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EVENT

研究者と企業を結ぶ
立命館大学理工学振興会

BKC インキュベータ主催 Weekly Event

10/30
（木）

株式による資金調達
ベンチャー企業が種々の種類株式を採用することに
よって、資金調達の必要性と会社経営権確保のバラン
スをとることが可能となります。会社法が用意する種々
のメニューに触れ、実務上の利用方法について解説し
ます。
さらに起業メンバーに万が一のことがあった場合の相
続問題について、その合理的解決を目指す方法にも
触れます。

法人
企業会員

（水）

（火）

立命館大学
教職員会員

取引先との契約
会社の利益を生むのは、商品、サービス、知的財産、
情報です。これらを適正有利な形で取引先に提供し、
妥当な対価を得るには、契約のなかでその取引条件
を定め明記することが重要です。
このような観点から、実践的な形で種々の契約におけ
る問題点を解説します。
● 講師：むらた・ふたば法律事務所 末永弁護士
● 会場：BKC エポック立命 21 K309
● 時間：15：30 〜 17：00

11/11

Autumn

Society for the Advancement of Science and Technology at Ritsumeikan

● 講師：弁護士法人 栄光 嶋津弁護士・森田弁護士
● 会場：BKC エポック立命 21 K309
● 時間：15：30 〜 17：00

11/5

2008

情報誌

企業の組織運営
企業はヒトが集まって運営していくものでありますが、
とりわけベンチャーキャピタルからの視点では、その
企業の組織が整備され、適正に運営されていることが
カネの出し手としては必須の前提条件といえます。
この講座では会社組織を前提に、実務に即した解説を
します。
● 講師：南川・林法律事務所 林弁護士
● 会場：BKC エポック立命 21 K309
● 時間：15：30 〜 17：00

有志
個人会員

ASTER
奨学事業
奨学金給付による人材育成

サービス
事業

産学交流
理工学
振興事業
企業と大学を結ぶ企画やイベントを開催

奨学生レポート
学内設備割引やメール情報サービス

VOL

私たち
「ASTER」は立命館大学 BKC に基盤を
置き、
「法人企業会員、立命館大学教職員会
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食料・農業・バイオマス分野における
環境・社会的影響の多面的評価

理工学研究科
総合理工学専攻 環境システム研究室

吉川 直樹

員、有志個人会員」の皆様方の支援・ご協力
を得て、わが国の理工学の発展・促進を振興
する団体です。滋賀県、近江の地から発祥し
た哲学
「三方よし」をモットーとし、
「地元産業
界」
「立命館大学」
「わが国」の理工学振興に
「よし」を目標に、活動を続けております。
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研究者の視点

理工学部
電子光情報工学科

高倉 秀行 教授

情報理工学部
情報システム学科

島川 博光 教授

薬学部・薬学科

今村 信孝 教授

生命科学部
生物工学科

若山

守 教授
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発行

第13回定時総会 報告

編 集 後 記
長らく休刊しており、申し訳ございませんでした。
約２年のブランクを経ましたが、このたび装いも新たに
バージョンアップすることになりました！
少しでも多くの方に周知いただけるよう、どなたでもご覧
いただける内容を目指しました。従来どおり、会員の皆様
への情報発信を行いつつ、会員の皆様、ASTER、立命館大
学の活動を発展させていくきっかけとして、今後も随時ブ
ラッシュアップを図っていきたいと思います。
次号は 2009年４月を予定しております。

Society for the Advancement of Science
and Technology at Ritsumeikan

立命館大学理工学振興会
〒525-8577 滋賀県草津市野路東 1 丁目1-1
立命館大学テクノコンプレクス
理工リサーチオフィス内 理工学振興会事務局

TEL 077-561-2802
FAX 077-561-2811
aster@st.ritsumei.ac.jp
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/b-liaison/aster
制作：(株)

企業訪問ツアーレポート

・株式会社川勝總本家
・三菱電機株式会社 情報技術総合研究所
会員企業紹介

・株式会社泉産業
・オプテックス株式会社
・株式会社京都銀行
・株式会社きんでん

・株式会社熊谷組
・スターライト工業株式会社
・株式会社三井住友銀行
・ローム株式会社

学生団体紹介

・EV-Racing
・飛行機研究会
INFORMATION

・内燃機関研究会
・ロボット技術研究会

立命館イノベーションフェア2008
ブース出展企業募集

奨学生レポート

Scholarship report

立命館大学大学院で
日夜研究に励む学生を紹介しています
■野菜の消費による温室効果ガス
（GHG）排出量
※家計の生鮮品購入時の値
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理工学研究科
総合理工学専攻

