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先端科学技術推進機構（略称；先
端機構、ORDIST）は、学内外研究
者・機関との共同研究、プロジェク
ト研究、および多様な形態の産学官
連携活動を目的とする全学組織と
して、旧・工業技術研究所の組織を
発展させ、2002 年 4 月から活動を
始めました。その後、活動の拡大に
合わせて組織の改組・拡充を行い、
現在、「新物質・機能素子・生産技
術（略称；N）」、「情報・通信・電
子（I）」、「生命・人間・ロボティク
ス（B）」、「環境・エネルギー・社
会（E）」の 4 研究部門で構成され
ています。
先端機構は発足時から複数の研
究センターを設立して研究活動を
進め、「医工薬連携研究センター」、
「地域再生センター」が現在に続く
長い活動を行っています。近年では
2008 年度から「文部科学省私立大
学戦略的研究基盤形成支援事業」の
複数プロジェクトが採択され、これ
を集約した「戦略研究総合セン
ター」が 2012 年に開設されました。
2016 年度には「社会空間情報科学
研究センター」が開設され、総合情
報学部研究員をコアとする全学的
なプロジェクトがスタートしまし
た。さらには 2016 年度には文部科
学省による新規公募事業、「私立大

学研究ブランディング事業」に、前
述の医工薬連携研究センターが提
案した“「人に届く」関大メディカ
ルポリマーによる未来医療の創出”
が採択され、全学的支援を受けてス
タートしたところです。このよう
に、先端機構は既成の大学内組織を
越えたダイナミックな研究チーム
の形成と、先端的な理工学研究・開
発を推進しています。
本機構は、本学教員による研究員

とともに、特別任命（特命）助教を
はじめとする特命教員、ポスト・ド
クトラル・フェロー（PD）、リサー
チ・アシスタント（RA）が活躍し
ています。特命助教は、大型外部資
金による研究専念ポストとして、関
大の若い力を存分に活かして成果
発信し、キャリア形成にも活かせる
よう設置しました。RAを務めてい
るのは本学の博士課程後期課程の
学生であり、研究人材育成の役割も
本機構は担っています。
近年では、各省庁および関連機関

からの受託研究に類するプロジェク
トも増加しています。併せて民間企
業からの受託研究、共同研究なども
増加傾向にあります。本機構は、社
会的研究ニーズと本学教員の能力と
のマッチングを図る機関でもありま
す。これらを強化するため、本学創

立 130 周年記念事業の一つとして、
「イノベーション創生センター」が
2016 年 9 月に竣工しました。ここ
では企業共同研究、ベンチャー活動、
大型開発プロジェクト、さらには文
理協働での製品開発を推進し、本学
の学是である「学の実

じつ

化
げ

」を推進す
る強力な研究開発機関です。
先端機構は、研究部門別発表会や

東京センターを利用した研究発表
会、例年 1月には「関西大学先端科
学技術シンポジウム」を開催し、研
究シーズと各年間の成果を総合的
に公開しています。また、本機構の
外郭団体である「関西大学科学技術
振興会」は、企業と本学との技術交
流を密接に行うことができる組織
です。
母体の工業技術研究所から半世

紀を超える歴史を持つ先端機構は、
今後も各省庁ならびに自治体、学外
機関、およびイノベーション創生セ
ンターなどを通じて企業との連携
を一層強化し、優秀な研究人材の育
成と、社会貢献として価値ある研究
開発を推進してまいります。地域の
発展に寄与するのみならず、日本発
信技術の飛躍的な発展に貢献して
ゆく所存です。学内外を問わず、本
機構の積極的なご利用をお待ち致
しております。

産学官連携・プロジェクト研究の
推進拠点として

『学の実化』
じつ げ

の具現化のために
2016年 社会空間情報科学研究センター開設
2014年 創設50周年
2012年 戦略研究総合センター開設
2009年 工学研究科が理工学研究科に改編
2008年 地域再生センター開設
 社会連携推進本部が社会連携部に改編　
2007年 工学部がシステム理工学部、環境都市工学部、化学生命工学部に改編
2005年 社会連携推進本部開設
2004年 医工薬連携研究センター開設
 産学連携研究センター開設（～2011年度末　事業終了）
2002年 工業技術研究所が先端科学技術推進機構に改編
1997年 学術フロンティア・センター開設（～2011年度末　事業終了）
1996年 ハイテク・リサーチ・センター開設（～2011年度末　事業終了）
1964年 工業技術研究所開設：産学協同のパイオニアとして活動開始
1962年 工学研究科設置
1958年 工学部設置
1922年 大学（旧制）へ昇格　「学の実化」を提唱
1886年 関西法律学校創立

