ASTER News
研究者と企業を結ぶ

出張講義のご案内

立命館大学理工学振興会

立命館大学の教員・職員が御社に伺い、
御社のニーズにカス
タマイズした講義を行います。お気軽に事務局にご相談く
ださい。
（年1回まで無料でご利用頂けます）
例：技術経営・研究開発・先端技術・社員スキルアップ（特許知識・
PCスキル）
など多数
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過去実例
■ 講 師：垣野義昭先生
（垣野技術研究所所長、京都大学名誉教授、
立命館大学非常勤講師）
テーマ：工作機械の現状と将来
■ 講 師：中島克紀先生
（立命館大学大学院 経営管理研究科 客員教授）
テーマ：多様なメンバーをリードする管理者のための
リーダー シップ＆コミュニケーション

法人
企業会員

立命館大学
教職員会員

参加企業の感想
●自分の管理者としての意識改革のきっかけの場となりました。
短時間の講義で内容の濃い、しかも即実践で活かせる内容で
あり、参加してよかった。
●コミュニケーションの仕方、注意点などを受講者参加型の講
義で行っていただき、楽しく学べたと思います。
●今まで気づかなかったことを中心に、自分でも忘れていた通
信研修の内容や、新たに気づかないことを再発見し、実践的
な内容でよかった。
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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

光合成生物の進化を含めた
脂質の化学とその応用

理工学研究科
総合理工学専攻

吉冨 太一

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。

@Labo 研究者の視点
理工学部
機械工学科
情報理工学部
メディア情報学科
薬学部・薬学科
生命科学部
応用化学科
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編 集 後 記
はじめまして、編集後記にてご挨拶させて頂きたく存じ
ます。
この度、理工学振興会事務局のメンバー交代により、新
しいメンバーが一団となって会員の皆様のお手伝いを
させて頂くことになりました。
新しい風で理工学振興会を盛り上げて参ります。
そしてタイムリーな情報を皆様のお手元へお届けいたし
ます。
今後とも理工学振興会をよろしくお願い申し上げます。

飴山 惠 教授
陳 延偉 教授
藤田 卓也 教授
溝口 正 准教授
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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
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エレクトロスプレーイオン化質
量分析計（ESI-LC/MS）
。
この装置は高速液体クロマト
グラフィーと質量分析計を組
み合わせた装置で、試料の分
離と同定（分子量）を同時に
行えるのが大きな特徴です。

総合理工学専攻

吉冨 太一
Taichi

Yoshitomi

細菌

生物の光合成の仕組みを解明、
それをエネルギー分野で生かすための研究の一
環として、これまであまり研究が進んでいなかった「光合成細菌類」の糖脂質を
対象に、系統的な解析システムの構築と新規の糖脂質の同定を試みています。

核磁気共鳴分光器（NMR）
。NMR は、強力な外部磁
場を生み出す磁石、原子核を共鳴させるラジオ波から
構成されています。これにより有機低分子から巨大なタ
ンパク質まで分子構造を決定できる装置です。

緑色硫黄細菌

緑色非硫黄細菌
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脂肪酸
二重結合を有する
C15〜16の脂肪酸

シクロプロパン構造を有する
C16〜17の脂肪酸

C17〜19の脂肪酸
（構造の詳細はまだ不明）

図 3. 緑色細菌のグリセロ糖脂質の分析結果

光合成生物の進化を含めた

脂質の化学とその応用

れる部分で、不飽和結合や炭素鎖数
に依存します。つまり、低温下で液晶
状態を保つには不飽和脂肪酸が多
く、炭素鎖数が短いほど有利というわ
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これらの知見から私は緑色硫黄細

物へ移行する際、
膜糖脂質がどのよう

リオバクテリアといった細菌類までさま

菌の糖脂質の系統的な解析システム

Chl. tepidum 、緑色
菌Chl.limicola 、

な進化を遂げたのかを分子レベルで

ざまな種類があります（左図 1 参照）
。

の構築と新規の糖脂質の同定を目指

非硫黄細菌Cﬂ. aurantiacus の 3 種

解明していきたいと思っています。

して研究を行ってきました。

類を培養しました。これらの細菌は自

それには、これまでの化学分析以

然界では池や沼地から温泉などに存

外にも分子生物学的なアプローチも

在し、生育温度や生存環境が全く異

積 極 的に取り入れたいと思います。

なるため、構成する糖脂質も変化する

私の所属する生物有機化学研究室

このプロセスを通し、
もう一段高いレベルへ

と考えられたからです。

は、私が行っている天然物分析以外

ステップアップしてほしいと思っています。

光合成生物で欠くことのできない
成分の１つであり、細胞膜等を構成
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培養した細菌から糖脂質を抽出・

