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 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所は1986年設立

の集積化システム研究センターから続く26年間の研究

実績に基づく半導体技術をさらに高度化するとともに、

バイオメディカルエンジニアリングに展開して新しい

産業を創出するための融合基盤技術の教育研究拠点と

して、2008年5月1日に設立されました。 

 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所は｢ナノ集積科

学｣、｢集積システム科学｣、｢分子生命情報科学｣、｢集

積医科学｣の4つの融合研究領域から構成されています。

研究所の教員は大学院先端物質科学研究科、医歯薬学

総合研究科、工学研究科を兼務し、最先端研究を通し

て大学院学生および学部学生の指導を行っています。

構成は教授23名(専任4、併任13、特任1、客員5)、准

教授8名(専任2、併任4、特任2)、助教6名(併任3、特

任3)、研究員10名(外国人研究員2名)、博士課程後期

学生11名(社会人ドクター７名)、博士課程前期学生24

名、学部学生9名、研究生1名からなっています。 

 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所はグローバル

展開として、米国、欧州やアジアの大学と部局間交流

協定を締結しており、今年度は留学生を多く送り出し

ているバングラデシュ工科大学とも交流協定を結びま

した(右写真)。一方、カリフォルニア大学ロサンゼル

ス校(UCLA)、テキサス大学ダラス校、トウェンテ大学

(オランダ)には博士課程後期学生を独自に留学させて

います。また、天津大学(中国)とは半導体集積回路技

術に関する共同研究を継続しています。 

 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所で研究を遂行

した理学系ポスドクの就職状況について、東北大学工

学研究科、岩手大学工学研究科、群馬工業高等専門学

校など 

  

工学系教員の任期無しのテニュアや大企業の研究所

の研究員のポストを獲得しており、工学系ポスドク

も融合研究を遂行することで大阪大学工学研究科、

立命館大学工学部などの教員として転身に成功して

います。一方、博士課程前期学生の就職率は１０

０％です。以上のような、研究所の活動や実績、指

導学生・ポスドクの輩出状況、産業界での評価など

の情報については、ホームページに情報を掲載

(2012年3月末)し、国際シンポジウムを開催(2012

年度)する予定です。ナノデバイス・バイオ融合科学

研究所の持つポテンシャルを最大限に発揮できるよ

う、まずは、今後連携を一層深化させるとともに、

従来あまり交流のなかった他分野との実効的な連携

研究を進めていきたいと考えます。さらに、出口を

見据えた省エネルギー社会への貢献、ライフサイエ

ンスへの貢献を実現するため、中国地域の半導体産

業界と共同研究プロジェクトを推進するなど、広い

スペクトラムを持って実効的なコラボレーションを

進めたいと思います。一つの具体的な例として、サ

イエンスを重視する放射光科学研究センターと積極

的な交流を通して、工学と理学の連携を強化してお

り、｢第１回放射光・ナノデバイス科学シンポジウ

ム｣を2011年12月に開催しました。 

 

部局間交流協定を締結したバングラデシュ工科大学電気電子
科長Rahman教授と吉川所長 



ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の概要（１） 
【 経緯 】 

1986 年 集積化システム研究センター設置 

（ 省令による学内共同教育研究施設： 10 年時限 ） 

1996 年 ナノデバイス・システム研究センター設置 

（省令による学内共同教育研究施設： 10 年時限） 

2002 - 2006 年 文部科学省 21 世紀 COE プログラム 

「テラビット情報ナノエレクトロニクス」 

2006 - 2009 年 科学技術振興機構先端融合イノベーション創出 

拠点 「半導体・バイオ融合集積化技術の構築」 

2008 年 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所に改組 

（国立大学法人学内措置） 

2011 年 国立大学附置研究所・センター長会議入会承認 

【 研究所のミッション 】 

１．基礎研究を通して半導体技術に貢献し時代の

 要求に応える人材を育成 

２．半導体技術と回路・システム・アーキテクチャの

 統合研究を推進 

３．半導体技術とバイオテクノロジーおよびメディカ

 ルサイエンスを融合する基盤技術を開発 

４．半導体技術をベースとした全国共同利用拠点

 および国際共同研究拠点の構築 
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支援事業名 機関名 特徴 