研究部門（各部門に研究員が所属）

組織図

沿　革
関西大学教学理念

Ｎ（新物質・機能素子・生産技術）研究部門

Ｉ（情報・通信・電子）研究部門

Ｂ（生命・人間・ロボティクス）研究部門

Ｅ（環境・エネルギー・社会）研究部門

研究センター（プロジェクト研究の推進）

戦略研究総合センター

医工薬連携研究センター

地域再生センター

社会空間情報科学研究センター

科学技術振興会
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機構長 石川　正司
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　生命体は無数の分子が互いに複雑に関連し合い、「生きる」目的をもつ極め
て精緻な高次の制御システムであります。生命体やその構成分子がもつ特有の
構造や物性、機能を解析、発見、利用、模倣する一方、人間の生活や精神的活
動に影響する空間・環境との関係、視知覚情報処理、ロボットなどについて、
機構解明、新機能発明、開発設計・応用を図ります。生命と人間に関わる諸問
題を物理的、化学的、生物学的に、また社会科学、人文科学との学際的アプロー
チによって解決するための研究と共に、研究成果を健康・医療・福祉・スポー
ツおよび種々の産業に活かすべく、多彩な研究開発活動を展開しています。

生命・人間・ロボティクス
［Ｂ］ 研究部門

■ 研究部門長
　 化学生命工学部
　 教授 片倉 啓雄
■ 研究員数
　 36人

新物質・機能素子・生産技術
［Ｎ］ 研究部門

■ 研究部門長
　 化学生命工学部
　 教授 丸山 徹
■ 研究員数
　 59人

　本研究部門は、IT (Information technology) において使用される情報処理
や通信システム、それらの実現に必要なソフトウェアおよびハードウェアに関
する研究開発を基礎から応用までの広範囲にわたって行うことを目的とする研
究部門です。基礎的な領域では、情報処理の基礎となる数学的、理論的な観点
からアルゴリズムやシステムの解析を行い、新たな着想に基づく革新的なシス
テムの追求を目指しています。また、応用に関する研究では、エンジニアリン
グの観点から効率的で機能性が高く、社会的にも有用な様々な応用システムの
研究開発を行います。関連する分野の研究者が、互いに協調しつつ新しい発想
に基づくプロジェクトを立案し、実行することで研究を進めていきます。研究
者間がお互い刺激しあうことで、より優れた発想の創生が期待できます。そし
て、その結果としてIT分野における新たなブレークスルーにつながる技術開発
を目指します。

情報・通信・電子
［Ｉ］ 研究部門

■ 研究部門長
　 システム理工学部
　 教授 榎原 博之
■ 研究員数
　 57人

研究部門

関大ORDISTにおける研究活動は、４研究部門下で行う「知の統合」を目指した研究会および研究グループによるプロ
ジェクトを主軸として実施しています。研究会での研究を基礎にして、さらに研究内容を発展させ研究グループにおけ
る研究活動を行っています。

Research Departments
研究部門

　本研究部門では、分子レベルでの新しい物質の設計と合成、高い機能を有す
る新材料・新素材の開発、さらには得られた材料・素材と機械との組み合わ
せ・融合による素子・デバイス・システム等の開発を行います。最終的には、
それらを製造・生産・製品化し、社会へ還元することを目指します。本部門の
重要なキーワードの一つはナノテクノロジーです。この分野においては、大き
なものから微細なものへのトップダウン的アプローチ、原子・分子レベルから
の自己組織化によるボトムアップ的アプローチなど、スケールと手法が全く異
なる方向からの研究が行われています。こうした多様な視点の発想と手法を、
既存の研究分野に捕われることなく有機的に結びつけることで、新たなイノ
ベーションの創出が期待されます。この実現のため、本研究部門では、異分野
研究者間での交流・情報交換、知恵と知識の融合による新たな価値の創造を促
進するよう努めてゆきます。

ナノテクノロジー、分子設計、新材料、新素材、スマートマテリアル、
マイクロメカトロニクス、機械設計、製造技術

キーワード

◉ 耐極限環境ハイエントロピー合金　　◉ トライボトロニクス

研究グループ（詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/research/group.html）

◉ Smart wearable device

研究会（詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/research/about.html）

インフォメーションテクノロジー（IT）、ネットワーク、ソフトウェア、ハードウェア、
人工知能、マルチメディア、システムモデル、オペレーションズリサーチ（OR）、
複雑系科学、フォトニクス、オプトエレクトロニクス、数理科学

キーワード

◉ 人間・環境系の動的相互作用モデルに基づく環境制御　　◉ バイオエンジニアリング

研究グループ（詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/research/group.html）

◉ ポストゲノム天然物

研究会（詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/research/about.html）

バイオテクノロジー、遺伝子工学、医療・介護・福祉、健康科学、生体医工学、
人工臓器、医用画像、再生医工学、スマート構造システム、バイオメカニクス、
バイオミメティクス、スポーツ工学、ロボティクス、天然物化学、生物化学工学、
医薬品工学、天然素材工学、食品化学、エピジェネティクス

キーワード

　本研究部門は、地球環境の保全、持続可能社会の実現を目指して、省エネル
ギープロセスや装置、燃料電池やリチウム電池などのエネルギー関連研究、環
境調和型生産技術、CO2対策技術、ビール粕や醤油粕などの食品廃棄物の有効
利用のようなリサイクル技術の研究開発から、都市の再生、人間・環境、安全
工学、社会基盤および人工基盤施設の維持管理、社会・都市の防災・減災シス
テム、技術倫理等までの多様で幅広い研究対象を持っています。登録研究員の
専門分野は理工系３学部のほぼ全学科および理工学研究科にわたり、さらに総
合情報学部や社会安全学部におよんでいます。