にも有機合成を駆使してさまざまな分

細菌の膜を構成する糖脂質の重

呼ばれる糖脂質から構成されています

要な要素は生育温度であり、これに

精製、高速液体クロマトグラフィー質

子を作り出したり、太陽電池のようなデ

よって糖脂質構造が変化します。細

量分析計（LC/MS）装置で分析しま

バイスの研究も行っています。

グリセロ糖脂質は光合成で重要な

胞の膜にはさまざまなタンパク質が存

した。

働きを持つと考えられ、中でもモノガラ

在しますが、タンパク質はその機能を

その結果、培養温度によって構成

ク
トシルジアシルグリセロール（MGDG）

果たすために自身を取りまく脂質の流

する糖や脂肪酸組成が異なることを明

は、地球上で最も多い膜糖脂質と言

動性が必須となります。

らかにしました（右上図 3 参照）
。また

われています。

R

図 2. 植物や細菌に含まれるグリセロ糖脂質の構造

生育温度と糖脂質構造の
関連を解明

来の組織などではスフィンゴ糖脂質と

O

脂肪酸

でも分析を進め、細菌類から高等植

ずかでした。そこで私は、光合成細

（左図２参照）
。

脂肪酸（R部分）

今後はさまざまな細菌や高等植物

バクテリア、
紅色細菌、
緑色細菌やヘ

はグリセロ糖脂質を多く含み、動物由

脂肪酸（R部分）

方はぜひともお訪ねください。

菌類で膜糖脂質を調査した例はわ

分が異なります。高等植物や細菌類
図 1. 光合成生物の分類

の追究が可能です。興味を持たれた

光合成生物は高等植物からシアノ

する糖脂質は、動物と植物で含有成

古細菌

けです。

今後は細菌や
高等植物も対象に

Professor
message
指導教員

溝口 正 准教授
いよいよ得られた成果を学術論文として、
世界に発信していく段階になってきました。

苦労して得たデータは我々に多くの事を
語りかけています。集中力を研ぎ澄まし、
そ
んなデータの声に耳を傾けて下さい。当初
私が計画、想定していた範囲を大きく超え、
研究が発展しています（吉冨君の努力の

「自由なテーマ&手法設定」が
研究室の伝統

一般に脂質は温度の低下によって

核磁気共鳴分光法（NMR）
を用いた

これまでに高等植物を中心とした

物理的状態が可逆的に液晶からゲ

解析で、Chl. tepidum に含まれる脂

共通のテーマが前提ではありますが、

糖脂質の研究は数多く知られており、

ルへと相移転し、流動性が失われて

肪酸構造のシクロプロパン構造という

個別のテーマや研究手法などを自由

構造や糖脂質を合成する酵素の研

しまいます。その変化にかかわるの

非常にユニークな分子構造の同定に

に設定できる環境の元で研究を進め

究も進んでいます。しかし、光合成細

は、糖脂質を構成する脂肪酸と呼ば

も成功しました。

ています。それだけに、幅広いテーマ

賜物です）
。さらに今後どんな発見がある
か楽しみです。

私たちの研究室は、光合成という
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総合理工学研究機構 ＳＲセンター／ナノマシンシステム技術研究センター／先端材料技術研究センター

総合理工学研究機構

硬くて強度があるのにもろくない…。化学的に全く同じ材料で

人間は人を見るだけで「男か女か」
「何歳くらいか」
…などの複

も、結晶構造を変えるだけで従来不可能だった特性が付与で

雑な情報を瞬時に理解できます。
この極めて柔軟性が高い人

きる、世界初の「ネッ
トワーク構造」が生み出した成果の１つで
す。手法を開発した飴山教授に研究の概要を聞きました。

1

間の視覚認識能力を機械で行わせるため、高度な画像処理と
人工知能を融合した研究を進めている陳教授を訪問しました。

ナノ・メゾ調和微細組織で
旧来材料を最先端材料に変える「現代の錬金術」
人 間にとって有 益な素 材である
原子レベルでの構造解析、
元素分析
が可能な透過型分析電子顕微鏡