北海道イノベーション創出ナノ加工・計測
支援ネットワーク 

北海道大学 
電子ビーム露光、3Dフォトニック結晶、プラズモ
ニックデバイス 

千歳科学技術大学 光ナノテクノロジー 

ナノテク融合技術支援センターによるイノ
ベーション創出支援事業 

東北大学マイクロナノマシニ
ング研究教育センター他 

最先端MEMS、ノウハウ公開 

NIMSナノテクノロジー拠点 
物質・材料研究機構 広範材料微細加工 

東洋大学 シリコン超微細加工、バイオナノ技術 

ナノプロセシング・パートナーシップ・プラッ
トフォーム 

産業技術総合研究所 広範囲、人材育成 

超微細リソグラフィー・ナノ計測拠点 東京大学 高速電子ビーム露光、8インチウェハ 

電子ビームによるナノ構造造形・観察支援 東京工業大学 超微細電子ビーム露光 

早稲田大学カスタムナノ造形・デバイス評
価支援事業 

早稲田大学 

 
精密メッキ、高アスペクト加工、デバイス素子構
造形成 

中部地区ナノテク総合支援 
名古屋大学 

プラズマを軸としたプロセス、ナノバイオ、ＣＮＴ
素子 

豊田工業大学 シリコンを基盤、他材料とのハイブリッド 

京都・先端ナノテク総合支援ネットワーク 京都大学 MEMS中心、6インチウェハ 

阪大複合機能ナノファウンダリ 

 

大阪大学産業科学研究所、 

超高圧電子顕微鏡センター 
レーザデポジションによる各種薄膜形成、電子
ビーム露光 

シリコンナノ加工と高品質真空利用技術に
関する支援 

 

広島大学 シリコンメイン、電子ビーム露光、MEMS・バイオ 

山口大学 極高真空技術、非シリコン系 

九州地区ナノテクノロジー拠点ネットワーク 北九州産業学術推進機構 レーザ描画、デバイス試作 

国内外の著名な大学・研究機関と共同研究を実施 （国内12機関、海外8機
関） 
毎年20件超のナノテクノロジー支援を実施 



ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の概要（２） 

広島大学ナノデバイス・バイオ融合研究所博士研究員のテニュア・就職状況 

国内大学・公的機関 

・岩手大学大学院工学研究科  准教授 

・大阪大学大学院工学研究科   助教 

・東北大学大学院工学研究科  助教 

・群馬工業高等専門学校     助教 

・立命館大学工学部        助教 

・関西大学システム理工学部   助教 

・東北大学大学院工学研究科  特任助教 

・東京大学大学院工学研究科  研究員 

・名古屋大学工学研究科     研究員 

・広島産業振興機構        マネジャー 

・山口県立博物館        学芸員 

半導体研究教育ができる優秀な人材を育成し、 

国内外の半導体研究教育及び半導体産業へ多数輩出 

海外大学・公的機関 

・バングラデシュ工科大学  教授 

・天津大学情報通信学部  教授 

・シンガポール国立研究所  研究員 

ナノデバイスを核とした先端研究の推進 
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検出バイオセンサー(SSDM  [2 0 1 0 ])

アンテナ搭載による超Ｌ Ｓ Ｉ 間
ワイヤレス通信の研究
（ VLSI Sym p o siu m [2 0 0 6 ])

超低消費電力光接続社会実現に向けた
ポリマー光変調器の研究
（ N atu re  Ph o to n ics [2 0 0 7 ])
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ナノデバイスを核とした先端研究の推進
半導体×回路×MEMS*に関する有数の設計・試作・研究環境