環境・エネルギー・社会
［Ｅ］ 研究部門

■ 研究部門長
　 環境都市工学部
　 教授 鶴田 浩章
■ 研究員数
　 80 人

リサイクル技術、エコロジー、地球環境、持続可能社会、新エネルギー、
自然エネルギー、電磁環境、パワーマネジメント、社会基盤工学、都市問題、
防災・減災、安全工学、工学（技術者）倫理

キーワード

研究グループ（詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/research/group.html）

◉ 新型燃焼器の研究開発　　◉ 核分裂・不安定核

研究会（詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/research/about.html）

◉ スマートインフラのためのセンシング情報　　◉ 東大阪橋梁維持管理
◉ エコメディカルな社会システム構築　　　　　◉ サンゴ再生促進技術
◉ 巨大自然災害の防災減災対策と復興復旧過程に関する調査
◉ 水災害時における早期対応・早期避難支援
◉ 水素等の低分子量気体の合成・分離・貯蔵に関する技術
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先端科学技術に関するプロジェクト研究を遂行するため、4つの研究センターを設置し、活発な研究活動を推進してい
ます。

Research Centers
研究センター

Collaborative Research Center of Engineering, Medicine and Pharmacology（CEMP）
医工薬連携研究センター

　超高齢化社会を迎え、我々の健康・福祉を支える医療の重
要性は益々高まっています。我々が現在享受している医療は、
医学や薬学の進歩と、医療機器・器具・材料・診断技術など
の工学的な進歩が両輪となって発展してきたものです。現在
我が国では、医療用機器・器具の多くを輸入に頼っており、
医療費総額を抑えつつ、医師と患者双方の肉体的・経済的負
担を軽減し、各自が安心で健やかな生活を送れる社会を実現
することが望まれています。そのためには、国際競争力を備
えた次世代の先端医療技術や機器を開発する医学・薬学と工
学とのさらなる連携が必要です。本学は、バイオ・医療分野
の大学・研究機関の一大集積地である北大阪という恵まれた
立地条件の下、近隣の大学医・薬学部、医系研究機関、医療
機器メーカー等との共同研究・プロジェクトなどを実施し、
様々な成果を生み出してきました。
　本センターはこうした医工薬連携研究をより活発に推進す
るために設立され、その中核的役割を果たしてきました。そ
して共同研究による成果を、新しい治療法や医療機器システ
ム等の形で、ベンチャー企業や医療機器メーカーを通じて実
用化し、社会貢献を果たすことを最終的な目標としています。
同時に、大学院生等をこうした共同研究・プロジェクトに積
極的に参画させることにより、高い専門性と独創性を持つ人
材育成を行う役割も担っています。

詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/about/organization/center2.html詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/about/organization/center1.html

左：人工肺ユニット，右上：人工透析用ダイヤライザー
右下：生分解性骨固定材

Strategic Research Center for Science and Technology（SRCST）
戦略研究総合センター

　本センターは、先端科学技術推進機構における戦略的中長
期研究計画の基盤となる組織として、2012年に設立されま
した。
　文部科学省による、私立大学学術研究高度化推進事業（「ハ
イテク・リサーチ・センター整備事業」、「学術フロンティア
推進事業」、「社会連携研究推進事業」）に選定されたハイテ
ク・リサーチ・センター、学術フロンティア・センター、産
学連携研究センター（いずれも2011年度末事業終了）にて
推進した研究をさらに発展させ、文部科学省による私立大学
戦略的研究基盤形成支援事業を含む大型受託研究、学外共同
研究を中長期的に展開することで、先端科学技術推進機構に
おける新たな研究基盤を生み出す総合センターとしての役割
を果たしています。

本センターでは、次のプロジェクトが研究を推進しています。

　　◎コンピュータホログラフィ技術を中心とした超大規模データ処理指向コミュニケーション
　　　2013〜2017年度（研究代表者： システム理工学部  教授  松島 恭治）
　　◎次世代ベンチトップ型シーケンサーによるゲノム・エピゲノム解析に基づく統合的健康生命研究
　　　2013〜2017年度（研究代表者： 化学生命工学部  教授  老川 典夫）
　　◎地域資源の高度利用を図るバイオリファイナリーの基盤形成とその実用化
　　　2013〜2017年度（研究代表者： 化学生命工学部  教授  片倉 啓雄）
　　◎3次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・医療への応用
　　　2015〜2019年度（研究代表者： システム理工学部  教授  青柳 誠司）

本センターでは、医学・薬学・工学の共同研究を推進するため、2016年度より医工薬
連携研究費を設け、次の研究活動を支援しています。

　　◎安全かつ革新的な骨疾患治療を可能にする高分子医薬の創出
　　　2016〜2017年度（研究代表者：化学生命工学部　教授　岩﨑　泰彦）
　　◎食事性脂肪の違いが腸内環境に及ぼす影響
　　　2017年度（研究代表者：化学生命工学部　准教授　細見　亮太）

