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ご挨拶
産業に生かす科学

出口を見据えた●●●●

所長　中谷　和彦

　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ました。
その後、時代の要請に伴い組織改編と新たな研究分野の充実を重ね、平成21年に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、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研究部門と、産業科学ナノ
テクノロジーセンターに改組・拡充され、今日に至っています。平成22年から、東北大多元研、北大電子研、東工大
化生研、九大先導研との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」を開始するとともに、
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」を進め、全国の大学、企業研究者とのネットワークの形成と我が国の科学研究の一層
の発展に努めています。
　設立時に与えられた産研の使命である「産業に必要な自然科学の基礎と応用に関する研究」の意味するところは、75
年余を経た今日に至っても全く変わっていません。即ち、我が国屈指の高等教育機関である大阪大学の附置研究所として、
産研は世界最高水準の教育・研究を実施する責任を負うと同時に、その科学研究を産業に資するべく展開することが求
められています。産研が持つ多様でかつ高品質な研究シーズを、実社会のニーズを解決する技術へ確実に展開するため
には、異なる視点を持つ他大学・研究機関や企業研究者の皆様のご協力が是非とも必要になります。今後も産研は使命
を忘れることなく、世界最高水準の教育・研究機関で有り続けるべく努力して参ります。引き続き皆様の温かいご支援
とご指導・ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

Greetings

Kazuhiko NAKATANI
Director, ISIR

The Institute of Scientific and Industrial Research (ISIR) 
was founded in 1939 as a part of Osaka University with 
the aim of promoting basic science for the development 
of industry through strong demand and expectations of 
business leaders in Osaka area. Since then, the ISIR has 
displayed circumstances flexibility toward change, we 
carried out a significant restructuring in order to develop 
the interdisciplinary research fields and to strengthen the 
Nanoscience and Nanotechnolgy field;a reformation into 3 
divisions (Division of information and Quantum Sciences, 
Division of Advanced Materials and Beam Sciences, 
Division of Biological and Molecular Sciences) and 
Nanoscience and Nanotechnolgy Center in 2009 to date.

As a nationwide research collaboration system, ISIR 
established the Network Joint Research Center for 
materials and Devices and the Nano-macro Materials, 
Devices and System Research Al l iance through 
interuniversity research institutes aims to develop 
innovative materials and devices by linking between nano 
and macroscopic worlds toward realization of safety and 
secure society and works in conjunction with 5 university-
attached research institutes: Res. Inst. Electronic Science  
(Hokkaido University), Inst. Multidiscipl. Res. Advanced 
Materials (Tohoku University), Lab Chemistry & Life 
Science Inst. (Tokyo Tech), Inst. Materials Chem. & Eng. 
(Kyusyu University) since 2010.

Our mission and spirit are inherited even today since 
it's founded in 1939, the ISIR will continue to develop as 
one of Japan's leading comprehensive research institute. 
An important responsibility of the ISIR is to answer the 
mandates of industry and alongside promoting the very 
best education and research. Under our traditional 
positive mission and spirit, we pursue a target-driven 
basic research leading to real innovation and our world-
level innovative basic research efforts flexibly answer the 
call of society while also maintaining a positive tradition.
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概　要

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、「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、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。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～ 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～ 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、産学連
携を促進するため、平成17年に新産業創成研究部門を発足、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い、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、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（現化生研）、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、平成22－27年度には、
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」を実施し、その実績を基盤として、平成28年度から「人・環境と物質をつなぐイノベー
ション創出ダイナミックアライアンス」を発足している。
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。
産業科学研究所は、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 (Tohoku Univ). In 2007, it was expanded to the Post-Silicon Materials and Devices Research 
Alliance including RIES (Hokkaido Univ) and CRL (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 (Tokyo Tech) and IMCE (Kyusyu Univ.) was started under the authorization by 
MEXT. 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 2016, Dynamic Alliance 
for Open Innovation Bridging Human, Environment and Materials was established and ISIR is the headquarters of this 
nation-wide 5 Institutes network. 

In 2011, a research-collaboration agreement was reached between Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw  
(imec)-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. 

ISIR will further develop multidisciplinary researches and academia-industry collaborations as a core of the 
nationwide collaborations network of university institutes.
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沿　革

昭和12年（1937）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） 

昭和13年（1938）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） 

昭和14年（1939）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 

昭和22年（1947）大阪大学附置産業科学研究所となる 
昭和26年（1951）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） 

昭和33年（1958）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） 

昭和39年（1964）4研究部制が施行される 
昭和43年（1968）大阪大学統合計画に基づき現在地へ移転 
昭和48年（1973）「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

昭和50年（1975）附属材料高圧合成センター設置（10年
時限） 

昭和52年（1977）附属材料解析センター設置 
昭和57年（1982）「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 

昭和60年（1985）附属高機能極限材料研究センター設置
（10年時限）  

平成 7 年（1995）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） 

平成13年（2001）第二研究棟竣工 
平成14年（2002）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）ナノテクノロジー総合研究棟竣工
平成16年（2004）国立大学法人大阪大学。学内措置によ

り研究分野を拡充
平成17年（2005）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

平成19年（2007）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

平成20年（2008）特別プロジェクト研究部門発足

平成21年（2009）　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

平成22年（2010）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

平成23年（2011）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

平成25年（2013）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。

平成28年（2016）北大電子研、東北大多元研、東工大化
生研、九大先導研の5附置研究所間によ
る、ダイナミックアライアンス発足

概要と沿革
History

Accelerator and Beam Science and Technology
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Organization
機構

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 Cellulose Nanofiber Materials
Laboratories of Third Project
　Laboratory of Cell Membrane Structural Biology

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
生体分子制御科学研究分野
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
　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

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

三菱電機広域エリアセキュリティテクノロジー共同研究部門
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

物質・デバイス領域研究拠点
（北大電子研、東北大多元研、東工大化生研、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
　　電子プロセス実験室
　　情報ネットワーク室
　　産学連携室
　　広報室
　　企画室
　　施設管理室
　　図書室

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

Comprehensive Analysis Center
Mitsubishi Electric Collaborative Research Division for 
Wide-area Security Technology
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
（RIES, Hokkaido Univ., IMRAM, Tohoku Univ., 
LCLS, Tokyo Tech, 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
　　Electronic Processing Laboratory
　　Office of Information Network
　　Academia Industry Relations Office
　　Public Relations Office
　　Planning Office
　　Facilities Management Office
　　Library

Dynamic Alliance for Open Innovation 
Bridging Human, Environment, and Materials
Electronics Materials and Devices Research Group
Environment and Energy Materials, Devices and Process 
Research Group
Life Science Materials, Devices, and System Research 
Group

人・環境と物質をつなぐイノベーション創出
ダイナミック・アライアンス

エレクトロニクス物質・デバイスプロジェクトグループ
環境エネルギー物質・デバイス・プロセスプロジェクトグループ
生命機能・物質・デバイス・システムプロジェクトグループ
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Staff List
職員名簿

平成28年8月1日現在
所長（兼）  教　授 　中谷　和彦
第1研究部門（情報・量子科学系）

量子システム創成研究分野 教 授
准 教 授
助 教

大岩　　顕
長谷川繁彦
木山　治樹

半導体量子科学研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

松本　和彦
井上　恒一
金井　　康
小野　尭生

先進電子デバイス研究分野 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）
〃

関谷　　毅
須藤　孝一
荒木　徹平
吉本　秀輔
植村　隆文
野田　祐樹
太田　裕貴
根津　俊一
Azhari Afreen

複合知能メディア研究分野 教授（兼）
准 教 授
〃

助 教
〃

特任講師（常勤）
特任助教（常勤）（兼）
特任研究員（常勤）
〃

八木　康史
槇原　　靖
村松　大吾
満上　育久
大倉　史生
青木　工太
武村　紀子 
丹羽　真隆
MHR Salem

知能推論研究分野 教 授
准 教 授
助 教
特任准教授（常勤）

鷲尾　　隆
河原　吉伸
杉山　麿人
清水　昌平

知識科学研究分野 教 授
准 教 授
助 教

駒谷　和範
古崎　晃司
武田　　龍

知能アーキテクチャ研究分野 教 授
准 教 授

沼尾　正行
福井　健一

第3研究部門（生体・分子科学系）

励起分子化学研究分野 教 授
准 教 授
〃

助 教
特任助教（常勤）

真嶋　哲朗
藤塚　　守
川井　清彦
小阪田泰子
Kim Soo Yeon

機能物質化学研究分野 教 授
准 教 授
助 教

笹井　宏明
滝澤　　忍
竹中　和浩

精密制御化学研究分野 教 授
准 教 授
助 教
特任助教（常勤）
〃
〃
〃

中谷　和彦
堂野　主税
村田亜沙子
相川　春夫
山田　剛史
柴田　知範
Mukherjee Sanjukta

医薬品化学研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

特任准教授（常勤）
特任研究員（常勤）

加藤　修雄
和田　　洋
山口　俊郎
樋口　雄介
開發　邦宏
原田　絵美

生体分子反応科学研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

黒田　俊一 
岡島　俊英
立松　健司 
中井　忠志

生体分子制御科学研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

西野　邦彦
西　　　毅
山崎　聖司
西野美津子

生体分子機能科学研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

特任助教（常勤）
〃

特任研究員（常勤）
〃
〃

永井　健治
松田　知己
新井　由之
中野　雅裕
岩野　　惠
圓谷　徹之
吉田　邦人
石田　竜一
加来　友美

第2研究部門（材料・ビーム科学系）

半導体材料・プロセス研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

特任研究員（常勤）
特任技術職員

小林　　光
松本　健俊
今村健太郎
長谷川丈二
小林　悠輝
黒﨑　千香

先端ハード材料研究分野 教 授 
准 教 授 
助 教
〃

関野　　徹
多根　正和
後藤　知代
Cho Sunghun

先端実装材料研究分野 教 授 
准 教 授
助 教
特任助教（常勤）
特任研究員（常勤）
〃
〃
〃
〃
〃

菅沼　克昭
長尾　至成
菅原　　徹
張　　　昊
淺谷　紀夫
木本　幸治
Chen Chuantong
下山　章夫
藤田　浩史
関　　伸弥

励起物性科学研究分野 准 教 授
〃

田中慎一郎
金﨑　順一

量子ビーム発生科学研究分野 助 教 入澤　明典

量子ビーム物質科学研究分野 教 授
准 教 授
助 教 
〃

古澤　孝弘
室屋　裕佐
小林　一雄
山本　洋揮

産業科学ナノテクノロジーセンター 

センター長（兼） 竹田　精治

ナノ機能材料デバイス研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

田中　秀和
神吉　輝夫
服部　　梓
山本　真人

ナノ極限ファブリケーション研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

特任研究員（常勤）

吉田　陽一
楊　　金峰 
近藤　孝文
菅　　晃一
神戸　正雄

ナノ構造・機能評価研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

竹田　精治
吉田　秀人
神内　直人
麻生亮太郎

ナノ機能予測研究分野 教 授
准 教 授
助 教
〃

小口多美夫
白井　光雲
山内　邦彦
籾田　浩義

ソフトナノマテリアル研究分野 教 授
准 教 授
助 教

安蘇　芳雄
家　　裕隆
二谷　真司

バイオナノテクノロジー研究分野 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）
〃
〃

谷口　正輝
筒井　真楠
田中　裕行
横田　一道
大城　敬人
殿村　　渉
有馬　彰秀
江崎　裕子
出口　寛子
久保由佳利

ナノテクノロジー設備供用拠点 特任助教（常勤）
〃

特任研究員（常勤）
〃

北島　　彰
法澤　公寛
樋口　宏二
柏倉　美紀

環境・エネルギーナノ応用分野 教授（兼） 古澤　孝弘

ナノ知能システム分野 教授（兼） 鷲尾　　隆

ナノ医療応用デバイス分野 教授（兼） 黒田　俊一

ナノ加工室 室長（兼） 田中　秀和

ナノテク先端機器室 室長（兼）
特任技術職員

田中　秀和
佐久間美智子
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Staff List
職員名簿