研究テーマは知的画像処理。人

ば、
ドリルインスペクター。ドリルの刃

間なら見るだけで「何となく分かる」こ

先の劣化を画像で診断、これまで熟

はなく、常温・超強加工の機械的処

とでも、それを機械に理解・処理させ

練工が勘で処理していた取り替え時

理。融点が異なる金属の合金も作り

るのは至難の業。もし、
コンピューター

期の判断を機械にさせるマシンです。

手法は従来の温度差によるもので

れていますが、旧来の材料開発では
結晶構造をいかに超微細で均一に

ドリルインスペクター

するかが重視されてきました。しかし、

やすい利点があります。付与できる

に、人間の持つ柔軟で信頼性の高

また、株式会社花王と共同で化粧を

ナノ・均一の材料では「強度」と「延

機能も、強さと延性だけでなく、磁性

い視覚情報処理能力と学習能力を

した人間の顔を、15 度間隔・20 個所

性」という相反する特性を同時に満

や耐食性、光触媒性能など、さまざま

持たせることができれば、産業から暮

の視点から半球面状に撮影、
世界初

たすことは困難。硬くなるともろくなる

で、対象金属も問いません。

らしに至るまで用途範囲は無限といっ

の化粧データベース MaVIC を構築

ていいほど広がります。

しました。その画像データベースをも

からで、メスの先端が折れて体内に

現在主に取り組んでいるのはチタ

残る医療事故なども起こっています。

ンやステンレス鋼。医療や環境、エネ

た新たな特性を持った材料を作るた

そのため、人間の機能を工学的に

ルギーなど多様な分野の要請に応じ
る材料の開発が可能です。

世界初の化粧データベース MaVIC
（写真提供：株式会社花王）

めに開発したのが、超微細か

来はその人が怒っているのか喜んで
いるのかなどの判断ができる「人間

の機能面から研究しています。

の心理を組み込んだシステム」の開

である「ナノ・メゾ調和微細組

く、基礎研究では、多次元・大規模

織」
。世界初のネットワーク構

のデータを統計的に解析し、規則や

造の材料です。化学成分は全

ルールを見いだして、隠れた情報を抽

く同じでも、材料の微視的構造

出する
「手法」そのものの研究も対象

を変えると新たな特 性が生ま

です。

発も目指しています。

応用分野では既に企業との共同
開発の成果があがっています。例え
学生とディスカッションしながら研究を進めて
いく

学生たちと

総合理工学院
理工学部・機械工学科

飴山

Kei Ameyama

教授／工学博士

惠

Proﬁle
1979 年 京都大学工学部冶金学科卒業
1983 年 京都大学大学院工学研究科修士課程修了
1986 年 京都大学大学院工学研究科金属加工博士課程単位取得退学
1987 年 工学博士（京都大学）
1979 年 信州精機株式会社（現：エプソン株式会社）入社
1986 年 立命館大学理工学部 助手
1992 年 立命館大学理工学部 助教授
1996 年 立命館大学理工学部 教授
2001 〜 2003 年 立命館大学総合理工学研究機構
材料・生産技術研究センター長
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模倣する方法を「画像を処理・認識

対象分野は基礎から応用まで幅広

材料に変える
「現代の錬金術」

4

とに化粧品を設計に利用します。将

する」と「学習して進化する」の２つ

つ不均一で調和した結晶構造

れ、いわば旧来材料を最先端
粉体のハンドリングに不可欠なArガス置換さ
れたグローブボックスでの作業風景

2

画像認識＋データの統計解析で
人の画像判断能力を工学的にまねる

とも言える技術です。

「材料」
。さまざまな新材料が開発さ

強度と延性を同時に満たすといっ
材料の熱処理実験に取り組む学生諸君

人間科学研究所

学生たちと

総合理工学院
情報理工学部・メディア情報学科

陳

教授／工学博士

延偉

CHEN Yen wei
Proﬁle

1962 年 中国・杭州市生まれ
1981 年 来日
1985 年 神戸大学卒業
1990 年 大阪大学大学院博士課程修了
レーザー技術総合研究所研究員、琉球大学講師・
助教授・教授、オックスフォード大学客員研究員など
歴任
2004 年 立命館大学情報理工学部 教授
趣味 テニスなど
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研究者