上：温室加温栽培品と露地
栽培品の比較。これらの品目
では生産段階からの排出が多
くを占め、温室栽培は露地栽
培 の 2 〜 5 倍 程 度 の GHG
を排出する。
下：野菜・果物の消費におけ
る、農業生産から物流、調理、
廃 棄 物 処 理 に 至 る 流 れ。
LCA では、これらの各段階か
ら直接的・間接的に発生する
環境負荷を評価する。

■野菜・果物のライフサイクル
廃棄・リサイクル

農業生産

持続可能な社会の実現に向けて、製品やサービスの環境への影響を生産から
廃棄までを考慮して評価するライフサイクルアセスメント（LCA）が広く行われつ
つあります。本研究ではこの考え方を食料、農業、バイオマス利活用といった分
野に適用、環境への影響を評価するとともに、経済性や食料自給、水田の洪水
防止機能など農業の諸機能といったさまざまな側面も併せて評価し、定量的な

出荷・輸送
上：研究室にて、天野教授とディスカッションを重ねる。
下：セントラルアーク内のラウンジにて読書。

意思決定手法の構築を目指します。

食料・農業・バイオマス分野における

調理・消費

環境・社会的影響の多面的評価
将来の食料消費パターンに与える影
響を評価しました。

ライフサイクルアセスメント
（LCA）手法
ライフサイクルアセスメント
（LCA）

ら廃棄物の処理に至るまでの一連の
ライフサイクルを通じて評価する手法
です。例えば家電製品では、使用時

2

また最近では、バイオ燃料の需要

生活習慣病への食事面での対策によ

クル CO2を表示する「カーボンフッ
トプ

ど負の影響も与えます。また廃棄・リ

増を一因とした穀物価格の高騰が続

る医療費削減など、想定される影響

リント制度」の導入が検討されるなど、

サイクル段階では、再資源化した場

いています。トウモロコシ由来のバイ

は多岐にわたります。これらを可能な

現在注目されている分野です。

合の利用先の需要の問題がありま

オエタノールは、必ずしも温室効果ガ

限り考慮していくには、LCA など従来

す。近年では食料輸入や温室栽培

スの削減につながらないとする研究

の工学的な知見に加え、経済学や栄

の増加によるエネルギー消費の増加

結果もあります。本研究では、
こうした

養学等の知見を含めたアプローチが

が懸念され、
また、
外食消費の動向な

農産物のバイオマス利用についても、

必要になります。食料、農業、バイオ

指導教員

ども環境負荷に影響します。これら

食料と競合しない作物の導入シナリオ

マスに関連したさまざまな環境・社会

天野 耕二 教授

複数の問題を食料システムとして包

を分析するなど、農業システムに含め

的影響を可能な限り取り上げ、
今後の

食料・農業・バイオマス
分野への適用
本研究では、この LCA の考え方
を食料・農業部門に適用します。食

括的にとらえ、物質・エネルギーの流

や輸送、廃棄時にも環境に負荷を与

料消費は、農業資材の生産から農

れを分析することにより、環境負荷の

えます。LCA では、これらの各段階

業生産・加工・流通を経て、家庭で

定量化とその削減対策の評価を行っ

を考慮、直接・間接に発生する環境

の調理、食べ残しや調理くずなど廃

負荷を客観的に評価します。

棄物の処分およびリサイクルに至る過
程と考えられます。

ています。
現在までに、主要な生鮮食品の

て分析していきたいと考えています。

この分野の発展のための定量的な議
論の基礎となる研究を行っていければ

学際的アプローチによる
多面的評価

LCAと、
消費者の食料消費に関する

食料、農業、バイオマス分野が社

と考えています。
私の所属している環境システム研

Professor
message
吉川直樹さんは本学経済学部を卒業後
理工学研究科に進学、博士課程前期課
程と後期課程を通して経済学とシステム工
学の双方での高い基礎学力に基づいた
環境システム分析に関わる研究に励んで
います。
文理融合型の視点で地球環境問題を

究室では、ほかにも廃棄物、交通、建

分野横断的に研究するために必要なシス

築、エネルギーなどさまざまな分野で、

テム分析能力を、非常に高いレベルで習

位性のアピールや、環境負荷の少な

農業生産では、農業生態系の維

ミクロ経済的分析・将来シナリオ分析

会的にどうあるべきかを考えたとき、当

LCA やマテリアルフロー分析などの

い消費に向けた消費者教育に活用

持や土壌への炭素固定など、環境に

を行い、旬の農産物を食べることの

然環境だけではなく、さまざまな影響も

データ解析手法を基礎とした環境負

できます。現在、経済産業省で、CO2

対して正の影響があると同時に、化

環境面での優位性や少子高齢化が

同時に比較検討する必要があります。

荷や環境意識の評価・分析を行って
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味を持っていただければ幸いです。