平成28年8月1日現在

新産業創成研究部門

知的財産研究分野 特任教授（常勤） 清水　裕一

特別プロジェクト研究部門
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
准 教 授
特任助教（常勤）

能木　雅也
古賀　大尚

第3プロジェクト研究分野
生体防御学研究分野 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

山口　明人
中島　良介
櫻井　啓介
韓　　珍

三菱電機広域エリアセキュリティテクノロジー共同研究部門

教授（兼）
准教授（兼）
〃

特任助教（常勤）

八木　康史
槇原　　靖
村松　大吾
武村　紀子

共通施設等

試作工場
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

工場長（兼）
室長（兼）
〃
〃
〃

図書職員
室長（兼）
〃

特任事務職員 
室長（特任教授）
特任事務職員

笹井　宏明
駒谷　和範
大岩　　顕
永井　健治
永井　健治
小笠原静華
古澤　孝弘
大岩　　顕
伊藤　敦美
弘津　禎彦
西田　　彩

技　術　室

室 長 小川　紀之

工　作　班
機械・回路工作係

ガラス工作係

班長（兼） 
係 長
技術職員
係 長

小川　紀之 
相原　千尋
松下　雄貴
榊原　昇一

計　測　班
計測・情報システム係

分析・データ処理係

班　 長 
係　 長
技術職員
〃

係 長
技術職員
〃

大西　政義 
奥村　由香
古川　和弥
岡田　宥平
松﨑　　剛
羽子岡仁志
村上　洋輔

附属研究施設等

総合解析センター センター長（兼）
准 教 授
助 教
〃

加藤　修雄
鈴木　健之
周　　大揚
朝野　芳織

量子ビーム科学研究施設 研究施設長（兼）
准 教 授
助 教

吉田　陽一
誉田　義英
藤乗　幸子

産業科学連携教育推進センター センター長（兼） 大岩　　顕

国際共同研究センター センター長（兼） 竹田　精治

事　務　部

部 長 田中　良和

総　務　課
総務係

人事係

課 長
係　 長
主 任
事務職員
係　 長
特任事務職員

小牧　将浩
黒杭　　裕
澤田　智子
福井　孝博
藤森　隆史
林　　和美

研究連携課
研究協力係

財務係

契約係

課 長
係 長 
事務職員
〃

特任事務職員
〃

係　 長
主　 任 
〃

特任事務職員
係　 長
主　 任
〃

特任技術職員

谷　　音次
松堂　高士
中村　　薫
田畑　慎吾
惠阪　真由
坂井百々子
小寺　啓介
正木　尚子
六津井泰子
森田　全子
志村　　舞
木村　英明
久保　美里
宇野　悦子
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職員名簿

(August 1. 2016)
Director Prof. Kazuhiko NAKATANI

Division of Information and Quantum Sciences
Department of Quantum System Electronics

Prof.
Assoc.Prof.
Assis.Prof.

Akira OIWA
Shigehiko HASEGAWA
Haruki KIYAMA

Department of Semiconductor Electronics
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Kazuhiko MATSUMOTO
Koichi INOUE
Yasushi KANAI
Akio ONO

Department of Advanced Electronic Devices
Prof.

Assoc. Prof.
Assis.Prof.
〃

Specially Appointed Assoc. Prof.
Specially Appointed Assis. Prof.

〃
Specially Appointed Researcher

〃
〃

Tsuyoshi SEKITANI
Koichi SUDOH
Teppei ARAKI
Shusuke YOSHIMOTO
Takafumi UEMURA
Yuki NODA
Hiroki OTA
Takafumi MATSUMOTO
Shinichi NEZU
Azhari Afreem

Department of Intelligent Media
Prof.

Assoc.Prof.
〃

Assis.Prof.
〃

Specially Appointed Assoc. Prof.
Specially Appointed Assis. Prof.
Specially Appointed Researcher

〃

Yasushi YAGI
Yasushi MAKIHARA
Daigo MURAMATSU
Ikuhisa MITSUGAMI
Fumio OKURA
Kota AOKI
Noriko TAKEMURA
Masataka NIWA
M H R Salem

Department of Reasoning for Intelligence
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.

Specially Appointed Assoc. Prof.

Takashi WASHIO
Yoshinobu KAWAHARA
Mahito SUGIYAMA
Shohei SHIMIZU

Department of Knowledge Science
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.

Kazunori KOMATANI
Kouji KOZAKI
Ryu TAKEDA

Department of Architecture for Intelligence
Prof.

Assoc.Prof.
Masayuki NUMAO
Kenichi FUKUI

Division of Biological and Molecular Sciences
Department of Molecular Excitation Chemistry

Prof.
Assoc.Prof.

〃
Assis.Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.

Tetsuro MAJIMA
Mamoru FUJITSUKA
Kiyohiko KAWAI
Yasuko OSAKADA
Soo Yeon KIM 

Department of Synthetic Organic Chemistry
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.

Hiroaki SASAI
Shinobu TAKIZAWA
Kazuhiro TAKENAKA

Department of Regulatory Bioorganic Chemistry
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.
〃
〃
〃

Kazuhiko NAKATANI
Chikara DOHNO
Asako MURATA
Haruo AIKAWA
Takeshi YAMADA
Tomonori SHIBATA
Sanjukta MUKHERJEE

Department of Organic Fine Chemicals
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Specially Appointed Assoc. Prof.
Specially Appointed Researcher

Nobuo KATO
Yoh WADA
Shunro YAMAGUCHI
Yusuke HIGUCHI
Kunihiro KAIHATSU
Emi HARADA

Department of Biomolecular Science and Reaction
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Shunichi KURODA
Toshihide OKAJIMA
Kenji TATEMATSU
Tadashi NAKAI

Department of Biomolecular Science and Regulation
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Kunihiko NISHINO
Tsuyoshi NISHI
Seiji YAMASAKI
Mitsuko NISHINO

Department of Biomolecular Science and Engineering
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Specially Appointed Assis. Prof.
〃

Specially Appointed Researcher
〃
〃

Takeharu NAGAI
Tomoki MATSUDA
Yoshiyuki ARAI
Masahiro NAKANO
Megumi IWANO
Tetsuyuki ENTANI
Kunito YOSHIDA
Ryuichi ISHIDA
Tomomi KAKU

Division of Advanced Materials and Beam Science
Department of Semiconductor Materials and Processes

Prof.
Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Specially Appointed Researcher
Specially Appointed Technical Staff

Hikaru KOBAYASHI
Taketoshi MATSUMOTO
Kentaro IMAMURA
Jouji HASEGAWA
Yuki KOBAYASHI
Chika KUROSAKI

Department of Advanced Hard Materials
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Toru SEKINO
Masakazu TANE
Tomoyo GOTO
Shunghun CHO

Department of Advanced Interconnection Materials
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.

Specially Appointed Assis. Prof.
Specially Appointed Researcher

〃
〃
〃
〃
〃

Katsuaki SUGANUMA
Shijo NAGAO
Toru SUGAHARA
Hao ZHANG
Norio ASATANI
Kouji KIMOTO
Chuantong CHEN 
Akiko SHIMOYAMA
Hirofumi FUJITA
Shinya SEKI

Department of Excited Solid-State Dynamics
Assoc.Prof.

〃
Shinichiro TANAKA
Junichi KANASAKI

Department of Accelerator Science
Assis.Prof. Akinori IRIZAWA

Department of Beam Materials Science
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Takahiro KOZAWA
Yusa MUROYA
Kazuo KOBAYASHI
Hiroki YAMAMOTO

Nanoscience and Nanotechnology Center
Director Prof. Seiji TAKEDA

Department of Functional Nanomaterials and Nanodevices
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Hidekazu TANAKA
Teruo KANKI
Azusa HATTORI
Mahito YAMAMOTO

Department of Advanced Nanofabrication
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Specially Appointed Researcher

Yoichi YOSHIDA
Jinfeng YANG
Takafumi KONDOH
Koichi KAN 
Masao GOUDO

Department of Nanocharacterization for Nanostructures and Functions
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Seiji TAKEDA
Hideto YOSHIDA
Naoto KAMIUCHI
Ryotaro ASOU

Department of Theoretical Nanotechnology
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Tamio OGUCHI
Koun SHIRAI
Kunihiko YAMAUCHI
Hiroyoshi MOMIDA

Department of Soft Nanomaterials
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.

Yoshio ASO
Yutaka IE
Masashi NITANI

Department of Bio-Nanotechnology
Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Specially Appointed Assoc. Prof.
Specially Appointed Assis. Prof.

〃
Specially Appointed Researcher

〃
〃

Masateru TANIGUCHI
Makusu TSUTSUI
Hiroyuki TANAKA
Kazumichi YOKOTA
Takahito OHSHIRO
Wataru TONOMURA
Akihide ARIMA
Yuko ESAKI
Hiroko DEGUCHI
Yukari KUBO

Nanotechnology Open Facilities
Specially Appointed Assis. Prof.

〃
Specially Appointed Researcher

〃

Akira KITAJIMA
Kimihiro NORIZAWA
Kouji HIGUCHI 
Miki KASHIWAKURA

Department of Nanotechnology for Environmental and Energy Applications
Prof. Takahiro KOZAWA

Department of Nano-Intelligent Systems
Prof. Takashi WASHIO

Department of Nanodevices for Medical Applications
Prof. Shunichi KURODA
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Staff List
職員名簿

(August 1. 2016)

Nanoscience and Nanotechnology Center
Nanofabrication Shop

Director Prof. Hidekazu TANAKA

Advanced Nanotechnology Instrument Laboratory
Director Prof.

Specially Appointed Technical Staff
Hidekazu TANAKA
Michiko SAKUMA

Facilities Attached to Research Institutes
Comprehensive Analysis Center

Director Prof.
Assoc.Prof.
Assis.Prof.
〃

Nobuo KATO
Takeyuki SUZUKI
Dayang ZHOU
Kaori ASANO

Reserch Laboratory for Quantum Beam Science
Director Prof.

Assoc.Prof.
Assis.Prof.

Yoichi YOSHIDA
Yoshihide HONDA
Sachiko TOJO

Center for Collaborative Research Education and Training
Director Prof. Akira OIWA

International Collaborative Research Center
Director Prof. Seiji TAKEDA

Service Facilities
Workshop Director Prof. Hiroaki SASAI

Electronic Processing Laboratory
Director Prof. Kazunori KOMATANI

Office of Information Network
Director Prof. Akira OIWA

Academia Industry Relations Office
Director Prof. Takeharu NAGAI

Library Director Prof.

Librarian 
Takeharu NAGAI
Shizuka OGASAWARA

Facilities Management Office
Director Prof. Takahiro KOZAWA

Public Relations Office
Director Prof.

