構の解明 

ビーム誘起新物質創製 

ナノプロセシング 

原子、分子、ナノレベルでの 

高次制御材料創製プロセシング 

新規高次機能材料の創製と評価 

量子ビーム物質科学(Beam Materials Science)

半導体材料・プロセス(Semiconductor Materials and Processes)

励起物性科学(Excited Solid-State Dynamics)

先端ハード材料(Advanced Hard Materials)

量子機能材料(Quantum Functional Materials) 

先端実装材料(Advanced Interconnection Materials) 

量子ビーム発生科学(Accelerator Science)

環境、エネルギー、医療、ＩＴへの産業応用 

　本研究部門は、量子機能材料、先端実装材料、半導体材料・プロセス、先端ハード材料、励起

物性科学、量子ビーム発生科学、量子ビーム物質科学、の7研究分野からなる。今後の急速な

科学技術の発展を支えるためには、新規な高次機能を持つ材料の創成が不可欠であり、その

展開は、諸機能発現機構に関する深く豊かな知見と材料構造制御技術・創製手法の革新的高

度化によって達成される。そのために、既存の金属・無機・有機材料研究の枠を超えた高次プ

ロセッシングに基づく材料設計・開発・応用を共通の指針として、新規な構造・機能をもつ情

報材料、エネルギー材料、医療材料などを創製し、その構造解析・物性解明と広範な社会的要

請にこたえる応用を目指す研究を展開する。また、20世紀の科学技術を支えてきたビーム

科学を更に発展させる為に、新しい高輝度・高品質の量子ビームの発生・制御・計測に関する

研究と、量子ビーム誘起現象の正確な理解に基づいた先端ビーム応用研究を推進する。本

研究部門は、産業科学ナノテクノロジーセンターおよび量子ビーム科学研究施設と密接な協

力関係を持ちながら研究を行う。また、分野・部門間の共同研究のみならず、物質・デバイス

領域共同研究拠点の関西地区ハブとして、国公立・私立大学、国公立研究機関、民間企業との

連携を強化し、さらには国際的な共同研究にも積極的に取り組む。 

　This division is composed of seven departments with the following research fields: 
Quantum Functional Materials, Advanced Interconnection Materials, Semiconductor 
Materials and Processes, Advanced Hard Materials, Excited Solid-State Dynamics, 
Beam Materials Science, and Accelerator Science. We aim to generate novel and new 
highly functional materials, which provide basis of rapid future developments in several 
important fields of information, energy, environmental and medical technologies. 
Emphasis is placed both on establ ishment of deep and ful l  understanding of 
fundamental mechanisms of the functions and on evolutional progress of material 
processing, including hybridizing different kinds of materials which are well designed 
and controlled with respect to their structures, dimensions, and physical and chemical 
properties. We also aim to develop new sources of quantum beams with high brightness 
and high quality, and use the quantum beams in a new field of beam-induced materials 
science. In addition to the collaboration among the departments of ISIR, we promote the 
collaborative research on materials and devices with public and private universities, 
research institutions and enterprises as a collaborative Kansai regional hub as well as 
international cooperation. 

量子情報フォトニクス研究分野 （阪大産研・北大電子研アライアンスラボ） 

Department of Quantum Information Photonics
(Alliance Laboratory of ISIR, Osaka Univ. and RIES, Hokkaido Univ.)

Guest Prof. S. TAKEUCHI

招へい教授 竹内　繁樹 
Guest Assis. Prof. R. OKAMOTO

招へい助教 岡本　　亮 
Guest Assis. Prof. M. FUJIWARA

招へい助教 藤原　正澄 

 

【研究課題】 

光子１個レベル動作するスイッチを組み合わせることで実現した光量
子ゲートの模式図。(PNAS 108, 10067 (2011)) 
Photonic quantum gate combining single photon level optical 
switches. 

単一量子ドット結合ナノ光ファイバ単一光子源デバイスの模式図と
単一光子源特性データ。（Nano Lett. 11, 4362 (2011).） 
Single-photon source devices using quantum-dot-coupled 
nanofibers and their characteristic data.

　アインシュタインによる光量子の発見から100年を経

て、現在、光子１粒１粒を発生させ、その状態間の量子相関

を自在に制御する「新しい光の状態」の研究が展開しつ

つある。その典型例が、究極のセキュリティを実現する量

子暗号通信や、既存の計算機には原理的に解くことので

きない問題を解く、量子計算の研究である。また通常の光

による測定感度の限界を超える感度が実現する量子光計

測や、光の回折限界以下の解像度をもつ量子光リソグラ

フィも研究されている。 

　本研究分野では、光子を用いた量子回路の構築、ならび

にそれを用いた量子アルゴリズム、量子暗号、量子光計測

への適用について研究を行っている。また並行して、新規

量子デバイスの実現を目指し、マイクロ・ナノスケールの

構造体に閉じこめられた光と単一発光体の相互作用(キャ

ビティQED)などのナノフォトニクス研究を推進している。 

1. 光量子情報通信処理の実現に向けた光量子回路の研

究 

2. 高効率単一光子源・もつれ合い光子源および高量子効

率光子検出器の開発 

3. 量子暗号、光量子コンピュータ、量子光計測の研究 

4. 微小球やナノ光ファイバを利用した、ナノフォトニック

デバイスの研究 

5. 量子光学的見地からの、ナノ発光体のサイエンス 

　After a century from the discovery of light quanta by 
Einstein, the generation of individual single photons 
and the control of quantum correlation among them are 
being studied. Such researches will open a new 
paradigm of ` Science using novel photonic states.' 
Typical examples are quantum cryptography realizing 
ultimate security and quantum computers with which 
can solve some problems extremely more efficient than 
c o n v e n t i o n a l  c o m p u t e r s .  Q u a n t u m  o p t i c a l  
measurement which enables super-sensitivity beating 
the standard quantum limit and quantum lithography 
with resolution beating the diffraction limit are also 
studied. In this context, we are studying the following 
topics. 
Quantum Photonics: Quantum Electro Dynamics (QED) 
using light confined in micro/nano structures interacting 
with individual light emitters toward the realization of 
new quantum information devices.
Quantum Information and Quantum Metrology: 
Realization of quantum optical circuits using photons 
for quantum algorithms, quantum cryptography and 
quantum optical measurement.

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

Optical quantum circuit for quantum information and 
quantum metrology 
Development of highly-efficient single photon 
sources, quantum-entangled-photon sources, and 
highly-efficient single-photon counters
Quantum cryptography,  photon ic  quantum 
computer, and optical quantum metrology
Nano-photonic devices using micro-spheres and 
nano-optical fiber
Sciences of Nano-light emitter from the view point of 
quantum optics

【Current Research Programs】 
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半導体材料・プロセス研究分野 

教授　 小林　　光 
Prof. H. KOBAYASHI

今村健太郎 
Assis. Prof. K. IMAMURA

助教　 助教　 松本　健俊 
Assoc. Prof. T. MATSUMOTO

Department of Semiconductor Materials and Processes

准教授 

　本研究分野では、半導体、特にシリコン太陽電池とシ
リコンナノ粒子に関連する材料、デバイス、プロセスな
どについての研究を行っている。研究成果を実用化して
社会に大きく貢献することを最終目標にしている。 
　シリコン太陽電池の理論エネルギー変換効率は約30
％であるが、市販されている太陽電池の効率は15～
18%しかない。この原因として、太陽電池表面での光
の反射や、生成した電子とホールが欠陥サイトで再結合
することなどが挙げられる。これらの問題を従来法とは
異なる、新規化学プロセスによって改善する研究を行っ
ている。 
　シリコン粒子をナノメートルオーダーまで微粒子化す
ることで、新たな特性（量子サイズ効果による電子状態
が変化や表面反応の活性化）が得られる。この新規特性
に着目し、粒子径で発光波長を制御した発光材料や、水
を滴下するだけで反応して水素を発生する材料など、次
世代機能性シリコンナノ材料の研究・開発を行ってい
る。発生した水素を利用して作った水素水を用い、生体
への効果を調べる研究も行っている。 
　太陽電池の高効率化のメカニズムを解明するために、
様々な物理化学的解析を行っている。特に、電圧印加X
線光電子分光法は、太陽電池の効率低下の原因となる欠
陥（界面準位）のエネルギーや量を測定できる。この手
法は、小林研究室で開発された。 

　We are studying materials, devices and processes 
relating with semiconductors, especially, silicon and 
silicon nanoparticles.  Our goal is application of our 
fundamental results for contribution to society.
　Theoretical limit of energy conversion efficiency for silicon 
solar cells is about 30%.  Energy conversion efficiencies of 
commercial silicon solar cells are only 15~18% due to 
reflection at Si surfaces and recombination of electrons and 
holes at defects.  Novel chemical methods have been 
developed to overcome these issues.
　Silicon nanoparticles possess wide band-gaps due to the 
quantum size effect and high activity for surface reaction.  
Light emitting materials and hydrogen source by reaction 
with water have been developed with silicon swarf.  We are 
also studying effects of the hydrogen-containing water on 
human body.
　Semiconductor interface states have been evaluated 
using X-ray photoelectron spectroscopy measurements 
under bias developed by our group to improve silicon solar 
cell efficiency.

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.  新規化学プロセスによるシリコン太陽電池の高効率
化 

2. シリコンナノ粒子を用いた新機能性材の創製 
3. 半導体界面準位の分光学的観測 

1. 

2. 

3. 

High efficiency Si solar cells by use of novel 
chemical methods.
Si nanoparticles for application to next generation 
energy materials.
Observation of semiconductor interface states by 
use of a new spectroscopic method.

量子機能材料研究分野 

准教授 　 瀬川　耕司 

Department of Quantum Functional Materials

Assoc. Prof. K. SEGAWA

助教　 アレキシィ　タスキン 
Assis. Prof. A. TASKIN

助教　 佐々木　聡 
Assis. Prof. S. SASAKI

 

 

 

 

 

バルク絶縁性が格段に高いトポロジ
カル絶縁体B i 2T e 2S eおよびB i 2 -
xSbxTe3-ySeyを発見し、トポロジカル
絶縁体特有の金属的表面状態を電気
輸送特性が示す量子振動によって観
測した。この表面状態において電子
は、ヘリカルなスピン偏極をしてい
る。そこに電流を流すと、電流の向
きに応じたスピン偏極を自在に生じ
させることができる。 
We discovered highly bulk-insulating 
topological insulators Bi2Te2Se and Bi2-
xSbxTe3-ySey. In those materials, one 
can observe pronounced quantum 
osci l lat ions in magneto-transport  
p roper t ies  wh ich  revea l  meta l l i c  
surface states inherent to topological 
insulators. Electrons on the surface of 
a topological insulator are helically 
spin-polarized, which makes it possible 
to induce controllable spin polarization 
whose direction depends on that of the 
current.

教授　 安藤　陽一 
Prof. Y. ANDO
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先端ハード材料研究分野 

Department of Advanced Hard Materials

准教授　 多根　正和 
Assoc. Prof. M. TANE

 

　本研究分野では、セラミックスや金属などを中心と
した材料のナノからマクロまでの構造設計・制御およ
び融合技術をキーテクノロジーとして、多様な機能を
獲得した「機能共生型」バルク材料やナノ材料の創製
を行い、構造や基礎物性・特性評価およびその機構解
明を通じて、新規な構造特性や機能特性を有する先端
材料の研究開発を目的としている。具体的には、力学
的－電気的特性共生型セラミックス複合材料やハイブ
リッド材料創製、新規な弾性率計測・解析手法の確立
と特性支配因子の解明・制御および材料設計、低次元
異方構造酸化物ナノ材料の高機能化研究などを通じ、
今日の社会が抱える重要な課題解決に資する次世代型
基盤材料創出とその応用を指向している。 

化学プロセスでTi上に形成させたチタニアナノチューブ（TNT）層 (a)
とチタニアナノシート層(b)、Tiメッシュ表面に形成させたTNTバンドル
(c, d)と、これら多様な低次元ナノ構造チタニアへのCaイオン吸着能
(e)。TNTの色素吸着能（暗所）と光触媒能（紫外線照射）の共生(f) 
Various nanostructured titania formed directly on Ti metal 
su r face  (a :  t i tan ia  nano tubes  (TNT)   and  b :  t i tan ia  
nanosheets) and on Ti mesh (c, d: TNT bundles), and their 
Ca ion adsorption properties (e). Organic dye molecule 
removal properties of TNT under the dark and UV irradiation 
condition showing its unique multi-function (f).

粗視化理論に基づいたInverse Voigt-Reuss-Hill近似による単結
晶弾性率の算出方法の模式図 
C o n c e p t u a l  d r a w i n g  o f  I n v e r s e  V o i g t - R e u s s - H i l l  
approximation for determination of elastic properties of 
single crystal based on the coarse graining theory.

　Based on the hierarchical structure design and 
control concept, the Department of Advanced Hard 
Materials is aiming to develop functions-harmonized 
bulk ceramics and metals and/or nanostructured 
materials and to investigate their fundamental 
character ist ics.  To achieve this goal,  we are 
adapting: ceramic-based composites with synergy 
functions, structure-function harmonized hetero-
semiconductor composites, the original methodology 
for elastic properties measurement/analysis for 
advanced elast ic i ty  -control led  metal-based 
mater ia ls,  s t ructures/ funct ions tuning of  low-
dimensional anisotropic oxide nanomaterials for 
multiple applications. Through these researches, our 
emphasis is placed on the practical application of 
developed materials and technologies to solve crucial 
problems arising in our society.

【研究課題】 
1. 低次元異方性ナノ構造制御による構造用セラミッ
クスの多機能性獲得と応用展開 

2. 酸化物半導体ヘテロ複合構造・界面の自己組織化
制御プロセスに基づくデバイス型機能材料の創製 

3. プロセス・理論融合型の新規計測・解析手法の確
立による先端金属材料の弾性特性解明と生体用・
構造用金属材料開発 

4. 低次元構造を持つ酸化物半導体ナノマテリアルの
構造機能チューニングに基づく革新的な環境・エ
ネルギー・デバイス・生体適合機能の集約 

1. 

2. 

3.

4.

Gain of multi-functions for structure ceramics by 
low-dimensional anisotropic nanostructure control.
Self-organized hetero-structure and interface design 
and control of oxide semiconductor composites.
Elastic properties of biomedical and structural 
metal-based materials and development of the 
or ig ina l  method fo r  measur ing the  e las t ic  
properties.
S t ruc tu re  and  p rope r t i es  t un ing  o f  ox ide  
nanotubes/nanosheetss and related-architectures 
aiming for energy, environmental, device and 
biomedical applications.

【Current Research Programs】 

関野　　徹 
Prof. T. SEKINO

教授　 助教　 菅原　　徹 
Assis. Prof. T. SUGAHARA

教授　 菅沼　克昭 
Prof. K. SUGANUMA

先端実装材料研究分野 

Department of Advanced Interconnection Materials

特任助教 
（常勤）　 酒　　金嫁 

Specially Appointed Assis. Prof.  
J. JIU

特任准教授 
（常勤） 長尾　至成 

Specially Appointed Assoc. Prof.  
S. NAGAO

科学基礎に基づき鉛フリー実装 
技術の確立を目指す 

Lead-free soldering based on 
basic science

Printed Electronics技術のため 
のナノインク開発と印刷技術 
のマッチング 

Development of nano-ink and 
printing technology for Printed 
Electronics

界面ナノ構造 

Interface nano structure

超フレキシブル皮膚センター 

Ultra flexible sensor by printing

鉛フリー実装基板 
Lead-free board

その場観察と凝固解析 
In-situ observation and
simulation

界面のTEM
TEM of Interface

　Through nanotechnology and nanoscience with 

advanced analytical techniques, this laboratory aims to 

develop the fine structural materials and components, 

which can be appl ied in the industr ia l  f ie lds of  

electronics, automobiles and natural energy conversion 

sys tems .  In  add i t i on ,  we  t r y  t o  es tab l i sh  new 

interdisciplinary research areas that require the 

harmonized multi-material systems.

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.  ウィスカ研究 

2. 導電性接着剤接続の導電メカニズムに関する研究 

3. エレクトロ・マイグレーション研究 

4. パワー半導体実装技術の開発 

5. Printed Electronics技術開発 

6. ナノ無機材料の開発 

　無機・有機・金属などの異相界面ナノ構造制御技術を駆

使し、電子機器分野や自動車機器分野、自然エネルギー発

電分野を主な対象として、環境調和したファインな構造材

料開発を行い、新たな学際領域を形成すると共に産業界

へ積極的な寄与をする。 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6.  

Tin Whisker mechanism

Development of  conduct ive adhesives and 

research on their conductive mechanism.

Electromigration

Development of die-bonding method of power 

electronics.