高速認識処理のためのSIM Dプロ
セッサ・ 連想メ モリ融合アーキテク
チャ（ SASIM I[2 0 0 7 ])
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マイクロ磁気ビーズ(3mm )駆動
による迅速免疫分析(SSDM  [2 0 0 9 ])
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B型肝炎ウイルスの持続感染と
H LA-DP a l le leとの関連
(N atu re  Gen e tics [2 0 0 9 ])
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ﾘｱﾙﾀｲﾑ･ｲﾒ ｼー゙ ･ﾌﾟ ﾛｾｯｼﾝｸﾞ のための超低電力な
超並列SIM Dプロセッサ（ ルネサステクノ ロ
ジとの共同研究） （ ISSCC [2 0 1 0 ])
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高輝度化変異型発光酵素によるエンド
ト キシン高感度検出(  An a lytica l 
Bio ch em istry [2 0 1 0 ])

バイオ

マイクロ流体応用の自動細菌検査装置
(日立との共同研究、 2 0 1 1製品発表）
(M icro  To ta l An a lysis System s [2 0 0 9 ])

m-TAS

臨床

(Bio sen s Bio e le ctro n
[2 0 1 0 ])

１細胞屈折率可視化
技術の開発
（上図：生細胞応答解
析用ＳＰＲイメージング
装置、 下図：刺激後の
１細胞毎の屈折率変
化）

チタン表面の
修飾による
予後の良い
インプラントの開発

臨床

ナノデバイス
を核とした

高度融合分野

ナノエレクトロニクス

医療・バイオ

* M icro  Electro  M ech an ica l System s

人間の類似検索機能を実現する世界最高性能
の連想メ モリ (6 5  n m CM O )
（ VLSI Sym p . [2 0 1 1 ])

 CMOS) 

企業 

・フジクラ（株）（旧藤倉電線）研究所  研究員 

・東芝（株）                  技術者 

・エルピーダメモリ             技術者 

・三井化学（株）研究所 研究員 



100nm

集積システム 
科学 

研究部門 

単一電子トランジスタを用いた高感度バイオ・ 
イオンセンサー 

ナノ集積科学 
研究部門 

大気圧熱プラズマジェットを用 
いた薄膜シリコン結晶成長技術 

 フラットテレビや太陽電池を支える薄膜半導体デバ
イスの製造において、ガラス等の低耐熱性基板上に良
質の結晶を作製する技術が重要です。本研究では、大
気圧熱プラズマジェットを用いた急速熱処理を提案し、
アモルファスシリコンをミリ秒で結晶化する新しい結
晶成長技術を開発しています。大気圧下で発生した1
～2万度のプラズマを瞬間的に照射する事で、ガラス
基板への熱的ダメージを抑制しつつ、表面のアモル
ファスシリコンを溶融させ結晶成長させる技術の開発
に成功しました。この手法で作製した高品質シリコン
結晶を用いて薄膜トランジスタ（TFT）を試作したと
ころ、図に示す様に電界効果移動度477cm2V-1s-1の
高い性能が得られました。 

結晶化したシリコン膜を用いて作製
した薄膜トランジスタ（TFT）のId-Vg

特性 

大気圧熱プラズマジェットを用いた
アモルファスシリコン膜の結晶化法
の概略図 

研究ハイライト 

開発した並列ハミング距離検索連想メモリは週波数
領域マッピング原理と65nm ＣＭＯS技術を利用し
ています。他研究と比較して、512ビット各128パ
ターンの最大の参照データ容量、3.81・10-13s/ビッ
トの最短検索時間または5.17・10-8W/ビットの最
小消費電力を有する結果となりました。特に、パ
ワー遅延積は1.97・10-20J/ビットになり、最大性能
の従来での連想メモリ研究成果と比べて係数140の
改善が実現されています。この成果は国際会議VLSI 
Circuit Symposium 2011で発表しました。 

世界最高性能を有する 65nm 
CMOSでの連想メモリのチップ写
真 
1.63mm2 (1.30mm x 
1.25mm) 