Specially Appointed Adoministrative Staff
Akira OIWA
Atsumi ITO

Planning Office
Director, Specially Appointed Prof.
Specially Appointed Adoministrative Staff

Yoshihiko HIROTSU
Aya NISHIDA

Technical Division
Head Noriyuki OGAWA

Machine Group Noriyuki OGAWA
Senjin AIHARA
Yuki MATSUSHITA
Shouichi SAKAKIHARA

Measurement Group Masayoshi OHNISHI
Yuka OKUMURA
Kazuya FURUKAWA
Yuhei OKADA
Tsuyoshi MATSUZAKI
Hitoshi HANEOKA
Yosuke MURAKAMI

Division of Next Industry Generation 
Department of New Industrial Projection

Specially Appointed Prof. Hirokazu SHIMIZU

Division of Special Projects
Laboratories of Second Project

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

Mitsubishi Electric Collaborative Research Division for Wide-area Security Technology
Prof.

Assoc.Prof.
〃

Specially Appointed Assis. Prof.

Yasushi YAGI
Yasushi MAKIHARA
Daigo MURAMATSU
Noriko TAKEMURA

Administrative Office
Director Yoshikazu TANAKA

General Affairs Division Masahiro KOMAKI
Yutaka KUROKUI
Tomoko SAWADA
Takahiro FUKUI
Takashi FUJIMORI
Kazumi HAYASHI

Research Cooperation Division 
Otoji TANI
Takashi MATSUDO
Kaoru NAKAMURA
Shingo TABATA
Mayu ESAKA
Momoko SAKAI
Keisuke KODERA
Naoko MASAKI
Yasuko MUTSUI
Masako MORITA
Mai SHIMURA
Hideaki KIMURA
Misato KUBO
Etsuko UNO
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Staff/Budget/Education and Research Activities
職員/予算/教育・研究活動

所員数 （平成28年4月1日現在）
教授 …………………………………………… 23名
准教授 ………………………………………… 31名
助教 …………………………………………… 43名
特任教授（常勤） ……………………………… 2名
特任准教授 …………………………………… 5名
特任助教（常勤）……………………………… 16名
特任研究員（常勤）…………………………… 24名
事務職員 ……………………………………… 23名
技術職員 ……………………………………… 17名
その他 …………………………………………116名
合計 ……………………………………………300名

運営費交付金 （平成27年度）
区　分 金　　額（千円）　

人 件 費 1,256,564
物 件 費 631,934

計 1,888,498

科学研究費補助金等 （平成27年度）
区　分 件　数 金　　額（千円）　

科学研究費補助金 184件 791,957
そ の 他 補 助 金 7件 33,547
奨 学 寄 附 金 60件 95,120
受 託 研 究 44件 1,058,379
民間等との共同研究 69件 220,562
受 託 事 業 等 9件 94,396

計 373件 2,293,961

教育 （平成28年4月1日現在）
【大学院教育】
　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。

理学研究科 

専　 攻　 名 担当教員名 
（教授）

担当教員名 
（准教授）

物　 理　 学
小口多美夫 井上　恒一 

長谷川繁彦
白井　光雲 

化 学

小林　　光 
笹井　宏明 
中谷　和彦
加藤　修雄 
谷口　正輝

松本　健俊
滝澤　　忍
堂野　主税
鈴木　健之
筒井　真楠

工学研究科 

専　 攻　 名 担当教員名 
（教授）

担当教員名 
（准教授・助教）

精密科学･応用物理学 関谷　　毅
小口多美夫

須藤　孝一
白井　光雲

電気電子情報工学
大岩　　顕
鷲尾　　隆
駒谷　和範

長谷川繁彦 
河原　吉伸
古崎　晃司 

マテリアル生産科学 竹田　精治
関野　　徹

吉田　秀人
多根　正和

応 用 化 学

真嶋　哲朗  
安蘇　芳雄
古澤　孝弘

藤塚　　守
川井　清彦
家　　裕隆
室屋　裕佐

環境・エネルギー工学

吉田　陽一

 

金﨑　順一
田中慎一郎 
譽田　義英 
楊　　金峰

知能・機能創成工学 菅沼　克昭 能木　雅也
長尾　至成

ビジネスエンジニアリング 鷲尾　　隆 河原　吉伸

生命先端工学
永井　健治 松田　知己

新井　由之
中野　雅裕

基礎工学研究科

専　 攻　 名 担当教員名 
（教授）

担当教員名 
（准教授）

物 質 創 成
松本　和彦
小口多美夫
田中　秀和

井上　恒一
白井　光雲
神吉　輝夫 

薬学研究科 

専　 攻　 名 担当教員名 
（教授）

担当教員名 
（准教授）

─ 西野　邦彦
永井　健治

西　　　毅

情報科学研究科 

専　 攻　 名 担当教員名 
（教授）

担当教員名 
（准教授）

情 報 数 理 学 沼尾　正行  

コンピュータサイエンス 槇原　　靖
村松　大吾

生命機能研究科 

専　 攻　 名 担当教員名 
（教授）

担当教員名 
（准教授）

生 命 機 能 永井　健治 和田　　洋
岡島　俊英

共通教育科目担当授業

専　 攻　 名 担当教員名 
（教授）

担当教員名 
（准教授）

キラルテクノロジー
の基礎

真嶋　哲朗
笹井　宏明
中谷　和彦
加藤　修雄
安蘇　芳雄

藤塚　　守
川井　清彦
滝澤　　忍
鈴木　健之
家　　裕隆

ナノテクノロジー
が拓く量子の世界

松本　和彦
小口多美夫
田中　秀和
大岩　　顕
関谷　　毅

長谷川繁彦
井上　恒一
須藤　孝一
白井　光雲
服部　　梓

分 子 と 生 命 永井　健治

知能とコンピュータ
鷲尾　　隆
沼尾　正行
駒谷　和範

古崎　晃司
槇原　　靖
河原　吉伸

先端ビーム科学
真嶋　哲朗
吉田　陽一
古澤　孝弘

化 学 概 論 谷口　正輝 筒井　真楠

化 学 要 論 加藤　修雄

分 子 化 学 Ａ 松本　健俊

基礎有機化学 中谷　和彦 堂野　主税
鈴木　健之

物理学概論Ⅰ 小口多美夫 田中慎一郎

熱学・統計力学要論 白井　光雲
金﨑　順一

【ナノサイエンス・ナノテクノロジー高度学際教育研究
訓練プログラム（平成28年度）】
大学院博士前期課程（副専攻プログラム・高度副プログラム）
担当教員名 
（教授）

担当教員名 
（准教授）

担当教員
（助教）

小口多美夫
古澤　孝弘
松本　和彦
笹井　宏明
真嶋　哲朗
竹田　精治
田中　秀和
関野　　徹
大岩　　顕

白井　光雲
室屋　裕佐
井上　恒一
長谷川繁彦
滝澤　　忍
鈴木　健之
藤塚　　守
川井　清彦
吉田　秀人
神吉　輝夫

籾田　浩義
金井　　康

大学院博士後期課程（高度副プログラム）

コース 担当教員名 
（准教授）

高度学際萌芽研究訓練 竹田　精治

社会人教育プログラム
担当教員名 
（教授）

担当教員名 
（准教授）

小口多美夫
安蘇　芳雄
田中　秀和
松本　和彦
谷口　正輝
竹田　精治
菅沼　克昭

白井　光雲

【知のジムナスティックス（高度教養プログラム）
（平成28年度）】

科　目 担当教員名 
（准教授）

データマイニングの基礎と実践
鷲尾　　隆
矢田　勝俊
（招へい）
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Staff/Budget/Education and Research Activities
職員/予算/教育・研究活動

Number of Staff Members (Apr. 1. 2016)
Prof. ……………………………………………… 23
Associate Prof.  ………………………………… 31
Assistant Prof. …………………………………… 43
Specially Appointed Prof. (Full-time) ………… 2
Specially Appointed Assoc. Prof. (Full-time) … 5
Specially Appointed Assis. Prof. (Full-time) … 16
Specially Appointed Researcher (Full-time) … 24
Administrative Official ………………………… 23
Technical Official ……………………………… 17
etc. ………………………………………………116
Total ………………………………………………300

Subsidy for operating expenses (FY2015)
Personnel Expenditure ¥ 1,256,564,000
Non-Personnel Expenditure ¥ 631,934,000
Total ¥ 1,888,498,000

Grants-in-Aid for Scientific Research Ministry of  
Education,  Science, Sports and Culture (FY2015)
Total ¥ 791,957,000
Number 184

Joint Research , Subsides and Others (FY2015)
Total ¥ 1,502,004,000
Number 189

Education (Apr. 1. 2016)
【Graduate Education】
　Members of this institute participate in graduate 
education in cooperation with the Graduate Schools 
of Science, Engineering, Engineering Science, 
Pharmaceutical Sciences, Information Science and 
Technology and Frontier Biosciences. 

Graduate School of Science
Course Prof. Assoc. Prof.

Physics Tamio OGUCHI Koichi INOUE
Shigehiko HASEGAWA
Koun SHIRAI

Chemistry Hikaru KOBAYASHI
Hiroaki SASAI
Kazuhiko NAKATANI
Nobuo KATO
Masateru TANIGUCHI

Taketoshi MATSUMOTO
Shinobu TAKIZAWA
Chikara DOHNO
Takeyuki SUZUKI
Makusu TSUTSUI

Graduate School of Engineering
Course Prof. Assoc. Prof. & Assis. Prof.

Precision Science 
& Technology and 
Applied Physics

Tsuyoshi SEKITANI
Tamio OGUCHI

Koichi SUDOH
Koun SHIRAI

Electrical, Electronic, 
and Information 
Engineering

Akira OIWA
Takashi WASHIO
Kazunori KOMATANI

Shigehiko HASEGAWA
Yoshinobu KAWAHARA
Kouji KOZAKI

Materials and 
Manufacturing  Science

Seiji TAKEDA 
Toru SEKINO

Hideto YOSHIDA
Masakazu TANE

Applied Chemistry Tetsuro MAJIMA
Yoshio ASO
Takahiro KOZAWA

Mamoru FUJITSUKA
Kiyohiko KAWAI
Yutaka IE
Yusa MUROYA

Sustainable Energy 
and Environmental 
Engineering

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

Adaptive Machine 
Systems 

Katsuaki SUGANUMA Masaya NOGI
Shijo NAGAO

Business Engineering Takashi WASHIO Yoshinobu KAWAHARA
Advanced Science and 
Biotechnology

Takeharu NAGAI Tomoki MATSUDA
Yoshiyuki ARAI
Masahiro NAKANO

Graduate School of Engineering Science
Course Prof. Assoc. Prof.

Materials 
Engineering 
Science

Kazuhiko MATSUMOTO
Tamio OGUCHI
Hidekazu TANAKA

Koichi INOUE
Koun SHIRAI
Teruo KANKI

Graduate School of Pharmaceutical Sciences
Course Prof. Assoc. Prof.

─
Kunihiko NISHINO
Takeharu NAGAI

Tsuyoshi NISHI

Graduate School of Information Science and Technology
Course Prof. Assoc. Prof.

Information and 
Physical Sciences

Masayuki NUMAO

Computer Science Yasushi MAKIHARA
Daigo MURAMATSU

Graduate School of Frontier Biosciences
Course Prof. Assoc. Prof.

Department of 
Frontier Biosciences

Takeharu NAGAI Yoh WADA
Toshihide OKAJIMA

General Education Subjects
Course Prof. Assoc. Prof.