石燃料消費や施肥による水質汚濁な

に電力を消費するだけでなく、生産時

これにより、企業の商品の環境優

います。今後、当研究室の活動に興

の「見える化」
として製品にライフサイ

は、製品やサービスの消費に伴い発
生する環境負荷を、原材料の生産か

例えば、食料自給率の向上による
食料安全保障に対するプラス効果や

卸売・小売

得しながら成し遂げてきた研究成果は、環
境システム関連分野の学会などでも非常
に高く評価されています。
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研
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理工学研究科

理工学研究科／総合理工学研究機構

防災システム研究センター

無尽蔵かつ完全クリーンエネルギーである太陽光を使った発電

複雑きわまりない人間の行動にもパターンがあります。それらを

は、地球温暖化防止の切り札の１つとして世界的に関心が高

トレースしてパターン化、介護や教育、防災、作業効率の向上、

まる一方です。中でも注目されているのが薄膜系素子を使っ
た発電。日本の最先端を行く高倉教授の研究について話をう

1

熟練技術の伝授など、
さまざまな分野で役立てようというのが島
川教授の研究。概要をうかがいました。

2

かがいました。

日本の最先端を行く
薄膜系太陽光発電素子の研究
太陽光発電素子にはシリコン系、
指でつまむと曲がるほど薄い発電素子。

薄膜を堆積させるスパッタリング装置でプラズ
マを確認する。

化合物系、薄膜系の３つがあります。

非接触Ｉ
Ｃタグで行動をトレース
人の行動パターンをモデル化する

解明という日本でも最先端の研究に
力点を置いています。

押入れにまで付けられた IC タグ。

製造上の技術としては、発電素子
を従来型の真空蒸着ではなくメッキで

べて 100 分の１の厚さ（2ミクロン）で

作る方法を研究中です。
成功すれば、

特に力を入れているのは生活、教育、

太陽光が吸収できるため、
ガラスや高

製造コストを大幅に減らことが可能に

ビジネス、防災、介護…など人間の行
動です。

ける手法を研究しています。手法の

生活パターンを割り出し、その変化か

性質上、分析対象は問いませんが、

ら異常事態を察知する仕組みです。
工場作業の無駄や省エネ法を探
し出したり、マニュアル化が不可能な

耐熱樹脂にコーティングしたり、フレキ

なります。このほか、
ガラスの上で作っ

シブルな受光素子の開発も可能で

た薄膜を、ペッ
トボトルのように凹凸の

人はどんなとき、どのような行動パ

す。また、
シリコンの発電効率の限界

ある樹脂などに転写する製造法も研

ターンを取るのか。それを明らかにす

人に学んでもらうとか、ホテルの各所

は 25％とされ、既にほぼ飽和状態で

究テーマの１つ。
これが可能になると、

るため、非 接 触ＩＣタグとリーダーを

にタグを配置、火災の際などに携帯

優秀な職人のスキルをトレース、
セカン
ドライフのアバタに行動させて若い職

使った行動データの収集法から研究

電話で避難情報が読み取れるように

しています。例えば、
ドアノブやテー

して避難支援に使うなど、さまざまな

シリコンに比べて製造プロセス

ブルなど随所に小さな非接触Ｉ
Ｃタグ

活用法が考えられます。

が半分で済むという製造上の

を貼り付けたモデルルームを

利点もあります。

用意、
リーダーを仕込んだ指

すが、薄膜は理論的に 30％まで高め

暮らしのあらゆるシーンで太陽光発電

られることが分かっています。さらに、

が利用できるようになります。

タグを読み込むリーダー。

ただ、太陽光を照射すると

輪をつけた被験者に生活し

効率がゆっく
りと上昇する現象

てもらいます。いつ、何を、
ど

がありますが、なぜそうなるかも

の順番でやったかといった

よく分かっていません。振る舞

行動データを漏らさず収集

いに未解明の部分が多いわけ

できます。
現在、この方法で滋賀医
窓のモデルとそれに付けられたセンサ。

学生たちと

教授

高倉 秀行
Hideyuki Takakura
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独居高齢者のウオッチシステムです。

。シリコンに比
膜系（Cu（InGa）Se2）

総合理工学院
理工学部・電子光情報工学科

4

大と協力して研究を進めているのが、

私の研究室で取り上げているのは薄

で、薄膜系の動作メカニズムの
受光させ、発電量を測る。

大量のデータの集まりから特徴的
なデータを取り出してパターンを見つ

学会での研究室の集合写真

総合理工学院
情報理工学部・情報システム学科

教授

島川 博光
Hiromitsu Shimakawa

Proﬁle

Proﬁle

1972 年 大阪大学基礎工学部電気工学科卒業
1977 年 大阪大学基礎工学研究科物理系電気工学博士中退
1977 年 大阪大学基礎工学部 助手
1990 年 富山県立大学工学部 助教授
1995 年 立命館大学理工学部 教授
2001〜2003 年 立命館大学理工学部 副学部長【学内役職】
2003〜2004 年 立命館大学 教学部長（BKC 担当）
【学内役職】
2004〜2007 年 立命館大学理工学部 学部長【学内役職】

