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確率微分方程式の
離散近似理論とその応用

確率微分方程式とは時間とともにランダムに変動
する変数をモデル化する方程式です。例えば、計算物
理学における熱方程式・流体方程式や、数理ファイナ
ンスの金融派生商品価格付け理論など、様々な分野へ
の応用が知られており、実際に活用されています。し
かし、具体的な応用解析のために不可欠な数値解析の
研究はまだまだ発展途上であり、より高速で実装し
やすいアルゴリズムの開発を目指し、研究をおこなっ
ています。現在は、特に数理ファイナンスに現れる後
退確率微分方程式に注目して、数学とコンピュータシ
ミュレーションを駆使した解析を進めています。

イオン駆動型分子の合成と機能性マテリアルへの展開
π共役系分子は、特異的な電子的・光学的物性や集合化
能を示し、機能性マテリアルの創製など多岐にわたる応
用展開が期待されています。精密な分子設計によりπ共
役系分子に化学刺激（アニオン＝負電荷種）応答性を付与
し、
単分子（溶液中）から集合体（ソフトマテリアル状態や
結晶状態）において、チューニング可能な分子素材の創製
と機能発現、さらに新概念の発現を目指します。これまで
に、
たとえば、世界初の例である化学刺激応答性円偏光発
光の発現や、アニオンによりスイッチング可能な電荷輸
送能を有する単結晶の創製に成功しています。

複合砥粒による
遊離砥粒研磨の高付加価値化

2

ASTER NEWS

Vol.7

遊離砥粒研磨法は現在、様々な製品の最終仕上げ工程に
て用いられております。
従来研磨法では、
工作物と研磨パッ
ドの直接接触、砥粒の洗浄やスラリー中での分散などにつ
いて問題を抱えております。
本研究は、
母粒子と呼ばれるポ
リマ粒子を用いて、砥粒の特性を改善した
「複合砥粒」
で問
題の解決を行っております。砥粒よりも粒径が大きなポリ
マ粒子を用いることで工作物と研磨パッドの接触を防ぎ、
砥粒の洗浄時間短縮、分散性向上にも貢献します。
今後は、
研磨能率の向上のために複合砥粒の滞留性を改善するため
転がりにくい性質を持たし、その複合砥粒の長所を最大限
に発揮する半導体材料への適用について検討しています。

総合理工学専攻 知能情報

What future in what technology?

本稿では、株式市場の投資のために集団意思決定を使
用してDSS技術と統合された感性評価を用いた新しい
アプローチである知的意思決定支援システム（DSS）を、
使用してハイブリッド感性-SOMモデルを提案する。提
案手法は、株式市場のダイナミクスの複雑な状況に対
処し、適切なタイミングで最適な銘柄の選択を実現す
る。提案手法はまたHOSEとHNX株式市場（ベトナム）
、
NYSEとNASDAQ（米国）株式市場で好調に推移して
いる。ケーススタディを通じて、提案システムは他の現
在の手法より良い投資性能を示すことを確認した。

T

膜分離活性汚泥法の
膜目詰まり制御に関する研究

凝集（補助）剤添加による細胞外酵素（SMP）除去と膜
ファウリング抑制のメカニズム

Pham Van Haiさん
STUDEN

T

総合理工学専攻 数学型
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Investment Performance in Compassion of Other
Methods for the period of Jan. 2010 – Dec. 2010

STUDEN

田中 秀幸さん
STUDEN

T

総合理工学専攻 応用化学

What future in what technology?

株式市場の投資のための
ハイブリッドインテリジェント
意思決定支援システム。

日夜研究に励む学生を紹介しています。

膜分離活性汚泥法（Membrane Bioreactor: MBR）は、活
性汚泥の固液分離にろ過膜を用いる方法で、従来型の活性汚
泥法に替わる新しい排水処理技術として注目されています。
MBRの技術開発に関して、装置運転時に度々生じる膜目詰ま
り（membrane fouling）が問題となっています。この膜目詰ま
りの主な原因は、微生物が分泌する高分子物質（SMP）である
ことが分かっています。私の研究では、SPMを効果的に除去
するための凝集（補助）剤を用いた検討を進めてきました。
現在
は、運転時の薬品コスト削減を目指して、余剰汚泥を高温燃焼
して作製する炭化汚泥を凝集（補助）剤に替わる新たな添加（再
生）素材として用いる検討も進めており、膜目詰まりの効果的
抑制手法の確立を目指して研究しています。

揮発性有機化合物
（VOCs）
生物脱臭装置における
操作因子および設計の最適化
本研究では、微生物を高密度に充填したフィルターに汚染物質を
含んだ排ガスを通気して分解除去する生物脱臭法（biofiltration）の、
揮発性有機化合物（VOC）処理への適用に関する技術開発を行ってい
ます。生物脱臭法によるガス状VOC高速処理の実現に向けて、装置
内の微生物反応や水分/栄養塩の移動現象を定式化することにより、
VOCの微生物膜内への物質移動現象の解明や、その物質移動環境を
促進する操作条件等のプロセス設計の最適化について検討を重ねて
います。また、装置規模や処理用途に応じて最適運転・操作条件を検
索するための新しいツール開発についても取り組んでいます。

天然のクロロフィル
分解物探索へのアプローチ

坂東 勇哉さん
STUDEN

T

総合理工学専攻 機械システム型

一廼穂 直聡さん
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奨学生レポート

立命館大学大学院で

円掃過法による
寺社境内空間の防災と
緑化に関する定量的考察

図1 有効空地と隙間

図2 構造別建物と隙間幅別隙間量

STUDEN

T

総合理工学専攻 環境都市

Tran Thi Tuyetさん
STUDEN

T

総合理工学専攻 環境都市

森田 康敬さん

４塔直列型の充填塔式生物脱臭装置

現在のような経済活動を続けるために、便利なモノの「効
率的な製造」だけでなく「環境に負荷を与えない処理」も注目
されています。地球上で毎年十億トン以上も生合成と分解が
繰り返されているクロロフィルの分解過程を解明し、自然の
叡智を学ぶことで、そのような「持続可能な社会」の実現のた
めの指針が得られると期待されます。しかしながら、天然に
50種類以上存在するクロロフィルのうち分解経路の大枠が
わかっているものは、高等植物中で機能している２種類のみ
です。そこで私は、光酸化により同様の鎖状テトラピロール
を合成し、その化合物を標品として用いることにより、その
他のクロロフィルの分解物を探索することを試みています。

都市における空地を、有効に活用可能な「有効空地」
と活
用の難しい建物間の「隙間」に峻別し、定量化する「円掃過
法」という新たな解析手法を開発しました。ここでは、配置
図において半径rの円が通過できない領域を建物間の「隙
間」、通過することができる領域を「有効空地」と定義して
います（図1）。この手法を大都市における寺社境内空間、
およびその周辺地域に適用し、寺社境内を火災の被害から
守ると同時に、境内空間自体の災害時における延焼防止や
避難場所としての活用の可能性を明らかにします（図2）
。
また、平常時においても寺社境内を市民へ開放するなど、
都市の中の貴重な自然環境を持つオープンスペースとし
ての有用性についても併せて評価を行います。