総合理工学院

薬学部・薬学科

地球温暖化防止のためのクリーンエネルギーに世界中の目が

用がかかります。開発のカギは機能に優れているだけでなく体

集まっています。太陽光発電もその１つ。地球上で最高の発

実験ではなく試験管の中でそれを実現する方法の研究が進ん

3

電効率を誇る「生物の光合成」をそれに生かせないか…そんな
夢の技術を、分子の微細構造を分析する技術を活用して研究
しています。

独自の腸内吸収率測定法で
製薬コストの大幅減や抗がん剤開発も

生物の光合成の仕組みを解明
究極の太陽光発電システム実現を目指す

候補化合物から、吸収率が高く実用

は計測できなかったこの酵素の働きも

そこでこれらの光合成機能性生体

も含めた光合成機能性分子の構造

医薬品の臨床実験は開発経費の

を解 明、太 陽 光 利 用技 術の開 発・

分子の微細な分子構造の違いを解

物実験によって選んできました。しか

８割を占めるだけに、実験に進める効

構築につなげるベーシックサイエンス

析し、化学、生物学、物理学、電子

し、しょせんは人間ではなく他の動物

率的な化合物の選定は大きな利点。

が研究テーマです。

工学などの異分野との融合によって、

であり、動物愛護の精神からも他の

既に関西の製薬企業数社と「動態

植物や細菌がクロロフィルやカロテ

将来の太陽光利用技術の開発・構

代謝研究会」を立ち上げて研究を進

ノイ
ドなどの色素を使って光合成をす

築に革新的なブレークスルーを生み

そこで近 年 台 頭しているのが、

めています。将来は抗がん剤開発も

る際、太陽光からエネルギー（電気）

だすための研究を進めています。

Caco-2細胞
（ヒトの結腸癌由来細胞）

視野に入れています。がん細胞は自

を取り出して利用しています。その効

基本となっている微細な分子構造

を使って試験管の中で実験を行い、

分を殺す物質を入れさせないトランス

率はほぼ 100％と、現存する系では

の分析技術は、太陽光利用技術だ

データを数学的に処理して吸収率を

ポーターを発現させており、この作用

予測する方法です。

を阻害する方法の開発です。

最高のレベル。一般的な太陽電池

けでなく、製薬での新しい分子の設

の効率が 10 〜 20％であることを思え

計やナノ材料の欠落個所のチェック、

化合物の吸収はトランスポーター

ば、光合成の仕組みを解明して太陽

食品（サプリメントや着色剤など）や

（輸送担体）と呼ばれるタンパク質が

光発電に応用できれば、地球温暖化

化粧品（抗酸化剤）など、幅広い分

制御しています。吸収を促進するも

防止や将来のエネルギー源として決

野で応用が可能です。

のと阻止するものの２種類があり、私

め手になります。

酸素を通気させることでクロロフィルの分子構
造を改変（クロロフィル代謝産物の解析）

の研究では、阻止するタンパク質の

近年の研究で、光合成色素や脂

作用も計測できるのが特徴です。ま

質、たんぱく質には従来考えられてき

た小腸では、化合物を分解する酵素

た以上に多様性があり、その多様性

も発現、これが結果的に化合物の取

は光強度、温度、溶存酵素などの外
部因子に大きく影響を受けることが分

り込みを邪魔します。従来の方法で
研究成果を整理するためのPCは、
学生ひとり
ひとりに行き渡っています

学生たちと

総合理工学院
薬学部・薬学科 教授／博士（薬学）
生命科学部・薬学部 副学部長

藤田 卓也
Takuya Fujita
Proﬁle
1988 年
1992 年

京都大学薬学部卒業
京都大学大学院薬学研究科博士課程中退
京都薬科大学 助手（製剤学教室）
1996 年〜 1997 年 米国ジョージア医科大学留学
帰国後、京都薬科大学講師・助教授を歴任
2007 年 立命館大学情報理工学部 教授
2008 年 立命館大学薬学部設置に伴い、薬学部 教授に配置換え
研究のモットー： 何事もやるときは他のことは考えずに集中する。
興味を持ったらまずやってみる。

ASTER News ● 2009-Spring

かってきました。

色素だけでなく脂質やたんぱく質を

分析できるようにしました。

になりそうな数個の化合物を、主に動

手法が求められていました。
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4

でいます。

創薬の現場では、30 万個ほどの

細胞のトランスポーター分子を確認するための
蛍光顕微鏡

生命科学部・応用化学科

人々の健康な暮らしを支える医薬品。その開発には膨大な費
内吸収率も高い化合物をいかに効率的に発見するか。動物

高速液体クロマトグラフィー質量分析計（HPLCMS/MS）により微量薬物の定量を行います

総合理工学院

微細な分子構造解析に必須の高速液体クロ
マトグラフィー（研究室で一番の働き者）

学生たちと

総合理工学院
生命科学部・応用化学科

溝口

准教授／博士（理学）

正

Tadashi Mizoguchi

Proﬁle
1994 年
2000 年

関西学院大学理学部化学科卒業
関西学院大学大学院理学研究科化学専攻博士課程
後期課程修了
1997 年〜1999 年 日本学術振興会特別研究員
2000 年 科学技術振興事業団さきがけ研究 21 博士研究員
2001 年 立命館大学理工学部 助手
2002 年 立命館大学理工学部 講師
2007 年 立命館大学生命科学部 准教授
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NEWS
TOPICS

立命館イノベーションフェア2008
2008 年 12 月12 日

立命館大学びわこ・くさつキャンパス

2008 年12月12日
（日）
、
未来を考える祭典「立

■企業ブース展示

命館イノベーションフェア 2008」がびわこ・くさつ

セントラルアーク1・2 階では、理工学

キャンパスで開催されました。午前 10 時からの企

振興会会員企業や学生団体など、29

業ブース展示と博士候補者の研究成果発表を皮

社・団体がそれぞれの企業活動や研

切りに、社長にズバリ
！特命プロジェクト報告会、

究成果を展示。学生団体「立命館大

学生ベンチャーコンテスト、特別講演会、特別懇

学 EV-racing」によるソーラーカーの実

親会など、午後 8 時前まで多彩な行事が続き、

物展示が目を引く中、
電子、
機械、
建築、

多くの参加者で盛り上がりました。

金融、放送、教育、サービスなど多彩
な企業のブースが並びました。
会場では企業ブース展示スタンプラ
リーも実施。1 階の展示で 1 つ、2 階の

ྚြⅻࣉℷⅵऱങ

博士候補者の
研究成果発表

展示で 2 つの合計 3 つのスタンプを集
めれば、セントラルアーク内の飲食店の
無料チケッ
トがもらえるというもので、楽
しみながら最先端の企業活動や学生

社長にズバリ！

活動を学べる試みです。

特命プロジェクト
報告会

企業ブー ス
展示

ブース出展企業

株式会社えふえむ草津
株式会社滋賀銀行
青花食研株式会社
株式会社熊谷組
コンピューターマネージメント株式会社
タック株式会社
株式会社イシダ
日本ジョン・クレーン株式会社
株式会社ユーシン精機
株式会社 I.S.T
生田産機工業株式会社
株式会社モリタ製作所
朝日レントゲン工業株式会社
山科精器株式会社
株式会社アイランス
株式会社教育情報サービス
有限会社 SEED
株式会社イマック
日光精器株式会社
椿本メイフラン株式会社
株式会社トールクロス
ツジコー株式会社
スターライト工業株式会社
日伸工業株式会社
株式会社タカコ