本センターを母体として申請し、文部科学省私立大学研究ブランディング事業に採択されました。

 事業名：『「人に届く」関大メディカルポリマーによる未来医療の創出』
研究期間：2016年〜2020年度 ※詳しくは、9ページをご覧ください。

ハイテク・リサーチ・コア

研究センター

センター長
化学生命工学部
教授 大矢 裕一

センター長
システム理工学部
教授 青柳 誠司
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本ブランディング事業は、学長のリーダーシップの下、優先課題として全学的な独自色を打ち出す
研究に取り組む私立大学に対し、経常費・施設費・装置費・設備費を一体として重点的に支援され
るものです。

Private University Research Branding Project
文部科学省私立大学研究ブランディング事業

　現在の我が国の医療には、様々な問題が山積しています。超高齢化社会を迎え、
健康や安全・安心に対する意識（要求）は高まっています。特に、治療や診断の
ときの患者の肉体的（侵襲度）・精神的経済的負担を軽減し、治療中・治療後の
生活の質（Quality of life:QOL)を向上させることが望まれています。また、頻
発する医療事故を防止し、医療の質を確保するために、医療従事者（医師、看護師）
の負担を軽減し、医師の技術の巧拙に依存せず、操作が簡便で人為的ミスが起こ
りにくい医療機器・医療システムの開発が望まれています。さらに、日本は医療
機器の多くを輸入製品に頼っており、これが医療費総額を押し上げる一因となっ
ています。こうした背景から、安価、良質で国際競争力のある我が国発（Made 
in Japan)の医療機器を開発することは喫緊の課題となっています。
　本プロジェクトのめざすものは、臨床医からの提案（ニーズ）に基づき、材料・
システムを設計・提供し、デバイス（製品）を構築することであり、それを臨床
医の目で検証し、臨床の現場に届く、国際競争力のある日本発の新しい医療器材
へと実用化することです。そこで、臨床医（Medical Doctors)として大阪医科
大学の先生方、機械工学者（Mechanical Engineers)として、本学機械工学科
の先生方に加わっていただき、材料化学者(Material Chemists)との3つのＭで、
真の医工薬連携を実現し、臨床現場に届く医療器材の開発をめざします。また、
その過程において、医学、化学、工学の境界領域で活躍できる人材を育成するこ
とも重要な目的のひとつです。
　本ブランディング事業では、主体となる医療用の高分子材料を「関大メディカ
ルポリマー」（Kansai University Medical Polymer:KUMP)と名付けて確立す
るブランド名とし、臨床現場の「人」（患者、医師・看護師）に届く医療器材の
開発を最終目標として位置づけました。我々の願いはさらに、世界の人々、すな
わち医療先進国だけでなく、十分な医療体制が整っていない国の人々にも使用し
てもらえるような、安価で操作が簡便な医療機器を届けることです。

「人に届く」関大メディカルポリマーによる未来医療の創出

関大メディカルポリマー開発ユニット

■ 研究代表者
　化学生命工学部
　教　授 大矢 裕一
■ 研究者
　化学生命工学部
　　教　授 岩﨑 泰彦　 教　授 田村 　裕
　　教　授 平野 義明　 教　授 古池 哲也
　　教　授 宮田 隆志　 准教授 柿木佐知朗
　　准教授 葛谷 明紀　 准教授 河村 暁文
　システム理工学部
　　教　授 宇津野秀夫　教　授 小谷賢太郎
　　准教授 鈴木　哲　　准教授 田地川 勉

■ 研究期間
　2016年〜2020年度

詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ku-smart/

Research Centers
研究センター

　地域コミュニティの持続的な連続性を伴う再生、再整備に
関して、集住環境の再生という視点から、地域住民、行政、
さまざまなジャンルの人々との協働で取り組む研究・実践拠
点として活動を継続しています。建築・土木を中心とした工
学の領域から、公共政策、公共経済学などの社会科学の分野、
地理学、風土学などの人文学の分野を融合・創造しながら、
デザインという視点で、地域再生に関する研究・実践活動を
行っています。関西大学TAFS佐治スタジオ（兵庫県人間サ
イズのまちづくり賞、国土交通省まちづくり功労者表彰）、
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「集合住宅
“団地”の再編（再生・更新）手法に関する技術開発研究」