STUDEN

T

総合理工学専攻 応用化学

岡本 千寛さん
STUDEN

T

総合理工学専攻 環境都市

松宮 かおるさん
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切削作業の標準化をめざして

研究者×企業 対 談

【石崎】
弊社は油圧ポンプのロータリーユニッ

知的画像処理で刃先の摩耗を判断

トを作っているのですが、現場には精密な工
業機械がたくさんあります。製造過程におい
てさまざまな材質の物を削りますが、それを

～熟練工の勘を数値化～

削る刃物は当然ながら劣化していきます。刃
先がすり減るのではなく、ギザギザになって

「刃先の微妙な減り具合を機械が判断してくれたら」
そんな企業の現場の悩みを、大学にぶつけた。
きっかけは

いくのですよ。そのために交換時期を判断す

2年前の
『Aster News』
。
立命館大学総合理工学院情報理工学部の陳延偉教授の研究に油圧ピストンポンプ製

は、弊社には長年勤めている
「匠の技」
を持つ

造メーカーの株式会社タカコ・石崎義公会長が熱い視線を送ったことから研究の歯車が大きく動き出した。

るのがとても難しい。正確に見分けられるの
職人です。
しかし、それ以外の者では通常は見
分けられません。

です。
しかし、それにしても、今回のご相談は難し

【陳】
正確な交換時期がわかれば、その無駄を

いテーマでしたね。ただすり減る度合いを調

省くことができます。
今年度中には、実機に取

べるのではなく、ギザギザに減っていくのを

り付けて実験したいですね。その目途がつい

調べるのですから。
だけど私は、難しいからこ

替えていました。工程のロスを減らすための
策なのですが、まだ使える物でも交換するの
で結構無駄になっています。それが弊社の悩
みでした。
そんなとき、陳先生の研究を拝見し
ました。
【陳】私は画像診断を専門に研究しています。
人間は物を見る時、視覚的に画像を獲得して
脳でいろんな処理をし、必要な情報を取り出
しています。私は機械でもその判断ができな
いかと考えて、
研究しているのです。
【石崎】まさにそれなんですよ。
「 機械が人間
のように見て判断する」それを現場でできれ
ばいいなと思って。2009年春に発行された
『Aster News』の先生の＠Laboを拝見して、
すぐに相談にうかがいました。当時は新聞の
株式会社タカコ 取締役相談役

石崎 義公

総合理工学院 情報理工学部
メディア情報学科 教授

陳 延偉

記事にもなりましたよね。

てきました。

そやりがいがあると思っています。ご相談を

【石崎】
精密機械を加工する刃物は、超硬合金

受けて3年目ですが、徐々に成果が出てきま

を使っています。タングステンやコバルトと

した。

いう希少金属なので、地球の資源を考える上

【石崎】ありがとうございます。ものづくり大

でも無駄使いは避けなければいけません。そ

国だった日本が、今や新興国の猛追を受けて

ういう観点からも、意義のある研究だと思い

います。
それを挽回するには、ものづくりも高
度技術化が必要だと思います。
そのためにも、
産学連携は必要ですね。

ます。
【陳】
大学は理論的な研究をしますが、実社会
でどのように活かされるのかを知るいい機会
になります。今後は実用化に向けて安価なカ

ギリギリまで使うと製造ラインを止めて交換
しなければいけないために、早め早めに取り

うか。
もったいないことですよ。

理論を応用化
画像診断で摩耗時期を標準化
【陳】この研究には、3つのポイントがあり
ます。
1つは小さなギザギザを捉えるという画
像処理の技術の開発です。これは2年かけて
ある程度の特徴を捉えることができてきまし
た。
2つ目は定量評価の問題です。どれだけ使
えばどの程度摩耗するか、データを集める必

メラで撮影して判断できるようにしたいです
ね。
あとひと息ですよ。
【石崎】
先生、弊社にはまだまだ他にも課題が
たくさんあるのですよ。これからもお力を貸
してください。
【陳】それはやりがいがありますね。学生たち
の励みになりますよ。
こちらこそ、どうぞよろ
しくお願いいたします。本日はどうもありが
とうございました。

要があります。これはタカコさまに協力して
いただきました。工程の途中経過のサンプル
を時系列でそろえていただいたのです。助か
りましたよ。
そして3つ目には、データベース化する際の数
値化です。微妙にギザギザに減ってきた刃先
を撮影してコンピュータに保存し画像診断し
ます。
それを数値化することで、機械が交換時
期を判断できるのです。

地道なデータ集めを繰り返し
熟練工の勘を追い越すまでに
【陳】ドリルの刃先の劣化を画像で判断する
「ドリルインスペクター」
のソフトウエアを開
発したころですね。
これも産学連携で、ある企
業からの相談で研究を始めました。それまで
は熟練工が自分の勘だけで処理していた取り

【石崎】
この研究が実れば弊社だけでなく、同
業の企業は大喜びしますよ。
この刃物は1個が
数千円から数万円するものまであります。そ
れを100％使い切る前に、70％や80％で交換
しているのですから。
しかし、その時はあとど
れくらい持つのかがわからないのです。その
ために、早めに交換する。
その費用は年間にす
れば、1億円くらいにもなるんじゃないでしょ

高圧ポンプ部品

替え時期の判断を、機械でできるようにした
のです。多くの摩耗したドリルのサンプルを
集めて数値化しました。

企

業

【石崎】確かに摩耗時期を判断するためには、
多くのデータを集めて分析しなきゃいけない
ですね。
しかし、企業にはそういう地道な作業
ができないのですよ。毎日の業務に追われて

研究者

いますし、研究施設があるわけでもないので。
これはやはり先生にお願いするしかないと

1990年大阪大学大学院工学研究科博士課程終
了、レーザー技術総合研究所・研究員、琉球大学
工学部・教授を経て2004年より現職。知的画像
処理に関する研究が専門。中国科学院Overseas
Assessor国 際 学 術 誌International Journal of
Image and Graphics(IJIG)副編集長。
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昭和19年3月19日生まれ。滋賀県甲賀市信楽町多羅尾出身。
TSW PRODUCT CO., LTD（米国）名誉会長。
TAKAKO VIETNAM CO., LTD（ベトナム）名誉会長。
ゼネラルプロダクション株式会社 代表取締役社長。
NPO 地域基盤技術継承プラザ理事長。
東大阪商工会議所常議員、TOPS東大阪代表幹事。大学非常勤講師。
著書 「まあ いっぺん聞いとくなはれ」 産経新聞出版

（笑）
。
【陳】大学は我々が持っている知識を活かし
て、できるだけ社会に貢献できることを目指
しています。それが大学の使命だと思います
し、自分の研究が社会のどこで使われている
かを知ることは学生にとっても大切なこと
ASTER NEWS

Vol.7
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センサを使って心身状態を工学的に解明し
スポーツや健康生活に活かすことを目指しています
現場でのデータを数多く収集し、データベース化。高齢者の転倒防止やスポーツの成果UPに。さらに現場で役
立つ機器の開発にも挑戦します。