Basic Chiral 
Technology

Tetsuro MAJIMA
Hiroaki SASAI
Kazuhiko NAKATANI
Nobuo KATO
Yoshio ASO

Mamoru FUJITSUKA
Kiyohiko KAWAI
Shinobu TAKIZAWA
Takeyuki SUZUKI
Yutaka IE

Quantum World of 
Nanotechnology

Kazuhiko  MATSUMOTO 
Tamio OGUCHI
Hidekazu TANAKA
Akira OIWA
Tsuyoshi SEKITANI

Shigehiko HASEGAWA
Kouichi INOUE
Kouichi SUDOH
Koun SHIRAI
Azusa HATTORI

Introduction of 
Molecular Biology

Takeharu NAGAI

Intelligence and 
Computers

Takashi WASHIO
Masayuki NUMAO
Kazunari KOMATANI

Kouji KOZAKI
Yasushi MAKIHARA
Yoshinobu KAWAHARA

Advanced Beam 
Science

Tetsuro MAJIMA
Yoichi YOSHIDA
Takahiro KOZAWA

Introductory 
Chemistry

Masateru TANIGUCHI Makusu TSUTSUI

Elementary 
Chemistry

Nobuo KATO

Molecular 
Chemistry A 

Taketoshi MATSUMOTO

Basic Organic 
Chemistry 

Kazuhiko NAKATANI Chikara DOHNO
Takeyuki SUZUKI

Physics I Tamio OGUCHI Shinichiro TANAKA

Thermodynamics
Koun SHIRAI
Junichi KANASAKI

【Graduate-level Career-up Programs for Nanoscience and 
Nanotechnology（FY2016）】   
Advanced Inter-disciplinary, Multi-disciplinary Graduate-level 
Programs for Education, Research and Training in Nanoscience 
and Nanotechnology, Advanced Interdisciplinary Education for 
MSc Subsidiary Course/Subprogram

Prof. Assoc. Prof. Assis. Prof.

Tamio OGUCHI
Takahiro KOZAWA
Kazuhiko MATSUMOTO
Hiroaki SASAI
Tetsuro MAJIMA
Seiji TAKEDA
Hidekazu TANAKA
Toru SEKINO
Akira OIWA

Koun SHIRAI
Yusa MUROYA
Koichi INOUE
Shigehiko HASEGAWA
Shinobu TAKIZAWA
Takeyuki SUZUKI
Mamoru FUJITSUKA
Kiyohiko KAWAI
Hideto YOSHIDA
Teruo KANKI

Hiroyuki MOMIDA
Yasushi KANAI

Advanced Inter-/ Multi-Disciplinary Graduate-level Programs 
for Education, Research and Training in Nanoscience and 
Nanotechnology Advanced Interdisciplinary Research Training for 
PhD Subprogram

Course Prof.
Advanced Multidisciplinary Exploratory 
Research

Seiji TAKEDA

Advanced Inter-/Multi-disciplinary Graduate-level Programs 
for Education, Research and Training in Nanoscience and 
Nanotechnology, Advanced Refresher Program for Special 
Students   

Prof. Assoc. Prof.

Tamio OGUCHI
Yoshio ASO
Hidekazu TANAKA
Kazuhiko MATSUMOTO
Masateru TANIGUCHI
Seiji TAKEDA
Katsuaki SUGANUMA

Koun SHIRAI

【Intellectual Gymnastics（Advanced Education in the Liberal 
Arts）（FY2016）】

Course Prof.
Basics and Practice of Data Mining Takashi WASHIO 

Katsutoshi YADA
 (Guest Prof.)
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Staff/Budget/Education and Research Activities
職員/予算/教育・研究活動

大学院生受入数……193名（平成28年4月1日現在）

博士前期課程 博士後期課程
理学研究科 37名 21名
工学研究科 48名 31名
基礎工学研究科 15名 3名
薬学研究科 2名 2名
情報科学研究科 17名 12名

博士課程
生命機能研究科 5名

研究員及び研究生（平成28年4月1日現在）

外国人招へい研究員 ……………………………………11名
研　究　生  ……………………………………………… 7名

産業界との研究協力 
共同研究 
　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27年度には、本研究所で
合計69件の共同研究が実施された。
受託研究 
　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27年度には、本研究所
で合計44件の受託研究が行われた。
産研テクノサロン
　（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27年度に
は講演会（4回）を実施した。
新産業創造研究会 
　（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27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。

国際交流
　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）
•釡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）
•釡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）
•アウクスブルグ大学（ドイツ）

Number of Graduate Students (Apr.1.2016)
MSc PhD

Graduate School of Science 37 21
Graduate School of Engineerin 48 31
Graduate School of Engineering Science 15 3
Graduate School of Pharmaceutical Sciences 2 2
Graduate School of Information Science and Technology 17 12
Graduate School of Frontier Bioscience 5

Number of Researchers 
and Research Students (Apr.1.2015)

Research Fellows …………………………………………… 11
Research Students ………………………………………… 7

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 usually 
provided by the company. A total of 69 programs were 
carried out in 2015.
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 44 programs were carried out in 2015.
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 2015.

International Exchange
　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
•Pusan National University (College of Natural Sciences)
•Hanyang University
•National Taiwan University
•Centre National de la Recherche Scientifique
•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
•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)

•Assiut University (Faculty of Science)
• Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw : Belgium
•University of Bordeaux 

•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）
•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）
•アイントホーフェン工科大学機械工学部（オランダ）
•パシフィックノースウェスト国立研究所（アメリカ）
•鮮文大学校工学部（韓国）
•上海大学環境および化学工学研究科（中国）
•チュラロンコン大学工学部コンピュータ工学科（タイ）

　また、平成27年度の留学生受け入れ数は次のとおりで
ある。
中国（24）、韓国（2）、フィリピン（2）、タイ（7）、台湾（2）、ロシア
（1）、インドネシア（3）、コスタリカ（1）、バングラデシュ（2）、マレー
シア（2）、ベトナム（1）、エジプト（4）、インド（1）、オランダ（1）、
イギリス（1）

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  
　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。
　また、産研、ナノテクノロジーセンター、国際合同シン
ポジウムを平成27年12月7～9日に開催した。

•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
• Eindhoven Universi ty of  Technology (School of 

Mechanical Engineering)
• Pacific Northwest National Laboratory
•Sun Moon University (College of Engineering)
• Shanghai University (School of Environ men and 

Chemical Engineering)
• Chulalongkorn University (Department of Campute 

Enginnering)

Foreign students in 2015 are as follows:
China(24), Korea(2), Philippine(2), Thailand(7), Taiwan(2), 
Russia(1), Indonesia(3), CostaRica(1), Bangladesh(4), 
Malays ia(2) ,  V ie tnam(1) ,  Egypt(4) ,  India(1) ,  The 
Netherlands(1), U.K.(1)

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
　A symposium on special topics and a subsequent 
conference for presenting results of research activities of 
the members of the Institute are held annually in December. 
They are open to the public. 
　SANKEN, Nanoscience and Nanotechnology Center    
International Sympsium was held on December 2015.
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Staff/Budget/Education and Research Activities
職員/予算/教育・研究活動

プロジェクト研究（平成27年度）
家　　裕隆 有機電解効果トランジスタ素子の無物性評価

【（国研）科学技術振興機構】
磯山　悟朗 RF電子銃用大強度レーザーの開発と若手育成

【大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研
究機構】

大岩　　顕 電子フォトニクス融合によるポアンカレイン
ターフェースの創製【（国研）科学技術振興機
構】
新原理に基づいた高変換効率（～70％）の新
型太陽電池の試験開発【（国研）科学技術振興
機構】

小口多美夫 第一原理計算による電子状態解析【（国研）科
学技術振興機構】
計算物質科学人材育成コンソーシアム【（国研）
科学技術振興機構】

開發　邦宏 大阪大学タイ感染症共同研究拠点の戦略的新
展開に係る技術【（国研）日本医療研究開発機
構】
デングウイルス感染症を検出するペプチド核
酸デバイスの開発【（独）日本学術振興会】

加藤　修雄 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【（国研）科学技
術振興機構】

川井　清彦 蛍光の blinkingを自在に操る分子技術の創出
【（国研）科学技術振興機構】

川合　知二 ナノ・マイクロポアを用いた In SECTシステ
ムの開発【（国研）科学技術振興機構】

神吉　輝夫 ゆらぎ発振器によるホタルを模倣したシンク
ロ型演出照明のデザイン【（国研）科学技術振
興機構】

黒田　俊一 Ｂ型肝炎ウィルス感染受容体の分離・同定と
感染系の樹立及び感染系による病態機構の解
析と新規抗HBV剤の開発【（国研）日本医療研
究開発機構】

古澤　孝弘　 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)】
高感度化に係るレジスト材料設計指針の開発
【(株)EUVL基盤開発センター (NEDO再委
託)】

小林　　光 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【（国研）科学
技術振興機構】

駒谷　和範 ユーザ行動の階層的理解に基づく音声対話ロ
ボットへの適応過程モデルの研究開発【総務
省】

Research Projects（FY2015）
Y.IE Evaluation of organic field-effect tansistor 

devices【JST】
G.ISOYAMA Development of a high intensity laser for 

the RF electron gun and training of young 
scientists【KEK】

A.OIWA Creation of a poincaré interface through the 
convergence of electronics and photonics

【JST】
Development of new-concept solar cell 
achieving ~70% energy conversion【JST】

T.OGUCHI CREST basic research program, creation of 
iInnovative functions of intelligent materials 
on the basis of element strategy,  exploring 
for new functional materials with unusual 
ionic states and coordinations, first-principles 
analysis of electronic structure【JST】
Professional development consortium for 
computational materials scientists【JST】

K.KAIHATSU Novel strategic development of Osaka 
university and Thailand research collaboration 
on emerging and Re-emerging infections

【AMED】
Development of peptide nucleic acid-based 
device for dengue virus infection【JSPS】

N.KATO Design and synthesis of universal inhibitors 
for bacterial effulux pumps【JST】

K.KAWAI Development of molecular technology that 
enables the control of fluorescence blinking

【JST】
T.KAWAI Development of InSECT System Using Nano-

Micro Pore【JST】
T.KANKI Design of syncromized light mimicking firefly 

using yuragi oscillator【JST】
S.KURODA Isolation and identification of hepatitis B 

virus receptor, pathological analysis by 
the establishment of infection system, and 
development of anti-hepatitis B virus drugs

【AMED】
T.KOZAWA Development of EUV mask inspection and 

resist materials / Development of EUV resist 
materials【EIDEC】
Development of highly sensitive resist material 
design strategy【EIDEC】

H.KOBAYASHI Fabrication of silicon surface with ultra-low 
reflectivity with the interface control method 
and development of crystalline silicon solar 
cells with ultra-high efficiency【JST】

K.KOMATANI Development of adaptation process model to 
spoken dialogue robots based on hierarchical 
understanding of user behaviors【MIC】

プロジェクト研究（平成27年度）
笹井　宏明 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【（国研）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【（国研）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】

菅沼　克昭 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）】
クリーンデバイス社会実装推進事業／次世代
半導体を用いた超小型電力変換モジュールの
多用途社会実装【（国研）新エネルギー・産業
技術総合開発機構】
SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）
／次世代パワーエレクトロニクス／SiCに関
する拠点型共通基盤技術開発／SiC 次世代パ
ワーエレクトロニクスの統合的研究開発【（国
研）新エネルギー・産業技術総合開発機構】

杉山　麿人 統計的有意性を担保する超高速パターン発見
技術の創出【（独）科学技術振興機構】

関谷　　毅 生体調和エレクトロニクスデバイスの製作評
価【（独）科学技術振興機構】
体内埋込型集積回路内蔵フレキシブル超薄膜
センサシートを用いたマーモセットの脳信号
計測システムの開発【（国研）日本医療研究開
発機構】
大容量体内-体外無線通信技術及び大規模脳情
報処理技術の研究開発とBMIへの応用【（国研）
情報通信研究機構】