1984 年 京都大学工学部情報工学科卒業
1986 年 三菱電機株式会社入社
1993 年 米国マサチューセッツ大学計算機科学科に派遣
1994 年 三菱電機産業システム研究所に帰属
1998 年 システム制御情報学会より論文賞受賞
1999 年 京都大学工学研究科情報工学博士修了
2000 年〜 2001 年 大阪電機通信大学電子工学科非常勤講師
2002 年 三菱電機から立命館大学理工学部情報学科へ転属
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研究者

総合理工学研究機構 ナノマシンシステム技術研究センター／びわこ環境研究センター

総合理工学研究機構 ナノマシンシステム技術研究センター／びわこ環境研究センター

微生物代謝産物は何の目的で生産されるのか？ ペニシリン

生命由来の天然高分子触媒である「酵素」
。これを使えばさ

発見以来の命題解明に挑戦中の今村教授。その研究をベー

まざまな食品や医薬品を、環境に負荷をかけないで製造できま

スに、異種の微生物間の相互作用を利用した「新たな有用物
質を探し出す手法」
を追究中です。

3

す。酵素の探索から構造や機能の解明、
さらには高機能化に
至るまで、酵素に関して幅広い研究を進めている若山教授を

4

訪問しました。

異種微生物間の相互作用で
新たな有用物質を作り出す
2 種微生物の遭遇。透明な帯の中に点々と
見える微生物が、全体を覆う勢いの微生物
の成育を阻害している。

20 世紀末から医薬品などの有益

用物質を捜そうという研究。また、
ミ
ド

な化学物質を探し出すために、コン

リゾウリムシの中に棲む特殊なクロレラ

ピューターによるドラッグデザインなど

を使ったヒアルロン酸の生成や、バイ

バーチャルな手法が注目されて使わ

オ燃料にも利用可能なマルトースの

れています。しかし、なかなか良いも
のには結びつかず、近年、生物が作
る天然の化学物質が再び脚光を浴

も行っています。

食品や医薬品を環境に優しくより

ンパク質のほとんどはＬ−アミノ酸です

効率的に生産する方法として、酵素

が、Ｄアミノ酸は動植物によく含まれて

を利用する手法があります。例えば、

いて、生理機能に深くかかわっていま

ペニシリンの誘導体であるアモキシシ

す。特に脳の機能にかかわっている

生産、地球温暖化防止に役立つ二

リン。このポピュラーな抗生物質原料

ことが分かっており、
アルツハイマー症

酸化炭素固定能の上昇の研究など

は酵素反応で作られています。

の治療や改善、精神疾患に有効な

びています。

ミジンコの食行動の観察。ミジンコの行動を、
顕微鏡カメラで観察し、生理活性物質の強
弱を判定する。

地球がはぐくんだクリーン触媒
酵素を使って食品、医薬品を開発
現在開発中の新規発酵調味液。 様々な条
件下で発酵試験を行っている。

医薬品開発に役立つと見られていま

酵素は地球が長い年月をかけて、

今後は琵琶湖など水中に棲むバク

はぐくんできた生命由来の天然高分

す。

通常、単一の微生物を使って研究

テリアや動植物プランクトン間での相

子触媒です。常温常圧のマイルドな

応用範囲は食品、医薬品にとどま

しますが、私が追究しているのは、異

互作用も利用して、有用な物質を捜

環境で反応させられ、使った後もアミ

らず、環境破壊物質の酵素を利用し

種の微生物間の相互作用を利用し

していきたいと考えています。

ノ酸などの原材料としてリサイクル可

た除去法の開発など環境分野にも及

能。真に環境に調和した触媒だと言

ぶ広いものです。

酵素反応により合成した化合物の分析結果
について討論。

て、
目新しい物質を生産させる方法で
す。最近、異種の微生物間でも、情

えます。弱点は壊れやすいこと。

報のやりとりをしていると考えられてい

私の研究室では、
そうしたニーズに

ます。これを利用して、情報（警戒警

役立つ酵素の探索と、発見した酵素

報？）を受け取った微生物に新しい物

の構造や機能発現のメカニズムを解

質を生成させ、利用しようというわけで

析、さらにタンパク工学的手法を加え

す。

てより高機能で壊れにくいものにする
研究を進めています。

例えば、2 種類の微生物の相互作

現在、注目しているのはＤアミノ酸。

用を利用して新しい物質を生産させ、

人体の生理活動にかかわる酵素のタ

その中からマラリア治療薬などの有
微生物培養液からの生理活性物質の抽出。

学生たちと

総合理工学院
薬学部・薬学科

教授

今村 信孝
Nobutaka Imamura

ナノモルオーダーの微量な酵素を用いた触媒
反応実験を行っている様子。

学生たちと

総合理工学院
生命科学部・生物工学科

若山

教授

守

Mamoru Wakayama

Proﬁle
生体関連化学、特に生理活性を示す微生物産物の探索とその化学