大がかりな医療計測器を
小型化センサに

アット・ラボ

身体の動きや心拍数、筋力などの計測
は主に病院や大学の研究施設の中で行
うことが多いのですが、私は日常生活で
の動きに即して生活しながら簡単に計
測できる小型化した機器の開発をして
います。従来の計測では、例えば心電図
は電極を体にいくつもつけなければい
けません。スポーツの動きを計測する際
にはモーションキャプチャーを使って
何台ものカメラでの撮影が必要になり
ます。しかし、そういった医療機器や大
がかりな装置では、実際のスポーツの
フィールドや日常生活での動作の計測
はできません。そこで、歩数計のように
小型化したセンサで、心拍数や筋力のほ
かに移動能力や加速度などを計測でき
るようにしました。

計測結果を健康管理や
スポーツシーンに活かす
もともと私は本学でロボットを作る
研究をしていました。高度な機械として
のロボットではなく、もっと人間の近く
で動くロボットを作りたかったのです。
そのためには、ロボットに人間の動きを
理解させる必要があると考え、人間の動
きの計測に取り組むようになりました。

その結果、日常生活での心身の計測デー
タが、スポーツや健康づくりの指標にな
ることがわかってきました。医療機器な
どでは、専門家はともかく一般の人はそ
の数値から運動量が不足しているのか
どうか、などを読み取ることができませ
ん。だけど小型化した機器なら毎日計測
が可能で、そのデータをもとに運動メ
ニューを作ったり健康管理に役立てる
ことができます。

高齢者の歩行能力を計測し
転倒防止に貢献

福祉の現場に導入できると思います。今
後は健康とスポーツの分野で役に立つ
計測器作りと、アプリケーションまで考
えたシステムを研究して、日常生活の現
場に活かしたいと考えています。

テストコース

今は京都府亀岡市のWHOセーフコ
ミュニティプログラムの一環として、高
齢者の転倒事故防止のための歩行能力
評価を行っています。これは携帯型運動
モニタ装置をつけて歩いてもらい、短い
距離の中で速度の変化や動作の変化、ふ
らつきがあるかどうかなどを計測しま
す。従来の計測では筋力測定やバランス
能力検査など静的な評価が多かったの
ですが、転倒危険性の評価のためには動
的な移動能力を知ることが重要です。実

歩行計測風景

際に計測をすることで高齢者に転倒の
危険性を認識してもらうことができま
す。この計測法はまだ新しいやり方で
今はデータを蓄積しているところです
が、モニタリングを続けることでデータ
ベース化し、広く公開することで医療や
携帯型運動モニタ装置

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 准教授

塩澤 成弘

Naruhiro Shiozawa

Profile
2000年 立命館大学理工学部ロボティクス学科 卒業
2002年 立命館大学大学院理工学研究科情報システム学専攻 博士課程前期課程修了
2005年 立命館大学大学院理工学研究科総合理工学専攻 博士課程後期課程修了
2002年 甲賀看護専門学校 非常勤講師
2002年 滋賀医療技術専門学校 非常勤講師
2007年 藍野大学医療保健学部 特任講師
2007年 立命館大学総合理工学研究機構 特別研究員
2008年 大阪大学大学院基礎工学研究科 招聘教員
2009年 立命館大学経営学部 准教授
2010年 立命館大学スポーツ健康科学部 准教授
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集中豪雨の激化、多発化、広域化に対応する
次世代型斜面防災システムの構築を目指しています
斜面崩壊予測の鍵は斜面表層の水分量測定。従来のテンシオメータに基づくモニタリングシステム開発に加え
超音波センサの適用性確認・実用化にも取組んでいます。

雨量と地盤の変化を測定し
危険を知らせ防災につなげる

産学連携の力で
文化遺産の地盤を調べる
斜面崩壊は主として降雨による斜面
表層内の水分量の増加によって発生し
ます。清水寺では奥の院の背後斜面にテ
ンシオメータというセンサを設置し、土
中の水分量と降雨量等を24時間測定し

図っています。すでに順調な研究成果が
得られ、平成22年度地盤工学会関西支
部の地盤技術賞を受賞しました。低コス
トかつ信頼性の高い斜面モニタリング
システムということで、高い評価を頂き
ました。今は実用化に向けて研究を進め
ています。
また、(独)防災科学技術研究所、日鐵
住金建材(株)との共同研究として、防災
対策工および斜面防災モニタリングシ
ステムの有効性を検証するための実物
大モデル斜面崩壊実験を行っています。
東日本大震災以降は自治体等から防災
に関する相談が増え、ますます研究の重
要性を意識するようになりました。

アット・ラボ

私の研究室では、斜面安定や地盤防災
をテーマにしています。特に文化遺産防
災に関しては、2003年に文部科学省の
21世紀COEプログラムに採択、さらに
2008年にはグローバルCOEに採択さ
れ、力を入れて取り組んでいます。京都
は周囲を山に囲まれる盆地で、しかも活
断層が多く地震のリスクが高い地域で
す。特に社寺など歴史的建造物は山のふ
もとや斜面に建っていることが多く、観
光客を守るためにも防災対策が求めら
れています。中でも清水寺は急峻な斜
面に建設されていて、1972年には大規
模な斜面崩壊で重要文化財である釈迦
堂が全壊するという被害が出ました。
1999年にも音羽の滝近くで大規模な斜
面崩壊が発生しました。そこで研究室で
は、境内斜面で斜面崩壊予測につながる
降雨現象と斜面の変状などとの関係を
調べています。

ています。その結果に基づいて斜面の安
定性を調べ、危険が迫ったときは清水寺
に知らせるシステムを作りました。
さらに本堂下の地盤調査も行ってい
ます。調査には改良型スウェーデン式サ
ウンディング試験機（NSWS）を使いま
した。もともと住宅の基礎地盤の評価に
良く使われる装置で、通常は人力で行う
のですが、自動化され、かつかなり固い
地盤にも対応できるように改良されま
した。現在は、この装置を開発した企業
の皆さんと連携して種々の地盤の力学
特性評価に取り組んでいます。今回の調
査の結果、本堂下の地盤構造が判明し、
今後の耐震解析および危険個所の補強
対策の立案へ生かされることになって
います。

超音波で水分や水位を
モニタリング
最近では、立命館大学総合理工学研究
機構 チェアプロフェッサー・田中克彦
先生と共同で超音波による斜面モニタ
リングの研究を進めています。従来より
使用しているテンシオメータは、水分補
給という日常的なメンテナンスが必要
で凍結時には使えないという問題があ
りましたが、超音波センサを使えば地面
下の反射波で水分および地下水面の変
化を調べることができます。数年前から
はJR東日本・防災研究所との研究連携も