滝澤　　忍 バイオマス資源を活用する多機能有機分子不
斉触媒の開発と応用【（独）日本学術振興会】

田中　秀和 分子・物質合成プラットフォーム実施機関【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】

谷口　正輝 微細加工プラットフォーム実施機関【国立大
学法人京都大学】

永井　健治 マルチモーダル発光イメージングシステムの
開発【（国研）科学技術振興機構】
機能超解像プローブの開発と、超解像細胞生
理機能イメージングによる細胞情報熱化学研
究および細胞状態診断法開発【（国研）科学技
術振興機構】
超高感度指示薬による細胞性粘菌発生過程の
時空間カルシウムイオン観察【（独）日本学術
振興会】

中谷　和彦 ヘアピンPCR法によるデジタル肝炎検査技術
の開発【（国研）科学技術振興機構】

西野　邦彦 トランスポーター制御による細菌恒常性維持
機構の解明と新規治療戦略の開発【文部科学
省】
細菌多剤耐性化に関与する多剤排出システム
の構造および機能の解明【（独）日本学術振興
会】

Research Projects（FY2015）
H.SASAI Control of chirality by immobolized 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】
K.SUGANUMA Improvement of high frequency properties in 

printed TFT circuits【 JAPERA】
Clean device project【NEDO】
SIP/Nex generation power electronics/
Fundamental technology development on 
SiC/Unified reseach on SiC power electronics

【NEDO】
M.SUGIYAMA Scalable technologies for finding significant 

patterns【JST】
T.SEKITANI The making value of the living body harmony 

electronics device【JST】
Development of a brain signal measurement 
system of a marmoset using the embedding 
type integrated circuit built-in flexible suer-film 
sensor seat in the body【AMED】
Development of large capacity wireless data 
transmission technology through body and 
large-scale brain information processing 
technology, and their application for BMI

【NICT】
S.TAKIZAWA Design and synthesis of multifunctional 

chiral organocatalysts detived from biomass 
resources : Applications in asymmetric 
organocatalysis【JSPS】

H.TANAKA Molecular & materials synthesis platform in 
nanotechnology open facilities【IMS】 

M.TANIGUCHI Center for the promotion of interdisciplinary 
education and research/Nano technology hub

【Kyoto Univ.】
T.NAGAI Development of multi-modal chemiluminescent 

imaging system【JST】
Superresolution of "physiological functions" 
and diagnostics of activity architecture in live 
cells 【JST】
Spatiotemporal Ca2+ imaging during cellular 
sl ime mold development: A study with 
ultrasensitive genetically encoded indicators

【JSPS】
K.NAKATANI Development of digital hairpin primer PCR for 

diagnosis of hepatitis【JST】
K.NISHINO Mechanism of bacterial homeostasis mediated 

by transporters and development of new 
therapeutic strategies to control infectious 
diseases【MEXT】
Structural and functional analysis on bacterial 
multidrug efflux systems【JSPS】
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Staff/Budget/Education and Research Activities
職員/予算/教育・研究活動

Research Projects（FY2015）
A.HATTORI Realization of the power saving functional 

phase switching device uti l izing nano-
confinment effect for the strongly correlated 
metal oxide【JST】

K.KOZAKI Research on development of a medical 
knowledge database for medical information 
systems; Ontology development support 
environment, design of application program 
for database use【The University of Tokyo 
(MHLW)】

T.MAJIMA Study on unstable reactive species of CPP
【JST】

T.MATSUDA Dynamics analysis of drug effulux transporter 
and drug【JST】

K.MATSUMOTO International research collaboration network 
for developing highly functional sSensing 
devices for health, safety and security【JSPS】
The development of a "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】
Creation of the two dimensional biological 
model platform using the sugar chain modified 
graphene【JST】

Y.MUROYA “Japan-Asia youth exchange program in 
science (SAKURA exchange program in 
science)”“Science and technology experience 
course” (Course A)　 【JST】

Y.YAGI Behavior Understanding based on Intention-
Gait Model【JST】

A.YAMAGUCHI Studies on the Structural Basis of Multidrug 
Efflux Transport and The Development of 
Multidrug Transporter Inhibitors【JST】

H.YOSHIDA Visualization of the atomic structure and 
the nanoscale temperature distribution in 
thermoelectric nanomaterials【JST】

Y.YOSHIDA Nanoscience and nanotechnology alliance in 
Osaka university【MEXT】

K.YOSHIZAKI Investigation of epidemiological diagnostic 
reality of Castlemanʼs disease and research 
of construction of patient organizationʼs 
support system【National Institute of Public 
Health(MHLW)】

T.WASHIO Big Data Analysis of Heart Failure Cases using 
Novel LAMP Data Mining Method -Discovery 
of New Heart Failure Aggravating Factors and 
Its Practical Application-【NCVC】

Evaluation and Validation on Application 
Feasibility of Discrete Structure Processing in 
Statistics and Data Mining【JST】

Information Extraction to Characterize Cell 
Physiology Based on Time-series of Super-
High Resolutional Image Date【JST】

Scientific Awards（FY2015）
Y.TAKEUCHI 136th Annual Meeting of the Pharmaceutical 

Society of Japan, Excellent Poster Award
Y.MAKIHARA The 2nd IEEE Int. Conf. on Identity, Security 

and Behavior AnalysisBest Reviewers Award
W.FUJITA ICAART Program Best Student Paper Award
H.SASAI Synthetic Organic Chemistry Award, Japan
M.NOGI Printable Electronics Award 2016　Business 

Model Award
H.SASAI

K.TAKENAKA
6th Symposium on Advanced Mplecular 
Transformations by Organocatalysts, Poster 
Presentation Award

T.SEKITANI
T.UEMURA IDW'15 Best Paper Award

T.SEKINO 2015 Paper Award
T.SEKITANI The 12th JSPS Prize
S.IKEMOTO GCAD Award

K.TAKENAKA The Society of Synthetic Organic Chemistry, 
Japan, The 13th Kansai Branch Award

Danaipat  
Sodkomkham

The 3rd Prize from an Online Machine 
Learning/Data Science Competition

H.TANAKA PCOS2015　Best Paper Award
T.SEKINO The 70th (2015) Ceramic Society of Japan 

Awards For Academic Achievements
Y.YAGI       

Y.MAKIHARA  
D.MURAMATSU

SBRA2015　Poster Presentation Award

K.KOZAKI The  5 th  Jo in t  In te rna t iona l  Semant ic 
Technology Conference, Best In-Use Paper

T.SEKINO
K.FUJII IUMRS-ICAM2015 Best Poster Award

T.YOSHIDA Japanese Society of Radiation Chemistry, 
Young Scientist Best Poster Award

M.TANE Grant-in-Aid for Scientif ic Research on 
Innovative Areas Materials Science on 
Synchronized LPSO Structure  -Innovative 
Development to Next-generation Lightweight-
structural Materials-,Best Presentation Award

K.FUJII The 28th Fall Meeting, Best Presentation 
Award

M.FUJITSUKA The Japanese Photochemistry Association 
Award

Y.MUROYA Indian Nuclea Society ,Best Postre Award
S.YAMASAKI 27th SYMPOSIUM ON MICROBIAL SCIENCE

Best Abstract Award
H.KOGA Best Presentation Award in the 82nd Meeting 

of Japan Technical Association of the Pulp 
and Paper Industry

M.TANIGUCHI Japan Science and Technology Agency, 
President Award

T.MAJIMA Korean Society of Photoscience,Merit Award
T.GOTO TAM Presentation Award

F.OKURA The 18th Meeting on Image Recognition and 
Understanding Outstanding reviewer

プロジェクト研究（平成27年度）
服部　　梓 遷移金属酸化物のナノ空間3次元制御による

省エネルギー駆動機能選択的相変化デバイス
創製【（国研）科学技術振興機構】

古崎　晃司 医療情報システムのための医療知識基盤デー
タベース研究開発；オントロジー拡充支援環
境、利活用のためのプログラム設計【国立大
学法人東京大学(厚労省)】

真嶋　哲朗 CPP類の不安定活性種状態の解明【（国研）科
学技術振興機構】

松田　知己 異物排出タンパク質及び排出薬剤の動態解析
【（国研）科学技術振興機構】

松本　和彦 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【（国研）
科学技術振興機構】
糖鎖機能化グラフェンを用いた二次元生体モ
デルプラットフォームの創成【（国研）科学技
術振興機構】

室屋　裕佐 日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さく
らサイエンスプラン )実施業務（Ａコース．科
学技術交流活動コース）【（国研）科学技術振
興機構】

八木　康史 個人歩容意図 【（国研）科学技術振興機構】
山口　明人 異物排出輸送の構造的基盤解明と阻害剤の開

発【（国研）科学技術振興機構】
吉田　秀人 熱電ナノ材料と原子構造とナノスケール温度

分布の可視化【（国研）科学技術振興機構】
吉田　陽一 大阪大学ナノサイエンス・ナノテクノロジー

アライアンス【文部科学省】
吉崎　和幸 キャッスルマン病の疫学診療実態調査と患者

団体支援体制の構築に関する研究【国立保健
医療科学院（厚生労働省）】

鷲尾　　隆 新しいデータマイニング法LAMPによる心不
全症例ビッグデータの解析―新規心不全増悪
因子の発見とその現場応用―【（独)循環器病
研究センター】
統計・データマイニング分野における離散構
造処理応用可能性の評価・検証【（国研）科学
技術振興機構】
超解像時系列画像データからの細胞生理機能
を特徴づける情報抽出【（国研）科学技術振興
機構】

受賞状況（平成27年度）

武内　優奈 日本薬学会第136年会 優秀発表賞（ポスター
発表の部）

槇原　　靖 認証，セキュリティ，行動解析に関する第2
回IEEE国際会議最優秀査読者賞

藤田　　渉 ICAART Program Best Student Paper 
Award

笹井　宏明 有機合成化学協会賞
能木　雅也 プリンタブルエレクトロニクス展

プリンタブルエレクトロニクス2016 ビジネ
スモデル部門賞

笹井　宏明
竹中　和浩

「有機分子触媒による未来型分子変換」第6回
公開シンポジウム優秀ポスター賞

関谷　　毅
植村　隆文 IDW'15 Best Paper Award

関野　　徹 平成27年度日本接着歯学会論文賞
関谷　　毅 第12回日本学術振興会賞
池本　　祥 グラフィクスとCAD研究会優秀研究発表賞
竹中　和浩 第13回有機合成化学協会関西支部賞
Danaipat  

Sodkomkham
The 3rd Prize from an Online Machine 
Learning/Data Science Competition

田中　秀和 PCOS2015　Best Paper Award
関野　　徹 第70回日本セラミックス協会賞学術賞
八木　康史                     
槇原　　靖                        
村松　大吾

第5回バイオメトリクスと認識・認証シンポ
ジウム　優秀ポスター発表賞

古崎　晃司 The 5th Joint International Semantic 
Technology Conference, 最優秀In-Use論
文賞

関野　　徹                        
藤井　賢佑 IUMRS-ICAM2015 ベストポスター賞

吉田　哲郎 日本放射線化学会　若手ポスター賞最優秀賞
多根　正和 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－優秀発表賞

藤井　賢佑 日本セラミックス協会2015年秋季シンポジ
ウム 最優秀発表賞

藤塚　　守 光化学協会賞
室屋　裕佐 インド原子力学会　最優秀ポスター賞
山崎　聖司 第27回微生物シンポジウム 最優秀アブスト

ラクト賞
古賀　大尚 第82回紙パルプ研究発表会最優秀発表賞
谷口　正輝 科学技術振興機構理事長賞
真嶋　哲朗 韓国光科学会 Merit Award
後藤　知代 TAM Presentation Award
大倉　史生 第18回 画像の認識・理解シンポジウム 