構造および作用機構の解明がテーマ
1975 年 東京工業大学工学部有機材料工学科卒業
1977 年 東京工業大学理工学研究科繊維工学専攻修士課程修了
1977 年 旭化成工業株式会社入社
1982 年 東京工業大学総合理工学研究科生命化学専攻博士課程修了
1982 年 社団法人北里研究所入所
1989 年 清水建設株式会社入社
1995 年 立命館大学理工学部生物工学科 助教授
2002 年 立命館大学理工学部化学生物工学科 教授
2008 年 立命館大学薬学部薬学科 教授
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Proﬁle
1988 年 京都大学農学部農芸化学科卒業
1990 年 京都大学大学院農学研究科博士前期課程修了
1991 年 大分大学工学部化学環境工学科 助手
1999 年 立命館大学理工学部生物工学科 助教授
2004 年 立命館大学理工学部化学生物工学科 教授
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第13 回
NEWS
TOPICS 定時総会 開催
2008 年 6月13日

交流

みんなで乾杯

2008 年度
理工学振興会 懇親会
講演会終了後、午後６時か
らエポック立 命 21 の３階 309
会議室で懇親会が開かれまし
た。
講演会講師の小嶋淳司氏
をはじめ会員、奨学生、教員、
職員のほか、他の企業団体や
一般の参加者など約 50 名が、
会員である琵琶湖ホテルのお
料理に舌鼓を打ちながら和や
かに交流しました。
講演会の内容に関して改め
て講師に直接質問する学生

2008 年６月13日（金）
、立命館大学理工

総会

学振興会の第 13 回定時総会が草津キャンパ
スのエポック立命 21で開かれ、約４０名の法
人・個人会員の皆様にご参加いただきました。
総会と懇親会の間に開かれた 2008 年度

の輪や、名刺交換しながら 産

■ 2008 年度役員会

産連携 をさらに深める会員の

総会に先立って 12 名の役員出席

歓談中、話題が弾みます

姿が目立ちました。

の下、役員会を開催、総会に提出す
る議案が承認されました。

おいしい食事とともに
交流が深まっていきました

定期講演会にも多数の参加者があり、その後
の懇親会を含めて、好評裏に終えることができ
ました。

■第 13 回定時総会
午後２時から１階・エポックホール
で総会を開催。会長あいさつ、議長
選出に続いて、2007 年度の事業、決

これからの発展のために、研究成果を社会に役立て
ようと意気込みを述べる奨学生たち。

算、監査を報告、承認されました。続
いて、2008 年度役員人事の紹介・承
認。ASTER NEWS の発 刊など新

手前：総会の進行を行う議長の高倉会長
（理工学部教授）

■ＡＳＴＥＲ奨学生の紹介

規企画を盛り込んだ 2008 年度事業

総会の最後は 2008 年度の理工学振

計画と予算も、満場一致で認められま

興会奨学生の紹介です。定員 10 名の

した。

うち出張や未定を除く
８名の奨学生が研
究内容の紹介を兼ねて順にあいさつ。
「食料消費・農業・バイオスマスを対
象とした環境経済モデルの構築と持続
可能性の評価」といった時代を反映し
たテーマから、
「宇宙個体微粒子の創
製」といった根源的なものまで、さまざま
な研究内容が発表されました。
小嶋淳司氏と。経験豊富なお話は学生にとって新鮮です
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講師にがんこフードサービス株式会社会長の小嶋淳司

講演

氏をお迎えし、人材育成と経営について講演いただきま
した。実体験にもとづいたお話は、多くの聴講生の関
心を引き出しました。

2008 年度

第１回定期講演会

人材育成と経営
食の商いを通じて学んだこと

「経営者」か
「経営管理者」か
― 客と直接接してこそ商売人

直にお客さんに接することは
稀。報告書の数字やアンケー
トの結果を見て会社のかじ取り

講師：小嶋淳司 氏
（がんこフードサービス株式会社会長）
1935 年、和歌山県生まれ。

をしても、
それは「経営管理者」

父親が早く亡くなり、高校 2 年から家業のよろず屋を

最近、食品や外食産業での不祥事

であって「経営者」ではありま

守って商いの道に入る。 同志社大学経済学部卒業

が続き、
消費者の食への信頼が大きく揺

せん。報告書に表れない事実

らいでいます。要因の１つは経営者が

を現場での「勘」でとらえられて

経営をしなくなったこと、商人が商売をし

こそ経営者です。

後、
大阪の寿司屋で修行、
63 年に 4 坪半の店で「が
んこ寿司」を開店。69 年に法人化、一代で一大外
食企業に育て上げる。2005 年から同社会長。 関
西経済同友会特別幹事（前 代表幹事）
。

