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半導体研究所
Semiconductor Research Institute

パワーステーション1 地下1階 B133室
Tel.03-3238-3532（事務局）

設立目的
半導体研究所は、上智大学創立100周年記念事業の一環として、西澤潤一博士の功
績を記念し、半導体工学及びこれに関連する基礎電子工学・基礎物性に関する研究
を行ない、もってわが国の学術・文化の発展に寄与することを目的とし、2009年10月1
日設立されました。

活動内容
半導体研究所では、理工学部で活躍する半導体関係の研究者を中心に新分野の開
拓を進めています。現在は、時限研究部門として開設されているナノテクノロジー研究
センターのセンター長である岸野克巳上智大学特任教授が進める企業との共同研究
プロジェクト「ナノコラムを用いたレーザデバイスの研究」の支援を主に行っています。
このテーマの中核となるナノコラムは、上智大学が創成した新技術であり、ナノ結晶効
果によって窒化物半導体が直面する技術的課題を克服し、新しいエネルギー・環境
適合型デバイスの実現を目指して、研究を進めています。また、理工学部の半導体系
教員、および時限研究部門であるナノテクノロジー研究センターやフォトニクス研究セ
ンターとの効率的な研究連携を進め、上智大学における半導体技術の研究拠点とし
てサステイナブルな社会の構築に貢献しうる革新的な次世代半導体技術の開発を目
指しています。

Mission
The institute was established on October 1, 2009, as one of the centennial projects 
of Sophia University, and in commemoration of the outstanding achievements of Dr. 
Jun-ichi Nishizawa. The institute will lead research in related fields of semiconductor 
electronics, basic electronics, and basic physical properties and thereby fulfill its 
mission of contributing to the academic and cultural development in Japan.

Activities
At the Semiconductor Research Institute, a study team of the researchers who 
are playing important roles in semiconductor research and development in the 
Faculty of Science and Technology has been pressing ahead with the pioneering of 
a new field. We are currently supporting the collaborative project with a company, 
entitled “Research on nanocolumn laser devices”which is being led by Prof. 
Katsumi Kishino, the director of the Nanotechnology Research Center that was 
set up as a Project Research Division. The nanocolumn, which forms the core of 
this theme, is the new technology developed by Sophia University. Research is 
progressing to overcome the technical problems facing nitride semiconductors 
using the nanocrystal effect of the nanocolumn, with the objective of realizing 
innovative devices that are both energy- and environmentally-friendly. In addition, 
we aim to develop innovative, next-generation semiconductor technologies that 
will contribute to the creation of a sustainable society as a central research base 
for semiconductor technology at Sophia University, through efficient collaboration 
between the faculty members in semiconductor research field, and project 
research divisions of the Nanotechnology Research Center and the Photonics 
Research Center.

生命倫理研究所
Sophia University Institute of Bioethics

3号館2階211B室・212B室
Tel.03-3238-4050　Fax.03-3238-4011
http://www.suibe.jp

設置目的
生命倫理研究所は、上智大学の基本理念である「キリスト教ヒューマニズム」と「人間の
尊厳」を基盤として、人文科学、社会科学、自然科学の学問領域の統合と融合による、
生命倫理学の発展と深化に寄与することを目的として2010年4月に設立されました。
アメリカで誕生した生命倫理学は、その後の急激な先端医療技術の発展に対応し
ながら、ヒト胚、ヒト由来物質、ゲノムなど、医科学研究の問題に集中することになりま
した。しかし生命倫理は人間の生命に関する倫理であり、人はどう生きるべきかとい
う問いから始まり、広い範囲に及ぶものです。本研究所は、医科学研究の問題に加え
て、精神医療、生殖医療、終末期医療、臓器移植などの医療倫理、さらには、医療へ
のアクセス、児童虐待、老齢者、障害者など、医療・福祉の問題も研究の対象とします。

活動内容
本研究所は年に数度の公開シンポジウムの開催、内部の研究会の開催、国内外の研
究機関との連携、研究成果の刊行などにより広く社会との交流を図り、研究に基づい
た政策提言を行うことを目指しています。

Mission
The Institute of Bioethics (SUIBE) was established in April 2010 based on 
the Sophia University philosophy, namely“Christian humanism”and“human 
dignity.”SUIBE is to develop and deepen research on bioethics, integrating the 
academic fields of the human sciences, social sciences and natural sciences.
The study of bioethics was started in the U.S.A. The field developed in response 
to the rapid development of advanced medical technology and has now come to 
focus on problems in research on the human embryo, human substances, and 
genome biology. However, bioethics also includes the study of more fundamental 
ethical concerns related to the meaning of human life. SUIBE considers not only 
the problems of medical science research and medical ethics, such issues as 
mental health, reproductive technology, terminal care, and organ transplants, but 
also medical welfare issues such as access to health care, protection and care of 
children, the aged, and the disabled.