の継続（2016年度都市住宅学会賞・業績賞）など学外との
協働研究・実践拠点を形成しています。

　高性能な計測機器及びその解析技術の発展に伴い、社会・
空間に纏わるデータ、情報、そして新たな気づき知識の利活
用に関心が高まっています。このような背景の下、社会基盤
施設の維持管理に係る技術や被災・防災分野で有用な「社会
基盤」に係る技術と、日々の生活やスポーツ分野での健康管
理、状況判断や戦略分析等で有用な「社会活動」に係る技術
について、横断的かつ包括的に取り組むべく、「社会空間情
報科学研究センター」を2016年4月より設立しました。本
研究センターでは、社会空間情報に関する計測・解析技術を
多様な分野に適用して新たな気づきとなる社会空間情報サー
ビスを開発するとともに、研究成果を広く普及させるため、
学内外の研究者や民間企業、公的機関などと広く協力体制を
築き、産官学連携活動を強力に推進します。具体的な研究項
目として、１）社会空間情報の計測・集積・管理技術の開発、
２）計測により得られる膨大なデータを効率的に処理するた
めのビッグデータ解析技術や、有用な知見を抽出するための
データマイニング技術の開発、３）社会空間情報を活用した
新たなサービスを提供するためのシステム開発、及び４）社
会空間計測技術と社会空間情報サービスの運用規程の策定に
重点を置き、研究成果の社会還元を目指します。

センター長
環境都市工学部
教授 江川 直樹

センター長
総合情報学部
教授 田中 成典

Research Center for Regional Revitalization（RCRR）

Center for Socio-Spatial Information Science（CSSIS）

地域再生センター

社会空間情報科学研究センター

詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/about/organization/center3.html

詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/about/organization/center4.html

山頂から見た兵庫県佐治のまち

社会活動に関する研究課題

社会活動に関する空間計測技術の種類と研究の意義

高分子材料化学 [Materials ]
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MEXT - Supported Program for the Strategic Research Foundation at Private Universities
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

　これまでの生命科学の進歩は、遺伝子DNAの塩基配列（ゲノム情報）

の解読による所が大きいといえます。この過程には、プライマーを蛍光標

識する方法（第１世代）やターミネーターを蛍光標識する方法（第２世代）

のDNAシーケンサーが貢献してきました。しかし、近年の生命科学では、

さらに進化した次世代DNAシーケンサーが登場し、逐次DNA合成を用い

た超並列シーケンシングとメタゲノム解析（生物群のなかの多数の個体の

ゲノム情報を同時に得る）が可能となり、これを用いたゲノムとエピゲノム

解析が急速に進んでいます。本プロジェクトでは、次世代シーケンサーを

２機種導入し、それにより従来はできなかったメタゲノム解析を含むゲノ

ム・エピゲノム解析を共同して行います（図１）。同一の研究方法のもとに

連携し発展させ、シーケンサーを目的別に性能評価し、最適で能率的な

解析手段を採用することにより、従来の研究成果を飛躍的に発展させま

す。そして、ヒトの健康向上を目指し、有用微生物（D-アミノ酸生産菌、

環境ホルモン分解菌）の全ゲノム解析による分子育種、有害微生物（食品

汚染菌）の全ゲノム解析による防除法開発、動物神経細胞のエピゲノム解

析による神経変性疾患の治療法開発、植物細胞のエピゲノム解析による機

能性食品の開発を行うことにより、世界的な健康生命研究拠点を形成す

ることを目的とします（図２）。したがって、研究体制は、対象とする生物

種の違いにより３研究チーム（微生物ゲノム研究チーム、動物細胞エピゲノ

ム研究チーム、植物細胞エピゲノム研究チーム）から構成しますが、生物

種の枠を越えて、またゲノム・エピゲノムの枠を越えて、同一の研究方法の

もとに連携を図るものです。本プロジェクトでは、次世代シーケンサーと

いう同一の研究方法のもとに、多方面の研究分野を包括し発展させ、ヒ

トの健康向上を目指して、共同研究を行います。したがって、本プロジェ

クトは、ゲノム・エピゲノム健康生命科学というべき新しい研究分野を切り

開く共同研究です。

次世代ベンチトップ型シーケンサーによるゲノム・エピゲノム解析に基づく統合的健康生命研究

図 1　次世代 DNA シーケンサーによる研究分野の統合

図 2　本研究により期待される効果

ゲノム・エピゲノム研究ユニット

■ 研究代表者
　化学生命工学部
　教　授 老川 典夫
■ 研究者
　化学生命工学部
　　教　授 松村 吉信　 教　授 下家 浩二
　　教　授 吉田 宗弘　 准教授 細見 亮太
　　准教授 山中 一也

■ 研究期間
　2013年〜2017年度

■ 研究代表者
　システム理工学部
　教　授 松島 恭治
■ 研究者
　システム理工学部
　　教　授 棟安 実治　 教　授 梶川 嘉延
　　教　授 四方 博之　 教　授 徳丸 正孝
　　助　教 田原 　樹　 助　教 吉田 　壮