なくなったことです。
商売人にとって一番大切なのは何と
いっても現場。外食産業なら店です。
お客さんと面と向かって対応する中か
ら、お客さんが求めているものを見いだ
すのが商売人の基本。お客さんが本当

自分が燃えてこそ、
人が燃える
― 人材育成の要諦は自らの生き方にあり
経営者のもう１つの大きな役割は人

そんな彼らをその気にさせるには経
営者自身が燃えるしかありません。これ
まで大変なことがたくさんありましたが、

材育成です。私ががんこ寿司を起こし

いつもこれを乗り越えたら新しい何かが

「おいしいよ」「また来るよ」
・・・とき

たのは４坪半の小さな店。従業員は３

得られると「楽しみ」として挑戦してきま

には口で言っていることが本心でないこ

人でした。まず考えたのは、この人たち

した。

ともあります。本心と反対であることさえ

に私ができることは何かです。今は何も

少なくありません。本当の要望はアンケー

ない。せめて将来の夢を共有したい。

開かれる・・・という踏ん張りどころでや

店が終わった後、将来は大阪一の大き

めてしまう人がほとんどですが、そこを頑

な寿司屋にするんだと語り合いました。

張る。損か得かよりも、自分にとって何

しかし、従業員は信じない。

が正しいか、お客さんにとって何がよい

に望んでいることをしっかりとつかむ。

トでは拾えません。
にもかかわらず、多くの経営者は現場
からの報告書には目を通しても、現場で

もう一歩、
もう一時持ちこたえたら道が

かの信念のもと、踏ん張った経験がリー
ダーシップを養い、人を燃やすことができ
る。人が燃えなければ、
まず自分を燃や
すのです。可能性は自分がつく
り出して
いく。
しっかりと腹を決め、心がぶれなけれ
ば道はできていく
ものです。

（※講演内容一部抜粋）

真剣に講演に聞き入る参加者たち。
当日会場は、貴重な講演を聞こうと
たくさんの人がつめかけました。
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株式会社泉産業