Outstanding reviewer
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Staff/Budget/Education and Research Activities
職員/予算/教育・研究活動

受賞状況（平成27年度）

真嶋　哲朗 日本光医学・光生物学会　学会賞
山崎　聖司 6th Symposium on Ant imicrobia l 

Res is tance  i n  An ima ls  and  the 
Environment, Poster Award

良元　伸男 2015年度化学･生物素材研究開発奨励賞
吉田　哲郎 公益社団法人日本放射線化学会　若手科学者

賞
槇原　　靖 顔とジェスチャの自動認識に関する第11回

IEEE国際会議優秀査読者賞
関谷　　毅 文部科学大臣賞　若手科学者賞
金井　　康 公益財団法人船井情報科学振興財団　船井研

究奨励賞
谷口　正輝 APEX / JJAP編集貢献賞

Scientific Awards（FY2015）
T.MAJIMA Japanese Society for Photomedicine and 

Photobiology  Award
S.YAMASAKI 6th Symposium on Antimicrobial Resistance 

in Animals and the Environment (ARAE 2015), 
Poster Award

N.YOSHIMOTO Award for Researches on Chemical and 
Biological Materials in 2015

T.YOSHIDA Japanese Society of Radiation Chemistry 
Yang Scientist Award

Y.MAKIHARA The 11th IEEE Int.  Conf. on Automatic 
Face and Gesture RecognitionOutstanding 
Reviewer

T.SEKITANI MEXT Young Scientist Award
Y.KANAI Funai Research Encouragement Award

M.TANIGUCHI APEX / JJAP Editorial Contribution Award
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【Current Research Programs】
1.
 

Synthesis of nanocarbons and fabrication of 
nanocarbon field-effect transistors.

2.
 

Development of quantum devices and biodevices 
using nanocarbons.

　Nanocarbons such as graphene and carbon 
nanotube are promising materials for the electronic 
devices in the next generation, due to their unique 
structures and electronic properties. We investigate 
a broad range of topics in nanocarbons, from the 
nanocarbon synthesis to their quantum/biodevice 
applications.【研究課題】

1. ナノカーボンの合成、およびそれらを用いたトラ
ンジスタの作製

2.
 
ナノカーボンを用いた量子デバイスやバイオデバ
イスの開発

　グラフェンをはじめとするナノカーボンは、その特
異な形状や優れた電気特性から、次世代のデバイス材
料として期待されている。本研究分野では、ナノカー
ボンの合成・評価から量子・バイオデバイスへの応用
に至るまで、幅広く研究を進めている。

Assis. Prof. T.ONO
小野　尭生助教

Assis. Prof. Y.KANAI
金井　　康助教

Prof. K. MATSUMOTO Assoc. Prof. K. INOUE
准教授 井上　恒一 松本　和彦教授

Department of Semiconductor Electronics

半導体量子科学研究分野 
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Ultraflexible organic electronics & photonics with ultimate mechanical flexibility and durability have 
been realized taking full advantages of integration technologies.

【Current Research Programs】
1.
 

Flexible organic transistors, organic LEDs, and 
sensors and its fundamental researches

2.
 

Developments of chemically-programmed "Organic  
supramolecular" and its applications to devices 

3.
Ca r r i e r  t r a n spo r t  me c h a n i sm  o f  o rgan ic 
semiconductors and the interface between organic 
semiconductor and metals, and the control 
technique.

4. Format ion of  3D nanostructures by Shape 
Transformation of High Aspect Ratio Microstructures.

5. Nano-structure Formation on Solid Substrates by 
Self-Organization.

6. Behavior of Molecules on Organic Semiconductor 
Surfaces.

　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.

【研究課題】
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

　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。

Specially Appointed Assis. Prof. 
H. OTA

特任助教
（常勤） 太田 裕貴

Specially Appointed Assis. Prof. 
Y. NODA

特任助教
（常勤）

特任准教授
（常勤） 野田　祐樹
Specially Appointed Assoc. Prof.  

T. UEMURA

植村　隆文
Assis. Prof. 
S. YOSHIMOTO

助教 吉本　秀輔
Assis. Prof. 
T.ARAKI

助教 荒木　徹平
Assoc. Prof. 
K. SUDOH

准教授 須藤　孝一
Prof. 

T. SEKITANI

教授 関谷　　毅

Department of Advanced Electron Devices

先進電子デバイス研究分野

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

薬剤耐性評価のための細胞画像処理
Cell image analysis for drug susceptibility testing

【Current Research Programs】
1. Optics for Computer Vision
2. Image Processing
3. Geometry
4. Photometry
5. Motion Analysis
6. Pattern Recognition and Image Understanding

　The studies in this laboratory focus on computer 
vision and media processing including basic 
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 authentication, intension, and emotion 
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】
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。

Specially Appointed Assis. Prof． 
N.TAKEMURA

Specially Appointed Assoc. Prof. 
K.AOKI

武村　紀子青木　工太 特任助教
（常勤）（兼任）

特任講師
（常勤）

Assis. Prof. 
F. OKURA

助教 大倉　史生満上　育久
Assis. Prof. 
I. MITSUGAMI

助教
Assoc. Prof．
D.MURAMATSU

村松　大吾准教授准教授 槇原　　靖 
Assoc. Prof. 
Y. MAKIHARA

Prof. Y. YAGI
八木　康史 教授

兼任理事・副学長

Department of Intelligent Media

複合知能メディア研究分野 
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准教授 助教 助教

　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, hydrogen source by 
reaction with water, and anode active materials for Li-
ion batteries have been developed using silicon swarf 
as a starting material to produce Si nanopowder.  We 
are also studying effects of the hydrogen-containing 
water on human body.
　Semiconductor inter face states have been 
evaluated using X-ray photoelectron spectroscopy 
measurements under bias developed by our group to 
improve silicon solar cell efficiency.

【Current Research Programs】
1.
 

High efficiency Si solar cells by use of novel chemical 
methods.

2.
 

Si nanoparticles for application to next generation 
energy materials.

3. Observation of semiconductor interface states by 
use of a new spectroscopic method.

【研究課題】
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

　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、そして高容量リチウムイオン電池の負極材料など、
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。

Assis. Prof. G. HASEGAWA
長谷川丈二

Assis. Prof. K. IMAMURA
今村健太郎

Assoc. Prof. T. MATSUMOTO
松本　健俊

Prof. H. KOBAYASHI
小林　　光教授

Department of Semiconductor Materials and Processes

半導体材料・プロセス研究分野
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Specially Appointed Assis. Prof. 
H. ZHANG

張　　　昊特任助教
（常勤）

Assis. Prof. 
T. SUGAHARA

菅原　　徹助教

【研究課題】
1. パワー半導体実装技術の開発
2. ウィスカ研究
3. 導電性接着剤接続の導電メカニズムに関する研究
4. エレクトロ・マイグレーション研究
5. Printed Electronics 技術開発
6. ナノ無機材料の開発

【Current Research Programs】
1.
 

Development of die-bonding method of power 
electronics.

2. Tin Whisker mechanism
3. Development of conductive adhesives and 

research on their conductive mechanism.
4. Electromigration
5. Printed Electronics
6. Preparation and application of nano materials

　Through nanotechnology and nanoscience with 
advanced analytical techniques, this laboratory 
aims to develop the fine structural materials and 
components, which can be applied in the industrial 
fields of electronics, automobiles and natural energy 
conversion systems. In addition, we try to establish 
new interdisciplinary research areas that require the 
harmonized multi-material systems.

　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、環境調和した高機
能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。

Assoc. Prof. 
 S. NAGAO

准教授 長尾　至成
Prof. K. SUGANUMA
教授 菅沼　克昭 

Department of Advanced Interconnection Materials

先端実装材料研究分野



39 40

THz FEL を発生する挿入光源
Insertion device for THz FEL

集光した THz FEL による大気のプラズマ化
Atmospheric plasma caused by focused THz FEL

　When quantum beams interact with materials 
in the atomic or molecular scale, both wave and 
particle natures are exposed. There are really very 
wide applications of the quantum beams ranging 
from industry to fundamental sciences. The aims of 
this research field are, 1) to generate a free electron 
laser (FEL) in terahertz (THz) region using the L-band 
linear electron accelerator (linac) and the insertion 
light source (undulator) installed at the Research 
Laboratory for Quantum Beam Science, and 2) to 
investigate the interactions between the THz FEL and 
various materials. Based on the past researches of 
beam accelerator science in our group, the THz FEL 
has recently been utilized for novel material sciences 
as a leading light source in the "terahertz gap" 
providing new results owing to the characteristics of 
high brilliance, high illuminance, monochromatic, short 
pulse, polarization, and wavelength tunability.

【Current Research Programs】
1. Development of a terahertz free electron laser.
2.

 

Development of material science researches using 
intense THz radiation in the linear and/or nonlinear 
response regions.

【研究課題】
1. テラヘルツ自由電子レーザーの開発研究
2. 大強度テラヘルツ波を用いた線形・非線形応答領
域での物質科学研究

　量子ビームは波と粒子の両方の性質を合わせもち、
原子、分子レベルで物質と様々な相互作用をするため、
産業から基礎科学まで幅広い用途がある。本研究分野
では、量子ビーム科学研究施設に設置された線形電子
加速器（Lバンド電子ライナック）と挿入光源（アンジュ
レータ）を用いてテラヘルツ領域（THz）の自由電子
レーザー（FEL）を発生させ、様々な物質との相互作
用を調べることを目的とする。これまでおこなわれて
きた FEL発生の基礎過程の研究を元に、“ テラヘルツ
ギャップ ” と呼ばれる波長領域を埋める光源として大
強度、高輝度・高照度、単色、短パルス、偏光、波長
可変などの特性を持つ THz 域の FEL を最大限に活か
した新しい物質科学研究を展開する。

Assis. Prof. A. IRIZAWA
入澤　明典助教

量子ビーム発生科学研究分野

Depertment of Accelerator Science
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センター長　竹田　精治
Director Prof. S. TAKEDA

 Nanoscience and Nanotechnology Center
産業科学ナノテクノロジーセンター

　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.

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
ナノテクノロジー設備共用拠点

Department of Functional Nanomaterials and 
Nanodevices 
Department of Advanced Nanofabrication
Depa r tment  o f  Nanocha rac te r i za 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 tment  o f  Nanodev i ces  f o r  Med ica 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 Open Facilities
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【Current Research Programs】
1. Creation of single molecule science
2. Deve lopment  o f  s ing le  molecu le  ana lys is 

technologies
3. Single molecule imaging using scanning probe 

microscopy
4. Development of  s ingle molecule electr ical 

sequencers of DNA/RNA and single molecule 
structure analysis methods

　We develop single molecule analysis 
t e chno l og i e s  t o  e v a l u a t e  e l e c t r i c a l 
conductance,  loca l  temperature ,  heat 
transport, and molecular structures, using 
nanodevices made by nanotechnologies, and 
create single molecule science based on 
single molecule analysis 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.

【研究課題】
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。

Prof. M. TANIGUCHI
教授 谷口　正輝 准教授

Assoc. Prof. 
M. TSUTSUI

筒井　真楠 
Assis. Prof. 
Hiro. TANAKA

助教 田中　裕行 
Assis. Prof. 
K. YOKOTA

助教 横田　一道
Specially Appoinded Assoc. Prof. 