BKC内に設置された斜面防災モニタリングシステム

降雨実験棟にて院生たちと

総合理工学院 理工学部
都市システム工学科 教授

深川 良一
Profile
1977年
1979年
1979年
1986年
1988年
1991年
1996年
2009年

Ryoichi Fukagawa

研究
紹介

京都大学工学部交通土木工学科卒業
京都大学大学院工学研究科修士課程交通土木工学専攻修了
京都大学工学部助手
愛媛大学工学部講師
西オーストラリア大学客員研究員（1年間）
愛媛大学工学部助教授
立命館大学理工学部教授
立命館大学防災フロンティア研究センター長
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多剤耐性菌の耐性系の解析から
有効な医薬品の開発を目指しています
MRSAなど抗生物質が効かない耐性菌の感染が深刻な問題に。感染症のメカニズムや耐性菌を生まない・増や
さない薬剤の開発を、植物由来成分を中心に進めています。

アット・ラボ

抗生物質が効かないMRSAなど
多剤耐性菌の正体を探り出す

排出ポンプの遺伝子を明らかにする研

わかってきました。

合、該当する遺伝子は37個と予測され

人類の最大の死亡原因は微生物感染

るのですが、ひとつひとつクローニング

種（シーズ）を見つけるものです。今後は

症で年間1500万人が死亡しています。 （分離）してそれらすべての解析に成功
しました。さらに、耐性系を阻害する物
次いで心臓病、がんと続きます。先進国

菌に対抗する武器になる抗菌薬等を作

では、抗生物質などの抗菌薬が効かない

質を、生薬など植物から選り分ける（ス

す。特に病院内でのMRSA（メチシリン

結果、ウワウルシという葉の成分のコリ

イシン耐性腸球菌）などの感染が問題に

た。菌を殺す物質というのは、多かれ少

このような耐性菌を退治するには、そ

があります。しかし、薬に求められるの

それが「耐性系」の解析です。耐性菌は

でも安全であるように人類が長年使用

わかっています。抗生物質は多数ありま

後はこれを新薬の開発につなげていけ

究をしています。黄色ブドウ球菌の場

耐性菌の感染が増えているのが特徴で

クリーニング）研究をしています。その

耐性黄色ブドウ球菌）やVRE（バンコマ

ラジンが有効であることがわかりまし

なっています。

なかれ人体にとっては毒になる可能性

の正体を突き止める必要があります。

は有効性と安全性ですから、私達は少し

1000万分の1の確率で生まれることが

してきた生薬にまず目をつけました。今

すが、使い続けると耐性ができてくるた

ればと考えています。

ます。これを繰り返すことにより、多剤

シーズ
（種）
を提供し
医薬の進歩に貢献したい

め、抗生物質が効かない菌が現われてき

耐性菌が増えてしまいます。私達は菌の

実態を調べるための耐性系の解析と同
時に、それに有効な新薬の開発に取り組

それを元に企業とタイアップして、耐性
りたいと思っています。

抗菌薬を賢く使おう
さらに、抗菌薬の適正使用に関する研

究も行っています。医療現場では感染症

の治療に各種抗菌薬がたくさん使われ
ますが、実はその使い方によって多剤耐

性菌の出現の仕方が大きく異なること
がわかってきたのです。つまり、抗菌薬

を賢く使えば多剤耐性菌を出にくくす
ることができるのです。細菌感染症と闘
う上で、抗菌薬は人類の宝物です。賢く

使うことによって宝物の価値を永続さ
せることができるのです。

一方で細菌は自身のおかれた環境に

んでいます。

適応することによって、過酷な条件下で

抗菌薬を排出するポンプを
阻害する医薬品作りへ

のひとつがバイオフィルム形成です。菌

も生存し続ける働きを持っています。そ
が集まって薄い膜を作り、抗菌薬をはね

のけてしまうのです。私達はバイオフィ

黄色ブドウ球菌などの菌が持つ耐性

ルム形成を阻害するのに有効な成分も

するポンプがあります。私達はこの多剤

れるアビエチン酸が有効であることが

系のひとつに、抗菌薬を菌体内から排出

このように私達の研究は新薬開発の

調べています。その結果、松ヤニに含ま

医療現場では耐性菌が大問題
私達の夢と挑戦 :
耐性菌の制圧
戦略
１、耐性系の解析（敵を知る）
２、耐性菌に有効な医薬品の開発（敵を叩く）
３、抗菌薬の適正使用： 賢く使う
（敵を生まない、増やさない）
私達の研究の概略図

総合理工学院 薬学部 薬学科 教授

土屋 友房
Profile
1968年
1973年
1973年
1974年
1974年
1976年
1977年
1985年
2000年
2005年
2011年
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Tomofusa Tsuchiya

東京大学薬学部卒業
東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了（薬学博士）
東京大学薬学部教務職員
東京大学薬学部助手
米国Maryland大学医学部博士研究員
米国Harvard大学医学部博士研究員
岡山大学薬学部助教授
岡山大学薬学部教授
岡山大学薬学部長
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
立命館大学薬学部教授

@Labo

アンチセンスRNAの持つ「遺伝子発現制御」の機能を見出し
創薬につなげる研究をしています
役に立たないと言われてきた「アンチセンスRNA」
。それを有効に働かせる薬を開発することで炎症を抑えた
りアンチエイジングの効果が期待できます。

世界に先駆けて
アンチセンスRNAの働きを解明

NOの合成を調節して
炎症を抑える創薬につなげる
炎症に深く関係している物質のひと
つに一酸化窒素（NO）があります。ウイ
ルスや細菌が体内に入り炎症を起こす
と、細胞を刺激し誘導型一酸化窒素合成
酵素（iNOS）が発現してNOが作られま
す。NOは炎症を抑え細菌を殺す働きを

アット・ラボ

細胞の中でDNAに書き込まれた遺伝
子情報はメッセンジャー RNA（mRNA）
に転写され、そこからタンパク質に翻
訳 さ れ タ ン パ ク 質 が 合 成 さ れ ま す。
mRNAとは別に転写されるアンチセン
スRNAは、mRNAに相補的な塩基配列
をもっていますが、タンパク質に変換で
きる情報をもたないRNAで、今までは役
に立たないものだと思われていました。
ところが私の研究室で抗コレステロー
ル薬のスタチンやシイタケ由来の機能
性食品AHCCを調べていく中で、これら
がmRNAの安定性に影響を与えること
がわかったのです。さらにくわしい研究
の結果、アンチセンスRNAがmRNAを
安定化する主役となって炎症を抑制す
るメカニズムを、世界に先駆けて発見し
注目を集めました。

しますが、過剰に作られると炎症がひど
ウォーター」の成分であるオリゴノール
くなり敗血症ショックを引き起こすこ （ライチ由来の機能性食品）
について、ス
ともあるのです。そこで私の研究室では
ポーツ健康科学部の伊坂忠夫教授と一
mRNAの安定化機構に着目し、mRNA
緒に評価をしました。また、ヘルスケア
と ア ン チ セ ン スRNAと の 間 の 結 合 を
企業、製薬会社、化粧品会社などとの共
阻 止 す る こ と でmRNAを 分 解 に 導 き、 同研究も進めています。大学はシーズを
NOの合成を抑える方法（NATREテクノ
生み出し、企業が製品化をする関係が大
ロジー）を見つけました。また感染や炎
切だと思っています。お互いの持つ力を
症の際に放出されるさまざまなサイト
発揮していけば、
研究室・大学・企業の三
カイン（細胞間の情報を伝達するタンパ
方よしの結果が出ると思います。
ク質）についても研究しています。その
結果、生薬や機能性食品がiNOS mRNA
や様々なサイトカインのmRNAの量を
調節していることがわかりました。その
成分を利用すれば、炎症を抑える薬が開
発できるのではないかと考えています。