特別懇親会

特別講演会

学生ベンチャー
コンテスト

ブース出展学生団体

最終選考会

内燃機関研究会
立命館大学 EV-Racing
立命館コンピュータクラブ
ブース展示に賑わう
セントラルアーク

（順不同）
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真剣に議論を交わす来場者たち

■社長にズバリ！

■博士候補者の研究成果発表

■学生ベンチャーコンテスト

特命プロジェクト報告会

最終選考会

特別講演会の会場でもあるエポック

本年度で 5 回目を迎える学生ベン

ホールでは、講演を挟み午前と午後の

チャーコンテスト、今年は応募 75 件の

2 回、
「社長にズバリ
！特命プロジェク
ト

うち最終選考に残った 10 件のプランが
発表され、最優秀賞（賞金 30 万円）

報告会」が開かれました。
地元企業の社長から出された、
「開

にアール・ユー・アールの「アールキュー

発のスピードアップ」
「ペーパーレス化促

ブ R³ ―オンラインからオフラインへ

進」
「KYOWIND を広める」
「成形技

ネットワーク家電の提案―」が、優秀

術課の問題解決」
「研究者教育プログ

賞（同・15 万 円）に CCV workshop

ラムの確立」
「照明野菜の成功」
「金型

の「環境に優しい次世代のエネルギー

の環境への配慮」…の 7 つの特命課

マグネシウムの専門商社」が選ばれ、

題に対して、立命館大学の やる気学

ほかに敢闘賞（同・5 万円）4 組も表

生 と該当企業の バリバリ社員 が

彰されました。

チームを組んで解決案を考え、発表す

最優秀賞

「アールキューブ

R³

―オンラインからオフラインへ ネットワーク家電の提案―」

アール・ユー・アール

優 秀 賞

「環境に優しい次世代のエネルギー
マグネシウムの専門商社」
CCV workshop
敢闘賞
（4組）
「学びをこうじょう
（工場で作るように向上させる）
教科書レンタル」
学び・こうじょう

「AO入試家庭教師」
清藤貴博

特別懇親会にて
高倉会長
（理工学部教授）
より表彰

■特別懇親会

企業ブース展示と並行して、セントラ

タの位置と力の軌道追従制御」
「水素

イノベーションフェアの締めく
く
りは特別

ルアーク１階では、博士候補者の研究

ガス中における金属ナノ粒子の特異成

懇親会。エポック立命 3 階の 309 会議

成果の発表が行われました。これは立

長およびカーボン包埋型白金触媒によ

室に、ブース展示出展企業、フェアの運

命館大学理工学振興会奨学金特別

る発電機構」など多彩な研究成果が

営にかかわった学生や学生ベンチャー

事業の一環として初めて実施されたも

披露されました。

コンテストの参加者、さらには特別講演

ので、十数人の博士課程在籍者が創

各研究に対して来場者による投票が

会の講師・田場裕也さんなど約 100 名

意を凝らしたパネルを展示、その前で

行われ、評価の高い研究は午後 6 時

が参加、びわ湖ホテルのお料理による

来場者に研究成果を説明するポスター

からの特別懇親会会場で発表・表彰

立食パーティーで親睦を深めました。

セッション形式。
「拘束面に生じるクロー

されました。

ン摩擦を考慮したロボッ
トマニュピレー

席上、博士候補者の研究成果発表
の投票結果が発表され、
最優秀賞（賞
金 3 万円）
・吉富太一さんをはじめ、優
秀賞、審査員特別賞の院生が表彰さ
れました。

「草津市を舞台とした
地域コミュニティー計画」
にわわ・くさつ

る企画です。
それぞれの発表の後には、特命課
題を出した企業側から評価・感想が述

「芸術系学校と提携した
家具・インテリア製作・販売事業」
ABC (Art Business Company)

べられ、学生に「認定証」が贈呈され
ました。
児島副総長の音頭で乾杯
社長にズバリ！
企業側から評価をいただく

学生ベンチャーコンテスト
左：最優秀賞を受賞したアール・ユー・アール
右：優秀賞CCV workshopの表彰式
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未来を考える祭典

株式会社 I.S.T
「世にないもの」
「新しいもの」を提案
未来への挑戦を
続けています

午後 2 時からはエポックホールで特別講演会。今年の

講演

株式会社イマック

講師は日本人初のプロハンドボール選手・田場裕也
さんで、80 名の聴衆がバイタリティあふれるお話を堪

メカトロニクスの可能性を追求
お客様に喜んで頂ける製品を！
当社が目指すのはメカトロニクス技術の可
能性を追求、
それを生かしたエンジニアリン
グでお客さまのニーズに応えることです。