■ 研究期間
　2013年〜2017年度

　かつては電子立国と呼ばれた日本の再浮上をかけて、3Dテレビや3D

ゲーム機が日本で実用化されてきました。しかし、これらが商業的に成功

したとは言えない状況です。その大きな理由は、これらの3D映像にイン

パクトが無く、またその立体知覚の刺激が不完全であり、視聴時に違和感

や疲労感、低年齢児では視覚の発達障害などを引き起こすためでしょう。

それに対して、ある物体やシーンの光そのものを再生するホログラフィ技

術の３D映像には、このような問題が全くありません。そのため、実際に

その映像を見た人は強いインパクトを受けます。コンピュータホログラフィ

は、アナログ写真技術であった従来のホログラフィ技術を完全にデジタル

化したものであり、現代の3D技術の欠点を完全に解消した究極のデジタ

ル3D映像技術です。

　しかしその映像には莫大な量の情報が含まれます。例えば、本学で作

成され、2015年春までボストンのMITミュージアムで展示されていた

「Brothers」というコンピュータホログラム（静止画）では、わずか12cm

×10cmのサイズの映像が約250億画素で構成されています。このような

超大規模データは、それを処理するのも伝送するのも難しく、現代のICT

技術では簡単には対応できません。しかしICT技術は日進月歩ですので、

今はまだSF映画でしか見られないような臨場感のあるコミュニケーショ

ンが、近い将来にこの技術で実現することは確実でしょう。本プロジェク

トでは、単に3D映像技術だけではなく、様々な分野の研究者が連携する

ことにより、そのような近未来に相応しい通信・画像処理・音響処理から

応用までの研究を総合的に推進します。また、関大デジタルホロスタジオ

を本学に設置し、本学が世界に誇るコンピュータホログラフィ技術におい

てその描画サービスを世界の研究者に提供することにより、要素技術の

発展に寄与します。

コンピュータホログラフィ技術を中心とした超大規模データ処理指向コミュニケーション

図 1　本学で制作したコンピュータホログラムの
MIT ミュージアム（ボストン）における展示

図 2　本プロジェクトにおける研究の構想

ホログラフィ技術ユニット

大学の経営戦略や研究戦略に基づき、各大学が特色を活かした研究を実施するため、文部科学省がその研究基盤の形成を支援する
「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に4つのプロジェクトが採択されています。
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文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

　ヤモリの足裏にヒントを得た吸着マジックテープ、サメ肌の水着による

流体抵抗の軽減、フクロウの羽形状をした新幹線パンタグラフによる風切

音の低減など、生体模倣（バイオミメティクス）の研究が盛んに行われて

います。進化の過程で生物は最適な形状・動作を獲得しており、これを科

学的に模倣することで高い機能が容易に実現できます。これがバイオミメ

ティクスです。本学においても、蚊の口器に注視しその模倣により無痛針

開発を長年行ってきました。蚊の口器は人間に痛みを与えることなく皮膚

を穿孔できる構造となっているとともに、その動作も最適化されています。

　生体構造は微小構造がボトムアップ的にアセンブリされて成り立ってお

り、その模倣には微細加工技術が必須となります。半導体の微細加工技術

をベースとしたMEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems）加工は、

ナノ・マイクロメートルオーダの微細構造の創成を可能にし、情報・医

療・産業用途の新規センサ・アクチュエータの市場を開拓してきました。

この加工法は形状を深さ方向に転写するため2.5次元の構造を作製するこ

とに強みを発揮しますが、真に3次元の複雑な微細構造を作製することは

困難です。生体構造は3次元構造から成っているため、これを模倣するた

めにはMEMSと3D造形法（最近話題になっている3Dプリンタの加工原

理）を組み合わせることが有効です。本プロジェクトでは、MEMS技術と

３D造形法を組み合わせた新しい3Dナノ・マイクロ構造物の創成法の開

発と、それを実用化するための研究拠点の形成を目指します。

　成果の応用分野として、医療（例：蚊を模倣した無痛針）、メカトロニ

クス（例：タコの吸盤を模倣した何でも掴めるロボットグリッパ）を想定

しています。図1に示すように3つのグループに分かれて、プロジェクト

を推進します。

３次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・医療への応用

３次元ナノ・マイクロユニット

■ 研究代表者
　システム理工学部
　教　授 青柳 誠司
■ 研究者
　システム理工学部
　　教　授 新宮原 正三
　　教　授 新井 泰彦　 教　授 山口 智実
　　教　授 大村 泰久　 教　授 稲田 　貢
　　准教授 鈴木 昌人　 准教授 高橋 智一
　　准教授 伊藤 　健　
　化学生命工学部
　　教　授 福永 健治

■ 研究期間
　2015年〜2019年度

図 1　本プロジェクトの研究体制と応用デバイスの例

　得意技持ち寄り型のオープンイノベーションにより、農商工の連携によ
る六次産業形成のための文理融合型の研究基盤の形成を目指しています。
　農業をはじめとする一次産業は、一般に利益率が低く、TPPによる悪
影響も懸念されています。このため、農業者自身が加工（第二次）及び流
通・販売（第三次）も行って利益を確保する六次産業化が推奨されていま
す。また、地域企業や商業者との連携も進められていますが、その多くは
農産物の加工に留まり、高付加価値製品を上市するには至っていません。
　そこで本プロジェクトは、規格外農産物や加工残渣などの地域資源か
ら、複数の高付加価値物を抽出して製品化すると同時に、残渣からエタノー
ルと機能性活性炭を生産することにより、バイオリファイナリー的な総合
利用を実現する基盤を確立し、さらに、農工商が連携する新しいタイプの
六次産業の創出を目指します。