Activities
SUIBE holds a public symposium several times a year, and sponsors research 
meetings for its members, and works with Japanese and international partners to 
publish research results and to make those results available to the general public, 
and to offer advice for policy makers.

モニュメンタ・ニポニカ
Monumenta Nipponica

中央図書館・総合研究棟2階223号室
Tel.03-3238-3543　Fax.03-3238-3835
http://dept.sophia.ac.jp/monumenta

沿革
Monumenta Nipponicaは、イエズス会士で上智大学教授（経済学）、ヨハネスB. 
クラウス初代編集長（1892-1946）により、査読付学術誌として1938年に創刊されま
した。本誌は、アジア研究分野における英文学術誌の草分け的存在として、最新の
日本研究の発表や意見交換の場の提供を使命としています。そのため、多様な専門
分野のあらゆる時代に関する研究論文の投稿を受け付けています。また長年の伝
統に従い、日本語の史料や原典の翻訳発信のための積極的な取り組みを続けてい
ます。これまで本誌に掲載された翻訳は、2019年の時点で数百本に上ります。尚、設
立から今日までの詳細な歴史については、2020年3月に出版した「『モニュメンタ・ニ
ポニカ』80年の節目を超えて未来へ」でご覧いただけます。現在公式サイトにて公開
中です。

活動内容
年に2回Monumenta Nipponicaを出版しています。掲載される論文は未発表のものに
限られ、テーマは歴史・文学・美術史・宗教・思想、また著名な日本文学の翻訳や史料
の翻訳も収録しています。2019年度には74巻を発刊、1・2号それぞれにおよそ20本の
書評を掲載しました。本誌は冊子体の出版に加え、2005年度発刊分よりジョンズ・ホプ
キンズ大学のProject Museで電子購読できるようになりました。また、発刊から5年経っ
たバックナンバーについては、デジタル・アーカイヴのJSTORにて購入することができま
す。MNは、Arts and Humanities Citation Index、Bibliography of Asian Studies、
CNKI Scholars、ERIH PLUS、Historical Abstracts、Index to the Study of Religions 
Online、International Bibliography of the Social Sciences、MLA International 
Bibliography、Scopusといった引用索引データベースにも収録されています。

History
Monumenta Nipponica was founded in 1938 as a peer-reviewed journal at the 
initiative of Johannes B. Kraus, S.J. (1892‒1946), professor of economics at 
Sophia, who served as the journal’s first editor. As one of the oldest English-
language academic journals in the field of Asian studies, MN provides a forum for 
the exchange of ideas and presentation of recent research on Japan. The journal 
thus welcomes contributions representing diverse disciplinary perspectives and 
dealing with all periods, from ancient to modern times. Following a long-standing 
tradition, MN also maintains its commitment to providing a platform for translations 
of Japanese literary and historical sources and texts. As of 2019, several hundred 
such translations have appeared in the journal.  For an in-depth history of MN, see 
Monumenta Nipponica: Eighty Years and Counting, available as a PDF on the MN 
website.

Activities
Published twice a year, Monumenta Nipponica  carries original scholarly 
contributions on Japanese history, literature, art, religion, thought, and society, as 
well as translations of important Japanese literary texts and historical sources. As 
of 2019, seventy-four volumes have come out, and each issue generally carries 
twenty authoritative reviews of recent books on Japan. From volume 60 (2005), 
the journal has been available online through｠Project MUSE. The complete run of 
back issues is available online, with a five-year moving wall, through｠JSTOR. MN 
is indexed by｠Arts and Humanities Citation Index,｠Bibliography of Asian Studies, 
CNKI Scholar, ERIH PLUS,｠Historical Abstracts,｠Index to the Study of Religions 
Online,｠ International Bibliography of the Social Sciences, MLA International 
Bibliography, and Scopus. 
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