生薬の成分に注目し
新しい治療薬の開発を目指す
生薬の例として生姜（しょうが）があ
ります。しょうがは生で食べると食品で
すが、熱を加えて乾燥すると乾姜（かん
きょう）という漢方の生薬になり、薬効
を発揮します。これらの生薬の成分が、
mRNAやアンチセンスRNAに影響を与
えるメカニズムを調べることで、特定の
サイトカインの量を調節できる治療薬
の開発につなげたいと思っています。
産学連携の事例としては、本学の生協
でも販売されはじめた「オリゴノール

遺伝子から二種類のRNA（メッセンジャー RNA
とアンチセンスRNA）ができ、アンチセンスRNA
がメッセンジャー RNAを安定化する。

細胞を培養する様子。

総合理工学院 生命科学部 生命医科学科 教授

西澤 幹雄
Profile
1983年
1983年
1987年
1987年
1987年
1992年
1993年
1995年
2007年
2008年

Mikio Nishizawa

富山医科薬科大学(現富山大学) 医学部医学科 卒業
医師免許取得
東北大学大学院医学研究科博士課程 単位取得後退学
医学博士（東北大学）取得
財団法人大阪バイオサイエンス研究所 第一部門 特別研究員と研究員
アレクサンダー・フォン・フンボルト財団(ハンブルク大学)客員研究員
ジュネーブ大学 理学部分子生物学・生化学講座 特別研究員
関西医科大学 医化学教室 助手と講師
立命館大学 理工学部化学生物工学科 教授
立命館大学 生命科学部生命医科学科 教授
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画像や音楽などのマルチメディア情報検索技術を開発し
よりよい情報社会に貢献します
言語、音楽、画像のデータを集めて検索に活用。さらに人の動きや会話をデータベース化して、実用的なシステ
ム開発を目指しています。

言葉から情報を検索するように
音楽の類似検索をしたい

アット・ラボ

私は企業に勤めていたころからデー
タベースを応用したコンテンツビジネ
スの研究に取り組み、企画やサービス
の開発をしてきました。現在もインター
ネット上の情報量はどんどん増えてい
ますが、これからはそれを人の暮らしに
どう活かし、どう人の創造性を発揮でき
るかということが重要になると考えて
います。そこで今はマルチメディアを用
いた情報検索の研究をしています。マル
チメディアというと動画など動的なコ
ンテンツをイメージされがちですが、音
楽や人間の行動もマルチメディアの情
報のひとつだととらえています。中で
も、最近は音楽の類似検索をメインに取
り組んでいます。たとえば、ある音楽の
一部を指定したり口ずさめばそれに類
似した楽曲を検索してくれるシステム
です。ニーズとしてはあるのですが、音
楽は情報自体が複雑で検索するには扱
いにくい面があり、まだまだ精度の向上
が求められています。そこで私は単語か
ら文章を検索する技術を応用できない
かと考えています。

時系列データの類似検索で
高い精度の検索結果を確立
音楽以外にも、画像検索技術を使った

応用の研究も行っています。画像をパス
ワードとして使うもので、いくつかの画
像の中から自分が設定した画像がパス
ワードになるシステムです。他人が見て
もどの画像がパスワードになるかわか
らない方法を作ろうと画像検索技術を
応用して取り組んでいます。
また、時系列データの検索や分析の
研究も行っています。例えば、インター
ネットオークションで、入札が始まって
からある程度の時間が経過すれば落札
価格を予想できるというものです。現在
の研究では、オークション開始から終了
までの70％の時間が経過した時点での
落札価格の予測は90％の精度でできる
ようになり、非常に高い結果が出ていま
す。
ただ、実用化するには、さらに精度を
上げる必要があると思います。

必要な情報を出してくれる、そんな夢の
ようなことを実現したい。それが創造性
を支援するシステムにつながっていく
のです。
私の研究室では常に実用化を視野に
入れた技術開発をしています。この環境
で学んだ学生の多くは、自分の望む会社
に就職できているようです。今後も彼ら
が社会で貢献できるよう、指導していき
たいと思っています。

将来性のある研究で
社会貢献を目指す
インターネットの世界は時々刻々と
変化しています。とても進歩が速い分野
ですが、その中でもデータベースは長い
スパンで取り組めるテーマです。コン
ピューターが進めば進むほど、扱う情報
が変わってきます。最近では、人の動き
や会話などの大量の情報から意味のあ
る情報を引き出すことも研究していま
す。会議のやりとりやその時の人のしぐ
さを保存しておき、話が行き詰った時に

音楽検索研究のための音楽入力編集用設備

学生や大学院生との議論の様子

総合理工学院 情報理工学部
情報コミュニケーション学科 教授

川越 恭二

Kyoji Kawagoe

Profile
1975年 大阪大学工学部電子工学科 卒業
1977年 大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻 博士課程前期課程修了
1993年 博士（工学）
1997年 立命館大学理工学部教授
2004年 立命館大学情報理工学部教授
2006年～ 2009年、2011年～現在 日本データベース学会 理事
2007年～ 2008年 電子情報通信学会データ工学研究専門委員会委員長
2004年～ 2006年 立命館大学キャリアセンター BKC担当部長
2007年～ 2008年 立命館学園 情報化推進機構 副機構長

研究
紹介
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特別講演会「企業・社会が求めるイノベーション・パーソンとは？」

～未来を考える祭典～
理工学振興会はこれまで『ASTER交流フェア』として会員企業様による企業紹介ブース展示や就職相

企業ブース展示

談会を開催してまいりました。2006年度に『立命館イノベーションフェア』として
「学生ベンチャーコ
ンテスト」等学生支援活動や地域社会・地域経済への交流を目的とした立命館大学の数々のイベントと
統合し、企画を充実させてまいりました。昨年度の立命館イノベーションフェアには、企業様、教職員、
学生延べ1,000名の方が会場へ駆けつけてくださいました。
今年度は二日間の企画となります。本年度も多くの企業様にご参加頂く事で、新たな研究交流や、人
材交流に繋げていくことを目指しています。

【開催日時】2011年12月8日（木）
13：00

～ 17：00
12月9日（金）10：00 ～ 19：00
【開催場所】立命館大学びわこ・くさつキャンパス
（BKC）
セントラルアーク、
エポック立命21、
ローム記念館

博士候補者の研究成果発表

（会場の変更可能性があります）

【主催】立命館大学リサーチオフィス（BKC）【後援】立命館大学理工学振興会（ASTER）、立命館大学理工学研究所
立命館大学スポーツ健康科学部、立命館大学キャリアオフィス
文部科学省ポストドクター・インターンシップ推進事業
（イノベーション創出若手研究人材養成）