Printed Electronics

Preparation and application of nano materials
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量子ビーム発生科学研究分野 

Department of Accelerator Science

教授　 磯山　悟朗 

自 由電子 レ ー ザ ー の 模式図 
Schematic drawing of a free electron laser

量子ビーム科学研究施設の赤外自由電子レーザー  
Infrared free electron laser at the Research Laboratory for 
Quantum Beam Science

Prof. G. ISOYAMA Assoc. Prof. R. KATO

准教授 　 加藤　 好 

【研究課題】    

【Current Research Programs】  

42

入澤　明典 
Assis. Prof. A. IRIZAWA

助教　 助教　 川瀬　啓悟 
Assis. Prof. K. KAWASE

　粒子加速器は基礎科学から産業まで広い範囲で使わ

れている。我々は、新しい光や量子ビームと呼ばれ

る新しいビームの発生という観点から加速器をとらえ

て研究している。加速器は人工物であるが極限性能を

追求すると非線型性や集団運動などの物理の基本問題

が現れる。新しい光や量子ビームは人が見ることの出

来る世界を広げるので、基礎研究から応用まで広い範

囲の利用が期待出来る。これに加えて光発生の基礎過

程自身が興味ある研究対象である。 

　Particle accelerators are widely used in various 

fields from basic science to industrial applications. We 

study accelerators from the point of view of  producing 

a new kind of light or a new kind of beam known as 

a quantum beam. Although accelerators are artificial 

things, fundamental aspects of physics such as non-

linearity and the collective effect become apparent 

when extreme performance is pursued. Since new 

kinds of light and quantum beams extend the world 

we can see with, they can be used in various regions 

ranging from basic science to applications.   In addition, 

the elementary process of light emission by relativistic 

electrons in itself is an interesting subject of study.
1.  電子線形加速器の高性能化・高安定化の研究 

2. 線形加速器による高輝度・超短パルス電子ビームの

発生 

3. 赤外自由電子レーザーの開発と短波長自由電子レー

ザーの基礎研究 

4. コヒーレント放射などの高エネルギー電子による光

の発生の研究 

5. 放射光光源の開発研究 

6. 大強度テラヘルツ波を用いた物質科学研究 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.    

Study on electron linear accelerators for higher 

performance and stability.

Production of a high-brightness electron beam and 

the extremely short pulses with a linear accelerator.

Development of an infrared free electron laser and 

basic study for short-wavelength free electron lasers.

Study of light emission by relativistic electrons such 

as coherent radiation.

Development of synchrotron radiation sources.

Study of materials science by using intense THz 

radiation.

励起物性科学研究分野 

Department of Excited Solid-State Dynamics

教授　 谷村　克己 
Prof. K. TANIMURA

准教授 　 田中慎一郎 
Assoc. Prof. S. TANAKA

【研究課題】   

1. 

2. 

4. 

 

光誘起構造相転移動力学 

半導体表面 に お け る レ ーザー 誘起構造変化 と 原子放出過程 

絶縁性結晶 

3. 固体表面における超高速キャリヤーダイナミクス 

に お け る 電子励起原子過程 の フ ェ ム ト 秒分光  

【Current Research Programs】  

1.

2.

3.

Photo-induced structural phase transition in low-

dimensional organic crystals.

Laser-induced structural changes and desorption on 

semiconductor surfaces.

Ultrafast carrier dynamics on solid surfaces.

4. Femtosecond dynamics of photo-induced atomic 

processes in insulators.

成瀬　延康 
Assis. Prof. N. NARUSE

助教　 准教授 金　　順一 
Assoc. Prof. J. KANASAKI

　本研究分野では、固体の励起状態において発生する原子

過程を制御・組織化して新規な高次機能構造を創製する

事、を目指している。このような励起状態を介した固体構

造創製（電子励起エピタキシー）は、従来の手法が有して

いた熱力学的平衡条件の制約を大きく打破し得る新しい

材料科学の1つの展開方向である。固体の励起手法とし

て、レーザー光、軌道放射光、電子線、量子ビーム等多彩

な励起源を駆使して各励起状態を選択的に発生させ、誘

起される電子過程、原子過程のフェムト秒領域での動力学

の直接追跡と共に、走査型トンネル顕微鏡による原子構造

変化の直接観察など、直接的実験的知見の体系化を目指

した基礎研究をしている。 

　The creation of new structural phases via electronic 

excited states in solids is the main purpose in this 

department. The selectivity and inductivity in photo-

induced atomic processes are the key factors to be 

controlled. Elementary processes of photo-induced  

carrier dynamics, structural changes, phase transitions, 

and desorption from solid surfaces have been studied 

with emphasizing their dynamics in femtosecond time 

regime and direct determination of atomic structures 

induced.
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研究部門  

第3研究部門（生体・分子科学系） 
Division of Biological and Molecular Sciences

Research Division

　本研究部門は、改組前の生体応答科学研究部門と機能分子科学研究部門を母体とした

生体科学系研究分野および分子科学系研究分野からなる研究部門で、励起分子化学、機

能物質化学、精密制御化学、医薬品化学、生体分子反応科学、生体分子制御科学、生体

分子機能科学の７研究分野で構成されている。 

　生体科学系においては、これまで、酵素の構造と触媒機能、情報受容と制御、生体エ

ネルギー変換、膜輸送、遺伝子発現制御など生物にとって最も基本的な反応の分子機構

を解明すべく研究を進めてきた。一方、分子科学系においては、分子化学の基礎から応

用に及ぶ多様な研究を基盤として、有機化学、物理化学、触媒化学、表面化学、ビーム

化学、材料化学、さらには生体機能の分子化学的解明などにも研究を展開してきた。本

研究部門では、各研究分野の独自の研究をさらに深化させることを基本としつつ、生体

科学と分子科学の新たな融合研究の創成も目指す。 

　教育面では、理学研究科（化学専攻、生物科学専攻）、工学研究科（応用化学専攻、

応用生物工学専攻）、薬学研究科（分子薬科学専攻）、および生命機能研究科から大学

院学生を受け入れており、広い視野を持つ研究者の育成を目指している。 

　The Molecular Science Group of this division is composed of seven departments; 

Dept. of Molecular Excitation Chemistry, Dept. of Synthetic Organic Chemistry, Dept. of 

Regulatory Bioorganic Chemistry, and Dept. of Organic Fine Chemicals. Dept. of 

Biomolecular Science and Reaction Dept. of Biomolecular Science and Regulation Dept. 

of Biomolecular Science and Engineering The research field of the Molecular Science 

Group covers organic chemistry, physical chemistry,catalytic chemistry, surface 

chemistry, beam-induced chemistry, materials chemistry, bio-functional molecular 

chemistry, and chemical biology. The division also has a Biological Science Group, 

which is composed of three departments; Dept. of Structural Molecular Biology, Dept. of 

Cell Membrane Biology, and Dept. of Biomolecular Science and Engineering. These 

departments are engaged in research in various fields of biological science including 

molecular enzymology, signal transduction, energy transformation, membrane transport, 

energy transport, and the mechanism of gene expression.

　Within each department, own research topics are ongoing. Joint projects involving 

several departments are also underway.

量子ビーム物質科学研究分野 

Department of Beam Materials Science

助教　 小林　一雄 
Assis. Prof. K. KOBAYASHI

山本　洋揮 
Assis. Prof. H. YAMAMOTO

助教 教授 古澤　孝弘 
Prof. T. KOZAWA

室屋　裕佐 
Assoc. Prof. Y. MUROYA

准教授 

　The industrial application of quantum beam will 

rapidly expand in the f ield such as high-volume 

production of semiconductor devices. Cancer therapy 

using ionizing radiation has also attracted much 

attention. In Department of Beam Materials Science, the 

radiation-induced chemical reaction and reaction field 

have been investigated using state-of-the-art quantum 

beam (electron, extreme ultraviolet radiation, laser, 

synchrotron radiation, X-ray, γ-ray, ion beam). We 

have studied the chemical reaction system from the 

energy deposition on materials to the expression of 

material function. On the basis of these studies, we 

have designed a noble chemical reaction system.

Investigation of radiation-induced fast reactions of 

materials at extreme conditions (high temperature / 

pressure conditions up to supercritical regime) is also 

ongoing.

【研究課題】 

【Research Topics】 

1.  半導体大量生産におけるナノ化学への挑戦 

2.  極端紫外光領域の放射線化学 

3.  次世代レジスト設計-凝縮層中での電子、ホール、エ

ネルギー移動の研究 

4.  電子線過渡分光による有機材料、生体における量子

ビーム誘起反応の解明 

5.  遺伝子損傷の初期過程の研究 

6.  量子ビームによるナノ材料研究 

7.  高温・超臨界溶媒の放射線化学研究 

　半導体製造における極端紫外光リソグラフィ、粒子

線ガン治療等、今後電離放射線領域にある量子ビーム

の利用が大きく展開していくことが予想される。量子

ビーム物質科学研究分野では最先端の量子ビーム（電

子線、極端紫外光、レーザー、放射光、X線、ガンマ

線、イオンビーム）を利用して、量子ビームが物質に

引き起こす化学反応と反応場の研究を行っている。量

子ビームによる物質へのエネルギー付与から、化学反

応を経て、機能発見に至るまでの化学反応システムの

解明、得られた知見から新規化学反応システムの構築

を行っている。 

　また、高温高圧状態や超臨界状態といった極限状態

下にある液体の放射線誘起反応過程の解明も行ってい

る。 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

7. 

Challenge toward nano chemistry in high-volume 

production of semiconductor devices.

Radiation chemistry in the energy range of 

extreme ultraviolet.

Design of next generation resist materials - 

electron, hole, and energy transfer in condensed 

matter.

Study of radiation-induced reaction of organic 

and bio-materials using pulse radiolysis.

Radiation chemistry study on high temperature/ 

pressure and supercritical solutions. 
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機能物質化学研究分野 

Department of Synthetic Organic Chemistry

教授　 笹井　宏明 
Prof. H. SASAI

准教授　 滝澤　　忍 
Assoc. Prof. S. TAKIZAWA

助教　 市原　潤子 
Assis. Prof. J. ICHIHARA

助教　 

Assis. Prof. K. TAKENAKA

竹中　和浩 

　The purpose of this department is the development 

of catalytic asymmetric processes that produce 

opt ica l ly  act ive  organ ic  compounds wi th  h igh 

selectivity. We engage in the design and synthesis of 

novel optically active catalysts and reaction media 

based on new concepts, and their application to the 

energy-saving and environment-conscious processes 

directed towards pract ical ly useful  asymmetr ic 

reactions.【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.  新しい光学活性金属錯体触媒の設計と合成 

2.  新規キラルスピロ化合物の創製とそれらを基盤とす

る不斉触媒の創出 

3.  多機能有機分子触媒の開発と環境調和型ドミノ反応

プロセスへの応用 

4.  固体反応場を利用したグリーンケミストリー指向型

有機反応の開発 

　当分野では、医薬品などの原料として有用な光学活

性化合物を効率良く供給できる「触媒的不斉合成」の

研究を行っている。実用性の高いエナンチオ選択的触

媒反応の創出を目指して、新しい概念に立脚したキラ

ル触媒や反応メディアを設計し、それらを利用した省

エネルギー・環境調和型合成プロセスの開発に取り組

んでいる。 

1. 

2. 

3. 

4. 

Design and synthesis of novel optically active 

metal catalysts.

Development of new chiral spiro compounds and 

their application to enantioselective catalysis.

Development of multifunctional organocatalysts 

and their application to environment-conscious 

processes

Development of  green sustainable organic 

reactions using solid dispersant.

スピロビスイソオキサゾリン配位子 
Spiro Bis (isoxazoline) Ligand

キラルスピロ骨格の概略図 
Schematic View of Chiral Spiro Skeleton

二重活性化機構の概念図 
Concept of Dual Activation Mechanism

二核バナジウム錯体（左）と多機能有機分子触媒（右） 
Dinuclear Vanadium Complex (left) and
Multifunctional Organocatalyst (right)

励起分子化学研究分野 

Department of Molecular Excitation Chemistry

教授　 真嶋　哲朗 准教授 川井　清彦 
Prof. T. MAJIMA Assoc. Prof. K. KAWAIAssoc. Prof. M. FUJITSUKA

准教授 藤塚　　守 特任助教 
（常勤）　 崔　　正權 

Specially Appointed Assis. Prof.  
J. Choi

小坂田泰子 
Assis. Prof. Y.OSAKADA

助教 

【研究課題】 【Current Research Programs】 

1. 光化学および放射線化学における反応中間体の生成

と反応性、および反応中間体を原料とする光化学 

2. 2波長2レーザー、3波長3レーザー、電子線パルス

－レーザーなどの多段階励起法によるマルチビーム

化学 

3. DNA電荷移動、DNA光損傷などのDNA光化学 

4. 酸化チタン光触媒などの光機能界面の化学 

5. 単一分子化学 

6. タンパクおよびDNAのダイナミックス 

　光および放射線により誘起される励起分子化学と機

能分子化学を基盤として、空間的・時間的に制御した

多種多様なビームを利用したビーム制御化学や、分

子・反応場の立体的・電子的・構造的・化学的性質を

利用した反応制御化学の手法を用いた新しい「ビーム

機能化学」の研究を行っている。特に、高次元反応制

御、新合成化学、新機能性分子・高機能性材料への展

開を目指している。 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

F o r m a t i o n  a n d  r e a c t i v i t i e s  o f  r e a c t i v e  

intermediates in photochemistry and radiation 

chemist ry ,  and photochemist ry  of  react ive 

intermediates

Multi-beam chemistry with multi-step irradiation 

by two-color two lasers, three-color three lasers, 

and electron pulse-laser

DNA photochemistry such as charge transfer in 

DNA and photosensitized DNA damage

Chemistry on the photofunctionalized surface 

such as TiO2 photocatalyst

Single-molecule chemistry

Dynamics of proteins and DNA

　"Beam-induced molecular chemistry" based on 

photo- and radiation-induced chemistry of organic 

compounds has been investigated from both basic 

and beam-functional points of view. The research 

p r o j e c t s  a r e  u n d e r w a y  w i t h  r e s p e c t  t o  

developments of new beam-controlled chemistry, 

new synthetic chemistry, new molecular devices 

and functional materials.
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ジテルペン配糖体をリードとする新規抗がん剤の開発 
Anti-cancer agents based on natural diterpene glycosides 

新規核酸塩基を利用したウイルスゲノム配列の目視診断 
Identification of virus genome using novel type of nucleobases

医薬品化学研究分野 

Department of Organic Fine Chemicals

教授　 加藤　修雄 助教　 新田　　孟 
Prof. N. KATO Assis. Prof. H. NITTA

開發　邦宏 助教　 山口　俊郎 
Assis. Prof. S. YAMAGUCHI

助教　 樋口　雄介 
Assis. Prof. Y. HIGUCHI

准教授 和田　　洋 
Assoc. Prof. Y. WADA

　高度福祉社会、高齢化社会に必要な新しい医薬品のシ

ード・リード化合物の創製および薬物と薬物受容体との相

互作用など医薬品の作用機構解明を目的とする。この目

的達成のために、薬剤を用いたケミカルゲノミクスによる

タンパク質の機能解析と、その結果に基づく創薬と創薬

に向けた新手法の提案を目指し、特に、タンパク質のリン

酸化－脱リン酸化過程の制御を主たる研究標的とする。

また、ウイルスゲノムを高配列選択的に検出する新規核酸

塩基の創製を目指している。 

1. 有機低分子化合物による細胞内信号伝達系の制御を

基盤とする創薬 

2. 化学合成と生合成の特長を連携した生理活性天然物

誘導体の高効率供給法の開発 

3. 新規核酸塩基を用いたウイルスゲノムの配列選択的

検出 

4． 異物排出タンパクに対する阻害剤の分子設計および

化学合成 

　Based on chemical proteomic approaches, our 

research interests are focused on the rational design 

and synthesis of small organic compounds that 

potentially modulate/inhibit protein-protein interactions. 

These compounds are also utilized as a tool in our 

chemical genomic study to elucidate intracellular 

signaling pathways. Our research also extends into the 

development of a novel type of nucleobase that can 

specifically recognize virus genome sequence.

【Current Research Programs】 

1. 

2. 

3. 

4. 

Drug discovery based on controlling intracellular 

signal transductions by low-molecular-weight 

compounds.

Exploring new methodologies for efficient supply 

o f  b io log ica l l y -ac t i ve  na tu ra l  p roduc ts  i n  

combination of total synthesis and biosynthesis.

Sequence specific detection of virus genome by 

novel type of nucleobases.

Design and synthesis of inhibitors for bacterial 

efflux pumps.

【研究課題】 

特任准教授 
（常勤） 

Specially Appointed Assoc. Prof.  
K. KAIHATSU

精密制御化学研究分野 

Department of Regulatory Bioorganic Chemistry

教授 中谷　和彦 
Prof. K. NAKATANI

准教授　 堂野　主税 
Assoc. Prof. C.DOHNO

 

CAGリピートと低分子リガンド複合体のNMR構造 
NMR structure of a complex between CAG repeat and a 
small-molecule ligand. 

RNA結合性分子を用いた遺伝子発現制御 
Regulation of gene expression by an RNA binding ligand.