①原料の確保と抽出工程の標準化
　地域の自治体や農協などと連携して、安定して確保できる農産物または
その加工廃棄物を毎年３品目程度選定します。さらに、地元企業の協力
を得て、農産物の水抽出液、酵素抽出液、エタノール抽出液を調製し、そ
の工程を標準化して生産コストを削減します。

②高付加価値成分の探索
　関西大学を中心とした大学等の研究室、医薬基盤研究所、大阪府立環
境農林水産総合研究所が、それぞれの得意分野を活かして、各画分に含
まれる有用成分を探索します。具体的には、生活習慣病予防や老化予防
に効果が期待できる新規機能性食品・化粧品素材、加工食品の風味や食
感の改善・維持に効果のある新規食品添加剤などを探索するとともに、
分離精製の困難さから希少で高価な天然素材の抽出方法を検討します。

③残渣からのバイオエタノールおよび機能性活性炭の製造
　抽出残渣を炭化して様々な吸着特性をもつ機能性活性炭を製造します。
また、セルラーゼ等を添加し固体並行複発酵によってエタノールを生産し、
①の抽出溶媒や燃料に活用します。

④高付加価値物の商品デザインと製造販売戦略の研究
　それぞれの高付加価値物について、販売経路や購買層を何通りか想定
した上で、消費者心理を考慮した商品デザイン、パッケージデザインを行
うとともに、地元企業および自治体と連携して製造販売戦略を研究します。

地域資源の高度利用を図るバイオリファイナリーの基盤形成とその実用化

地域密着型バイオリファイナリーユニット

■ 研究代表者
　化学生命工学部
　教　授 片倉 啓雄
■ 研究者
　化学生命工学部
　　教　授 長岡 康夫　 教　授 河原 秀久
　　准教授 住吉 孝明　 助　教 山崎 思乃
　社会学部
　　教　授 池内 裕美
　環境都市工学部
　　教　授 山本 秀樹　 教　授 林　 順一

■ 研究期間
　2013年〜2017年度

MEXT - Supported Program for the Strategic Research Foundation at Private Universities
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先端科学技術推進機構で所有している主な大型研究装置・設備をご紹介いたします。

主な研究装置・設備のご紹介

装置名

団地再編シミュレーションシステム

ハイエンド　フローサイトメーター

イオンクロマトグラフィーシステム

X線光電子分光測定装置

原子吸光光度計

熱分析装置システム

プラズマ発生装置

イルミナ次世代シーケンサーMiSeqシステム

回転補償子型多入射角分光エリプソメーター

高付加価値素材成分分析システム

三次元音響計測用防音室

生体分子間相互作用解析統合システム

蓄電デバイス用高機能精密分析・開発システム

超高精度光造形装置

DNA断片化解析システム

装置名

半導体電気特性・信頼性評価装置

飛行時間型二次イオン質量分析計システム

微量試料対応有機圧電体試作装置

マルチ載荷疲労試験装置

レーザーリソグラフィ装置

ロシュ次世代シーケンサーGSJuniorシステム

フェムト秒レーザー加工機

ナノインプリント装置

接触式表面プロファイラ

生細胞レーザー観察システム

全反射エバネッセント顕微鏡

多目的ペプチド合成機

DMD式露光装置

ハイスピードマイクロスコープ

生体信号計測収録システム

学術フロンティア・コア＜略称FSC＞
Frontier Sciences Core（FSC）

月が丘住宅

ハイテク・リサーチ・コア＜略称HRC＞
High Technology Research Core（HRC）

　当施設は、文部省（当時）による私立大学学術研究高度化推
進事業（学術フロンティア推進事業）の支援を受け、私立大学に
おける内外研究機関との共同研究を推進する中核的な研究拠点
として、高度な学術研究を推進するために、1997年に設置され
ました。
　現在は研究施設として文部科学省による事業、大型の受託研
究、学外共同研究等を受入れ、企業との共同研究の場となる等、
引き続き研究活動の拠点としての役割を担っています。
　また、当施設には先端科学技術推進機構及び社会連携部の本
部を置き、各研究員の研究支援とともに産学官連携活動を通し
た有機的連携を図っています。

　文部科学省私立大学学術高度化推進学術フロンティア推進事
業の一翼を担う研究プロジェクトの施設として2007年に設置さ
れました。内外の研究機関と共同研究を通してQOL（Quality of 
Life, Quality of Living）に係る改善・提案策を実証するための
実験住宅として利用されています。

　当施設は、文部省（当時）による私立大学学術研究高度化推
進事業（ハイテク・リサーチ・センター整備事業）の支援を受け、
科学技術創造立国を目指す我が国の指針に沿って科学技術の振
興を図り、世界に貢献することを目的に、1996年度に建設され
ました。
　現在は研究の更なる深化、高度化を目指し、大型の受託研究、
学外共同研究等にも活用の枠を広げ企業との共同研究の場とな
る等、研究活動の拠点として幅広く利用されています。