T. OHSHIRO

大城　敬人
Specially Appoinded Assis. Prof. 
W. TONOMURA

特任助教
（常勤） 殿村　　渉

Specially Appoinded Assis. Prof. 
A. ARIMA

特任助教
（常勤）

特任准教授
（常勤） 有馬　彰秀

Depertment of Bio-Nanotechnology

バイオナノテクノロジー研究分野
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イベントレベルの単一エリアから街レベルの広域エリアの安全安心確保のためのセキュリティテクノロジー
Security technology to enhance safety and security in various areas ranging from a single area at an event 
level to a wide area at a city level

【研究課題】
1. 多次元センサデータ空間の生成と可視化
2. 滞留検知に基づく人物密度推定
3. 観測方向変化に頑健な人物照合
4. 隠蔽条件下での人物照合
5. 属性情報に基づく高速人物検索
6. 物理セキュリティレベルの定式化

【Current Research Programs】
1. Generation and visualization of multi-modal sensor data
2. People density estimation based on staying detection
3. Cross-view person matching
4. Occlusion handling for person matching
5. Attribute-based high-speed person retrieval 
6. Establishment of physical security level

　本研究部門では、街レベルの広域エリアの安全安心
の確保に向けたセキュリティテクノロジーの研究開発
を行う．具体的には，大量のカメラやセンサからのデー
タを統合することによる多次元センサデータ空間の生
成・可視化，カメラ間での人物追跡のための観測方向
変化や隠蔽状況に頑健な人物照合，科学捜査の効率化
のための属性情報に基づく高速人物検索，セキュリ
ティリスクの現状把握と将来予測に利用可能な物理セ
キュリティレベルの定式化や評価尺度の確立に関する
研究を行う．

　The studies in this department focus on security 
technology to enhance safety and security in wide 
areas such as city. Some of our major research 
projects are generation and visualization of multi-
modal sensor data space by integrating massive 
camera and sensor data, person matching for cross-
camera tracking robust against observation views 
and occlusion situation, attribute-based high-speed 
person retrieval for efficient forensics, establishment 
of physical security level for understanding and 
predicting security risk.

Specially Appointed Assist. Prof. 
N. TAKEMURA

特任助教
(常勤) 武村　紀子

Assoc. Prof. 
D. MURAMATSU

准教授
(兼任) 村松　大吾

Assoc. Prof. Y. MAKIHARA

准教授
(兼任) 槇原　　靖

Prof. Y. YAGI
八木　康史教授(兼任)

Mitsubishi Electric Collaborative Research Division for Wide-area Security Technology
三菱電機広域エリアセキュリティテクノロジー共同研究部門
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【研究課題】
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

【Current Research Programs】
1.

 

Application of quantum beam science to the fields of 
environmental science, new energy technology and 
advanced medical technology. 

2.
 

Management, operation, maintenance and safety 
control of the facilities. 

3. Research and development of analyzing methods 
of materials using quantum beams. 

4. 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 medical 
technology as well as fundamental beam science 
are promoted with collaborators. The research for 
chemical reaction in ultra-short period based on 
quantum beam science is promoted. The management 
including operation, maintenance and the safety 
control of radiation related facilities such as electron 
linear accelerators, cobalt-60 irradiation facility are 
also conducted with the aid of collaborators.

　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。

Director Prof. Y. YOSHIDA
施設長 吉田　陽一

Assoc. Prof. Y. HONDA
准教授 譽田　義英

Assis. Prof. S. TOJO
藤乗　幸子助教

Research Laboratory for Quantum Beam Science
量子ビーム科学研究施設
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産業科学連携教育推進センター
Center for Collaborative Research and Training

センター長 センター長

International Collaborative Research Center
国際共同研究センター

　ISIR has promoted international collaborations with 
foreign universities/institutions 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 
and Engineering / Department of Chemical 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. (College of Natural Sciences, Chungnam 
National University)
Subjects: Research concerning advanced materials 
science of nanomaterials to living systems, Basic and 
applied research on beam and beam-induced science
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
BU-SOC-lab. (Bielefeld University )
Combination of biocatalyst and molecular catalyst, 
Development of novel asymmetric transformations.
AU-SOC lab. (RWTH Aachen University)
Catalyt ic enantioselective transformation uti l izing 
organocatalysts and/or transition metal catalysts.
KAERI-QBS lab. (Korea Atomic Energy Research Institute/
Advanced Radiatio Technology Institute)
Subjects:Quantum beam sciences.
CU-ICT lab. (Chulalongkorn University)
Subjects: Machin Learning
SMU-EMGRL lab. (College of Engineering, Sun Moon 
University)
Subjects: Eco-materials design and development for 
energy and environmental application
SU-SEC lab. (School of Environmental and Chemical 
Engineering, Shanghai University)
Subjects: Environmental science research

　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：槇原准教授）
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
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：吉田教授）
チュラロンコン大学-ICTラボ（連携相手：タイ・チュラロ
ンコン大学、ラボ長：沼尾教授）
連携テーマ：機械学習
鮮文大学校−グローバルエコマテリアルラボ（連携相手：
韓国・鮮文大学校、ラボ長：関野教授）
連携テーマ：環境・エネルギー材料システムの創出
上海大学−SECラボ（連携相手：中国・上海大学環境及び
化学工学科、ラボ長：真嶋教授）
連携テーマ：環境科学研究

Prof. H. SASAI
笹井　宏明 SOCラボ長

Prof. T. MAJIMA
真嶋　哲朗AMRラボ長

SECラボ長ICTラボ長
Assoc. Prof. 
Y. MAKIHARA

槇原　　靖
Director Prof. 
S. TAKEDA

竹田　精治

　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.

　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。

Director Prof. A. OIWA
大岩　　顕 ICTラボ長 QBSラボ長 EMGRLラボ長沼尾　正行 吉田　陽一 関野　　徹

Prof. M. NUMAO Prof. Y. YOSHIDA Prof. T. SEKINO
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Dynamic Alliance for Open Innovation Bridging Human, Environment and Materials (Five-star Alliance)
人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミック・アライアンス

Network Joint Research Center for Materials and Devices
物質・デバイス領域共同研究拠点

　Network Joint Research Center for Materials and 
Devices (NJRC) proposed by five institutes, Research 
Institute for Electronic Science (RIES), Hokkaido 
University, Institute of Multidisciplinary Research for 
Advanced Materials (IMRAM), Tohoku University, 
Laboratory for Chemistry and Life Science, Institute of 
Innovative Research (IIR, former Chemical Resources 
Laboratory), Tokyo Institute of Technology, Institute 
of Scientific and Industrial Research (ISIR), Osaka 
University, and Institute for Materials Chemistry and 
Engineering (IMCE), Kyushu University was authorized 
as one of a Joint Usage / Research Center (JURC) 
system for university institutes by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, 
Japan (MEXT) in 2010. Followed by the success of the 
1st stage program (FY2010-FY2015), the NJRC has 
restarted from 2016 as the 2nd stage to strengthen 
the academic research exchange program and to 
promote the further developments in the field of 
materials and device science. Especially, the NJRC 
has strong cooperation in its implementation with 
the “Dynamic Alliance for Open Innovation Bridging 
Human, Environment and Materials” project. 
　NJRC organizes a network joint research system 
in the fields: Nano System Science, Materials 
Development, Materials Chemistry, Nano Science 
and Devices, and Materials Functional Chemistry, 
and forms core research hubs for the promotion of 
advanced and interdisciplinary researches.
　Joint researches in NJRC are operated with 
application programs open to nation-wide research 
communities including universities, research institutes 
and companies. Further, unique programs such as 
multiple-institutions cooperative researches, launch-up 
of long-stay type laboratories by young researchers, 
and promotion for students are carried out in the 2nd 
stage.
　Our NJRC running on the network structure of five 
institutes is now widely recognized as a unique and 
an outstanding organization in the JURC system in 
Japan.

　Based on the former successes of cooperative 
research projects between two university institutes 
(FY2005-FY2006) and multi-party alliance projects 
(Post-Silicon Alliance of FY2007-FY2009, and Nano-
Macro Materials, Devices and System Research 
Alliance of FY2010-FY2015), “Dynamic Alliance for 
Open Innovation Bridging Human, Environment and 
Materials”（Five-star Alliance）was started in FY2016 
to attempt strategic development of next generation 
“Materials, Devices, and System" for bridging human, 
environmental and materials as a cooperative 
research project with five outstanding university 
institutes including our ISRI Osaka University, 
Research Institute for Electronic Science (RIES) of 
Hokkaido University, Institute of Multidisciplinary 
Research for Advanced Materials (IMRAM) of 
Tohoku University, Laboratory for Chemistry and Life 
Science, Institute of Innovative Research (IIR, former 
Chemical Resources Laboratory) of Tokyo Institute of 
Technology, and Institute for Materials Chemistry and 
Engineering (IMCE) of Kyushu University.
　This five-star alliance consists of three research 
groups covering the research areas of ; “Electronics 
materials and devices (G1)”, “Environment and energy 
materials, device and systems (G2)”, and “Biological 
functions materials, devices and systems (G3)”. Not 
only within the group but also between groups, various 
types of multidisciplinary collaborative researches 
are carried out. In addition, the alliance has strong 
correlation with the “Network Joint Research Center 
for Materials and Devices”; these two projects are 
promoted to the inextricably.
　Through the significant cooperative researches 
as well as under the promotion programs for young 
scientist and students, the current five-star alliance 
project aims to realize innovation that links human, 
environment and materials and devices.

　Steering Committee: Prof. K. Nakatani (Director of 
Operations), Prof. T. Sekino (Chair).

(G1) Electronics materials and devices group (10 
members)
Prof. T. Sekitani (Sub-leader), Prof. K. Matsumoto, 
Prof. Y. Aso, Prof. A. Oiwa, Prof. T. Oguchi, Prof. T. 
Kozawa, Prof. H. Tanaka, Prof. Y. Yoshida, Prof. T. 
Washio, Assoc. Prof. M. Nogi

(G2) Environment and energy materials, device and 
systems group (7 members)
Prof. H. Kobayashi (Sub-leader), Prof. K. Suganuma, 

　物質・デバイス領域共同研究拠点は、日本列島を縦
断する５つの研究所（北海道大学電子科学研究所、東
北大学多元物質科学研究所、東京工業大学化学生命科
学研究所（旧資源化学研究所）、大阪大学産業科学研究
所、九州大学先導物質化学研究所）が参画する全国規
模のネットワーク型の共同研究拠点として、平成22
年度に文部科学省の認定を受けて発足し、平成28年
度からは新たに第2期の事業が開始された。本共同研
究拠点では、これまでの「ネットワーク型共同研究拠
点事業」をさらに機能強化して強力に推進することを
目的に、本拠点を形成する5附置研究所間で推進する
「ダイナミック・アライアンス事業」と密接に融合して
実施している。
　物質・デバイス領域共同研究拠点では、ナノシステ
ム科学、物質創製開発、物質組織化学、ナノサイエン
ス・デバイス、物質機能化学の５つの研究領域におい
て研究所間をネットワークで結合した「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、
国公私立大学・公的研究機関・民間企業など全国に渡
る機関からの一般および施設利用共同研究を広く公募
して実施している。さらに、第2期では複数機関の研
究者がチームを構成して実施する展開共同研究や、若
手研究者を研究チームリーダーとして実施する長期滞
在型共同研究、さらには産学連携や国際共同研究への
展開など、新たなステージへ向けたプログラムを実施
している。
　これらネットワーク型の特性を活かした多様な先端
的・学際的・分野横断的かつ組織的な共同研究の推進
は、幅広い研究者コミュニティから強く要望されてお
り、本事業の推進により我が国の物質・デバイス研究
の飛躍的展開を実現するものである。