他研究との性能比較  
（消費電力と検索時間は共に1桁以
上改善されました） 

世界の最高性能(381fs/ビット，51.7nw/
ビット)を有するハミング距離検索連想メモ
リ 

ミリ波帯／テラヘルツ帯 
低消費電力・超高速無線通信 
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(株)半導体理工学研究センタと広島大学は共同で、
100GHz を超える短ミリ波帯を用いた 120GHz/ 
140GHzデュアルバンドCMOS受信回路を開発し、
3Gbpsを超える超高速無線伝送に成功しました。本成
果はEuMIC2011で発表しました。また、本受信機には、
27GHzという非常に広帯域で平坦な群遅延特性を有す
る低雑音増幅回路が用いられています。本回路に用い
られている短ミリ波帯でのデバイスモデリング技術や
広帯域増幅回路設計技術については、ELEXで発表しま
した。 

無線通信でのビット誤りテスト 

短ミリ波デュアルバンド受信回路 

140GHz低雑音増幅回路特性 

短ミリ波無線送受信実験 
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 Si単一電子トランジスタ(SET)を用いたバイオセンサー
及びイオンセンサーを世界で初めて作製しました。これに
はSETの室温動作及びアルカリ金属イオン等を含む緩衝
液を用いるプロセスとULSI作製プロセスとの整合性の両
方を実現する必要があり、今まで報告がありませんでし
た。今回Siナノサイズドットを複数直列に配置する事によ
りドット１つ当たりの実効接合容量を減らし、室温動作を
容易にしました。SETではクーロン振動を利用でき、原理
的にナノワイヤトランジスタに比べてバイオ物質やイオン
の検出感度を大きくできます。これらの結果は2011年と
2012年のApplied Physics Lettersに掲載されました。 
 

蛋白質の単一電子トランジス
タによる検出。蛋白質の一種
のストレプトアビジン付着に
よる電流電圧特性の変化(a)

とその拡大図(b)。 

単一電子トランジスタに
よるH+イオンの検出。 

作製した単一電子トランジ
スタの多重ドットチャネル
のSEM像。 Id

Vg

(a) slope1

(b) slope2Id

Vg

Id

Vg

(a) slope1

(b) slope2Id

Vg

(b) slope2Id

Vg

単一電子トランジスタによる
バイオ検出感度向上原理。 

単一電子トランジスタによる
バイオセンサーの構造。 



医用検査向けペーパーマイクロ分析チップ 

集積医科学 
研究部門 

SPRイメージングによる 
ヒト好塩基応答の可視化 

表面プラズモン共鳴(SPR)イメージング技術
を利用して、ヒト末梢血から採取した好塩基
球の応答を可視化することに成功しました。 

ゲノムワイド解析 (図1) 
ゲ ノ ム ワ イ ド 解 析 に よ り 、
DEPDC5の遺伝子多型がC型慢性肝
炎患者において肝臓癌の発症リス
クに関与していることを見いだし
ました (Nature Genetics 2011)。 

C型肝炎ウイルスの新規レセプターおよび 
慢性肝炎における肝発癌に関与するSNPの発見 

肝細胞 

NPC1L1 

エゼチミブ 

C型肝炎ウイルス 

図2 ヒト肝細胞キメラマウス 

固定化できる消毒薬の開発 

図1 ゲノムワイド解析 

自動車・航空機・電車などの座席への抗菌・抗ウィルス加工が可能になりました。 

ヒト肝細胞キメラマウス (図2) 
米国イリノイ大学との共同研究により、Niemann-
Pick C1 like 1 (NPC1L1)がC型肝炎ウイルスのレセプ
ターであることを見いだし、エゼチミブがC型肝炎ウ
イルスの感染阻害に有効であることを、ヒト肝細胞キ
メラマウスを用いて示しました(Nature Medicine 
2012)。 いずれの成果も複数の報道機関より取材を受け、全国
紙、TVでも放送されました。 

蛍光タンパク質ドープ光導波路 

 血液分析などを対象に、安価で焼却容易な紙を基
材としたマイクロ分析チップを開発しています。こ
のチップに血液を滴下した後、プリンタ型の分析装
置に挿入することで、測定項目に応じた試薬が自動
で滴下され、計測される仕組みです。チップ上での
微量の血液の定量や、試薬との反応等を行うために、
紙面にマイクロ流路を形成するインプリント技術や、
液の流動制御を可能とするために湿潤により局所的
に膨張変形する特殊な紙素材を開発しました。この
成果は国際会議μTAS2010で発表しました。 