助教 助教 武井　史恵 
Assis. Prof. F.TAKEI Assis. Prof. A.MURATA

　 　 村田亜沙子 特任助教 
（常勤）　 相川　春夫 

Specially Appointed Assis. Prof.  
H. AIKAWA

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.  DNAミスマッチ塩基対に結合する分子の開発 

2. トリプレットリピート病のケミカルバイオロジー 

3.  ミスマッチ結合性リガンドを基盤とする核酸高次構

造の制御 

4.  RNAを標的とする新規分子の探索 

5.  RNA結合性分子を用いたRNAレベルでの遺伝子発

現制御 

6.  実用的遺伝子検出法の開発 

7.  脂質膜と相互作用する核酸の開発と利用 

　本研究分野では、有機合成化学を基盤としたケミカ

ルバイオロジーとナノテクノロジーを指向した研究を

進めている。DNA、RNAの特異な構造に結合する小分

子化合物の創製とそれら分子による遺伝子発現制御、

DNAナノ構造の機能化、天然には存在しない新奇化学

構造を持つ核酸の創製などを目指している。 1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7. 

Development of small molecules that target DNA 

mismatch.

Application of mismatch binding ligands to the 

study of triplet repeat disorders.

Modulat ion of  higher ordered structures in 

nucleic acids using a mismatch binding ligand.

Des ign and screen ing o f  smal l  molecu les  

targeting RNA.

Regulation of RNA function by RNA binding 

ligands.

Development of  new pract ical  methods for 

detecting a specific sequence of nucleic acids.

Development of art i f icial nucleic acids that 

interact with lipid membrane.

　Our research interests are focused on the 

interface between organic chemistry and molecular 

biology. 

47 48



生体分子制御学研究分野 

Department of Cell Membrane Biology

　 西　　　毅 
Assoc. Prof. T. NISHI

准教授 

図1．マウスSPNS2は血管内皮細胞に発現し、リンパ球の血中
移行を制御する 

Fig.1 Mouse SPNS2 expressed on vascular endlthelial cells 
regulates lymphocyte egress into blood.

図2．rifampicin結合型AcrBの結晶構造 
Fig.2 Crystal structure of the rifampicin-boud AcrB trimer.

1.

2.

3.

4.

5.

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.  動物のスフィンゴシン１リン酸分泌輸送体の機能と

生理的役割の解明 

2.  分泌輸送介在型情報伝達を担う分泌輸送体の同定と

解析 

3.  異物排出タンパク阻害剤の開発 

4.  様々な基質を結合した異物排出タンパクAcrBの結

晶構造解析 

5.  異物排出タンパクの結晶構造解析 

　生物界には異物排出トランスポーターと呼ばれる一群

の膜輸送体が広く分布していて、細胞レベルの最も基本

的な生体防御機構を担っている。これらの排出トランスポ

ーターが何らかの原因で大量産生されるとがん細胞や病

原菌の多剤耐性を引き起こし、今日の医療現場で大きな

問題となっている。私たちの研究室では、世界で初めて、

異物排出トランスポーターの結晶構造決定に成功し、異物

認識の構造的基礎を明らかにした。現在、その構造に基づ

く異物排出トランスポーター阻害剤の創薬研究を行って

いる。 

　異物排出トランスポーターに代表される排出膜輸送体

の研究は、細胞内への取り込み輸送体の研究に比べては

るかに遅れている。とくに、脂溶性情報伝達物質を分泌す

る輸送体はまだ全く同定されていない。私たちは、世界で

初めて、脂溶性情報伝達物質スフィンゴシン１リン酸分泌

輸送体を発見し、Science誌に発表した。現在はその遺

伝子のノックアウトマウス解析を中心に、分泌輸送介在型

情報伝達という全く新しい学問分野を開拓すべく研究を

行っている。 

Studies on the function and physiological roles of 
sphingosine 1-phosphate exporter.
Identifying novel lipid mediator-secreting exporters 
from mammalian cells.
Structure-based development of the inhibitors for 
xenobiotic exporter AcrB, MexY and MexB.
X-ray crystallographic analysis of various drug-binding 
structures of AcrB.
X-ray crystal lographic analysis of   xenobiot ic 
exporters.

　Xenobiotic exporters are widely distributed in 
living organisms and play important roles in their 
s e l f - d e f e n s e  m e c h a n i s m s .  W h e n  t h e y  a r e  
o v e r p r o d u c e d ,  t h e y  c a u s e  a  s e r i o u s  
chemotherapeut ic  problem named mul t idrug 
resistance in cancer cells and pathogenic bacteria. 
We succeeded to solve the f irst X-ray crystal 
ographic structure of a xenobiotic exporter AcrB 
and revealed the structural basis of xenobiotic 
recognition (Nature 419 (2002), 443(2006), 480(2011) 
& 500 (2013)). Now, we are developing novel 
inhibitors of the xenobiotic exporter on the basis of 
its structure. 
 Studies on exporters are behind to studies on 
importers. For example, we have no physiologically-
important exporters identif ied for secretion of 
lipophilic signal transmission molecules. We have 
succeeded to identify the first exporter (Spns2)　
secreting sphingosine 1-phosphate, which is an 
important lipid mediator (Science 323 (2009)). Now, 
we are  ana lyz ing  the  spns2 KO mouse and 
studying the mechanism of a novel exporter-
mediated signal transmission.

生体分子反応科学研究分野 

Department of Structural Molecular Biology

Assis. Prof. K. TATEMATSU

助教　 助教　 立松　健司 中井　忠志 

キノヘムプロテインアミン脱水素酵素の立体構造とCTQ補酵素 
3D Structure of quinohemoprotein amine dehydrogenase and CTQ 
cofactor.  

バイオナノカプセルの標的改変 
Re-targeting of bio-nanocapsule.

 

Assis. Prof. T. NAKAI

准教授 岡島　俊英 
Assoc. Prof. T. OKAJIMA

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.   銅アミン酸化酵素におけるトパキノン補酵素の触媒

機能 

２.  新規ビルトイン型補酵素の生成機構 

３. 細菌情報伝達タンパク質の構造解明および阻害型薬

剤の開発 

４. バイオナノカプセルによる遺伝子／薬剤の生体内ピ

ンポイントデリバリー 

　当研究室では、生体触媒である酵素の活性部位構造

や立体構造、触媒反応機構を明らかにするべく研究を

展開している。特に、銅アミン酸化酵素のトパキノン

補酵素をはじめとして、最近相次いで発見されている

アミノ酸残基由来の新規な共有結合型補酵素（ビルト

イン型補酵素）の構造と触媒機能、タンパク質翻訳後

修飾による生合成機構の解明に力を注いでいる。ま

た、細菌の二成分情報伝達系を担うタンパク質の構造

解析を行い、活性部位に結合する阻害剤の開発を目指

している。応用面では、バイオナノカプセルを用いる

遺伝子導入法やドラッグデリバリー法を開発してい

る。 

1. 

2. 

3. 

4. 

Catalytic function of the topa quinone cofactor in 

copper amine oxidase.

Mechanisms of biogenesis of novel built-in type 

cofactors.

Structural and functional analysis of bacterial 

two-component system aiming at novel drug 

development.

I n  v i v o  p i n p o i n t  G D S / D D S  u s i n g  b i o -

nanocapsules.

　The research of this laboratory is focused on the 

biochemical and molecular biological studies on 

various enzymes. Their active-site structures and 

catalytic mechanisms are being investigated by 

site-directed mutagenesis, various spectroscopies, 

and X-ray crystallography. In addition, we are 

conducting structural and functional analysis of 

bacter ia l  two-component  systems, which are 

involved in various cellular responses such as 

spore formation, biofilm formation, pathogenicity, 

and drug res is tance.  Fur thermore ,  we have  

developed hollow bio-nanoparticles displaying 

var ious b iorecogni t ion molecules,  which are 

expected to be an ideal vector for the tissue- and 

cell type-specific gene and drug delivery system.
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 産業科学ナノテクノロジーセンター  

 Nanoscience and Nanotechnology Center

センター長　 吉田　陽一 
Director Prof. Y. YOSHIDA

44

　産業科学ナノテクノロジーセンターは原子・分子を積み上げ材料を創製するボトム

アップナノテクノロジー、材料を極限まで削りナノデバイスを作製するトップダウン

ナノテクノロジ－、さらにそれらの融合による産業応用を目指し総合的にナノサイエ

ンス・ナノテクノロジーを推進することを目的として、2002年に設立された研究セ

ンターである。 

　ハード、ソフト、生体材料分野において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、更に、理論および評価との研究融合による新たな展開

と発展を目的として2009年に改組を行い、専任6研究分野、所内兼任3分野、学内兼任

6分野、客員3分野から構成されている。 

　Nanoscience and Nanotechnology Center was founded in April 2002 for developing 

Bottom-up Nanotechnology, Top-down Nanotechnology, and their Industrial Application.  

This Center was restructured in 2009 to a center with 18 departments for the purpose of 

promoting further interdisciplinary nanoscience and nanotechnology on a variety of 

nanomaterials, nanofabrication, and theoretics.

Department of Functional Nanomaterials and 

Nanodevices  

Department of Advanced Nanofabrication 

Depa r tment  o f  Nanocha rac te r i z a t i on  f o r  

Nanostructures and Functions 

Department of Theoretical Nanotechnology 

Department of Soft Nanomaterials 

Department of Bio-Nanotechnology 

Department of Nanotechnology for Environmental 

and Energy Applications 

Department of Nano-Intelligent Systems 

Depa r tmen t  o f  Nanodev i ces  f o r  Med i ca l  

Applications 

Department of Nanosystem Design 

Department of Nanodevice Characterization 

Department of Nanotechnology for Industrial 

Applications 

Department of Simulation for Nanotechnology 

Department of Nanoelectronics 

Department of Nano-Function Characterization 

Department of Nano-Medicine 

Department of Nano-Biology 

Department of Nano Information Technology 

 

Nanofabrication Shop 

Advanced Nanotechnology Instrument Laboratory 

Nanotechnology

ナノ機能材料デバイス研究分野 

 

ナノ極限ファブリケーション研究分野 

ナノ構造・機能評価研究分野 

 

ナノ機能予測研究分野 

ソフトナノマテリアル研究分野 

バイオナノテクノロジー研究分野 

環境・エネルギーナノ応用分野（所内兼任） 

 

ナノ知能システム分野（所内兼任） 

ナノ医療応用デバイス分野（所内兼任） 

 

ナノシステム設計分野（国内客員） 

ナノデバイス評価・診断分野（外国人客員） 

ナノテクノロジー産業応用分野（外国人客員） 

 

ナノ構造・機能シミュレーション分野（学内兼任） 

ナノエレクトロニクス分野（学内兼任） 

ナノ機能計測分野（学内兼任） 

ナノメディシン分野（学内兼任） 

ナノバイオロジー分野（学内兼任） 

ナノＩＴ分野（学内兼任） 

 

ナノ加工室 

ナノテク先端機器室 

ナノテクノロジー 

生体分子機能科学研究分野 

 

Department of Biomolecular Science and Engineering

図１　超高感度Ca2+指示薬カメレオン-ナノで捉えた細胞集団
に生じる自己組織的な細胞間シグナル伝達パターン 

Fig1. Self-organized intercellular signaling pattern within 
100,000 cell population visualized by a ultrasensitive 
Ca2+ indicator, cameleon-nano

図２ レーザーレス共焦点顕微鏡システムで撮影した生きた
HeLa細胞の5色蛍光画像 

Fig2. Five-color fluorescence image of a living HeLa cell 
taken by the laser-less confocal microscope system.

准教授　 松田　知己 
Assoc. Prof. T. MATSUDA

教授　 永井　健治 
Prof. T. NAGAI Assis. Prof. Y. ARAI

助教 助教 新井　由之 
Assis. Prof. M. NAKANO

中野　雅裕 
Specially Appointed Assis. Prof. 

M. IWANO

特任助教 
（常勤） 岩野　　惠 和沢　鉄一 特任准教授 

（常勤） 
Specially Appointed Assoc. Prof.  

T. WAZAWA

　生命現象の本質の一つとして、“数個から数10個程

度”の少数の要素分子から構成されるナノシステムが

“協同的”に動作することか挙げられる。生体分子機能

学研究分野では、生体分子、細胞レベルの生命現象を研

究対象として、遺伝子工学技術に基づく生体分子可視化

技術を駆使し、「個と多数の狭間が織りなす生命システ

ムの動作原理」を明らかにすることを大きな研究テーマ

に掲げている。個々の分子、個々の細胞のふるまいを生

きた状態で可視化するのみならず、蛍光共鳴エネルギー

移動などを利用した細胞内斥候分子を細胞内や組織内の

あらゆる部位に放つことによって、細胞内シグナル伝達

を担うタンパク質のリン酸化状態や細胞内カルシウムイ

オン濃度の変化といった細胞内シグナルの流れを可視化

し、さらには操作する。細胞内生体分子の数・個性をタ

ーゲットととした「少数性生物学」という新しい学問領

域を切り開くために、研究を推進している。 

　One of the essence of biological phenomena is that 
nano-system consisting few to tens elements works in 
"cooperative" manner. To this end, we are developing 
several techniques to elucidate "the principle of the life 
system weaved by gap between minority and mass". 
One approach is the use of the fluorescent proteins 
(FPs), which is spontaneously fluorescent without any 
enzymatic synthesis and any cofactors. Combination of 
FPs with fluorescence resonance energy transfer 
(FRET) technique allows us to develop functional 
indicators, by which we can spying localized molecular 
events in their natural environment within a living cell. 
By exploiting those techniques, we have created not 
o n l y  c a l c i u m - s e n s i t i v e  p r o t e i n s  t o  o b t a i n  a n  
understanding of how intracellular calcium signals are 
generated and integrated, but also new fluorescent 
probes for the visualization of signal transduction 
cascades that are currently assayed by grinding 
millions of cells. Furthermore, we are developing novel 
optical techniques by which fluorescence signals can 
be efficiently detected. We strive to perform the 
paradigm shift from current biology to "minority biology"

1.  蛍光および化学発光蛋白質を用いた指示薬開発 
2.  高性能指示薬開発のためのタンパク質立体構造解析 
3.  光照射による生体機能操作法の開発 
4.  個体レベルの機能イメージングに資する新型顕微鏡  
の開発 

5.  少数性生物学 
1. 

2. 

3. 

4.

5.

Development of novel fluorescent/bioluminescent 
protein-based indicators for biological events
Application of protein 3D structural information to 
development of novel indicators
Development of  techniques for l ight-based 
manipulation of protein and cellular activity
Development of optical microscope technology 
enabling whole-organism imaging
Spying minority in biological phenomena

【研究課題】 

【Current Research Programs】 
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教授　 吉田　陽一 
Prof. Y. YOSHIDA

准教授 楊　　金峰 
Assoc. Prof. J. YANG

助教 助教 近藤　孝文 
Assis. Prof. T.KONDOH

菅　　晃一 
Assis. Prof. K. KAN 

【研究課題】    

ナノ極限ファブリケーション分野 

Department of Advanced Nanofabrication
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　本研究分野では、極限ナノファブリケーションを実現す
るために、量子ビームを積極的に活用することを主眼に研
究を展開している。そのために、時間・空間反応解析手法
を用いた量子ビーム極限ナノファブリケーション基礎過程
の解明を通して、量子ビーム反応の制御方法の開発を目指
している。それらを支えるために、世界最高時間分解能を
有するフェムト秒・アト秒パルスラジオリシスシステムの
開発を行っている。また、作成されたナノ微細構造体と量
子ビームの相互作用を利用した新しいデバイス開発に関す
る基礎研究を行っている。 

　T h e  s u b j e c t  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a d v a n c e d  
nanofabrication by using electron and photon beams. The 
basic processes of the nanofabrication are studied by 
means of the time-space reaction analysis method which 
is a new technique to realize the reaction mechanism in 
nano-space. The femtosecond pulse radiolysis and 
attosecond pulse radiolysis are also developed using a 
new e lec t ron  l i nac .  The  new app l ica t ions  o f  the  
nanofabrication, such as the development of new devices 
are also studied.

1. 極限ナノファブリケーション基礎過程に関する研究  
2. 量子ビームによる時間・空間反応解析 
3. フェムト秒・アト秒パルスラジオリシスシステムの研
究開発 

4. フェムト秒・アト秒電子パルスの発生 
5. 量子ビームとナノ構造の相互作用に関する研究 
6. フェムト秒時間分解MeV電子顕微鏡の研究 

【Current Research Programs】 
1. 
2. 

3. 
4.
5.
6.
 

Basic process of advanced nanofabrication.
T ime-space ana lys is  in  nano-space by  us ing 
quantum beams.
Femtosecond pulse radiolysis.
Femto second / atto second electron beam generation.
Interaction of nanostructure with quantum beams.
Femtosecond time-resolved MeV electron microscopy

教授　 田中　秀和 
Prof. H. TANAKA

室温強磁性半導体の(a) エピタキシャルナノ細線と(b)ナノ狭窄細線構造、 (c) 電子相メモリデバイスナノ構造、 (d)室温強磁性
鉄酸化物ベース電界効果トランジスタ 
(a) nanowire and (b) nanoconstriction structures of ferromagnetic oxide semiconductor, (c) an electric phase memory 
nano device structure, (d) a ferromagnetic Fe metal-oxide field-effect transistor. 