　産業科学研究所と東北大学多元物質科学研究所（多
元研）との間で平成17年度に設置した「新産業創造物
質基盤技術研究センター」および翌平成18年度の２
研究所間アライアンスプロジェクトに端を発し、平成
19年度からは４附置研究所間で、さらに平成22年
度からは5附置研究所間アライアンスプロジェクトを
実施した。これら長年に渡る物質･デバイス研究分野
における附置研究所間連携アライアンスプロジェクト
の実績を基盤として、ナノおよび物質・デバイスに関
する共同研究をさらに深化させるとともに、異分野間
の交流を動的かつ濃密に実施する融合共同研究を飛躍
的に展開させる新規な共同研究・実践教育の新たな枠
組みを構築し、イノベーションを創出することを指向
した新たな取り組みを行う「人・環境と物質をつなぐ
イノベーション創出ダイナミック・アライアンス」プ
ロジェクトを平成28年度より開始した。
　本プロジェクトでは、産研および東北大多元研のほ
か、北海道大学電子科学研究所（電子研）、東京工業大
学化学生命科学研究所（化生研）および九州大学先導
物質化学研究所（先導研）の5附置研究所がネットワー
クを組むことで、研究所横断型の共同研究を、「エレ
クトロニクス　物質・デバイス」（G1）、「環境エネル
ギー　物質・デバイス・プロセス」（G2）、および「生
命機能　物質・デバイス・システム」（G3）の３グルー
プに分かれて研究課題を設定し、戦略的で卓越した融
合研究を推進することで、人と環境と物質とを繋ぐイ
ノベーション創出を志向したプロジェクトを展開して
いる。
　これに加え、ダイナミック・アライアンスでは、若
手人材育成を効果的に推進するために、若手研究者を
リーダーとして滞在型の濃密な共同研究を推進する
COREラボの設置や、若手研究交流会、院生を対象と
した次世代若手プログラムの推進、更には技術支援シ
ンポジウムなど研究支援組織のネットワーク活動推進
と積極的なプロジェクト関与などのプログラムを実施
し、コバレント（濃密な）およびダイナミックを基軸
とし、人材・機器・場所のシェアリングを通じた戦略
的融合研究を進めている。これらを実践する上で、本
ダイナミック・アライアンスは、「物質・デバイス領
域共同研究拠点」と相補的かつ密接なプログラム連携
を取りながら展開している。
　本プロジェクトは、産研をプロジェクト事業本部と
し、中谷和彦所長（事業本部長）のもと、5研究所か
らなる運営委員会により運営されており、産研からは、
関野徹教授がアライアンス運営委員長を務める。

　産研における各研究グループのメンバーは次の通り
である。
（G1）「エレクトロニクス　物質・デバイス」研究グルー
プ（10名）
関谷 毅 教授（副リーダー）、松本和彦 教授、安蘇芳雄 
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<Outline>
Simple physical parameters, correlated to human power 
determinants based on medical and brain science, will be 
monitored to diagnose and activate the human state at any 
time. The most suitable stimulus will be applied to the brain 
directly or through the five senses by  controlling living, 
educational  and sports environments and by wearable 
devices. Such an activation system will cultivate a “SUPER 
NIPPON-JIN” who always aggressively bring about his or 
her potential power from children to the elderly. This leads 
to create an active and self-reliant society.

【Organization】
Pro jec t  Leader :  Takesh i  Uenoyama (Panason ic 
Corporation) 
Research Leader: Kazuhiko Matsumoto (Osaka University)
Core Institutions: Osaka University and  Panasonic 
Corporation
Participating  Institutions： Kanazawa University, The 
University of Tokyo, National Institute of Information and 
Communications Technology・Center for Information 
and Neural Networks （NICT･CiNet), National Cerebral 
and Cardiovascular Center, Chubu University, Kansai 
Medical University, Hamamatsu University School of 
Medicine, Tokyo City University, The University of Electro-
Communications, Kinki University, Hokkaido University, 
Hokkaido University of Science, Doshisha University, 
imec international, MEDINET Co.,Ltd., FINE JAPAN 
CO.,LTD., Hitachi, Ltd., DAIKIN INDUSTRIES,LTD., 
Yamaha Corporation, SHOWA DENKO K.K., Konica 
Minolta, Inc., CEMEDINE Co.,Ltd., KANEKA Corporation, 
NIPPON MEKTRON, LTD., PI-CRYSTAL INC., MSI.
TOKYO, Inc., Quantum Biosystems Inc., Evidence Finder’s 
Club, BrainShare Inc., Brains Corporation, CRIMSON 
TECHNOLOGY, Inc., FIRST SYSTEM Co.,Ltd., TANAKA 
SHOJI INC., LTD., SCREEN Holdings Co.,Ltd., NISSIN 
KASEI CO.,LTD., TOHO KASEI CO.,LTD., SHINKO 
Manufacturing Co., Ltd., ORGANO CORPORATION., PFU 
Limited, National Center of Neurology and Psychiatry, 
University of Fukui, Kanazawa Institute of Technology

＜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、積極的自立社会を構築
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、情報通信研究機構・脳情報通信融
合研究センター、国立循環器病研究センター、中部大学、
関西医科大学、浜松医科大学、東京都市大学、電気通信大
学、近畿大学、北海道大学、北海道科学大学、同志社大学、
imec international、㈱メディネット、㈱ファイン、㈱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、日本メクトロン㈱、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、クリムゾンテクノロジー㈱、㈱ファー
ストシステム、田中商事㈱、SCREENホールディングス㈱、
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、福井大学、金沢
工業大学

Center of Innovation Science and Technology based Radical Innovation and Entrepreneurship Program
革新的イノベーション創出プログラム（COI STREAM）

教授、大岩 顕 教授、小口多美夫 教授、古澤孝弘 教授、
田中秀和 教授、吉田陽一 教授、鷲尾 隆 教授、能木雅
也 准教授

（G2）「環境エネルギー　物質・デバイス・プロセス」
研究グループ（7名）
小林 光 教授（副リーダー）、菅沼克昭 教授、関野 徹 
教授、竹田精治 教授、真嶋哲朗 教授、田中慎一郎 准
教授、誉田義英 准教授

（G3）「生命機能　物質・デバイス・システム」研究グ
ループ（12名）
西野邦彦 教授（副リーダー）、加藤修雄 教授、黒田俊
一 教授、駒谷和範 教授、笹井宏明 教授、谷口正輝 教
授、中谷和彦 教授、永井健治 教授、沼尾正行 教授、
山口明人 特任教授、槇原 靖 准教授、鈴木健之 准教授

Prof. T. Sekino, Prof. S. Takeda, Prof. T. Majima, 
Assoc. Prof. S. Tanaka, Assoc. Prof. Y. Honda

(G3) Biological functions materials, devices and 
systems group (12 members)
Prof. K. Nishino (Sub-leader), Prof. N. Kato, Prof. S. 
Kuroda, Prof. K. Komatani, Prof. H. Sasai, Prof. M. 
Taniguchi, Prof. K. Nakatani, Prof. T. Nagai, Prof. M. 
Numao, Specially Appointed Prof. A. Yamaguchi, 
Assoc. Prof. Y. Makihara, Assoc. Prof. T. Suzuki

Dynamic Alliance for Open Innovation Bridging Human, Environment and Materials (Five-star Alliance)
人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミック・アライアンス

●実現の鍵となる研究開発テーマ

（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。

（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。

（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。

● Core Projects 
1.  Study on human power by medical and brain 

science
　Using specimens of  b lood and tears, 
stress biomarkers wi l l  be ident i f ied and 
correlated to the stress level. Concurrently 
via a 7T magnetic resonance imaging and a 
magnetoencephalography for children, detailed 
brain functions will be visualized, and thereby 
human power determinants will be elucidated. 
2.  Development of monitoring technology for  

human state diagnosis
　New sensing devices will be developed 
for the quantitative estimation of the stress 
biomarkers. New  algorithmic technologies using 
wearable sensors and Business Microscope will 
be developed to diagnose the human state with 
monitoring simple physical parameters closely 
correlated to the human power determinants. 
3.  Development of activation technology for 

human power. 
　For the enhancement of human power, it is 
challenged to stimulate the brain directly or 
through the five senses by  controlling living 
(music, sleep, etc.) and human (education, 
sports, etc.) environments as well as by some 
kinds of wearable devices.
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共通施設等
Service Facilities

　The Institute of Scientific and Industrial Research (ISIR) 
Library is located on the second floor of the administration 
building, and houses specialized books and journals 
selected for the research fields in ISIR.
　With adopting an open-shelf system, users can freely 
browse the materials for themselves.
　There are 20 carrels, each of which provides an outlet 
and a Wi-Fi connection.
　Also a copier and a binding machine are available for 
library users.
　In addition, users can request all of books in Osaka 
University, so that they can browse and borrow them here 
ISIR Library.
　Morerover, ISIR library offers the services such as 
location survey of literatures, a back order of documents 
through interlibrary loan, an order for books a reception for 
journal bindings, and so on.

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

　図書室は、管理棟の２階に位置し、閲覧室を兼ねた図書
室ならびに書庫により構成されており、産業科学研究所に
おける研究・学習と関連の深い専門的図書・雑誌を所蔵し
ている。
　開架式を採用しているので、上記資料は利用者が自由に
手にとり閲覧できる環境となっている。
　20席の閲覧席は、各々電源、LANが利用できる。その
他複写機・簡易製本機等も利用することができる。
　当図書室の資料に加えて、学内の他館室の図書も取り寄
せて閲覧、貸出に供することができる。
　図書室では、資料の貸借の他、文献の所在調査および学
内外からの取り寄せ、図書の発注・受入、雑誌製本の受付
等を業務として行っている。

（平成28年度4月１日現在）
蔵書数 …………………… 和文図書 5,079冊

英文図書 19,452冊
所蔵雑誌種類数 ………… 和 雑 誌 161種

洋 雑 誌 498種
新聞6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）

Library

図書室
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共通施設等
Service Facilities Technical Division

技術室

　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、
産業科学ナノテクノロジーセンター（ナノ加工室）、総
合解析センター、量子ビーム科学研究施設、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。また、定年をむかえられた方々は技術補佐
員として技術支援継承等の業務を行っている。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。さらに、各種安全衛生関
連の免許を取得し、研究所内各所における安全衛生活動
も積極的に行っている。 
　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 groups: Group of Machine and Group of 
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 
technicians work at various places: the Comprehensive 
Analysis Center, the Workshop, the Office of Information 
Network, 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.

　The Planning Office of ISIR was set up in 
2009. The mission of this office is to support the 
following 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 self- and external-evaluations 
which are implemented under the evaluation 
committee of ISIR. 

2.  P lann ing and in format ion gather ing 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. 

　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

Planning Office

企画室

　Facilities Management Office works for the following 
matters:
1.  Operation and maintenance of rooms belonging to Open 

Laboratory
2. Process of application procedure for Open laboratory.
3. Control of standard spaces of ISIR laboratories
4.  Support of facility operation which ISIR Facilities 

Committee plans
5. 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。
⑴ オープンラボの整備に関すること。
⑵ オープンラボの維持管理に関すること。
⑶ オープンラボの利用申請等に関すること。
⑷ 研究分野基準スペースの管理に関すること。
⑸  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。

⑹ その他産業科学研究所のスペース管理に関すること。

Facilities Management Office

施設管理室

技術室メンバー
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