出展企業募集

「立命館 INNOVAION FAIR 2011」を2011年12月8日（木）、12月9日（金）立命館大学び
わこ・くさつキャンパスにて開催します。
今年度はご出展いただく企業様と、本学の就職活動中の学生が直接対話していただける「就
職相談会」を開催します。近年の就職難の中、本学学生も厳しい環境で就職活動を行なってお
ります。是非ともご出展いただき、リクルート活動にお役立て頂きます様お願い致します。
また、特別講演会、博士候補者の研究成果発表会、理工学研究所学術講演会のイベントも同
時開催いたしますので、合わせてご参加いただきます様お願い致します。
ブース数：30ブースを予定。 ブースサイズは別途ご連絡致します．
※説明会日程は別途ご連絡致します。
出展料

企業トップOBによる
キャリア支援セミナー

総合理工学研究機構リサーチセンターフェア

無料

申込〆切：11月4日
（金）

別紙申込書に必要事項をご記入の上、下記までお申込ください。

FAX：077-561-2811

e-mail：aster@st.ritsumei.ac.jp http：//aster-ritsumei.com/

【お問合せ】 立命館大学 理工学振興会事務局

同時開催イベント
■
■
■

大田 淑栄

TEL：077-561-2802

オープンハウス

（変更の可能性があります）

Job Study 企業展

理工学研究所学術講演会

立命館イノベーションフェア特別講演会

立命館イノベーションフェア
情報交換会

■
■
■

立命館イノベーションフェアビジネス情報交換会
博士候補者の研究成果発表

立命館大学 オープンラボ
（研究室公開）
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2011年度立命館大学理工学振興会

第16回定時総会
状を「日本の国際競争力が落ちている」とIT関連事業の実

実現できる会社を探せばいいし、
なければ会社を作る方法

例やデータを交えながら解説。
「 企業の国際優位性を測る

もある。
ただ考えているだけでなく、何がしたいのかを行

ものとしてモノ、金、情報がありますが、そのどれも今の日

動しながら考えること」

本は勝てない状況にあります。その中で今必要とされるの

教員
「教育の場である大学として、
人を育てるとは？」

が「人」です。変化が激しくその速度が速い時代だからこ

山口氏「１大学だけでの取り組みではなく、企業と大学、

そ、企業で働く人が成長し、組織を強くする必要がありま

大学と大学などで協力して取り組むことでできることが

す」と話されました。そのためには働きがいを高めること

ある」

が大切で、それが個人の成長につながりひいては組織力の

最後に、ロックオンと立命館大学理工学振興会との共催イ

強化になるのだと語られ、Great place to Work(R)の調

ベントの計画をお話しされました。

査結果をもとに働きがいのある会社は「信頼、尊敬、誇り、
公正、連帯感があること」と説明されました。さらに山口氏
は、自己実現できる会社こそが「働きがいのある会社」だと
力説。学生には自分がやりたいことや自分の価値観に合う
会社を選んでほしい、それが自己実現につながり働きがい

2011年度立命館大学理工学振興会の第16回定時総会が6月9日（木）14時から
びわこ・くさつキャンパス（BKC）ローム記念館で開催されました。
総会には法人・個人会員が約30人ご参加いただき、総会後の

が得られるのだとエールを送られました。

会場からは次々と質問が

「今、学生が考えるべき、働きがいのある会社とは？」というテーマの講演会にも熱心に耳を傾けられました。
引き続き開催されたビジネス情報交換会では法人企業会員様や教職員、学生を交えながら
なごやかな雰囲気の中で無事終了いたしました。

した。
そのいくつかを紹介します。
学生
「今の学生は安定志向だとか大手志向が強いと言われ

◉2011年度役員会

るが、
ベンチャー企業で働くべきか迷っている」

総会に先立って役員会が開催されました。15名の役員が出席し、総会に提出する議案が承認されました。

山口氏「安定＝大手とは限らない。
ベンチャー企業でも今
後成長するマーケットで、
そこで勝ち残れる技術や力を持

◉第16回定時総会

つ企業を選ぶといいと思う」

14時からローム記念館5階大会議室で、第16回定時総会

国外研究発表支援、
産学交流・理工学振興事業などを盛り込

が開催されました。
事務局のあいさつの後、議長に高倉秀行

んだ2011年度事業計画案と予算案が承認されました。
新年

教授を選出し2010年度の事業報告、決算、監査を報告、承認

度は特に学生の就職難への対策として就職につながる事業

されました。
引き続き2011年度の役員人事が選出され、田

を増やしたいとの説明がありました。

中道七名誉役員に加えて高倉秀行教授、杉本末雄教授が名

最後に27人の応募者の中から選ばれた8名の奨学生が紹

誉役員に、また会長には北泰行教授が新たに選出されまし

介され、お礼と今後の抱負を一言ずつ発表しました。
会場か

た。その他の役員人事も承認されました。次いで奨学事業、

らは大きな拍手が送られ、
総会は無事に終了しました。

学生
「働きがいのある会社が自己実現できるのだとわかっ
たが、
天職を見つけるには？」
山口氏「まず自分が何をしたいかを考えるといい。
それが

交流

ビジネス情報交換会

講演会終了後、17時30分から3階レセプションホールで、懇

◉講演会

親会が開かれました。理工学振興会の法人・個人会員や奨学生、

働きがいのある会社とは

教職員をはじめ、企業団体、一般参加者など約60人が参加。

～厳しい時代を生き抜くために必要なこと～

の岩田進氏が2001年に大学在学中に起業した会社で、E

司氏による
「今学生が考えるべき、働きがいのある会社と

コマース（電子商取引）やインターネット広告などの事業

は？」をテーマに講演が行われました。ロックオンは代表

を行っています。山口氏は企業を取り巻くマーケットの現

Vol.7

事。いい研究を理工学振興会がサポートしたい」とあいさつさ
てアスターの奨学生を支援している。世界に羽ばたいてほし

総会に引き続き、株式会社ロックオン取締役CFO山口圭

ASTER NEWS

新年度の会長に選出された北泰行教授が「企業も研究も人が大
れました。続いて生命科学部の今中忠行教授が「企業と連携し

株式会社ロックオン 取締役
山口 圭司 氏

12

講演の後は、多くの参加者から次々と質問が寄せられま

い。また講演会や企業訪問も充実させたい」と新年度の抱負を
述べ、乾杯。日頃は顔を合わせる機会が少ない会員同士の交流
を深め、研究者、企業人、学生との歓談に花を咲かせました。
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元 気 企 業 訪 問 レ ポ ー ト

エーシック株式会社

「省エネ・低コスト」時代が求めるものを先取りし
独自のアイディアをプラスしてLEDの可能性を広げたい
創業当初からLEDに特化
ニーズにきめ細かく対応
京都府宇治市、近鉄大久保駅から徒歩5
分の場所にある「エーシック株式会社」を訪
ねました。2010年9月にオープンした「省
エネ館」は3階建てで、屋上には巨大な太陽
光パネルが設置。
「 毎時15キロワットの電
力を発電する能力があるので、夏場は全館
の消費電力の8割をまかなえます」と神野
勝会長。館内のすべての照明は自社のLED
製品を採用しています。企業向けのLED製
品を扱うことが多い同社ですが、近年は一
般の人の省エネ意識が高まっているため本
社近くに展示館として建てたそうです。