ナノ機能材料デバイス研究分野 

Department of Functional Nanomaterial and Nanodevices

Assoc. Prof. T. KANKI

神吉　輝夫 助教 

Assis. Prof. A. HATTORI

服部　　梓 助教 

Assis. Prof. K. FUJIWARA

藤原　宏平 准教授 

　The main purpose of this department is to newly 
construct function harmonized nano-materials and 
nano-devices based on novel nano-scale physical 
m e c h a n i s m .  B y  u s i n g  t y p i c a l  " B o t t o m - u p  
Nanotechnology" of artificial lattice technique and self 
organized patterning, we combine exotic materials 
w h i c h  e x h i b i t  f e r r o e l e c t r i c  / f e r r o m a g n e t i c /  
s e m i c o n d u c t i v e  p r o p e r t i e s  a n d  s o  o n  a t  
atomic/molecular level to new functional nano-
materials. We also develop nano-fabrication technique 
for the new functional nano-materials by fusion of 
Bottom-up and Top-down Nanotechnologies, and 
construct spatially and dimensionally controlled nano-
devices toward new functional electronics application.

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.  原子・分子層制御結晶成長による人工格子・ヘテロ構
造ナノ機能材料の制御形成 

2. ボトムアップ/トップダウンナノプロセス融合による新
奇ナノデバイス形成 

3. エキゾティクマテリアルに於けるナノスケール界面・ナ
ノ構造と物性相関の評価 

4. 環境調和・機能性酸化物エレクトロニクス・生体類似機
能デバイス 

　 原子・分子配列を直接的に制御するボトムアップ手
法によりナノ構造を形成し、機能をナノレベルで有機
的に連携する方法論を確立することにより、従来の原
理を超えた機能を発現するマテリアル・デバイスの創
出を行う。 
(1) Siに無い機能を有するエキゾティクマテリアルに対
し、ボトムアップナノテクノロジーの１つである原
子・分子層制御人工格子形成技術を駆使し、空間的、
エネルギーレベル的に最適な配置・組み合わせを考慮
した原子・分子配列を有するナノ機能材料を創製す
る。量子効果が支配的となるナノスケールにおいて物
質の性質を設計することにより、従来に無い、あるい
は凌駕する機能を創出し、その発現機構を明らかにす
る。(2) 人工格子結晶成長法（ボトムアップ・ナノプロ
セス）とナノ加工技術（トップダウン・ナノプロセ
ス）とを融合し、ナノ機能材料を望みの位置に、3次元
方向総てに制御して形成することにより機能集積され
た新奇ナノデバイスを構築する。(3)上記のナノ機能材
料デバイスを用いたスピンエレクトロニクス、省・創
エネルギーデバイス、生体類似機能デバイス応用に関
する研究を行っている。 

1. 

2. 

3. 

4. 

Construction of novel functional nano-materials 
based on artificial lattice and heterostructures 
under controlled the atomic/molecular level 
Development of 3 dimensional nano-fabrication 
technique for exotic functional materials by 
f u s i o n  o f  B o t t o m - u p  a n d  T o p - d o w n  
Nanotechnologies
Control  of nano-scale interfacial  structures 
composed of exotic functional materials and 
evaluation of their physical properties
Functional oxide electronics and bio-mimetic 
functional devices with sustainable development
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【研究課題】 

   

【Current Research Programs】 

 

ナノ機能予測研究分野 

Department of Theoretical Nanotechnology

Assoc. Prof. K. SHIRAI

准教授 　 白井　光雲 教授　 小口多美夫 
Prof. T. OGUCHI

助教 山内　邦彦 
Assis. Prof. K. YAMAUCHI

助教 籾田　浩義 
Assis. Prof. H. MOMIDA

第一原理電子状態計算による物性予測と物質設計 
1.  対称性の破れを伴う新奇電子物性 
2.  相安定性の予測に基づく物質設計 
3.  マルチフェロイックスにおける複合秩序間の交差相
関効果 

4.  第一原理計算手法の開発 

　第一原理計算に基づき、種々の固体系・表面系で発

現する物性・機能を理論的に予測する研究を行ってい

る。発現機構を電子状態の特異性から明らかにするこ

とによって、新たな物質を設計する研究にも展開して

いる。また、第一原理計算に必要となる基礎理論や計

算手法の開発にも取り組んでいる。 

　 The mission of our laboratory is theoretical prediction 

of novel propert ies of materials by f i rst-principles 

calculations. By exploring the electronic structure and 

microscopic mechanisms, the guidelines for design of 

materials with suitable properties are constructed. The 

development of fundamental theory and calculation 

methods is also one of the missions.

1. 

2. 

3. 

4. 

Ａサイト秩序型ペロフスカイトCaCu3Ge4O12とCaCu3T i 4O12のa)結晶構造とb)非占有軌道に対応する部分電荷密度分布図
（スピン分極密度を色で表す）。CaCu3Ti4O12の反強磁性秩序はTiサイトの非占有軌道を経由する超交換相互作用によるも
のであることが第一原理計算によって明らかにされた。 
a )  C r y s t a l  s t r u c t u r e  a n d  b )  p a r t i a l  c h a r g e  d e n s i t y  ( a n d  t h e  s p i n  p o l a r i z a t i o n  i n d i c a t e d  b y  t h e  c o l o r )  
cor responding to  the unoccupied s ta tes  in  A-s i te -ordered perovsk i te  CaCu3Ge4O12 and CaCu3T i 4O12,  I t  i s  found 
b y  a b  i n i t i o  c a l c u l a t i o n s  t h a t  t h e  a n t i f e r r omag n e t i c  o r d e r  i n  C aCu 3T i 4O 12  i s  d u e  t o  t h e  s u p e r - e x c h a n g e  
in teract ion v ia the unoccupied Ti  s tate.

Novel electronic properties associated with 

broken symmetry

Materials design based on the prediction of 

phase stability

Cross correlation effects between multiple orders 

in multiferroics

Development of first-principles methods

教授　 竹田　精治 
Prof. S. TAKEDA

吉田　秀人 

【研究課題】 

 

ナノ構造・機能評価研究分野 

Department of Nanocharacterization for Nanostructures and Functions
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ナノプロセス評価のための環境制御型透過電子顕微鏡  
Environmental transmission electron microscope for 
characterizing nanoprocess

金ナノ粒子触媒の真空中とCO酸化反応環境下における環境
制御型透過電子顕微鏡観察  
Aberration-corrected ETEM observation of a gold 
nanoparticulate catalyst in a vacuum and a CO 
oxidation reaction environment （CO/air） 

准教授 

Assoc. Prof. H. YOSHIDA

　ナノ構造ならびに機能の評価には電子顕微鏡法は必須の

手法である。特に、電子顕微鏡を利用したナノ構造・ナノ

デバイスの生成プロセスの評価に加えて、ナノ構造・ナノ

デバイスが機能を発現中の評価も今後、重要になる。当研

究分野では、気体中のナノ構造・ナノデバイスを原子スケ

ールで観察できる高分解能の環境制御型透過電子顕微鏡（

ETEM）を開発してきた。このETEMを利用して、各種気

体と固体の界面で生じる動的な現象を原子・電子構造的に

解析することで、新規なナノ構造・ナノデバイスの生成プ

ロセスや機能の開発に貢献する。 

　We have been developing electron microscopy 

techniques for character iz ing nanostructures and 

functions.  In particular, we are aiming to characterize 

nanomaterials and nanodevices at the atomic scale when 

they actually exhibit their functions.  We have already 

developed high-resolution environmental transmission 

electron microscopy that allows us to observe various 

dynamic phenomena in-situ; for instance, the nucleation 

and growth of carbon nanotubes from nanoparticle 

catalyses and the catalytic reaction on the surface of 

nanoparticle catalyses.  These direct observations will be 

useful for creating and developing novel nanostructures 

and functions.  1. 金属ナノ粒子の触媒能の原子・電子構造的解析 

2. カーボンナノ構造体の生成初期過程の解析 

3. 新規ナノ構造・機能解析法の開発 

助教　 麻生亮太郎 
Assis. Prof. R. ASO

助教　 神内　直人 
Assis. Prof. N. KAMIUCHI

【Current Research Programs】 

1. 

2. 

3.

Atomistic and electronic analysis of the catalysis 

mechanism of metal nanoparticles

Atomic scale analysis of the nucleation and 

growth of carbon nanomaterials

Development of novel characterization methods for 

nanostructures and functions
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バイオナノテクノロジー研究分野 

Department of Bio-Nanotechnology

【研究課題】 

【Current Research Topics】 

 

助教　 助教　 田中　裕行 
Assis. Prof.  
Hiro. TANAKA

筒井　真楠 教授　 谷口　正輝 
Prof. M. TANIGUCHI

准教授 

Assoc. Prof. M. TSUTSUI

特任教授 
(常勤) 川合　知二 

Specially Appointed Professor 
 T. KAWAI

　 　 横田　一道 
Assis. Prof.  
K. YOKOTA

特任助教 
（常勤）　 大城　敬人 
Specially Appointed Assis. Prof. 

T. OHSHIRO

1. １分子の性質を調べる１分子科学の構築 

2. １分子科学を基盤とする1分子解析技術の開発 

3. 走査プローブ顕微鏡による１分子イメージング 

4. 1分子DNA・RNAシークエンサーと1分子構造解析

法の開発 

　本研究分野では、ナノテクノロジーを駆使して作る

ナノデバイスを用いることで、1分子の電気伝導度、温

度、熱、構造などを調べる1分子解析技術を開発し、1

分子科学の基礎を開拓している。また、1分子解析技術

の応用により、オーダーメイド医療を担う1分子

DNA・RNAシークエンサーや1分子構造解析法を開発

している。基礎から応用まで一貫した研究により、安

心・安全・健康な社会に資するバイオイノベーション

の創出を目指している。 

1. 

2. 

3.  

4.

Creation of single molecule science

Development of single molecule analysis technologies

Single molecule imaging using scanning probe 

microscopy

Development of single molecule electrical sequencers 

of DNA/RNA and single molecule structure analysis 

methods

　We develop single molecule analysis technologies 

t o  e v a l u a t e  e l e c t r i c a l  c o n d u c t a n c e ,  l o c a l  

tempera tu re ,  hea t  t ranspor t ,  and  mo lecu la r  

s t r u c t u r e s ,  u s i n g  n a n o d e v i c e s  m a d e  b y  

nanotechnologies, and create single molecule 

sc ience  based on  s ing le  mo lecu le  ana lys is  

technologies.

　We simultaneously develop single molecule 

electrical sequencers of DNA and RNA, and single 

molecule structure analysis methods using single 

molecule technologies to realize personalized 

medicine.

ソフトナノマテリアル研究分野 

Department of Soft Nanomaterials

 

 

教授　 安蘇　芳雄 
Prof. Y. ASO

准教授　 助教 家　　裕隆 
Assoc. Prof. Y. IE

辛川　　誠 
Assis. Prof. M. KARAKAWA

助教 二谷　真司 
Assis. Prof. M. NITANI

有機光電変換材料 
Organic photovoltaic materials

n-型有機半導体 
n-Type organic semiconductor

絶縁被覆分子ワイヤ 
Insulated molecular wire

　The main subject in this department is development 

of novel molecular materials with electronic and 

photoelectronic functions based on the molecular-level 

elucidation and control of their functions.  We have 

focused our research on the molecular design,  

synthesis, propert ies, and appl icat ion of novel 

extended conjugation systems for organic electronics 

and optoelectronics materials as well as molecular-

scale electronics materials 

【研究課題】 
【Current Research Programs】 

1.  ナノスケールの新規拡張共役分子の合成と機能開発 

2.  超分子的相互作用を利用した高効率キャリア移動系

の構築 

3.  拡張共役系n-型有機半導体の開発 

4.  エネルギー変換デバイスに向けた光機能分子の合成

と評価 

5.  単一分子エレクトロニクスに向けた機能分子の合成

と評価 

1. 

2. 

3. 

4.

5.

 

Synthesis, properties, and functions of novel 

nano-scale molecules with extended conjugation.

Development of high carrier-mobility systems 

based of supramolecular interactions.

Development of n-type organic semiconductors.

Synthesis and properties of photoelectronic 

funct ional molecules for energy-conversion 

devices.

Synthesis and properties of functional molecules 

towards single-molecular electronics.

　本研究分野では、有機物質の機能を分子のレベルで解

明し制御することを基盤として、優れた電子・光機能を有

する有機分子の開発と構造物性相関および機能評価と分

子エレクトロニクス応用の一貫した研究を行っている。分

子エレクトロニクスに適した有機機能分子の開発を目的

として、拡張共役系を有する電子・光機能分子材料、およ

び、分子スケールエレクトロニクスを志向したナノスケー

ルπ共役分子材料の新規な概念に基づく分子設計と物質

合成、それらの物性有機化学と機能有機化学の研究を中

心に、現在、次の研究課題を進めている。 
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教授(兼任)　 安藤　陽一 
Prof. Y. ANDO

教授(兼任)　 鷲尾　　隆 
Prof. T. WASHIO

教授(兼任)　 中谷　和彦 
Prof. K. NAKATANI

環境・エネルギーナノ応用分野（所内兼任） 

Department of Nanotechnology for Environmental and Energy Applications

ナノ知能システム分野（所内兼任） 

Department of Nano-Intelligent Systems

　ナノ医療応用デバイス分野（所内兼任） 

Department of Nanodevices for Medical Applications

　実験・計測技術の発達によって、ナノテクノロジー分野では大量のデータが収集・蓄積されつつ

ある。しかし、人間の情報処理能力には限界があり、大量のデータから短時間に有意義な知見を得

ることは難しい。そこで、種々の推論・探索機構を用いて、大量のデータから有用な規則性抽出や

推定を効率よく行う手法の研究に取り組む。 

【研究課題】 
1.  探索推論と統計数理解析を融合したナノ知識の発見  
2. グラフ等の大量構造データからのナノ知識の発見  
3. 以上の理論・技術の産業分野などへの適用研究 

　Massive data are being accumulated in nano-technology study along the development of experiment and 
measurement techniques. However, the fast extraction of meaningful knowledge from the massive data is 
difficult due to the limitation of human analyst's ability. To address this issue, we develop methods to 
efficiently extract or estimate meaningful knowledge from the massive data by applying various reasoning 
and searching mechanisms.
【Current Research Programs】 

1. Nano-technology knowledge discovery by synthesis of reasoning techniques and statistical mathematics
2. Nano-technology knowledge discovery from massive structured data including graph structures
3. Industrial application of the developed techniques

　To address the urgent issues of environment and energy, we are studying basic properties of 
superconductors, novel spintronics materials, and thermoelectric materials, by utilizing the facilities for 
micro/nano-fabrications available at the Nanoscience and Nanotechnology Center.
【Current Research Programs】 
1. Topological Insulators
2. Superconductivity
3. Thermoelectric Materials

　本研究分野では産業科学ナノテクノロジーセンターが有するマイクロ・ナノ加工のための設備と

技術を利用して、環境・エネルギー問題の解決に役立つ超伝導材料・スピントロニクス材料・高効率

熱電変換材料などの物性研究を行っている。 

【研究課題】 

1.  トポロジカル絶縁体 

2.  超伝導 

3.  熱電変換材料 

　We are developing novel method and devices for rapid, simple, and cost-effective detection of genetic 
mutations on the basis of a praposal of new concept.
【Current Research Programs】 

1. Development of the novel method for allele-specific PCR
2. Functionalizaton of DNA nano-structures

　本研究分野では、迅速、簡便、安価な遺伝子診断法の開発を目指して、検出に必要な基本技

術概念の提案と検証を行うとともに、ナノ微細加工と組み合わせたデバイスや、医療診断機器

の開発へも展開する。 

【研究課題】 

1.  アレル特異的PCR法の簡易検出法の開発  

2.  DNAナノ構造の機能化 

ナノシステム設計分野（客員） 

Department of Nanosystem Design

ナノデバイス評価・診断分野（客員） 

Department of Nanodevice Characterization

ナノテクノロジー産業応用分野（客員） 

Departmento of Nanotechnology for Industrial Applications

　Main subject is to design integrated nano intelligent 

devices.

　各種のナノマテリアルを集積したシステムデバイス（超

五感センサ、脳型メモリ、量子演算素子）を設計する。 

　M a i n  s u b j e c t  i s  t o  d e v e l o p  a d v a n c e d  

nanocharacterization methods and their applications to 

nanodevice evaluation.

　各種の先端評価技術の応用とそれらを用いたナノデバイ

スの診断を行なう。 

　By applying resatch results of nanoscience and 

nanotechnology, we develop new industrial fields.