オプテックス
株式会社

ガスマジック！
可能性を拓く
IZUMI

株式会社熊谷組
お客さまに感動を！
わたしたちが築くのは
“こころ”です。

「ちょっとおもしろい」発想力で、
「安全・安心・快適」な
社会づくりに貢献しています。

プラスチックの
無限の可能性を切り拓く
技術開発型企業

酸素、窒素、炭酸、アルゴ

オプテックスは、
1979年に滋賀県大

私たち熊谷組のスローガンは
「お客さまに

1936年、
フェノール樹脂による独自

ン。例えばこの代表的な４種

津市で創業したセンサメーカーです。

感動を」。人類の生活基盤造りの担い手

の摺 動材料を開発するベンチャー

のガスの純度を99.999％から99.9999％へとアップさせる。
その小数点以下

当時、
軍事用や医療用にしか応用されていなかった赤外線技術に着目、
現在は

として、
地震や災害に強い建築物造り、
少

企業として発足、
その後は高性能エンジニアリングプラスチックをはじめとする

栗東事業所の「守衛所」
：天のリング

のわずかな純度が、
ガスの可能性を大きく拓く事実を私たちは知っています。

「防犯」
「自動ドア」
「産業機器」
の３部門を中心に交通関連分野などへも幅広

子・高齢化社会に即した街造り、
環境に優

そこに生じる技術的、
コスト的困難をクリアできるのは、
ガスのすべてを知り尽く

く事業を展開・拡大しています。

しい社会の実現、
民間活力を利用した社

したスタッフ陣の充実と、
高圧ガスの自社充填、
つまり自社製造していることに

特に、
防犯用センサと自動ドアセンサでは世界でトップクラスの市場シェアを誇

会資本の整備
（PFI）
、
建物の新築だけで

よります。
自社工場から皆様の工場へ、
ユーザー直結で必要なときに必要なガ

り、
両部門を合わせた海外売上比率も連結で60％以上に達しています。今後

なく改修・改築・用途変換など、
建設事業を通じて社会に貢献していきます。

ます。私たちは時代の一歩先行く活力あふれた社風を作るためのプロジェクト

スを迅速かつ安全にお届けします。

は創業以来培ってきた
「赤外線技術」
に加え、
「画像センシング技術」
を核に新

熊谷組が造っているのは、
50年、
100年にわたり地球上に存在するものであ

活動「スターライトプログレス2017」
に取組んでいます。未来に向かって全社員

無事故を誇るIZUMIの技術スタッフたちが、
皆様のあらゆるガスのニーズやウォ

たな要素技術を融合させながら、
独創性の高い製品を社会に供給することで

り、
その仕事は後世の人々に評価されるものであると言えます。誠実な営業、
誠

が価値観を共有し、創業以来のものづくりの精神を受け継ぎながら、
これから

ンツにお応えできるよう日々研鑽しています。

世界中の
「安全・安心・快適」
な社会づくりに貢献していきます。

実な施工、
誠実なフォローをモッ
トーに、
ものづくりに取り組んでいます。

も発展し続けます。

設
立
事業内容

業

1976
（昭和51）
年3月
高圧ガス製造、溶接材料・機械工具総合商社

種

高圧ガス製造・販売

本
社
〒601-8306 京都市南区吉祥院宮ノ西町10
TEL 075‒312-6551
滋賀営業所
〒520-3022 滋賀県栗東市上鈎大将軍54の4
TEL 077-552-2200
URL http://www.izumi-ib.co.jp

設
立 1979
（昭和54）
年5月
事業内容 各種センサ及び同装置に関する各種
システムの開発、設計並びに製造販売

採用学部
全学部

業

種

電気機械器具製造

採用学部
〒520-0101
滋賀県大津市雄琴５-８-１２
TEL 077-579-8720
（人事課直通）
URL http://www.optex.co.jp/

文系／全学部
理系／理工学部、
情報理工学部

We want! We need!
会 員 企 業 紹 介

新素材およびそれらの複合化に取組み、
トライボロジー
（摩擦・磨耗・潤滑学）
と
世界一の高さ 508m の
「TAIPEI 101」
（台湾）

設
立 1938
（昭和13）
年1月6日
事業内容 総合建設業
（土木事業・建築事業）

業

種

〒162-8557
東京都新宿区津久戸町２番１号
TEL 03-3260-2111
URL http://www.kumagaigumi.co.jp

採用学部

建設業

理工学部
文系各学部

成形加工技術をキーテクノロジーとして発展している企業です。
自動車部品や
住設機器部品、
家電製品など、
私たちの製品は身近なところでも利用されてい

設
立 1944
（昭和19）
年12月
事業内容 プラスチック製品の製造業

業

種

〒535-0002
大阪市旭区大宮４丁目２３番７号
TEL 06-6956-2248
URL http://www.starlite.co.jp

採用学部

メーカー

学部不問（理系積極採用）

どんな視点で企業・技術者が新しいことに挑戦しているのか？
現場の動きをお伝えします。

今 、 企 業 が 求 め て い る こ と

株式会社京都銀行

株式会社きんでん

京都発の
イノベーションで
産業の発展を！

〈エネルギー・環境・情報〉
あ す
設備の未来を拓く

京都銀行は立命館大学をはじめとす
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スターライト工業
株式会社