 ゾルゲルシリカ光導波路に生体緑色蛍光タンパク質
をドープし本センサを光ファイバと直列並列接合し、
人体に悪影響を及ぼす有機リン化合物を実時間で長距
離検知するバイオフォトニックセンサを作製しました。
その結果有害物質有機リン化合物を1分以内のリアルタ
イム検出可能としました。本研究成果は2011年に学術
誌Applied Physics Letterや国際会議APOS2012で発表しま
した(Y. Enami et al. Applied Physics Letters 98, 233003, 2011)。 

ｷｬﾋﾟﾗﾘ流路 
(50×30 μ m2) 

100μ m 

ﾍﾟｰﾊﾟｰ分析ｼｰﾄ 

IJP型分析装置 

ｷｬﾋﾟﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ 

有機リン化合物検出のための緑色蛍光タンパク質をドープしたゾルゲルシリカ
光導波路実験 

広範囲光ファイバネットワークによる検出のため光ファイバと接続した光導波路 

分子生命 
情報科学 
研究部門 

口腔生物工学研究室で開発した固定化できる消毒薬Etakについて、抗ウィ
ルス作用・抗菌作用・帯電防止作用について検討してきましたが、プライマー
処理を行うことで、樹脂表面にも固定化が可能となりました（TBカワシマとの
共同研究）。 

研究ハイライト 



減圧化学気相成長炉 

可変成形型 

電子ビーム描画装置 

電子サイクロトロン共鳴 

プラズマエッチング装置 

2次イオン質量分析装置 X線光電子分光分析装置 電界放出型 

走査電子顕微鏡 

Alスパッタリング装置 

スーパークリーンルーム内風景 

透過電子顕微鏡 

ナノデバイス・バイオ融合科学研究所主要設備 

 広島大学の支援の特徴は、30nm以

下のシリコンベース超微細デバイスの

設計・作製・評価技術、高度な絶縁膜/

半導体界面制御技術、極浅接合形成技

術、MEMS技術などです。マスクレス

露光装置、深堀エッチング装置、表面

活性化接合装置などを導入しバイオ関

連の支援にも力を入れています。平成

23年6月16日に、超微細加工機能グ

ループ（北大、東北大、東大、東工大、

名大、京大、阪大他）の成果報告会を

当研究所で実施しました。広島大学の

前年度の成果として国際会議に発表さ

れた、硫化銅固体電解質メモリと浮遊

ゲートMOSFET加速度センサーの事例

を右図(1)～(2)に紹介します。 

GND VGS VDS 

p-Si 

n+-Si n+-Si 
チャネル 

パリレン 

Al Al 

Source Gate Drain 

Tair 

Ni 

mass 

Acceleration 

SiO2 

(2) 柔軟な浮遊ゲートを有する
MOSFET加速度センサ (関西大学 
鈴木  昌人助教 )  Transducers 
(2011）W3P.014, p. 2026. 

(1) Ti/Cu2S/Cu不揮発性メモ
リの電圧－電流特性（関西大学
高田教授）  Current Applied 
Physics (2011)1-4.  

文部科学省 文部科学省
ナノテクノロジーネットワークプロジェクト ナノテクノロジーネットワークプロジェクト



平本 寛和 
（博士課程前期2年） 

国際会議 The 26th Int. Tech. Conf. on 
Circuits/Systems, Computers and 
Communications (ITC-CSCC 2011) 