　ナノテクノロジーに関する開発研究成果を技術移転し、

新産業を創成する。 

ナノテク先端機器室 

Advanced Nanotechnology Instrument Laboratory

教授(兼任) 田中　秀和 
Prof. H. TANAKA

　ナノテク先端機器室は、ナノテクノロジーに特化した最先端機器を設置し、ナノテクノロジー研
究を戦略的に発展させるために、ナノテクノロジーセンターの改組拡充に伴い2009年度に発足
した。電子線露光装置を用いた超微細加工システム、ナノデバイス加工装置群、ナノデバイス構造
評価装置群、ナノデバイス機能評価装置群からなるナノデバイス超精密加工・物性評価システム
が設置され、無機物、金属酸化物、有機物、生体関連物質等の多様な材料のナノ構造形成および
構造・機能・電子特性等の高精度解析および評価が可能となる。これら先端装置群により連携し
たナノテクノロジー研究の発展的推進を可能とし、さらにその成果を普及させることを目指して
いる。 

　Advanced Nanotechnology Instrument Laboratory has founded in the new Nanoscience and Nanotechnology center 
since 2009 in order to develop cutting edge researches on the nanoscience and nanotechnology. The fine nano-
fabrication system based on electron beam lithography, the nano-device fabrication system and nano-device 
characterization systems on structure and electrical properties of nano device have been installed, and enable us to 
study various nano-materials and nano-devices composed of inorganic/ soft organic /bio materials.  This laboratory 
will continuously develop and work to promote advanced Nanotechnology. 
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特任教授（常勤） 清水　裕一 
Specially Appointed Prof. H. SHIMIZU

特任 
教授 小倉　基次 

Specially Prof. M. OGURA

Department of New Industrial Projection

新産業予測研究分野 

Department of New Industry Generation System(s)

新産業創造システム研究分野 

Department of Intellectual Property Research

知的財産研究分野 

新産業創成研究部門  

Division of Next Industry Generation

　新産業予測・新産業創造システム・知的財産管理などについて研究する３つの研究分野を

設置し、産業界との密接な連携をはかり、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。 

 

　Three new research departments have been established. The goal of each 

department is to provide advances in science and technology via close relationships 

with industry, which will lead to create a novel industry in the 21st century. The 

departments are:  

　今後進めるべき研究方向に密接に関連する未来社会の産業予測（社会が求める基礎研究

のシーズ予測を含む）に関する研究を行う。 

　Perform research on new projects that can lead to industrial-structure innovations in 

the next generation.

　大学の社会的役割としてその要請に応えるべく、大学の基礎

研究を効率よく迅速、かつ、確実に新産業に結びつける基本的

なシステムの構築に関する研究を行う。

　Investigate and develop novel business systems that 

enable transfer of academic research outcomes to a new 

industry effectively and promptly, and that intend to improve 

productivity through responding to social demands.

　材料・情報・生体分野を融合した新しい科学技術分野におい

て、大学の独創的な基礎研究から生まれる多岐に亘る知見から

効率よく知的財産を創出し活用に結びつける必要があるが、こ

の使命を達成するために世界に先駆けて新しい潜在ニーズに

繋がる知財戦略の研究を行う。

　Perform the strategic world-leading study of intellectual 

property linked with potential needs of the society, where the 

academia is required to create and lead to utilize intellectual 

properties efficiently from the wide-ranging knowledge 

a c c u m u l a t e d  f r o m  a c a d e m i c  r e s e a r c h  o f  t h e  n e w  

interdisciplinary fields of material, information, and biology.  

教授(兼任) 田中　秀和 教授(兼任) 教授(兼任)
Prof. H. TANAKA

ナノ加工室 

 Nanofabrication Shop

谷口　正輝 
Prof. M. TANIGUCHI

吉田　陽一 
Prof. Y. YOSHIDA

ナノテクノロジー設備供用拠点 

Nanotechnology Open Facilities 

　ナノテクノロジーに関する先端的な研究施設・機器の供用を進め、産業イノベーションにつながる成果を創出するために、

2012年7月から文部科学省の「ナノテクノロジープラットフォーム」事業が開始された。大阪大学の産業科学研究所は微細

加工と分子・物質合成の両プラットフォーム、超高圧電子顕微鏡センターは微細構造解析のプラットフォームに属しており、

学内では両機関で「ナノテクノロジー設備供用拠点」を組織してナノスケールプロセスやナノ構造・機能の解析に必要な施

設・装置・技術により総合的に協力・連携して支援を行っている。ナノテクノロジー設備供用拠点は、2組織が有する金属・

酸化物・有機物・バイオなど多種多様な材料に関する豊富な経験に基づく高度なナノテクノロジーを結集し、材料の多様性や

研究分野の複合性・融合性等の研究を支援することにより、新しいナノ材料やナノデバイス等の創出に貢献する。地域の企業

や研究機関との有機的な連携を深めることにより、技術センター的な役割として人材育成の核となるような拠点を目指してい

る。 

　"Nanotechnology Platform Project" by MEXT#1) was started on July 2012 in order to provide the latest user 
facilities and create industrial innovations. The institute of scientific and industrial research (ISIR) and research center 
for ultra-high voltage electron microscopy (UHVEM) participated in the MEXT project, and "Nanotechnology Open 
Facilities" was established in Osaka University. We totally support domestic nanotechnological researchers by 
providing three platforms; (1) Characterization & analysis, (2) Nanofabrication, and (3) Molecular & material synthesis. 
Each platform consists of several facilities of other domestic universities and institutes and the facilities in the 
platform also cooperate among them.
　"Nanotechnology Open Facilities" contributes to creations of novel nano-materials and nano-devices though the 
supports concerning combinations of various materials such as metal, oxide, organic and bio, or different research 
fields. We also cooperate with regional companies/universities/institutes on the project, and bring up future nanotech 
key persons. "Nanotechnology Open Facilities" will play the role of a center of regional industrial innovation.

#1) the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

特任助教 
（常勤）　 北島　　彰 

Specially Appointed Assis. Prof.  
A. KITAJIMA

特任助教 
（常勤）　 法澤　公寛 

Specially Appointed Assis. Prof.  
K. NORIZAWA

教授(兼任) 田中　秀和 
Prof. H. TANAKA

　ナノ加工室は、産研の有する各種ナノ加工装置お

よびナノ加工技術を相互に有効活用し、各分野の研

究の推進を図ることを目的としている。微細加工の

技術代行のほか、微細加工の応用に関心を持つ研究

者にデバイスの開発・提供を行っている。 

 

　The purpose of nanofabrication shop is the promotion of nanotechnology-
related research by use of equipments and special skills for nanotechnology 
researchers and students belonging to ISIR. This shop fabricates nano-
devices for the ISIR researchers and develops devices for researchers who 
want to apply those devices for their own experiments.

シリコン微細円柱構造 
Silicon micro columns
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准教授 柳田　　剛 
Assoc. Prof.  
T. YANAGIDA

　 特任助教 
（常勤）　 長島　一樹 

Specially Appointed Assis. Prof.  
K. NAGASHIMA

酸化物ナノワイヤ電子顕微鏡像（左:MgOナ
ノワイヤ、右:MgO/NiOヘテロナノワイヤ） 
E lec t ron  m ic roscopy  images  o f  ox ide  
n a n o w i r e  ( l e f t :  M g O  n a n o w i r e ,  r i g h t :  
MgO/NiO nanowire)

酸化物ナノワイヤ単一ナノ電極
架橋像 
Single oxide nanowire transport 
property measurement system

酸化物ナノワイヤにより実現される超
低消費不揮発性メモリ効果 
Nonvolatile memory effect of oxide 
nanowire devices

第2プロジェクト研究分野（極微材料プロセス研究分野） 

Laboratory of Atomic Scale Materials Processing

　 

1.

2.

3.

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.  酸化物１次元ナノワイヤ構造体の創出と極微形成プ

ロセスの原理解明 

2. 単一酸化物ナノワイヤ構造体に於ける制限ナノ空間

物性の探索 

3. グリーンエレクトロニクスデバイス（低消費電力不

揮発性メモリ、エネルギー変換等）及び生体分子分

析デバイスへの展開 

　自然界では生体系に代表されるように、極めて小さな

エネルギーで三次元的に自ら組みあがり、僅かな外場環

境変化に巧みに反応し機能する階層的な高次極微構造を

生み出す高度に洗練された極微材料プロセスが存在す

る。本研究分野では自然の摂理に立脚した極微材料プロ

セスの学理を構築し、高次極微ナノ構造体とその機能物

性・新奇デバイス群を創出することを目指している。 

 

Creat ion of  one-dimensional  funct ional  ox ide 

nanowires via identifying fundamental principles of the 

atomic scale materials processing

Search for nanoscale physical properties in a single 

oxide nanowire

Deve lopments  o f  g reen-e lec t ron ics  dev ices  

(nonvolatile memory and energy conversion, etc.) and 

biomolecular analysis devices

　There are marvelous and excellent atomic scale 

materials processing in nature (biological systems), 

in which their  3D hierarchical  structures are 

naturally formed by utilizing extremely small energy 

and reacting limited environments. We are trying to 

explore the construct ion of  the atomic scale 

materials processing based on to the natural law, 

and to  c rea te  the  h igher -o rder  h ie ra rch ica l  

nanostructures, the functional properties and unique 

novel devices. 

第2プロジェクト研究分野（感染制御学研究分野） 

Laboratory of Microbiology & Infectious Diseases

准教授 西野　邦彦 
Assoc. Prof. K. NISHINO

 

 

特別プロジェクト研究部門  

Devision of Special Projects

　近年、薬で治療することのできない感染症が出現

し、世界共通の深刻な問題となっている。本研究分野

では、これら抗菌薬が効かなくなった細菌による感染

症の振興を未然に防ぐことを目的として、研究に取り

組んでいる。病原菌の適応力と進化の仕組みを明らか

にした上で、細菌の薬剤耐性と病原性を同時に軽減す

ることのできる新規治療法確立を目指している。 

マイクロ流路による細菌排出活性測定法の開発 
Development of microfluidic channels to measure bacterial efflux 
activities

膜輸送体制御のナノシステムバイオロジー 
NanoSystems biology of a transpoter regulation

膜輸送体の生理的役割と輸送機能 
Physiological function and mechanism of membrane transporters

3次元電子顕微鏡法による生体ナノ構造イメージング 
3D imaging of bio-nanostructures by electron tomography

　Opportunistic infections are now encountered 

frequently and the rates of multidrug resistance have 

increased considerably in recent years. Our research 

promotes the development of novel inhibitors or 

strategies that counteract the contribution of efflux 

transporters to drug resistance and virulence.

【研究課題】 

1.  感染症の新規治療薬開発 

2. 膜輸送体による細胞機能制御の解明 

3. 膜輸送体制御のナノシステムバイオロジー 

4. 細菌検出キットの開発 

5. 3次元電子顕微鏡による生体ナノ構造イメージン

グ法の開発 

【Current Research Programs】 

1. 

2. 

3.

4.

5.

Development of therapeutic strategies to control 

infectious diseases

Regulation and physiological function of membrane 

transporters in pathogenic bacteria

NanoSystems biology of membrane transporters

Development of new devices to detect bacteria

3D imaging of bio-nanostructures by electron 

tomography
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図1．機能的回転輸送機構と遠隔コンホメーション共役の模式
図 
膜貫通領域のAsp-Lysイオン対のプロトン化、脱プロト
ン化による形成、解離に伴う膜貫通へリックスのねじれ
運動がAcrB頭部に伝わり、待機→結合→排出という一連
のコンホメーション変化を引き起こす。待機モノマー段
階での近位結合ポケットへの基質の結合とペリスタポン
プ機構もまとめて表示している。 

Fig.1 Schematic illustration of functional rotation model and 
remote conformational coupling for multi-drug efflux.
A torsion movement of transmembrane helix occurring 
with formation/dissociation of the Asp-Lys ion pair in the 
transmembrane domain causes the conformational 
change of the series of Access→Binding→ Extrusion.

第3プロジェクト研究分野 (生体防御学研究分野)

Laboratory of Cell Membrane Structural Biology

山口　明人 　 特任助教 
（常勤） 櫻井　啓介 
Specially Appointed Assis. Prof.  

K. SAKURAI

　 中島　良介 特任教授 
（常勤） 

Specially Appointed Prof.  
A. YAMAGUCHI

特任准教授 
（常勤） 

Specially Appointed Assoc. Prof. 
R. NAKASHIMA

1.

2.

3.
4.

5.

【研究課題】 

【Current Research Programs】 

1.  異物認識の構造的基礎解明 

2.  異物排出複合体の構造と作動機構解明 

3.  異物排出輸送体の生理的役割解明 

4.  構造に基づくユニバーサル阻害剤の開発 

5.  多様な異物排出輸送体の構造解析 

　我々の研究室では細胞膜に局在する異物排出蛋白質に

関する研究を進めている。この蛋白質はバクテリアからヒ

トまで幅広く存在しており、癌細胞や病原性細菌で高発現

することで細胞に抗ガン剤に対する抵抗性や抗菌剤に対

する多剤耐性を引き起こす。たとえば院内感染で問題に

なっている多剤耐性緑膿菌（MDRP）の原因もこの異物

排出蛋白質の高発現によるものである。このように異物

排出蛋白質による細胞の多剤耐性化の問題は喫緊の臨床

課題であるが、この多剤耐性化を防ぐ有効な薬はいまだ

見いだされていない。そこで我々は、異物排出蛋白質の

分子機構や生理的役割を理解すると共に、その知見に基

づいた新しい創薬を目指して研究を進めている。 

Investigation into the structural basis of multidrug 
recognition by exporters
Elucidation of the structure and mechanism of 
multidrug efflux complex
Physiological role of xenobiotic exporters
Development of universal inhibiter based on the 
crystal structures
Crystallographic analysis of various xenobiotic 
exporters

　Xenobiotic extruding pumps recently known to be 
w ide ly  d is t r ibu ted  in  l i v ing  o rgan isms  f rom 
m a m m a l i a n  t o  b a c t e r i a  a s  a  h o s t - d e f e n s e  
mechanism in cellular level. These pumps not only 
confer multidrug resistance of cancer cells and 
pathogenic bacteria but also cause hereditary 
diseases through the mutation. The purposes of 
our laboratory are to elucidate the molecular 
structures and the molecular mechanisms of these 
xenobio t ic  expor ters  and the ro les  o f  these 
exporters in cell functions. 
　We determined the crystal structure of bacterial 
major xenobiotic exporter AcrB and elucidated the 
molecular mechanism of xenobiotic export and the 
s t ructura l  bas is  o f  mul t idrug recogni t ion  by 
determining the crystal structure of the drug-
binding form of AcrB.

准教授 能木　雅也 
Assoc. Prof. M. NOGI

第2プロジェクト研究分野（セルロースナノファイバー材料研究分野） 

Laboratory of Cellulose Nanofiber Materials

　 特任助教 
（常勤）　 古賀　大尚 

Specially Appointed Assis. Prof.  
H.KOGA

　樹木をはじめとする植物細胞壁は、幅4-20nmのセ

ルロースナノファイバー（セルロースミクロフィブリ

ル）からできている。私たちは、このナノファイバー

を植物から取り出し、新しい材料を開発している。さ

らに、それらの材料をエレクトロニクス産業分野など

に結びつけるため、ナノファイバー材料の特性向上技

術やプロセス技術を開発している。 

幅4-15nmのセルロースナノファイバー 
（京大生存研　阿部博士撮影） 
Celllose nanofibers (4-15nm wide)
(Photo by Dr. Abe, Kyoto univ. RISH)

シリコン結晶なみに小さな熱膨張率を有する折り曲げ可能な透明材
料 
Nogi Adv. Mater. (2008) 
Bendable transparent nanofiber composites with ultra low thermal 
expansions 
Nogi Adv. Mater. (2008)Nature Cell Biol. (2009)

セルロースナノファイバーで補強した低熱望調整透明材料 
Yano Adv. Mater. (2005) 
Optically transparent plastics reinforced with cellulose nanofibers
Yano Adv. Mater. (2005)

折り畳み可能な、21世紀の透明な紙 
セルロース100％ 
Nogi Adv. Mater. (2009) 
Foldable & optically transparent nanofiber paper Cellulose 100%
Nogi Adv. Mater. (2009)

　Cellulose nanofibers with 4-20 nm width are 

bund les  o f  ce l lu lose  micro f ib r i l s ,  wh ich  are  

frameworks of cell walls in all the plants. We have 

developed nano-fibrillation processes of bio-resources 

(wood, plants fibers, crabs, shrimps e.t.c.) and some 

advanced nanofiber materials with high optical 

transparency. Moreover, we have also improved their 

properties or processes to realize their applications in 

the electronic devices.【研究課題】 

1.  プリンテッド・エレクトロニクスにおけるセルロ

ースナノファイバー材料の開発 

2. セルロース、キチン、キトサンなど天然資源から

取り出したバイオベースナノファイバーを用いた

新規材料の開発 

3. 上記ナノファイバーの物性評価 

【Current Research Programs】 

1. 

2. 

3.

Printed Electronics with cel lulose nanofiber 

materials

Bio-based nanofiber materials of cellulose, chitin, 

chitosan and so on.

Physical property of bio-based nanofibers
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総合解析センターは、当研究所における基礎から応用に 
いたる幅広い「材料研究」の一端を担い、各種材料の組成 
分析や構造解析などを総合的に行っている。共同利用度の 
高い大型、中型分析装置類やコンピューターシステムを主 
として研究棟別館で一極集中管理しており、ここで組成分析、 
状態分析、構造解析、物性評価などが効率よく実施できる 
よう整備されている。また、これらの装置を駆使して、い 
くつかの課題研究が行われている。 

准教授 鈴木　健之 
Assoc. Prof. T.SUZUKI

総合解析センター  

Comprehensive Analysis Center

イリジウム触媒を用いる環境調和型酸化反応 
Environmentally benign oxidation using iridium catalyst

総合解析センターの主な装置 
Representative Instruments of CAC

イリジウム錯体のX線結晶構造 
X-ray structure of the iridium complex

　 助教　 周　　大揚 
Assis. Prof. D.-Y.ZHOU

　 特任助教 
（兼任）　 西野美都子 

Specially Appointed Assis. Prof.  
M.NISHINO

助教 朝野　芳織 
Assis. Prof. K. ASANO

加藤　修雄 
Director Prof. N. KATO

センター長 

【Current Research Programs】 
1. 