株式会社
三井住友銀行

ローム株式会社
新たな
エレクトロニクス時代への
挑戦！

企業と大学との
橋渡し役として
産学連携活動を支援

私たち＜きんでん＞は まちの電気工

三井住友銀行は産学連携活動を組

ロームは京都を拠点とした国内唯一

る大学や公的支援機関との連携・協

事 からスタートした会社です。現在で

織的に支援しています。銀行の法人

の独立系半導体メーカーです。現社

力を得て、
技術課題の解決や新たな

は家庭のインターネットやオフィスの情報通信システム、
さらに空調や内装まで

営業拠点では、
日常的に取引先企業の技術的課題や商品開発に関する悩み

長の佐藤研一郎が立命館大学在学中に考案した小型抵抗器のメーカーとし

マッチング機会を創出しています。

あらゆる設備をサポートする幅広い事業を展開しています。1944年の設立から

に接しています。取引先のこのような研究ニ−ズなどに応えるために、銀行本

て設立され、
今年で50年を迎えました。

同時に2008年４月には先端技術
（バイオ・ナノテク・情報通信）
など業界の最

今日まで、
常に
「公共性」
という社会的意義を第一に、
産業や市民生活に貢献

部の専門部署が情報を一元管理、個々のニーズに関心を持つ大学の研究

先端・専門知識を習得して顧客ニーズを的確にとらえ、
取引を拡大できる人材

する企業として歩み続けてきました。高度情報化時代のニーズに応える最先端

室・教授を探り当てて両者を引き合わせる取り組みを推進しています。

の育成を目的とした
「業種別専門家育成研究会」
を立ち上げています。

情報技術、
一番身近で大切な電気エネルギーをお届けする技術、
自然と人、
そ

一方、
産学連携に前向きな研究室・教授から提供された
「実用化が見込まれる

優秀な人材を結集、
そのスキルを生かしながら、
今後とも地域産業の発展と地

して機能が調和した人間味あふれる環境づくり−エネルギー、
環境、
情報の幅

技術や研究テ−マ」
を取引先に紹介する取り組みも積極的に進めています。

域の活性化に貢献していきたいと願っています。

広い分野にかかわり、
全社員の知恵と技術で相乗効果を生み出す総合エンジ

三井住友銀行は独自の大学ネットワークを構築して企業の研究開発力の強

ニアリング事業を展開しています。

化、
新規事業の創出を支援しています。

設
立 1941
（昭和16）
年10月1日
事業内容 普通銀行業務

業

〒600-8652
京都市下京区烏丸通松原上る
薬師前町７００番地
TEL 075-361-2211
URL http://www.kyotobank.co.jp

採用学部
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種

普通銀行

全学部全学科

設
立 1944
（昭和19）
年8月26日
事業内容 電力供給・情報通信設備など、
あらゆる
設備の設計・施工・エンジニアリング

業

種

総合設備工事業

採用学部
〒531-8550
大阪市北区本庄東2-3-41
TEL 06-6375-6000
URL http://www.kinden.co.jp

事務系：全学部
技術系：理工学部

設
立 1996
（平成8）
年6月6日
事業内容 銀行業務
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目1番2号
TEL 03-3501-1111
URL http://www.smbc.co.jp

創業当初から
「品質第一」
を企業目標に優れた製品づくりを行っており、
その
「品質」
と
「カスタム志向」
を最優先した開発は、
最先端の技術や高付加価値
のある製品を日々生み出しています。現在、
カスタムLSIをはじめとした各種半導
体では業界内で確固たる地位を築いています。
「ロームは若さと夢と情熱で着実に成長していく!」
これからもエレクトロニクスを
通じてワールドワイドに貢献していきます。

業
銀行業

種

設
立 1958
（昭和33）
年9月17日
事業内容 半導体をはじめとする電子部
品の開発、製造、販売

業

種

半導体デバイス

採用学部
〒615-8585
京都市右京区西院溝崎町21
TEL 075-311-2121
URL http://www.rohm.co.jp

理工学部、法学部、経済学部、
経営学部、文学部、
産業社会学部、国際関係学部、
政策科学学部 など
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ご支援・ご声援をお願いします！

理工系プロジェクト団体の紹介
立命館大学の「理工系プロジェクト団体」は、学生生活をより充実したものに
するために、多くの学生が学習や課外活動を通じて、活発に研究活動を行っ
ています。活動の活性化・高度化へのご支援・ご声援をお願いいたします。

立命館大学 EV-Racing
EV Racing
R i

内燃機関研究会〈RITSUMEI
内燃機関研究会
〈RITSUMEI RACING〉

ソーラーカーをはじめとする電気自動車の設計・

フォーミュラタイプの車両の設計・製作、走行テス

製作を行い、
「Dream Cup ソーラーカーレース

トといった一連の車両開発を行い、2005 年より、

鈴鹿（読売新聞社ほか主催）
」の「チャレンジクラ

「全日本学生フォーミュラ大会（主催：社団法人

ス
（8 時間耐久レース）
」に出場しています。また、

自動車技術会）
」に出場しています。今年度は

地域の小・中学生を対象に太陽エネルギーの有

「Quick & Safety」をコンセプトに、安全に速く走

効活用について体験授業を行っています。

飛行機研究会
飛行機に関する理論学習や機体設計、
テストフラ

ロボ ト技術研究会〈RRST〉
ロボッ
「NHK 大学ロボコン」や「かわさきロボッ
ト競技大

イ
ト、パイロッ
ト訓練を実施し、
「鳥人間コンテスト

会」
、
「国際マイクロロボッ
トメイズコンテスト」など

選手権大会（主催：読売テレビ放送株式会社）
」

の各種ロボッ
トコンテストに出場しています。今年

への出場を目指し活動しています。また、地域の

度は NHK 大学ロボコンに出場、また、かわさきロ

小学生を対象にした、模型飛行機の製作も行っ

ボコンでは昨年に続き、技術賞（実機部門）ほか

ています。

の受賞を果たしました。

ご支援などお問合わせ先
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る喜びを感じられるマシンを目指しました。
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立命館大学 学生オフィス（BKC） TEL 077-561-3920 （担当：勝山）
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