エーシックの商品はフルカラー LEDを

（株）で30年間技術者として働き、50歳を

中心に照明、サイン文字や看板などのディ

前に退職。
「ものづくりの経験を活かして会

スプレイ、ドットマトリクスなど多彩なラ

社を設立したものの、最初は4畳半の部屋

インアップのほかにセンサユニットや回路

からスタートしました。自分の給料も出な

部品など周辺部品も扱っています。かつて

かったですよ」
と当時を振り返ります。しか

大手LED企業が携帯電話にほこ先を向ける

し、
成功するには何か理由があるはず。その

中で、看板や表示器などを顧客の要望に応

秘訣を神野会長は「他社のまねをしていて

えながら設計・生産をしてきました。
1992

は生き残っていけません。
業界に先駆けて、

年の創業以来一貫して無借金経営を続けて

新商品を作ってきました。RGBの3色の組

います。

み合わせ方を変えることで何百万色も出せ
るフルカラー LEDを真っ先に作ったのが

フルカラー LEDの開発で
街の灯りを変えていく
創業当初は苦労も多かったとか。ローム

当社です。
」と語ります。同社の商品は街の
中でも使われています。たとえば京都駅の
南北自由通路の「時の灯」の時計台の灯り
や、亀岡市の保津橋のライトアップ。3色の
LEDをマイコン制御で多色に変化させてい
ます。宇治神社の灯ろうは太陽光発電で点

知恵をしぼり
省エネに貢献したい

未知の可能性に挑戦
「当社は創業当時から省エネに取り組ん

過去の経験値から、改善案を提示するこ
ともあります。駅や店舗のポスターや看板
はかつての蛍光灯からLEDへと切り替えら
れています。薄型にできるので駅構内に設
置しても邪魔にならず長寿命でランニング
コストが抑えられるからです。ただ看板の
大きさがまちまちで、フレームを作るアル
ミメーカーはサイズ合わせに悩むことが多
かったようです。そこで同社では、薄型の
エッジライトを60ｍｍ刻みで長さを調節
できるようにしました。また厚さ3ｍｍの
バックライトパネルで看板をさらに薄くす
ることも可能です。
「LEDが省エネにつながるとわかってから

灯するため配線も電気代も不要です。

は、電気代削減の相談が増えてきました」

問題をスピーディに解決
さらにプラスワンの提案を

んどん）は、12V（ボルト）10W（ワット）

エーシックでは創業当初からお客様の要
望に応えるだけではなく、プラスワンの提
案を基本方針にしています。カスタムメイ

と加藤社長。
「たとえばタクシーの行灯（あ
だったのが当社のLED商品に代えることで
0.8Wになり、しかも明るさは約2倍になり
ました。今後はますます省エネ化が求めら
れてくると思います。当社の出番が増える

できました。やっと時代が追いついてきた
ように思います。LEDの用途は商業施設だ
けでなく、家庭内、電車や自動車のライトな
ど幅広くあります。中には技術的なハード
ルが高いものもありますが、そこは我々の
提案力を発揮したいですね。」と神野会長。
今後は小型発電などにも挑戦したいのだ
とか。
加藤社長は
「商品や技術の開発で大学との
連携は大切だと思います。だけど社会情勢
がめまぐるしく変わる時代は短期間で結果
を出したい。大学もその速度に合わせても

本社会議室の照明

らえるとうれしいですね。
」と言います。有
機ELや液晶など今後の可能性はますます
広がっています。それだけに学生にも熱い
期待を寄せています。
「学生の就職は大手志
向ではなく小さな企業でいろんな体験をし
てほしい。大企業では得られないものがあ
ります。」多くの新人を育ててきた同社は、
さらに若いパワーを求めて大きく成長しよ
うとしています。

でしょう」

（左）神野勝会長 （右）
加藤和伸社長

エッジライトを使用したポスターパネルの前にて

ドが強みだけに、さまざまなお困り事や相
談が持ち込まれます。
「固有面積をできるだ
け少ないLEDで光らせたい」
「思うような色
がでない」
と次々と難題がやってきますが、
それに対応するのは1案件につき１人だ

エーシック株式会社

け。大企業なら数人がプロジェクトを組ん
で取り組むような案件も、１人でやるから

2008（平成20）年
経済産業省近畿経済産業局より
「2008KANSAIモノ作り元気企業」100
社に選ばれる
経済産業省中小企業庁より「元気なモ
ノ作り中小企業」300社に選ばれる

こそ早くに結果が出せるのです。加藤和伸
社長は「取引先にはエーシックなら何とか
してくれると期待されています。それに応
えるために、最大限の成果をスピーディに
出すようにしています。
」と言います。しか
も、
社員の多くは業界未経験者だとか。神野
会長の長年の経験と技術が伝承され、多く
の提案をしてきたノウハウの積み重ねが人
を育てているのです。
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会長プロフィール

1942年
1960年

東洋電具（現ローム）
入社。
技術

職として抵抗専業だった同社で半導体製

品の内製化に取り組んだ。社内の無駄を
省き、各種の提案や改善に取り組むも50

会社概要

売上高／約37億円
資本金／ 1500万円
創業／ 1992（平成4）年
従業員数／ 40名
事業内容／電子機器用部品の製造・販売、電子回路、設計、製造、販売、機械加工
部品、機構部品の製造、販売
http://www.asyck.co.jp

京都府生まれ

歳を目前に退職する。1992年に現職時代

に得た技術を活かしてLEDのベンチャー
企業であるエーシックを創業。
趣味：絵画
を描くこと
代表取締役会長

神野 勝
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出張講義のご案内

立命館大学の教職員が御社に伺い、
ニーズに合わせた講義を行います。

（年1回まで無料でご利用頂けます）
学部／学科
理工学部／物理科学科
理工学部／機械工学科

2011年度
氏

理工学部／
電気電子工学科

理工学部／
電子情報デザイン学科

理工学部／
環境システム工学科
理工学部／
都市システム工学科

情報理工学部／
情報システム学科

情報理工学部／
メディア情報学科

情報理工学部／
知能情報学科
情報理工学部／
情報コミュニケーション学科
生命科学部／生物工学科
生命科学部／応用化学科

生命科学部／
生命情報学科
生命科学部／
生命医科学科

薬学部／薬学科

立命館グローバル・
イノベーション研究機構

テクノロジー・
マネジメント研究科

テーマ

裕則

1)地震の発生メカニズムに関する研究
3)岩石の破壊メカニズムに関する研究

飴山

恵

1)金属材料の熱処理の基礎

坂根

政男

1)電子デバイス用はんだ接合部の信頼性評価法

2)高温構造物の信頼性評価法

1)最新鏡面研磨技術

3)機械工具の手作り技術

泰弘

2)地震発生予測に関する研究

2)高性能金属材料の開発

2)電着工具作成技術

牧川

方昭

新しいユーザインターフェイス実現のための日常生活における生体計測技術

手嶋

教之

1)福祉の現状と福祉機器開発のポイント

馬

書根

2)福祉ロボットの現状と課題

生物知能機械と環境適応ロボットの開発

岡田

志麻

非接触な睡眠評価方法に関する研究

杉本

末雄

信号処理、画像処理、制御工学、統計学、GPSの測位計算など

沼居

貴陽

1)半導体レーザーのモード制御
2)周波数多重光ファイバー通信における雑音の低減
3)室温インプリントリソグラフィー

山内

寛紀

人物検出、顔検出、顔認識、表情認識、物体認識、テクスチャ解析、画像ファイン化、JPEGノイ
ズ除去、画像高解像度化、画像符号化、音声分離、生体信号分離、マンモグラフィー画像診断