2. 

Development of novel asymmetric reaction using 
transition metal catalyst
Development of environmentally benign catalytic 
oxidation

【研究課題】 
1.  遷移金属錯体触媒を用いる新規不斉合成反応の開発 
2. 環境調和型触媒的酸化反応の開発 

　The Comprehensive Analysis Center was established in 
2009 after the reorganization at Material Analysis Center 
founded in 1977. The Center is equipped with various 
analytical instruments for NMR, MS, elementary analysis 
(CHN), (Single crystal) X-ray structure analysis, XRD, 
SEM, EPMA, SIMS and TEM.

【研究課題】 

   

【Current Research Programs】 

 

招へい教授　 谷口　直之 招へい 
准教授 　 大坪　和明 

Invited Prof.  
N. TANIGUCHI

InvitedAssoc. Prof.  
K. OHTSUBO

Invited Faculty  
H. KOREKANE

是金　宏昭 招へい教員 高　　叢笑 
Invited Faculty  
C. GAO

招へい教員 

疾患糖鎖を中心としたケミカルバイオロジー分野 

Disease Glycomics Team, Systems Glycobiology Research Group, Chemical Biology Department

アライアンスラボ  

Alliance Lab

　高等生命体は糖を単なるエネルギーを得る手段とし

てだけでなく、糖を鎖状につなぐ事で膨大な生命情報

を伝える情報分子「糖鎖」としても利用している。近

年の糖鎖生物学の発展により糖鎖がコードする情報が

徐々に解読され、糖鎖が生命機能の維持に不可欠であ

る事が明らかになってきた。事実、様々な難治疾患や

生活習慣病が糖鎖合成障害により引き起こされてい

る。本研究室では生化学的・分子遺伝学的研究手法に

より糖鎖異常により起こる疾患のメカニズムの解明、

糖鎖をターゲットとした疾患診断マーカーの開発、さ

らに糖鎖を用いた新規治療法の開発を目指した研究を

進めている。 

　 Higher organisms use "carbohydrate" as the 
energy source, as well as the transmitter "Sugar Chain" 
encoding enormous bio-information by constructing 
particular glycan structures. The bio-information 
encoded in glycan structure has been gradually 
decoded along with the development of glycobiology, 
and it is well known that sugar chain is essential for 
maintaining biological functions. Indeed, glycosylation 
defect evokes various intractable diseases and life 
style-related diseases. This laboratory is engaged in 
biochemical and molecular genetic approach to 
e luc idate the d isease process associated wi th  
dysglycosylation, to develop diagnostic marker of 
disease manifestation, and to develop novel  strategies 
for therapy.

1. 肺気腫の病態における糖鎖修飾の役割 
2. 糖尿病発症メカニズムにおける糖鎖機能の研究 
3. 糖鎖の細胞内動態解析   
4. 新規細胞グリコシル化制御因子の探索研究 
5. 粥状動脈硬化発症メカニズムにおける糖鎖機能の研究 

The ro le  o f  g lycosy la t ion  in  pa tho logy  o f  
pulmonary emphysema
Functional analyses of protein glycosylation in 
the disease process of diabetes
In situ tracing of the fate of carbohydrate
E x p l o r i n g  a  n o v e l  r e g u l a t o r  o f  c e l l u l a r  
glycosylation system
Functional analyses of protein glycosylation in 
the disease process of atherosclerosis

1.

2.

3.
4.

5.

細胞内の糖鎖の流れは非常に合理
的であり、細胞環境に応じてその合
成・分解を調節し、適切な応答を行っ
ている。この糖鎖サイクル（輪廻）を
解析することで細胞情報を動的にとら
える。 
We will develop a fundamental 
paradigm "Glycan Cycle" in which  
l i v ing ce l l  regu la tes  dynamic  
changes of glycans in response to 
cellular environments. We could 
g r a s p  t h e  d y n a m i c  c e l l u l a r  
in fo rmat ion  by  ana lyz ing  the  
glycan cycle.

細胞における糖鎖付加反応を制御す
る新規タンパク質を精製・同定し、そ
の性質決定を通して生理学的役割の
解明に取り組んでいる。 
We have purified and identified a 
candidate regulatory protein for 
cel lular glycosylat ion. We are 
biochemically engineering and 
charac te r iz ing  the  iden t i f ied  
protein to elucidate physiological 
functions.

Fut8欠損マウスはTGF-β受容体
に対するコアフコース付加がな
されないためTGF-β受容体を介
したシグナルが減弱され、MMP
の活性化が起こされる。これが
引き金となり肺胞が破壊され肺
気腫様病変を示す。 
In Fut8 deficient mice, TGF-β 
receptor can not be fucosylated 
and  d im in i shes  the  TGF-β  
s ignal ing,  that resul ts in the 
MMP ac t iva t ion  and lead  to  
emphysematous changes.

膵臓β細胞のグルコースセンサ
ーはN-型糖鎖修飾を受けること
で細胞表面に留まり、グルコー
スを認識し、インスリン分泌が
できる。これが破綻するとイン
スリン分泌不全となり２型糖尿
病を発症する。 
The proper N-glycosylation of 
glucose sensor is required for 
the cel l  surface residency in 
p a n c r e a t i c  β  c e l l s  t h a t  
contributes to maintain insulin 
secret ion. The fai lure of this 
m e c h a n i s m  e v o k e s  t y p e  2  
diabetes.

6867



48

センター長 吉田　陽一 
Director Prof. Y. YOSHIDA

産業科学連携教育推進センター 
 

 

Center for Collaborative Research Education and Training

　産研は、連携する６つの研究科から学生を受け入れると

いうユニークな特徴があり、産研としての共通の学際教育

を施すことが、産研における学際融合型研究を推し進める

ためにも必要である。 

　そこで、産研に所属する学生全体を対象とした学際教育

の企画立案・実施を主たる目的とする連携教育推進センタ

ーを平成21年4月に設置した。 

　連携教育推進センターでは、新人オリエンテーション、

技術習得スクーリング、企業インターンシップ、学生海外

派遣・受入プログラムなど、多彩な教育活動を企画・実行

するとともに、全学に新設されたナノサイエンス・デザイ

ン教育研究センターと密接に連携し、ナノサイエンス副プ

ログラム教育等の教育活動を立案・実行する。 

　One of the unique features of the ISIR is that students 
from the six graduate schools in Osaka Univ. are 
brought together to carry out their research studies within 
the institute. In order to provide multidisciplinary 
educational programs for these students, the Center for 
Research Education and Training was established in April 
2009. 
　The Center will promote various kinds of educational 
programs for the students, including the teaching of 
interdisciplinary sciences through the integration of our 
multidisciplinary research fields, providing internship 
opportunities with companies, exchanging students with 
foreign universities/research institutes and providing 
opportunities to acquire technical skills beyond their 
own research discipline.

准教授 　 譽田　義英 
Assoc. Prof. Y. HONDA

助教 藤乗　幸子 
Assis. Prof. S. TOJO

量子ビーム科学研究施設 

Research Laboratory for Quantum Beam Science

真嶋　哲朗 

【研究課題】 【Current Research Programs】 

1. 量子ビーム科学の環境科学・エネルギー・医療分野

への展開 

2. 放射線関連設備の利用促進、維持、安全管理 

3. 量子ビームによる材料解析手法の研究 

4. 有機化合物および光触媒の量子ビーム化学 

　量子ビーム科学をベースとして環境材料開発を目指

す環境ビーム科学、新エネルギー・高効率エネルギー

システムなどの開発を目指すエネルギービーム科学、

未来医療・テーラーメード医療などの開発を目指す医

療ビーム科学、及びこれらを支える先端ビーム科学の

研究を兼任教員とともに行う。また、時間空間反応解

析等の量子ビーム基礎過程に基づいたナノファブリケ

ーション（トップダウン）の研究を推進する。一方、

これらの研究を円滑に推進するための共同利用の促

進、装置の維持管理等を行う。 

1. 

2. 

3.

4. 

Application of quantum beam science to the 
fields of environmental science, new energy 
technology and advanced medical technology.
Management, operation, maintenance and safety 
control of the facilities.
Research and development of analyzing methods 
of materials using quantum beams.
Radiation induced reactions in organic molecules 
and photocatalytic semiconductors. 

　Based on quantum beam science, frontier beam 
science relating to environmental material science, 
new energy sources and advanced medica l  
technology as well as fundamental beam science 
are promoted with collaborators. The research for 
chemical reaction in ultra-short period based on 
q u a n t u m  b e a m  s c i e n c e  i s  p r o m o t e d .  T h e  
management including operation, maintenance and 
the safety control of radiation related facilities such 
as electron linear accelerators, cobalt-60 irradiation 
f ac i l i t y  a re  a l so  conduc ted  w i t h  t he  a id  o f  
collaborators. 

Director Prof. T. MAJIMA

施設長 
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物質・デバイス領域共同研究拠点  

Network Joint Research Center for Materials and Devices

　平成20年に文部科学省は、国公私立大学を通じたシス

テムとして、高い研究ポテンシャルを有する研究機関を共

同利用・共同研究拠点と認定する制度を設けた。この制度

により、広範な研究分野にわたり、共同利用・共同研究拠

点が形成されるなど、我が国の学術研究の基盤強化と新た

な学術研究の展開が期待されている。この拠点制度に対し

て、北海道大学電子科学研究所（電子研）、東北大学多元

物質科学研究所（多元研）、東京工業大学資源化学研究所

（資源研）、大阪大学産業科学研究所（産研）、九州大学

先導物質化学研究所（先導研）は、産研を中核拠点とした

５研究所のネットワーク型による「物質・デバイス領域共

同研究拠点」として、文部科学省より認定を受けた。（認

定期間：平成22年度～27年度） 

　物質・デバイス領域共同研究拠点では、物質創製開発、

物質組織化学、ナノシステム科学、ナノサイエンス・デバ

イス、物質機能化学の研究領域を日本全国規模で横断する

「物質・デバイス領域」のネットワーク型共同研究システ

ムを整備し、同領域における、公募による多様な先端的・

学際的共同研究を推進するための中核拠点を形成する。 

　本拠点が広く公募により、物質・デバイス領域研究の共

同研究を推進することは幅広い研究者コミュニティから強

く要望されており、その格段の進展は安心安全で持続可能

な社会の実現に必須である。そのために不可欠な物質・デ

バイス領域の学際的連携共同研究体制を、日本を縦断する

ネットワークとして構築し、開かれた公募型共同研究体制

の元、強力に推進し、革新的物質・デバイスの創出を実現

する。本ネットワーク型共同研究拠点は、共同利用・共同

研究拠点制度改革における重要な取組みの１つとなってい

る。 

　In 2008, Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology, Japan (MEXT) established a 

Joint Usage / Research Center (JURC) system for 

university institutes that have high research potential, 

to enhance academic research foundations and to 

promote the development of new research fields. 

Network Joint Research Center for Materials and 

Devices (NJRC) proposed by five institutes, Research 

Institute for Electronic Science, Hokkaido University 

(RIES), Institute of Multidisciplinary Research for 

Advanced Materials, Tohoku University (IMRAM), 

Chemical Resources Laboratory, Tokyo Institute of 

Technology 8CRL), Institute of Scientific and Industrial 

Research, Osaka University (ISIR), and Institute for 

Mate r ia l s  Chemis t ry  and  Eng ineer ing ,  Kyoshu  

University (IMCE) was authorized as one of the JURC 

for 2010FY-2015FY by MEXT. 

　NJRC organizes a network joint research system in 

t h e  f i e l d s :  N a n o  S y s t e m  S c i e n c e ,  M a t e r i a l s  

Development, Materials Chemistry, Nano Science and 

Devices, and Materials Functional Chemistry and 

forms core research hubs for  the promot ion of  

advanced and interdisciplinary researches. 

　Jo in t  researches in  NJRC are  operated wi th  

application programs open to nation-wide research 

communit ies. Our NJRC running on the network 

structure of five institutes is now widely recognized as 

a unique organization in the JURC system. 

ICTラボ長　 八木　康史 
Prof. Y. YAGI

センター長 AMRラボ長　 真嶋　哲朗 
Prof. T. MAJIMA

SOCラボ長　 沼尾　正行 
Prof. M. NUMAO

笹井　宏明 
Prof. H. SASAI

ESSラボ長　 谷村　克己 
Prof. K. TANIMURA

国際共同研究センター  

International Collaborative Research Center

　国際共同研究センターは、国際交流における持続的な人材

交流と国際共同研究を推進するために、平成21年4月に産

研内に設置されたセンターである。本センターは、国際交流

を行う大学・研究機関等との間に設立した複数の連携研究ラ

ボ群から構成されている。現在、8つの連携研究ラボが下記

の内容で設置されており、今後、更に連携研究ラボ数を増や

していく予定である。 

北京大学-ICTラボ（連携相手：中国・北京大学情報科学学院、

ラボ長：八木教授） 

連携テーマ：3次元復元と距離計測、画像のセグメンテーショ

ンと物体検出、人運動解析と人物認識 

浦項工科大学校-RPMラボ（連携相手：韓国・浦項工科大学

校環境工学部/科学工学科、ラボ長：真嶋教授） 

連携テーマ：光応答物質の機構解明、光触媒反応の分解機構

解明、高効率光触媒の開発、可視光応答型光触媒の開発 

忠南大学校-AMRラボ（連携相手：韓国・忠南大学校自然科

学大学、ラボ長：真嶋教授） 

連携テーマ：ナノ構造物質から生体までの先端物質の科学に

関する研究、ビームおよびビームを利用した基礎および応用

に関する研究 

UCL- ESSラボ（連携相手：英国・University College 

London 数理科学部、ラボ長：谷村教授） 

連携テーマ：グラファイトにおける光誘起構造相転移、シリコ

ン表面電子状態の第一原理計算による研究、励起状態第一

原理分子動力学的手法の開発研究 

デ・ラ・サール大学-ICTラボ（連携相手：フィリピン・デ・ラ・サ

ール大学、ラボ長：沼尾教授） 

連携テーマ：共感計算(Empathic Computing)、生体計測

等の各種センサを用いたユーザのモデル化、適応インタフェ

ースと機械学習 

ビーレフェルト大学－SOCラボ（連携相手：独・ビーレフェル

ト大学化学科、ラボ長笹井教授） 

BU-SOC lab. 

アーヘン工科大学－SOCラボ（連携相手：独・アーヘン工科

大学有機化学研究所、ラボ長笹井教授） 

AU-SOC lab. 

KAERI－QBSラボ（連携相手：韓国・韓国原子力研究所/高

度放射線技術研究所、ラボ長：磯山教授） 

　ISIR has promoted international collaborations with 
fo re ign  un ive rs i t i es / ins t i tu t ions  based on  the  
agreements on the academic exchange programs. To 
further promote and to continuously support such 
international collaborations, International Collaborative 
Research Center was founded in April 2009. The 
center consists of several collaborative laboratories, 
which are established between ISIR and the foreign 
universities/institutions. Currently, eight collaborative 
laboratories are working. Researchers and students 
who belong to the collaborative research projects stay 
at a collaborative laboratory on each side and perform 
the collaborative research.
PU-ICT lab. (The School of Electronics Engineering 
and Computer Science, Peking University)
Subjects: Range sensing and 3D reconstruction, Image 
segmentation and object detection, Human motion 
analysis and human recognition
POSTECH-RPM lab. (School of Environmental Science 
a n d  E n g i n e e r i n g  /  D e p a r t m e n t  o f  C h e m i c a l  
Engineering, Pohang University of Science and 
Technology)
Subjects: Mechanistic study on photoresponsible 
materials, Mechanistic study on decompositions during 
photocatalytic reaction, Development of high efficient 
photocatalysts, Development of visible-light responsible 
photocatalysts
CNU-AMR lab .  (Co l lege  o f  Na tu ra l  Sc iences ,  
Chungnam National University)
Subjects: Research concerning advanced materials 
science of nanomaterials to living systems, Basic and 
applied research on beam and beam-induced science
UCL-ESS lab.(University College London)
Subjects: Photoinduced structural phase transition of 
Graphite, The first principle calculation of electronic 
structures of Si surfaces, Theoretical methodology of 
the first-principle excited-state molecular dynamics
DLSU-ICT lab. (College of Computer Studies (CCS), 
De La Salle University-Manila)
Subjects: Several aspects of empathy in computing, 
User modeling based on physiological and other 
sensors, Adaptive user interfaces and machine 
learning
AU-SOC lab. (RWTH Aachen University)
Catalytic enantioselective transformation utilizing 
organocatalysts and/or transition metal catalysts.
BU-SOC-lab. (Bielefeld University )
Combination of biocatalyst and molecular catalyst, 
Development of novel asymmetric transformations.
KAERI-QBS lab. (Korea Atomic Energy Research 
Institute/Advanced Radiatio Technology Institute)
Subjects:Quantum beam sciences.
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革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）  

Center of Innovation Science and Technology based Radical Innovation and Entrepreneurship Program

概要  

　人間力決定因子を医学・脳科学的に究明し、これと密接

に結びつく体・脳状態の簡易パラメータをモニタリングす

ることで、常に人間力を診断、活性化する手段を提供す

る。生活・居住環境や教育・スポーツ環境のコントロー

ル、ウエラブルデバイスにより、脳や五感への最適刺激を

導入する。幼少期から老年期に至るまで、常に意欲的で潜

在力を発揮できるスーパー日本人を育成、豊かな社会を構

築する。 

【実施体制】 

　プロジェクトリーダー：上野山 雄（パナソニック㈱） 

　研究リーダー：松本和彦（大阪大学）  

　（中核機関）パナソニック㈱、大阪大学  

　（サテライト機関）金沢大学  

参画機関 

東京大学、脳情報通信融合センター、国立循環器病センタ

ー、東京都市大学、電気通信大学、近畿大学、imec 

international、メディネット㈱、㈱日立製作所、ダイキ

ン工業㈱、昭和電工㈱、コニカミノルタ㈱、セメダイン

㈱、㈱カネカ、パイクリスタル㈱、MSI. TOKYO㈱、ク

オンタムバイオシステムズ㈱、 NPO法人 Evidence創出

者倶楽部、㈱ブレイン・シェア、㈱ブレインズ、㈱ファー

ストシステム、田中商事㈱、大日本スクリーン製造㈱、日

新化成㈱、東邦化成㈱、㈱新興製作所、オルガノ㈱、㈱

PFU、国立精神・神経医療研究センター、金沢工業大学 

[Summary] 
Automatically diagnose human abilities （brain 
power, physical strength, vitality, upward mobility, 
ambition for learning/knowledge） via technology 
tha t  combines the  la tes t  bra in  sc ience wi th  
electronics. Based upon diagnostic data, develop 
various types of devices such as wearable type, 
clothing type, etc. and introduce optimum stimulus 
to the brain and the five senses. Furthermore, 
living space type active sensing systems which 
can automatically modify living environments and 
automatically enable communication with people will 
be developed. These devices can activate human 
abilities and train “SUPER NIPPON-JIN” to have 
rapidly improved human abilities, and create a 
prosperous society. 