I.S.Tは全社員の約3分の1が

能、質疑応答も活発に行われました。

主な分 野は画 像 処 理 L E D 照 明 、
ＦＡ

研究・技術開発員。研究者や

（factory automation）
、
ヘルスケア
（医療機器）
。特に得意なのは画像処理

技術者たちが
「サイエンス」
の魅力に没頭する世界です。

立命館イノベーションフェア 2008

常に世の中にないもの、
新しいものを、
I.S.T独自製品として社会に送り出すの

特別講演会

が私たちの使命。世の中にないものを製作できれば、
それはオンリーワンであり、
同時にナンバーワンです。

道なき 未知 を進め！

対象分野は、
テント構造膜や航空機や新幹線車両でも活躍している不燃素

しての誇りに燃えています。

―劣等感をバネに人の 3 倍努力する

いました。 空 港で 2日野 宿、1

講師：田場裕也 氏

週間いろんなチームを訪問して
気 がつけば FC バルセロナに

「化石集め」が好きな肥満児でした。

興南高校（沖縄）
、日本体育大学、湧永製菓を経て、
ハンドボールの本場ヨーロッパのトップリーグで活躍

そこでチームの経営の仕方や
地域とのつながり方を学びまし

道、
空手、
野球など何でもやりました。ハ

た。帰国後、大企業のない沖縄

ンドボールと出会ったのは小学校 5 年生

でチームが作れたのは、
バルセロ

の時です。

ナ方式で地域の人による「県民

何をしても弟に勝てない劣等感があ

1975 年、沖縄県生まれ。

連覇をした有名チームです。

ぜんそくを直すために水泳を始め、剣

設
立 1983
（昭和58）
年10月
事業内容 複合新素材等の研究開発・製造

（ハンドボールチーム琉球コラソン GM）

入っていたのです。 世 界で 5
子供のころはぜんそくの持病を持つ

制御する電源のカスタム対応も手がけています。
ＦＡでは装置組み込みや製造
工程、
製造工場内で使用する各種省力機器の開発・製造から、
ソフトウェア、
シ
ステム開発、
メンテナンスまで一貫して対応。高度なエンジニアリング技術を生
かしてお客様に満足していただくことが私たちの願いです。

材、
新素材、
さらにはOA機器、
レーザープリンタ定着機能材料、
計量機器、
ポリ
イミ
ド樹脂などと幅広く、
常に未来へのチャレンジを続ける
『考える技能集団』
と

自分にできるのは
努力だけ

LED照明でのカスタム対応です。
これまで10,000品種の商品を開発、
照明を

業

種

研究開発型製造業

採用学部
〒520-2153
滋賀県大津市一里山5丁目13番13号
TEL 077-543-2211 FAX 077-543-0274
URL http://www.istcorp.jp

全学部全学科

設
立 1993
（平成5）
年5月
事業内容
【LED照明機器グループ】画像処理用LED照明、
電源、
ケーブルの設計・製造・販売
【FA機器グループ】高機能全自動電線加工機、画像処理検査装置、生産ライン監視
システムの設計・製造・販売
【ヘルスケアグループ】胸部画像診断、放射線治療用患者位固定具アブチェス
（AbChes）
の設計・製造
〒524-0215
滋賀県守山市幸津川町1551番地
TEL 077-585-6767
（代表）
FAX 077-585-6790
URL http://www.kkimac.jp

業

種

電気機械器具製造業

採用学部
全学部全学科

（チーム得点王）後、各国からのオファーを蹴って地
元沖縄へ凱旋。 沖縄でハンドボールチーム「琉球コ
ラソン」
を創設、
今期から日本最高峰のリーグに参画。
日本人初のプロハンドボール選手。

チーム」を作れたからです。

We want! We need!
今 、 企 業 が 求 め て い る こ と

会 員 企 業 紹 介

り、自分にできるのは努力することだけ。
何事も人の 3 倍努力しました。自信に
は根拠が必要です。私には「自分は人

夢がすべての原動力

原動力は夢。小学校のときから 10

よりもたくさん努力をしている」
がそれだっ

―10 年先までの夢を書き出し

年先までの夢を机の前に貼って、それを

毎日眺めて生きてきた

見て暮らしてきました。これが「長期的

たのです。

な勇気」のもとになりました。夢を持ち努

その結果、小学校で全国優勝、日体
大、社会人リーグでも日本一に。国内

今の自分があるのは道なき「未知」を

で優勝して感動がなくなり、本場スペイ

切り開いてきたからだと思っています。

ンでプレイすることが次の夢に。何も決

ただ好きなことに精いっぱい挑戦してき

まっていないのにスペインへ飛び立って

ただけです。

力をすれば不可能はない。できないの
は、できないと思うからです。
これまで沖縄各地で約 100 人の子供

川重冷熱工業
株式会社

キョーラク
株式会社

人と自然にやさしい技術
私たちは川重冷熱です

あらゆるものに対する
「スペシャリティの追求」
と
「ベターへの挑戦」

当社は、
大型施設向け空調機器「吸
収冷温水機」
と
「パッケージボイラー」
三重効用吸収冷温水機

にハンドボールを教えてきたのも、我慢・

の専門メーカーとして100年を超える

努力・夢を持つことの大切さを伝えるた

歴史があります。
その中で、
高性能、
高品質ボイラーの製造、
ノンフロンで地球

めです。

環境に優しい
「吸収冷温水機」国産第一号機の製造、
世界最高の省エネ性

トヨタ、
ホンダの自動車部品、
キユーピーマヨネーズの容器をはじめとする食品

能を達成した
「三重効用吸収冷温水機」
の開発など、
さまざまな技術革新を続

包装資材や医療用品など、
さまざまな分野でオリジナリティーあふれる商品を提

（※講演内容一部抜粋）

当社はプラスチック製品の総合企業として長年にわたって蓄積した独自の技
術やノウハウを生かした商品展開が特徴です。

け、
価値ある製品を世に送り出してまいりました。

供、
人々の暮らしに幅広く貢献しています。

当社が目指しているのは
「Excellent Company」。空調機器とボイラーを通し

また、
グローバリズムの進展に対応、
近年では海外進出にも積極的に取り組ん

て暮らしと産業のより良い環境を実現するために、時代の変化に対応したス

でいます。

ピーディで透明感のある経営を心がけています。

若々しいはつらつとした企業として、
たくましく躍進を続けていきたいと思ってい
ます。

創
立 1972
（昭和47）
年3月10日
（創業1896年）
事業内容 大型施設向け空調機器
（吸収冷温水機）
及
びパッケージボイラの開発・設計・製造・販売・アフター
サービス