発表題目 Application of Composite Haar-like 

features to Face Detection with 

Massive-Parallel Memory-Embedded 

SIMD Matrix Processor 

場所 韓国  慶州 

日時 2011年6月20日 

外部資金獲得状況 
提供元 課題名 職名 研究代表者 予算額 

文部科学省 
ナノテクノロジー・ネットワークプロジェクト 
（シリコンナノ加工と高品質真空利用技術に関する支援） 

教授 横山 新 29,000,000 

(独)科学技術振興機構 水循環系スマート水質モニタリング網構築技術に関する研究 教授 三宅 亮 27,100,000 

(公)ひろしま産業振興機構 半導体低誘電率絶縁膜プロジェクト 教授 吉川 公麿 19,000,000 

(独)情報通信研究機構 高性能電気光学有機分子をドープしたポリマ光変調器の超低電圧駆動 教授 榎波 康文 10,000,000 

その他 12件 

平成23年度文部科学省科学研究費補助金 

種目 課題名 職名 研究代表者 直接経費 

基盤Ａ 腫瘍検出のための生体内電磁波伝搬の研究 教授 吉川 公麿 8,900,000 

基盤Ａ 多層薄膜スロット導波路によるｍＶ駆動ポリマ光スイッチの研究 特任教授 榎波 康文 3,900,000 

基盤Ｂ 有機分子材料を用いたフラッシュメモリの研究 准教授 中島 安理 2,300,000 

その他 基盤C 4件、挑戦萌芽 2件、若手B 1件 

院生の国際会議発表・海外留学 
久保田 慎一 

（博士課程後期3年） 
1. 国際会議 2011 IEEE Int. Symp. on Antennas 

and Propagation and USNC/URSI 
National Radio Science Meeting 

発表題目 A Novel 10 Gb/s Silicon On-chip 
UWB Twiggy Antenna for Intra-
Package Communication 

場所 アメリカ合衆国 ワシントン 

日時 2011年7月 4日 

2. 国際会議 2011 IEEE Custom Integrated 
Circuits Conf. 

発表題目 5 Gbps BPSK CMOS Transmitter 
with On-Chip Antenna Using 
Gaussian Monocycle Pulses 

場所 アメリカ合衆国 カリフォルニア 

日時 2011年9月2日 

3. 海外留学 

訪問場所 University of Texas, アメリカ合衆国 

研究内容 早期乳がん検出のためのUWBレーダー
デバイスの研究 

期間 2011年1月20日～2011年4月20日 

安 豊偉 
（博士課程後期2年） 

国際会議 The IEEE Int. Conf. on Robotics and 

Biomimetics (ROBIO‘ 2011) 

発表題目 

 

Real-time hybrid learning and  

recognition system with software-

hardware cooperation 

場所 タイ プーケット 

日時 2011年12月7日～12月11日 

高畑 祐人 
（博士課程前期1年） 

1. 国際会議 ISMM 2011 in Conjunction with the 
KBCS Spring Meeting 

発表題目 Enhanced Passive Mixing in 
Microfluidc Droplet for the Efficiency of 
a Microbe Counter 

場所 韓国  ソウル 

日時 2011年6月2日～6月4日 

2. 海外留学 

訪問場所 University of Twente, オランダ 

研究内容 「水質モニタリング装置用マイクロ濃縮デ
バイスの開発」の中でデバイス開発に必
要なＭＥＭSプロセスを学び、 実際に試作
デバイスを製作した。 

期間 2011年10月1日～2011年11月30日 

岡部 修吾 
（博士課程前期2年） 

1. 国際会議 Transducers 2011(The 16th Int. Conf. 
on Solid-State Sensors, Actuators 
and Microsystems) 

発表題目 Micro-liquid handling on paper 
analysis chip triggered by ink-jet 
droplet 

場所 中国  北京 

日時 2011年6月5日～6月9日 

2. 国際会議 MEMS 2012 (The 25th Int. Conf. on 
Micro Electro Mechanical Systems) 

発表題目 Pumps, NO-valves, NC-valves on 
Paper Analysis Chips 

場所 フランス  パリ 

日時 2012年1月29日~2月2日 

3. 海外留学 

訪問場所 University of Twente, オランダ 

研究内容 マイクロ分析チップ向けの低コスト素材
に対する加工技術の調査及び評価 

期間 2012年1月8日~2012年3月16日 

大森 睦己 
（博士課程前期1年） 

国際会議 The 26th Int. Tech. Conf. on 
Circuits/Systems, Computers and 
Communications (ITC-CSCC 2011) 