福井

正博

1)MATLAB to Silicon（数学モデルから電子実装に至る設計フローの提案）
2)電池のモデル化とシミュレータ開発

山崎

勝弘

並列処理入門

佐藤

圭輔

GIS、リモートセンシングを利用した情報解析入門、
調査、
情報公開支援。
特に社会基盤・水環境情報分析に関わるデータ入手から解析まで対応可能。

早川

清

1)地盤振動の軽減対策

建山

和由

1)情報科施工の現状と将来展望

伊津野

和行

数理工学全般

2)地震時の地盤および建物の振動挙動
2)土の締固めの基本と盛土施工の高度化

構造物の耐震設計

深川

良一

1）豪雨に対する斜面防災のための新しいモニタリングシステムの提案
2）京都市内東山山麓における長期斜面安定性評価システムの運用

島川

博光

1）図式と学習者カルテに基づく個別プログラミング教育環境
2）ふるまいデータの分析によるユーザの理解

野澤

和典

マルチメディア教材の開発とCMSの効果的な利用法

大西

淳

シナリオに基づいたソフトウェア要求定義

山下

茂

1)対故障設計～故障が起こっても大丈夫な論理回路の設計手法～
2)量子計算～新しい計算機向けのアルゴリズム設計で頭の体操～

毛利

公一

1)仮想計算機Xenのリアルタイム化技術
2)仮想計算機を用いたOSとプロセスの監視技術
3)コンピュータセキュリティに関する現状と基礎的・技術的対策
4)OS・システムプログラム

丸山

勝久

ソフトフェア保守と再利用

高田

秀志

仕事・学習・日常生活における情報共有とコラボレーション環境

西浦

敬信

ハンズフリー集音技術に基づく音環境の理解
－異音や危険信号の検出など安全･安心な音環境を目指して－

山下

洋一

音声による人とコンピュータとの対話のための音声合成技術

福本

淳一

質問応答システムなどの自然言語処理
～与えられた自然言語文の質問に対してWebなどの知識源から回答となる情報を抽出する技
術とそれに関連 する情報抽出技術について解説する～

森勢

将雅

1）
音声や歌声の分析、
加工、
および高品質再合成 2）
音声に含まれる感情など非言語情報の分析
3）
カラオケを対象とした実時間歌唱力補正

萩原

啓

睡眠・覚醒と人間工学

小林

亮太

時系列解析：観測、測定データからデータの生成機構を推定し、将来を予測する手法をでき
るだけわかりやすく解説したい。

泉

朋子

動的に変化するネットワークにおける適応的分散プロトコルの提案

仲谷

善雄

1）防災・減災のための情報技術
3）暮らしを豊かにする感性工学の技術

今中

忠行

微生物の産業利用

谷口

吉弘

蛋白質の構造と機能

稲田

康宏

様々な状況下（固体/液体/気体、高温/低温）にある金属種の周辺の局所的な構造と価数の情
報を時間分解（典型的にはミリ秒まで）で解析する手法の開発。例えば、反応ガスを迅速に導
入した後の不均一系担持金属触媒の構造と価数の変化を比較的高温で追跡するなどの研究。

菊地

武司

1)タンパク質の立体構造形成機構の予測
2)自由エネルギー変分原理に基づくタンパク
－リガンド結合自由エネルギー予測とQSARへの応用

高橋

卓也

運動、情報伝達、免疫－生命の機能を分子レベルの構造から解明する

谷田

守

メタボリックシンドロームを予防する方法の開発
－動物の自律神経制御に関する研究－

谷浦

秀夫

ゲノムインプリンティングと神経発達障害疾患

北

泰行

2）観光支援、
観光誘導のための情報技術

立命館大学
教職員会員

有志
企業会員

奨学事業
奨学金給付による人材育成

産学交流
理工学
振興事業
サービス
事業

企業と大学を結ぶ企画やイベントを開催

学内設備割引やメール情報サービス

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。

Vol.7
2011 Summer

1）
明日の創薬―有機化学の力で再び独自の低分子医薬を創生するチャンス到来―
2）創薬ならびに機能性分子創生を志向する精密有機合成
3）金属酸化剤に代わってヨウ素反応剤はどこまで使えるか

土肥

寿文

日本の資源「ヨウ素」を活用する有機合成

浅野

真司

消化管・腎上皮のトランスポーターによる膜輸送の生理と創薬

橋本

健志

乳酸を中心とした新しいスポーツ健康科学への取組み
～ミトコンドリアを刺激することによる競技力向上と脂肪燃焼への期待～

伊坂 忠夫

1）スポーツ科学の最前線
2）健康づくりのためのトレーニング
3）これからのスポーツ健康科学
4）スポーツバイオメカニクスからみた人間のパフォーマンス
5）新しいトレーニング装置の開発
6）研究コンディネーターから見た人材育成

山浦

一保

職場のよりよい人間関係の構築を目指して

祐伯

敦史

脳と言語、外国語習得と脳科学

杉山

進

1)MEMS(マイクロ電気機械システム)技術とその応用
2)ポリマー材料を用いたMEMSの可能性と期待

福山

武志

素粒子・宇宙物理学 （2008年ノーベル賞の南部陽一郎氏の自発的対称性の破れは、
宇宙進
化における真空の相転移として、次世代の標準模型の構築とも密接につながっている。
）

鈴木

祥之

1)歴史･文化財建造物の地震防災
2)伝統木造建築物の耐震設計･耐震補強

香月

祥太郎

1)技術マーケティング論
3)ライフサイエンス事業戦略

阿部

惇

1）技術経営（MOT）で勝ち組企業へ～新事業創出と人材育成～
2）日本企業の持続可能な成長と技術経営の推進
3）新事業の継続的創出の重要性
4）ロードマップの活用による研究開発マネジメント
5）技術経営（MOT）における知財

小川

重義

株価変動過程を規定するパラメーターの実時間推定法

金岡

克弥

人と機械の力学的相乗効果を活かすロボットの設計手法

総合理工学研究機構

法人
企業会員

2)マーケット･フォーサイトと技術戦略ロードマップ
4)わが国の産業技術

発 行

スポーツ健康科学部／
スポーツ健康科学研究科

立命館大学教員の出張講義テーマ

川方

谷
理工学部／
ロボティクス学科
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