講演を通じ、
参加者それぞれが「未来」
に思いを馳せました。
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〒525-8558
滋賀県草津市青地町1000番地
TEL 077-563-1111
URL http://www.khi.co.jp/corp/kte/

業

種

一般機械器具製造業

創
立 1917
（大正6）
年9月20日
事業内容 プラスチック製品の製造・加工・販売

採用学部
事務系総合職：
文系学部全般
技術系総合職：
理工学部
（電気、機械系）

業

種

製造業（化学）

採用学部
〒541-0048
大阪市中央区瓦町2丁目3番10号
TEL 06-6203-1301
URL http://www.krk.co.jp

理工学部、
理工学研究科
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サムコ株式会社

ダイネン株式会社

半導体と材料開発で
世界の産業科学の未来を
明るく照らします

未来をクリエイトする
ダイネン株式会社
―地域社会に貢献できる
企業を目指して―

サムコの理念は
「薄膜技術で世界の

株式会社
村田製作所

HORIBA は「はかる」技術を
通じて「環境」
「健康」
「社会」
に貢献します。

最先端の電子部品で
豊かな未来 をセイサクしています
パソコン、
携帯電話、
家電製品…。私たちの日常は、
さまざまなエレクトロニクス

産業科学に貢献する」
こと。オプトエ

当社は練炭・豆炭の家庭用燃料、
蒸

HORIBAは分析・計測機器の総合

機器に支えられています。

レクトロニクス分野や電子部品分

気機関車用ピッチ練炭をはじめ、
「固

メーカです。多彩な製品を通じ、
自動

そして、
それらの機器はより小さく、
より高機能に、
日々めざましく進化しています。

野、
表示デバイス分野などに、
化合物半導体プロセスのエピ成長からデバイス

体から液体へ」
というエネルギー革命

車や半導体をはじめ、
新素材、
エネルギー、
鉄鋼、
食品、
バイオ、
化学など各産

その進化を支えているのが無数の電子部品。
さまざまな電子機器の中で、
その

加工のすべてを賄うトータルソリューションを提供しています。製品はＲ＆Ｄから

の流れに乗るべくプロパンガス分野

業での研究開発や品質管理に貢献し、
医療の分野では診断・治療に役立っ

回路基板の上で、
たゆみない自己変

生産用まで、
ＣＶＤ装置、
ドライエッチング装置、
ドライ洗浄装置など幅広いライ

に参入、
さらには長年培ってきた固型化
（ブリケッティング）
技術を生かして鉄鋼

ています。

革を遂げている中核となる部品です。

ンナップで、
国内外の主要半導体製造工場、
研究所で使用されています。

用加炭材分野の開拓にも力を注ぎながら今日に至っています。

とりわけ自動車排気ガス分析装置は、
世界各国の自動車メーカでクリーンエン

ムラタのスローガンは
「Innovator in

近年、
環境汚染が大きな問題になっています。
その解決の一翼を担うことも企

ジンや高効率エンジンなどの研究開発に貢献しています。
また、
現在世界的に

業の社会的責任のひとつ。近年、
活性炭事業に参入したのもそのためで、
太

注目されている地球環境分野では、
地球温暖化ガス分析装置や酸性雨測定

また、
薄膜技術のパイオニアとして環境､バイオ、
医療分野への積極的な技術
開や、
薄膜形成、
加工装置分野での新事業によってさらに社会貢献していき
たいと考えています。
設
立 1979
（昭和54）
年9月1日
事業内容 半導体､電子部品製造装置の製造
販売
（ＣＶＤ装置・エッチング装置・洗
浄装置）
〒612-8443
京都市伏見区竹田藁屋町36番地
TEL 075-621-7841
URL http://www.samco.co.jp

業

種

精密機械製造業

採用学部
事務系：法律、経済、経営、
商、外国語、文 など
技術系：電気、電子、機械、
物理、化学、材料、情報
など

陽光発電や燃料電池などにも積極的に取り組んで、
「地球に優しい企業」
とし

装置が活躍、
ますます深刻化する環境問題に対して、
独自の分析技術で貢献

て活躍できることを目指しております。

していきたいと考えています。
業

設
立 1949
（昭和24）
年4月
事業内容 LPガス・灯油及び関連住設機器販売／
鉄鋼用加炭材・造滓材及び副原料製造販売／
活性炭の製造・販売／その他工業薬品の販売

種

製造業

他

採用学部
全学部全学科

〒672-8555
兵庫県姫路市飾磨区中島3001
TEL 079-234-7171
URL http://www.dainen.jp

会 員 企 業 紹 介

Electronics」。
たゆみない技術革新
を原動力に、
新しい製品と技術をエレ
クトロニクス社会に送り込み、豊かな
社会の実現に貢献していきます。

設
立 1953
（昭和28）
年1月26日
事業内容 自動車計測機器、環境用計測機器、科学計測機器、
医用計測機器、半導体用計測機器の製造販売／分析・計測に
関する周辺機器の製造販売／分析・計測に関する工事、
その
他建設工事とそれに関する装置・機器の製造販売

業

種

計量・解析機器

採用学部
全学部全学科

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2
TEL 075-313-8121
URL http://www.horiba.com/jp/

We want! We need!