発表題目 HW/SW Co-design of Region Growing 
Image Segmentation 

場所 韓国  慶州 

日時 2011年6月20日 

佐々木 静龍 
（博士課程前期1年） 

国際会議 
 

2011 Int. Conf. on Solid State Devices 
and Materials(SSDM2011) 

発表題目 
 

Compact Multi-Bit Encoder for High 

Speed Frequency-Mapping Associative 

Memory 

場所 名古屋 

日時 2011年9月28日～9月30日 

アンサリ タニア 
（博士課程後期3年） 

国際会議 2011 Int. Conf. on Solid State Devices 
and Materials(SSDM2011) 

発表題目 Experimental Comparison of Process 
Variation in 65nm and 180nm CMOS 
Using Ring Oscillators with Adjustable 
Delay 

場所 名古屋 

日時 2011年9月28日～9月30日 



運営委員会 

ナノ集積科学研究部門 

所  長 

教授 吉川公麿 

顧  問 

廣瀬全孝 
（広島大学名誉教授）          

渡辺久恒 
（株式会社EUVL基盤開発セン

ター）          

  

新任研究員紹介 

研究所組織図 

 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所は、広島大学の学内共同利用教育施設として設

置されており、学内は先端物質科学研究科や工学研究科の研究室の多くの方に利用され

ています。また他大学・企業とは共同研究・受託研究を実施したり、研究員・社会人博

士課程後期学生の受け入れを行っております。ご興味がございましたら、研究所教員ま

でご連絡ください。 

研究所利用希望・共同研究希望の皆様へ 

TEL: 082-424-6265 

E-mail: RNBS＠hiroshima-u.ac.jp 

URL: http://www.RNBS.hiroshima-

u.ac.jp/ 

教授 吉川公麿          教授 横山 新 (副所長）          

宮崎誠一 (名古屋大学大学院工学研究科） 

教授 東清一郎* 

助教 田部井哲夫† 

教授 三浦道子* 

助教 村上秀樹* 

准教授 石川智弘† 

准教授 中島安理 

客員教授 福山正隆 (主任） 教授 横山 新 (代表責任者）           

客員研究員（他大学、企業） 

研究員（学内）、関連学部・学科 

教授 茶山一彰**  教授 二川浩樹** 教授 秀 道広** (副所長） 

准教授 津賀一弘** 

集積医科学研究部門 

教授 三宅 亮 

准教授 村上裕二† 

教授 黒田章夫* 

准教授 野田健一† 

教授 小埜和久* 

准教授 河本正次* 

教授 山田 隆* 

助教 池田 丈* 

 

宮原裕二 (東京医科歯科大学生体材料工学研究所） 

教授 榎波康文† 

分子生命情報科学研究部門 

教授 マタウシュ ハンスユルゲン  

准教授 佐々木守* 准教授 吉田 毅* 

准教授 小出哲士 

集積システム科学研究部門 

教授 藤島 実* 

教授 奥山喜久夫*** 教授 大下浄治*** 教授 瀧宮和男*** 

*   併任教員 
    先端物質科学研究科 

**  併任教員 
    医歯薬学総合研究科 

†   特任教員 

*** 併任教員 
    工学研究科 

教授 島田 学*** 

堺 真通：ナノテクノロジーネットワークプロジェクト研究員として、マスクレス露光装置やプ
ラズマエッチング装置などを利用した、シリコンを主とした微細加工の支援を行っています。 

客員教授 

福山正隆 伊藤隆司 (東京工業大学)  

大木 博 （(株)日立ハイテクノロジース） 

ナノテクノロジー・ネットワークプロジェクト 

堺 岡田 

外谷 昭洋：吉川グループの研究員
として、主に乳がん検出システム
の構築およびCMOS超高速サンプ
リング回路の研究を行なっており
ます。 

岡田 憲司：本年度よりナノテクノ
ロジーネットワークプロジェクト
研究員となり、マスクレス露光装
置を利用した支援を主に行ってい
ます。また研究所ホームページの
更新なども担当しております。 

助教 雨宮 嘉照† 