研究施設のご紹介

詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/about/institution.html
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　関西大学先端科学技術推進機構では、本機構内で取り組む
研究の一年間の成果を取りまとめ、広く社会、企業、産業界
に発信する場として、シンポジウムを開催しております。
　毎年メインテーマに沿った特別講演者を外部よりお招きし、
また本機構内の4研究部門および4研究センターにて推進する
研究会・研究グループ、文部科学省私立大学戦略的研究基盤
形成支援事業プロジェクト、および研究ブランディング事業
による研究発表等を行います。
　本年度も、2018年1月18日（木）・19日（金）の二日間
にわたって「第22回関西大学先端科学技術シンポジウム」を
開催いたします。多くの方々のご来場をお待ちしております。

第22回   関西大学先端科学技術シンポジウム
 開催日　2018年1月18日（木）・19日（金）
 場　所　関西大学　千里山キャンパス　100周年記念会館

※参加申込みは12月上旬より、先端科学技術推進機構ホームページ、Fax、E-mailにて承ります。

関西大学先端科学技術シンポジウムのご案内

関西大学科学技術振興会

詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/sinkokai/index.html

　関西大学における知的資産を広く産業界に紹介し、新産業創出等科学技術の発展に寄与す
ること並びに先端機構研究員と会員および会員相互間の連携により、先端機構および会員の
発展向上を図ることを目的として1965年５月に設立されました。
事業内容◦講演会、研究会および見学会などの企画・開催
　　　　◦会員相互の情報の交流および先端機構等の情報提供
　　　　◦新製品・新事業の共同研究についての意見具申および評価
　　　　◦ 先端機構の産学連携事業（海外も含む）についての意見具申および評価
　　　　◦ 助成事業（共同研究、起業支援など）の企画・実施　など
会員特典◦大学発の先端技術の紹介、教員との個別会合のアレンジ
　　　　◦ 会員企業の新事業を奨励し、先端機構への共同研究、委託研究への支援
　　　　◦ 研究会、イベント、シンポジウム、セミナーなどへの参加　など
会　　費　 法人会員・個人会員　１口　20,000円（年額） 

※入会申込は随時受付いたしております。

お問合せ先はこちら

関西大学科学技術振興会
〒564-8680　 大阪府吹田市山手町３丁目３番35号　関西大学先端科学技術推進機構内 

TEL.06（6368）1178　FAX.06（6368）0080

工場見学会の様子

詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/symposium/index.html

　当センターは、産学官連携活動の一環として、受託研究、共同研究、技術相談、試験・分析申込等の窓口を担っております。
関西大学との連携にご興味をお持ちいただけましたら、下記までお問い合わせ願います。

Liaison Center
［社会連携部］産学官連携センター

産学官連携メニュー

企
業
等
学
外
機
関

産
学
官
連
携
セ
ン
タ
ー

技術相談

共同研究

受託研究

試験・分析

技術移転

指定寄付金
● 研究経費…納入された金額から10％の一般管理費を除いた額が研究費になります。
● 知的財産権…受託・共同研究で得られた知的財産権は、原則として委託者と共有になります。

電話･FAX･Eメールなどで企業等の
ご担当者が研究内容を連絡･相談･申し込み

問い合わせ

産学官連携センターで
内容を検討し、最善策をご提案

内容検討

 双方の担当研究者が研究企画・研究経費・
内容・期間などを打ち合わせし、契約を締結

契約締結

研究活動の開始
研究開始

企業等へ研究成果を報告
企業等と大学が相談のうえ、特許出願

特許化

受託・共同研究の流れ

お問合せ先はこちら

〒564-8680　大阪府吹田市山手町３丁目３番35号
TEL.06（6368）1245　 FAX.06（6368）1247　E-mail：syakairenkei@ml.kandai.jp

関西大学社会連携部

詳しくは：

　関西大学イノベーション創生センターは2016年9月に竣工しました。産学官連携活動の飛躍的な活性化とベンチャー支援・人
材育成の拠点としての機能を担い、総合大学の利点を生かして、理工学系の先端研究に加え、マーケティング・リサーチ等の人文・
社会科学系の分野も配置することで、人文・社会・自然科学系の「融合」および、教員・学生・企業・研究機関等との「協働」に
よる本格的イノベーションの創出を実現します。また学生向けにアントレプレナーシップに関するセミナー等を開催しています。

《施設概要》
■実験・研究エリア（B1階・3階・4階）

企業との共同研究、企業間連携を行う実験・研究エリア。最先端の研究装置等も設
置し、産学官連携の新たな環境を創生します。

■対話プログラムスペース・ベンチャーオフィス（2階）
産学官連携、大学・学生発のベンチャーの拠点と
して、ビジネスモデル構築や起業支援のための対
話スペースです。

■カフェスペース（1階）
自由な発想を生み出す、共有のリラックススペース。
セミナーや交流会の場としても利用しています。

［社会連携部］イノベーション創生センター

（１階カフェスペース）

（イノベーション創生センター）

詳しくは：URL  http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/