設
立 1950
（昭和25）
年12月
事業内容 ファンクショナルセラミックスをベースとし
た電子デバイスの研究開発・生産・販売

業

種

電子部品

採用学部
〒617-8555
京都府長岡京市東神足1丁目10番1号
TEL 075-955-6522
URL http://www.murata.co.jp

全学部全学科

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

日伸工業
株式会社
２つの ECO 活動を通じて
『地球に優しいものづくり』

株式会社
びわこ銀行

山科精器
株式会社

株式会社
ユーシン精機

地元のお役に立つ
じぎん づくりを
進めています

環境と産業の
共生を目指して
新時代をリードする！

できない、無理だ、は出発点

誇りは世界に誇る技術力！ 自動車・

びわこ銀行は地銀では珍しい

家電・
Ｉ
Ｔ業界を中心に、世界シェア

「専門店型営業体制」
を展開、

生活用品からパソコン、医療機器に
いたるまで、
あらゆる業界で活用され
るプラスチック。原料の樹脂から商品

20％近い部品４種類を含む精密プレス加工部品を供給しています。営業〜金

事業者様とのお取引は法人営業本部の専門スタッフが担当しております。

山科精器
（YASEC）
の強みは機電一体で最適な機器やシステムを構築できる

へと姿を変える瞬間である
「射出成形機から成形品が取出される工程」
が商品

型設計〜金型加工〜金属プレス部品製造〜品質保証〜出荷まで、
一貫した

お客様に対する金融円滑化への貢献はもちろん、
近江牛や機械、
トラックなど

技術力。機械技術と電気電子技術の統合を意味する
「機電一体」
を重んじな

にとって極めて重要な品質安定の決め手となります。

ものづくり のフローを経験、
体感できるのも魅力です。

の動産を担保とした
「ABL
（動産担保融資）
」
など、
不動産担保に依存しない新

がらの物作りが私たちの身上です。

ユーシン精機は、
創業以来この取出し工程に着目、
プラスチック成形品取出ロ

特に力を入れているのは２つのECO。
１つは、
部品供給を通じてお客様の省エ

しい融資手法の活用や、当行が仲介役となってお客様に取引先を紹介する

各種工作機器、
熱交換機、
注油機器、
研磨機などの分野で、
よりシンプルでよ

ボッ
トを開発してきました。
「できない、
無理だ、
は出発点」
という創業者の言葉の

ネ商品開発に積極的に貢献していくこと。
２つめは、
材料、
加工などものづくり

「ビジネスマッチング情報」
の提供に努め、
あらゆる分野のビジネスをバックアッ

り使いやすい機械を作れるのは、
完成品メーカーとして培った技術力やノウハ

もと、
新しい視点で開発に挑戦。
プラスチック成形産業での量産化、
生産性の

にかかわるエネルギーを徹底的に減らすこと。

プしております。

ウ、
そしてそれらを生かして新技術に挑戦していく社風があるからです。

向上に寄与することで、常に新しい時代に適したより豊かで文化的な生活に

企業活動を通じ、
人、
社会、
そしてCO2削減に貢献していきたいと考えています。

多くのお
平成20年度は立命館大学様との産学協同ビジネス交流会も開催、

日々の生産活動を通じて地球環境の保全に寄与する
「環境と産業の共生」

貢献しています。

客様にご参加いただき大盛況となりました。

も、
私たちの大きなテーマです。

設
立 1959
（昭和34）
年8月
事業内容 精密プレス部品の製造・組立／精密プ
レス金型の設計・製作／自動車関係部品、家電
部品、
Ｉ
Ｔ関連部品、
リチウムコイン電池部品 等
〒520-2152
滋賀県大津市月輪1-1-1
TEL 077-545-3011 FAX 077-543-8761
URL http://www.nissinjpn.co.jp
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業

種

電気機械器具製造業

設
立 1942
（昭和17）
年10月2日
事業内容 銀行業務

採用学部
全学部全学科

業

種

銀行業

設
立 1939
（昭和14）
年
事業内容 専用工作機械、
熱交換器、注油器、
FRP成型

採用学部
〒520-0043
滋賀県大津市中央4丁目5番12号
TEL 077-524-9311
URL http://www.biwakobank.co.jp

全学部全学科

業

種

製造業

採用学部
〒520-3001
滋賀県栗東市東坂525
TEL 077-558-2311 FAX 077-558-2319
URL http://www.yasec.co.jp

全学部全学科

設
立 1973
（昭和48）
年10月
事業内容 取出ロボットを中心にプラスチック射出
成形工場の合理化FA化を推進する機器、
システ
ムの開発・製造・販売
〒612-8492
京都市伏見区久我本町11-260
TEL 075-933-9555
URL http://www.yushin.com

業

種

機械

採用学部
全学部全学科
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