【Implement Organization】 
Project Leader: Takeshi Uenoyama （Panasonic 
Corporation） 
Research Leader: Kazuhiko Matsumoto （Osaka 
University） 
Core Institutions: Panasonic Corporation and Osaka 
University 
Participating Institutions: Kanazawa University, imec 
international, Hitachi, Ltd., DAIKIN INDUSTRIES,LTD., 
CiNET, SHOWA DENKO K.K.,  Dainippon Screen 
Mfg. Co., Ltd., TOHO KASEI Co., Ltd., Nisshin 
Kasei Co., Ltd., Shinko MechatroTech Co., Ltd., 
ORGANO COR

（人間力の医学・脳科学的解明）  
　血液・涙等の検体を用いて活性化を阻害するストレス物質を探索、ストレス度を可視化する。　 
　また、7Tの磁気共鳴画像装置および子供用脳磁計を用いて、脳状態を可視化、人間力決定因子を解明
する。 
１．Wearable sensor  
Continuously monitor the vitality level of brain function and body function via a wearable sensor and 
clarify the correlation between the gathered data and vitality levels. In order to acquire more detailed 
data, realize the visualization of detailed brain function via a 7T magnetic resonance imaging device 
and a magnetoencephalography for children.

（簡易モニタリング手法の開発）  
　ストレス物質を定量的に検出する新
規デバイスの開発、および簡易ウェア
ラブルセンサやビジ ネス顕微鏡を用い
て、体・脳状態をオンサイト にモニタリ
ングする手法を開発する。 
2. Development of technology for 
activating Brain & Five senses  
Develop a technology to introduce 
music, magnetism, electric current, 
and mechanical stimulus to the 5 
s e n s e s  a n d  t o  t h e  b r a i n ,  a n d  
simultaneously visualize the brain 
data to activate human abilities. 

（人間力活性化手法の開発）  
　人間力活性化に影響を与える、睡
眠/音楽等の生　 活・居住環境や教
育・スポーツ現場における対人環境の
コントロール、新規ウエラブルデバイス
を 用いた脳や五感からの刺激による
活性化を図る。 
3. Development of activating human 
abilities device  
Once the technique for activating 
human abilities has become clear, 
construct a prototype device and 
work on the cultivation of human 
resources. 

●実現の鍵となる研究開発テーマ 
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附置研究所間アライアンスによる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  

Nano-Macro Materials, Devices and System Research Alliance

　本プロジェクトは、次世代エレクトロニクス、エネルギ

ー、医療、環境調和材料の「物質・デバイス・システム創

製基盤技術」を「ナノとマクロの融合」により研究開発す

ることを目的とし発足したものである。物質・デバイス・

システム基盤技術は、安全安心で質の高い生活のできる社

会の実現に必須であり、物質･デバイス研究において豊富

な実績を有する5研究所が、得意の分野で戦略的に連携を

組み、ネットワーク型共同研究を推進する事により物質・

デバイス・システム創製研究の格段の進展を図るものであ

る。 

　本プロジェクトは、産研、東北大学多元物質科学研究所

（多元研）、北海道大学電子科学研究所（電子研）、東京

工業大学資源化学研究所（資源研）、九州大学先導物質化

学研究所（先導研）の5研究所横断で、１）次世代エレク

トロニクス、２）新エネルギー材料・デバイス、３）医療

材料・デバイス・システム、４）環境調和材料・デバイス

に関する研究グループを組織し、戦略的プロジェクト研究

を推進している。具体的に、各研究所における長期滞在研

究、人材の交流・シェアリング、装置・場所のシェアリン

グにより、効率的にプロジェクト研究の推進を行ってい

る。またアライアンス連携研究の成果の社会還元のため

に、産研インキュベーション棟を積極的に利用し、物質・

デバイス・システム創製基盤技術を格段に進展させ、実用

化を目指した産業応用に繋げることを目指す。これにより

安全安心で質の高い生活のできる社会実現への大きな寄与

とともに、ナノとマクロ融合の新学術分野の創成を実現す

る。 

  

　本プロジェクトでは、5研究所からなる運営委員会によ

り運営されており、産研からの運営委員は、田中秀和教授

（副委員長）、八木康史教授、小口多美夫教授である。 

 

　産研の各研究グループのメンバー及びグループ長は次の

通りである。 

 

（１）「次世代エレクトロニクス」研究グループ 

松本和彦教授（グループ長）、田中秀和教授、鷲尾隆教

授、安藤陽一教授、安蘇芳雄教授、小口多美夫教授、大岩

顕教授、関谷毅教授、柳田剛准教授 

 

（２）「新エネルギー材料・デバイス」研究グループ 

小林光教授（グループ長）、沼尾正行教授、谷村克己教

授、菅沼克昭教授、竹田精治教授、誉田義英准教授、鈴木

健之准教授 

 

（３）「医療材料・デバイス」研究グループ 

中谷和彦教授（グループ長）、八木康史教授、加藤修雄教

授、谷口正輝教授、永井健治教授、駒谷和範教授、岡島俊

英准教授、西毅准教授、西野邦彦准教授 

 

（４）「環境調和材料・デバイス」研究グループ 

吉田陽一教授（グループ長）、真嶋哲朗教授、笹井宏明教

授、磯山悟朗教授、古澤孝弘教授、関野徹教授 

　 "Nano-Macro Mater ia ls ,  Dev ices and System 

Research Alliance" was started to attempt strategic 

development of "Materials, Devices, System" as a 

coopera t i ve  research  p ro jec t  w i th  Ins t i tu te  o f  

Multidisciplinary Research for Advanced Materials, 

Tohoku University, Research Institute for Electronic 

Science, Hokkaido University, Chemical Resources 

Laboratory, Tokyo Institute of Technology, and Institute 

for Materials Chemistry and Engineering, Kyushu 

University in fiscal year 2010.  This alliance consists 

o f  f ou r  resea rch  g roups ;  (1 )  Nex t  gene ra t i on  

electronics research group, (2) New energy harvesting 

materials and devices research group, (3) Medical 

treatment materials, devices, and systems research 

group, and (4) Environmental harmonized materials 

and devices research group. The col laborat ive 

research alliance through interuniversity research 

institutes aims to develop innovative materials and 

devices by linking between nano and macroscopic 

worlds, toward real izat ion of safety and secure 

society.

Steering Committee: Prof. H. Tanaka (Vice Chair), 

Prof. Y. Yagi, Prof. T. Oguchi

(1) Prof. K. Matsumoto (Group Leader), Prof. H. 

Tanaka, Prof. T. Washio, Prof. Y. Ando, Prof. Y. Aso, 

Prof. Oguchi, Prof. A. Oiwa, Prof. T. Sekitani, Assoc 

Prof. T. Yanagida

(2) Prof. H. Kobayashi (Group Leader), Prof. M. 

Numao, Prof. K. Tanimura, Prof. K. Suganuma, Prof. 

S. Takeda, Assoc. Prof. Y. Honda, Assoc. Prof. T. 

Suzuki

(3) Prof. K. Nakatani (Group Leader), Prof. Y. Yagi, 

Prof. N. Kato, Prof. M. Taniguchi, Prof. T. Nagai, Prof. 

K. Komatani, Assoc. Prof. T. Okajima, Assod. Prof. T. 

Nishi, Assoc. Prof. K. Nishioka

(4) Prof. Y. Yoshida (Group Leader), Prof. T. Majima, 

Prof. H. Sasai, Prof. G. Isoyama, Prof. T. Kozawa, 

Prof. T. Sekino
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共通施設  

Service Facilities

電子プロセス実験室 

Electronic Processing Laboratory

産学連携室 

Academia Industry Relations Office

室長　 松本　和彦　 
Director Prof. K. MATSUMOTO

　電子プロセス実験室は、平成3年（1991）に設置されたものである。当実験室は、光・電子材料、
量子分子素子材料、有機素子材料などに関連した研究で必要とされる共通のプロセス関係の装置
を設置し、いろいろな素子材料のプロセス技術の向上をはかって研究の展開に役立てることを目
的としている。 
　現在、小規模クリーンルーム、半導体等の結晶品質を評価できる二結晶Ｘ線回析装置、表面構造を
調べるための原子間力顕微鏡、パターン形成を行うためのフォトリソグラフィ装置・電子線描画装置、
各種の絶縁層・電極形成を行うためのスパッタ薄膜形成装置・真空蒸着装置・電子ビーム蒸着装置、
微細加工を行うための反応性イオンエッチング装置、集束イオンビーム装置、端面形成のための劈
開機、配線のためのワイヤーボンダー装置、解析用パーソナルコンピュータなどが設置されている。 

　Electronic Processing Laboratory was founded as a common facility for the 
institute and acts as a workshop for photonic/electronic materials/devices, 
composite materials and organic materials/devices.
　A small-size clean room, a double crystal X-ray diffractometer, an atomic force 
microscope, a photolithography system, a sputter deposition system, a high 
vacuum evaporation system, an electron beam evaporation system, a reactive ion 
etching system, a focused ion beam system, a crystal cleaving system, a wire 
bonding system and personal computers for data analysis are installed at present.

　The Academia Industry Relations Office (AIR Office) is 
operated to coordinate social contribution of research 
activit ies of the Institute of Scientif ic and Industrial 
Research ( ISIR) v ia a mult i -direct ional  networking 
procedure. A goal of AIR Office is to build up a seamless 
relationship between academia and industry. The major 
activities of AIR Office are: 1) A network development 
between ISIR and Industry, 2) Responding to inquiries 
from industry, 3) Coordination of academia industry 
collaboration, 4) Creation of complementary opportunities 
for science and technology progress for industry. AIR 
Office will make proposals for new business opportunity 
between academia and industry. Commercialization of 
innovative technologies and new venture business 
activities are the vision of AIR Office. We also strengthen 
cooperation with industry sector through management of 
Company Research Park  compr ised o f  corporate  
laboratories in Incubation Research Building of ISIR.
http:// www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/air/

　産学連携室は、産業科学研究所と産業界との緊密な連携
活動の促進と支援を行う。学界からの研究成果の社会への
還元は大学の使命であり、産研における科学技術の研究成果
を産業界に提供することを目的として活動している。産学連
携室は、産業界と学界のそれぞれの持つ言葉や文化を理解
し、その連携による相乗効果によって、社会の発展に寄与し
ていきたいと考えている。主な業務は、産研と産業界との緻
密なネットワーク構築、産業界からの要望、要請に応じるよう
な研究シーズの紹介、産研の研究成果であるシーズと産業界
のニーズとの摺り合わせ等を積極的に行うことだ。また、新し
い分野の産業や研究領域の創出を提案、実践、さらに大学発
のベンチャー企業への橋渡しや創出等も行っている。もちろ
ん、企業の研究室として利用できる企業リサーチパークの運
営を通じて、産業界との連携を深めることにも取りくんでい
る。 
http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/air/

共通施設 等 

Service Facilities

放射性同位元素実験室 

Laboratory for Radio-isotope Experiments

試作工場 

Workshop

　本実験室は、放射性同位元素のうち、非密封の3H、
14C、32P、33P、35Sを含む物質を取り扱う実験のために

設置されたものである。本実験室では、上記の元素で標識

された化合物の合成や、標識化合物を用いた化学的又は生

化学的・分子生物学的実験が行われ、蛋白質や遺伝子の構

造と機能など生化学や分子生物学の研究のために大きな役

割を果たしている。教職員・学生（放射性同位元素取扱教

育訓練受講者）が年間を通じて利用しており、放射線障害

予防規程に則した維持管理が行われている。 

　T h e  l a b o r a t o r y  i s  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  

experiment using radioactive compounds labeled with 
3H, 14C, 32P, 33P, or 35S. The main equipments are liquid 

sc in t i l la t ion counters  and  image  ana lyze r .  Th i s  

laboratory is essential for research in the field of 

biochemistry and molecular biology.

　The workshop, consisting of a metal processing shop 

and a glass blowing shop, was organized when ISIR was 

established. Since ISIR includes a wide variety of research 

fields, many different types of novel experimental devices 

have been used extensively. The purpose of this workshop 

is to provide advanced technical support to researchers to 

make their research works successful and creative.

We design and fabricate any experimental device they desire, 

with tight collaborations with researchers from the trial phase to 

final stage of production. 

In addition, we are trying not only to expand the processing 

areas but also to achieve highest-precision fabrications, by 

introducing state-of-art machinery, like CNC lathe and the CNC 

cylindrical grinder.

試作工場は機械加工室とガラス加工室から構成されてお

り、産業科学研究所設置と同時に付設された。本研究所にお

ける研究分野は多岐にわたり、使用される実験装置は多様で

かつ斬新な装置が多い。試作工場は、これらを用いた研究機

能を最大限に発揮させることを目的としている。その為に、

種々の理科学実験装置や実験器具を、試作段階から研究者と

綿密な連携を保ちながら、設計・製作し、研究支援を展開して

いる。CNC旋盤、CNC円筒研削盤をはじめ機械設備の充実

を図り、加工範囲の拡充・高精度化などの最新技術を提供し

ている。 
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共通施設  

Service Facilities

図書室 

Library

（平成26年4月1日現在） 
蔵書数 ……………………… 和文図書 05,096冊 

英文図書 19,479冊 
所蔵雑誌種類数 …………… 和 雑 誌  185種 

洋 雑 誌  538種 
新聞5種 

図書室開室時間 ……………  9:00～23:00 
閉　室 ……………………… 年末年始 

　（12月28日～1月4日） 

　昭和14年、産業科学研究所設置と同時に図書分室が開
設された。昭和26年、音響科学研究所図書分室を統合、
昭和30年、産業科学研究所分館と改称、吹田に移転後、
昭和45年に工学部分館と合併し吹田分館が開設され、吹
田分館産業科学研究所図書分室となる。平成4年4月1日
より、図書館組織が改正され、産業科学研究所図書室と
なる。  
　専門的図書を所蔵し、開架図書室を設けている。また複
写機を備え、閲覧席は個席のほか仕切り付き大机を備えてい
る。現在、管理棟二階に図書室と書庫が設けられている。  
　図書室では、図書の発注、受入及び文献の所在調査や照
会、複写の申し込みや受付業務、図書館間相互貸借を行っ
ている。 

The Institute of Scientific and Industrial Research 
(ISIR) Library started as one of the branches of the 
Osaka University Library when ISIR was founded in 
1939. The library absorbed the Acoustic Institute Library 
in 1951 and was named "The ISIR Branch Library" in 
1955. After the ISIR moved to the new campus in Suita 
City, the Suita Branch Library, which constituted of the 
ISIR Branch Library and the Faculty of Engineering 
Branch Library, opened in 1970.  Thereafter the Osaka 
University Library System was reorganized in 1992 and 
the ISIR Branch Library furthermore changed the style to 
"The ISIR Library".

The ISIR Library houses technical books and journals. 
Most materials are on open shelves directly available to 
faculty and students. In addition, there are study carrels, 
tables and comfortable chairs. At the present time, the 
library is on the second floor of the administration 
building.

We offer the following services; orders for books, 
survey and inquiry of l i terature, Inter l ibrary Loan 
services, photocopy request and so on.

Open daily (9:00 a.m.-11:00 p.m.) except Winter 
holidays.

施設管理室 

Facilities Management Office

　Facilities Management Office works for the following 
matters:

Operation and maintenance of rooms belonging to 
Open Laboratory
Process of application procedure for Open laboratory.
Control of standard spaces of ISIR laboratories
Support of facil i ty operation which ISIR Facil i t ies 
Committee plans
Other facility issues

　施設管理室は、産業科学研究所のオープンラボラトリー
（以下「オープンラボ」という。）及び研究分野基準スペース
の円滑な管理並びに産業科学研究所の施設の円滑な管理の
ため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 
オープンラボの整備に関すること。 
オープンラボの維持管理に関すること。 
オープンラボの利用申請等に関すること。 
研究分野基準スペースの管理に関すること。 
産業科学研究所施設委員会が企画立案する施設の運用
計画の補助に関すること。 
その他産業科学研究所のスペース管理に関すること。 

(1)  
(2)  
(3)  
(4) 
(5)  
 
(6) 

1.

2.
3.
4.

5.

共通施設  

Service Facilities

情報ネットワーク室 

Office of Information Network

公開されている情報ネットワーク室の 
ホームページ URL 
http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/netroom/  

広報室 

Public Relations Office

　Office of Information Network was inaugurated in 
M a r c h ,  1 9 9 9 ,  t o  o r g a n i z e  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
information network in ISIR, which had been started with 
support by volunteers, because of the rapid spread of the 
information network and the growth of its importance in 
the  research  env i ronment .  The  in fo rmat ion  was  
constructed as a prototype by the departments in the 
division of Intelligent System Science in the late 1980's 
and has been expanded to the whole of ISIR with the 
development of ODINS (Osaka  University Information 
Network System). Recently it has played an important 
role in ISIR to release/access the information available 
in the Internet. Office of Information Network is now 
supporting researchers and students on the variety areas. 

　情報ネットワーク室は、近年の研究環境における情報ネット
ワークの急速な普及と重要性を鑑み、これまでのボランティ
アベースの所内情報ネットワークの運営を組織化する為に、
1999年3月に発足した。所内情報ネットワークは、1980年
代後半に知能システム科学大部門の研究室が共同で構築し、
1994年のODlNS（Osaka Daigaku Information 
Network System）の運用開始に伴い研究所全体規模で整
備された。現在では、産業科学研究所に携わる人々に情報の
発信・受信の場を提供している。情報ネットワーク室では室長
のもと、技術室より派遣された技術職員により産業科学研究
所ネットワークの安定運用はもとよりネットワークポリシーの
策定、整備、各種サーバーの構築・管理における技術的作業
をはじめ現在問題となっている情報漏洩等に関するセキュリ
ティ対策やその教育にも取り組んでいる。 
　また産業科学研究所における各種シンポジウム、講演会等
において全世界へ向けたインターネットライブの配信、テレビ
会議システム、研究所入館管理システム、電子掲示板の運用・
管理、構成員基礎データーベース等のシステムの構築・管理
等、幅広い業務を通して利用者・研究者を支援している。 

　Public Relations Office works  for the following matters 
at ISIR. We provide the right information of our Research 
Institute for the public effectively. 
(1) To collect any required file to generate the basic plan 

of the publicity
(2) To support editing and issue the Memoirs of ISIR 

(annual report) and publications
(3) To collect any requires document for creating and 

editing of official WEB page of ISIR.
(4) To perform Press Release except the subjects related 

to the section of general affairs.
(5) To collect and preserve of any press release related to 

ISIR

　広報室では、産業科学研究所の企画・基本方針に沿って、以
下のような広報活動を積極的かつ効果的に行っている。 
（１）広報に関する基本計画案の作成に必要な資料収集に関

すること。 
（２）広報誌及び年次報告書等の編集及び発行の補助に関す

ること。 
（３）大阪大学産業科学研究所公式ホームページ編集に係る

資料収集に関すること。 
（４）記者発表（総務係所掌のものを除く。）に関すること。 
（５）大阪大学産業科学研究所に係る報道記事等の収集及び

保管に関すること。 
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共通施設  

Service Facilities

企画室 

Planning Office

　企画室は、所長の命を受け、所内運営の支援機能の強
化および所内業務の効率化を推進するため、以下の業務
に関する補佐を行う。 
 
1. 評価委員会が実施する中期計画・中期目標、年度計
画、自己点検・評価、外部評価などの企画立案、お
よびこれらに関する情報収集 

2. 担当副所長との連携による国際、広報、財務、施設な
どに係わる企画立案、および情報収集 

3. その他の企画立案および情報収集 

The Planning Office of ISIR was set up in 2009. The 
miss ion of  th is  of f ice is  to  support  the fo l lowing 
operations of our institute aiming at their high level  
achievement with efficiency.
1. Planning and information gathering on the middle-

term objectives and management, annual projects, 
and se l f -  and ex terna l -eva lua t ions  wh ich are  
implemented under the evaluation committee of ISIR. 

2. Planning and information gathering on international 
programs, publicity, financial affairs and research 
facilities under cooperation with the corresponding 
vice-directors. 

3. Planning and information gathering on other subjects 
as necessary. 

技術室  

Technical Division

技術室メンバー 

　技術室は、国立学校設置法施行規則「文部大臣が指定

する附置研究所に、当該附置研究所の技術に関する専門

的業務を処理させるため、技術室を置く」に基づいた「技

術室を置く国立大学の大学附置の研究所を指定する訓令」

（昭和52年4月18日）により、昭和57年4月に全国の

大学附置研究所に於いて初めて設置された研究支緩のた

めの行政組織である。また、平成10年4月には省令に

よる「技術専門職員」制度が導入され、さらに高度な技

術者組織となった。平成16年の国立大学法人大阪大学

への移行においても組織・技術室として継承された。 

　技術室は工作班と計測班から成り、工作班には機械回

路工作係とガラス工作係、計測班には計測・情報システ

ム係と分析・データ処理係がある。機械回路工作係では

研究用実験装置、器具類の試作、加工、修理などを主業

務とし、ガラス工作係では研究用ガラス機器について上と

同様の業務を担当している。計測・情報システム係では研

究用装置などの運転、計測及び情報ネットワーク支援が

主業務であり、分析・データ処理係では物質の分析や分析

データの処理などが主業務である。技術専門職員は、各班

所属のもとに各人の専門分野における専門的な技術業務

を行っている。現在、技術室所属の技術職員は、量子ビ

ーム科学研究施設、産業科学ナノテクノロジーセンタ

ー（ナノ加工室）、電子プロセス実験室、総合解析セン

ター、試作工場、情報ネットワーク室、広報室にそれ

ぞれ派遣され業務を行っている。以上のように、研究用

装置や機器類の試作、運転、計測、ネットワーク保守・

管理、ホームページ管理、及び研究用材料の各種分析と

そのデータ処理などが技術室所属の技術職員によって流

動的に極めて効率よく遂行されており、本研究所におけ

る独創的な研究を力強く支援している。また、これら技

術職員は、相互に技術研修を行うほか、教員や大学院生

等に対して、それぞれ専門とする技術的指導を行い、成果

を上げている。また、昨年4月より新人技術職員1名が採

用された。（分析・データ処理係：総合解析センタ

ー）。さらに定年をむかえられた方々2名を研究支援推

進員（技術補佐員）として技術支援継承等の業務を行っ

ている。  

　なお、技術・知識の向上及び研鑽の一環として、技

術室報告会を開催し、技術室報告誌を毎年1回発行して

いる。さらに、学内外の技術研究会、研修等にも積極

的に参加することに加え、全国規模の技術研究会の企

画、主催等も行っている。また、この様な技術室報告

会、技術研究会、研修などに関しての最新の情報を広

く全国の組織に伝達するために現在、技術室のホーム

ページの体制を整えつつある。  

技術室のホームページのURLは、  

http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/tew/

　The Technical Division was established in 1982 to 
deal with professional duties providing better service 
for researchers. In the ISIR organization, the technician 
group is independent of the management and the 
research groups. The organization was the first one 
among similar organizations established in the national 
universities of Japan. The Division consists of two 
g r o u p s :  G r o u p  o f  M a c h i n e  a n d  G r o u p  o f  
Measurement, in which each group has two sections: 
Section of Machine/Circuit, Section of Glass in Group 
of Machine and Section of Measurement/Information, 
Section of Analysis/Data in Group of Measurement. 
The  techn ic ians  work  a t  var ious  p laces :  the  
Comprehensive Analysis Center, the Workshop, the 
Of f ice of  In format ion Network,  the Electronic 
Processing Laboratory, the Public Relations Office,  
the Research Laboratory for Quantum Beam Science 
and the Nanotechnology Center. The Division gives 
not only high-quality service to research groups but 
technical training to the researchers and students. The 
annual report is published to help and encourage 
training and activities of the members of the Division. 
In addition, the Division has started the safety lecture 
for utilizing various machines in the ISIR since 2004. 
The Technical Division makes every effort to promote 
the ISIR more important development under an 
independent administration system.
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研究所建物  

楠本会館 

Buildings

研究所創立に尽力された当時の総長　楠本長三郎先 

生の記念会館として、堺の旧敷地に財界の寄附により 

建てられた。その後、本研究所移転の際、新たに大阪 

大学後援会の寄附建物として建設され、職員の集会所 

ならびにゲスト・ルームとして使用されている。 

5階建 

地下1階 

地上6階建 

3階建 

2階建 

第 1 研 究 棟  

第 2 研 究 棟  

総合解析センター 

管 理 棟  

共 通 実 験 棟  

コバルト棟（量子ビーム科学研究施設） 

ライナック棟（量子ビーム科学研究施設） 

電子プロセス実験室 

楠 本 会 館  

インキュベーション棟 

 

地下2階 
地上2階建 

2階建 

延 

延 

延 

延 

延 

延 

延 

延 

延 

延 

10,955  

6,716

969  

1,894  

1,737  

1,213  

3,013  

281  

433  

5,091

地上6階建 延 6,254ナノテクノロジー総合研究棟  

そ の 他 施 設  延 429⑫ 

⑫ 
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歴代所長／名誉教授 

Former Directors / Professors Emeriti

歴代所長  Former Directors 
 

名誉教授  Professors Emeriti 

眞 島  利 行  
Riko　MAJIMA

鉛  市 太 郎  
Ichitaro　NAMARI 

青 　 武 雄   
Takeo　AO 

村 上  増 雄   
Masuo　MURAKAMI 

岡 部  金 次 郎   
Kinjiro　OKABE 

小 島  公 平   
Kohei　KOJIMA 

村 上  増 雄   
Masuo　MURAKAMI 

浅 田  常 三 郎   
Tsunesaburo　ASADA 

二 国  二 郎   
Jiro　NIKUNI 

湯 川  泰 秀   
Yasuhide　YUKAWA 

萩 原  信 衛   
Nobue　HAGIHARA 

湯 川  泰 秀   
Yasuhide　YUKAWA 

櫻 井 　 洸   
Hiroshi　SAKURAI 

小 泉  光 恵   
Mitsue　KOIZUMI 

岡 本 　 平   
Taira　OKAMOTO 

三 角  荘 一   
Soichi　MISUMI 

福 井  俊 郎   
Toshio　FUKUI 

金 丸  文 一   
Fumikazu　KANAMARU 

岡 田  東 一   
Toichi　OKADA 

權 田  俊 一   
Shun-ichi　GONDA 

坂 田  祥 光   
Yoshiteru　SAKATA 

二 井  將 光   
Masamitsu　FUTAI

工学博士  中 村  勝 吾   
Dr. Shogo　Nakamura 

工学博士  角 所 　 收   
Dr. Osamu　KAKUSHO 

理学博士  三 角  荘 一   
Dr. Soichi　MISUMI 

理学博士  花 房  昭 靜   
Dr. Terukiyo　HANAHUSA 

理学博士  清 水  謙 一   
Dr. Ken-ichi　SHIMIZU 

理学博士  福 井  俊 郎   
Dr. Toshio　FUKUI 

工学博士  岡 田  東 一   
Dr. Toichi　OKADA 

工学博士  權 田  俊 一   
Dr. Shun-ichi　GONDA 

工学博士  中 島  尚 男   
Dr. Hisao　NAKASHIMA 

理学博士  坂 田  祥 光   
Dr. Yoshiteru　SAKATA  

工学博士  北 橋  忠 宏   
Dr. Tadahiro　KITAHASHI 

工学博士  豊 田  順 一   
Dr. Jun-ichi　TOYODA 

理学博士  植 田  育 男   
Dr. Ikuo　UEDA

（ Surface physics,） 1988 

（ Information science,） 1989 

（ Organic chemistry,） 1990 

（ Organic chemistry,） 1991 

（ Metal physics,） 1992 

（ Biochemistry,） 1995 

（ Organic materials,） 1996 

（ Electronic materials,） 2000 

（ Semiconductor physics,） 2002 

（ Organic chemistry,） 2002 

（ Information science and engineering,） 2002 

（ Information science and engineering,） 2002 

（ Organic fine chemicals,） 2003

薬学博士  二 井  將 光   
Dr. Masamitsu　FUTAI （ Molecular and cellular bioenergetics,） 2004

理学博士  高 橋  成 年   
Dr. Shigetoshi　TAKAHASHI （ Organometallic chemistry,） 2004

工学博士  新 原  晧 一   
Dr. Koichi　NIIHARA （ Nanocomposite Technology,） 2005

工学博士  元 田  　 浩   
Dr. Hiroshi　MOTODA （ Artificial Intelligence,） 2006

工学博士  岩 崎  　 裕   
Dr. Hiroshi　IWASAKI （ Surface Science,） 2008

工学博士  弘 津  禎 彦   
Dr. Yoshihiko　HIROTSU （ Electron Microscope Analysis of Materials,） 2008

工学博士  田 川  精 一  
Dr. Seiichi　TAGAWA （ Radiation Chemistry and Beam Technology） 2009

理学博士  川 合  知 二  
Dr. Tomoji　KAWAI （ Nanoscience and Nanotechnology） 2010

工学博士  朝 日  　 一  
Dr. Hajime　ASAHI （ Electronic Materials ） 2012

工学博士  中 嶋  英 雄  
Dr. Hideo　NAKAJIMA （ Metallic Materials Process） 2012

工学博士  溝 口  理 一 郎  
Dr. Riichiro　MIZOGUCHI （ Artificial Intelligence） 2012

薬学博士  山 口  明 人  
Dr. Akihito　YAMAGUCHI （ Membrane Structural Biology） 2013

農学博士  谷 澤  克 行  
Dr. Katsuyuki　TANIZAWA （ Biochemistry and Molecular Biology） 2013
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11月 30日  

2 月 26日  

2 月 27日  

3 月   5 日 

3 月  6 日  

11月 29日  

11月 30日  

11月 29日  

11月 30日  

11月 29日  

11月 30日  

11月 29日  

11月 30日  

11月 29日  

11月 30日  

11月 29日  

11月 30日  

11月 29日  

11月 30日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日  

7 月 31日  

8 月  1 日～ 

14年 （ 1939）  

18年 （ 1943）  

18年 （ 1943）  

21年 （ 1946）  

21年 （ 1946）  

24年 （ 1949）  

24年 （ 1949）  

26年 （ 1951）  

26年 （ 1951）  

30年 （ 1955）  

30年 （ 1955）  

34年 （ 1959）  

34年 （ 1959）  

36年 （ 1961）  

36年 （ 1961）  

38年 （ 1963）  

38年 （ 1963）  

42年 （ 1967）  

42年 （ 1967）  

44年 （ 1969）  

44年 （ 1969）  

48年 （ 1973）  

48年 （ 1973）  

50年 （ 1975）  

50年 （ 1975）  

54年 （ 1979）  

54年 （ 1979）  

58年 （ 1983）  

58年 （ 1983）  

62年 （ 1987）  

62年 （ 1987）  

元 年 （ 1989）  

元 年 （ 1989）  

5 年 （ 1993）  

5 年 （ 1993）  

7 年 （ 1995）  

7 年 （ 1995）  

9 年 （ 1997）  

9 年 （ 1997）  

11年 （ 1999）  

11年 （ 1999）  

13年 （ 2001）  

13年 （ 2001）  

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

同 

昭和 

平成 

平成 

同 

平成 

同 

平成 

同 

平成 

同 

平成 

同 

3 月 31日 16年 （ 2004） 同 

3 月 31日 20年 （ 2008） 同 

3 月 31日 24年 （ 2012） 同 

平成 

 
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  
〕  

川 合 　 知 二  
Tomoji 　KAWAI 〔 4 月  1 日～ 16年 （ 2004）  平成 〕  
山 口 　 明 人  
Akihito 　YAMAGUCHI 〔 4 月  1 日～ 20年 （ 2008）  平成 〕  

3 月 31日 24年 （ 2012） 同 

八 木 　 康 史  
Yasushi 　YAGI 〔 4 月  1 日～ 24年 （ 2012）  平成 〕  

〈 事務取扱 〉 ～ 

 

〕  
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