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立命館大学大学院で

What future in what technology?

日夜研究に励む学生を紹介しています。

水陸両用ロボットの
運動性能の分析

津波の被災地など陸と海が混在するエリアでは、既存の陸上ロボット
や水中ロボットだけでは自由に捜索ができません。
そこで陸上だけでな
く水中やその中間（泥）でも移動ができるロボットの開発が望まれてい
ます。私の在籍している研究室では新しい水陸両用ロボットを開発し、
柔らかい地面や泥濘、水中での運動性能の評価に関する研究を行ってい
ます。
そのためにはロボットの足に取り付けられたパドルと土の間の力
学解析、パドルのパラメータ変化による性能
への影響、パドルの運動計画などを考える必
要があります。水中では外乱に対して体のバ
ランスを維持できる制御方法について研究し
ています。
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T

総合理工学専攻 ロボティクス

What future in what technology?

楊 揚さん

知能化空間で、プロジェクターを
利用した情報提供に関する研究

Demonstration of the augmented reality

近年、ユーザーに情報を提供するための方法として、プロジェクターを
用いる研究が多くみられている。
プロジェクターを利用した情報提供方
法は視覚的に明確な情報の伝達ができるという長所がある。
しかし、一
方、この方法は、投影画像の位置が固定されてしまうという短所がある。
この問題を解決するため、アクチュエータをプロジェクターに取り付ける
方法を提案している。
本研究の目的は、上記で提案したシステムにおけるイメージ投影位置
移動中の画像の動きをスムーズにすることである。
これにより、画像の移
動中に発生する不自然な揺れなどの除去することができる。
本研究では、
システムのKinematicsの解釈とJacobianの計算を行い、画像の動きが
画像の位置情報だけではなく、
速度に基づいて動くようにしている。
本提案手法で、画像の動きを自然に作ることができる。
しかし、現在使
用中のアルゴリズムは、投影画像が床面に限定されるといった制約があ
る。
今後は、壁を含めたすべて投影可能な面に適用可能な方法としてアル
ゴリズムを改善する予定である。
また、
ロボットの位置や、
ユーザーの位置
が変化する場合の研究も進行する予定である。

What future in what technology?

What future in what technology?

下オリーブ核の集団ダイナミクスに着目した小脳学習モデルの構築
小脳は運動制御を始めとして平衡調節など、様々の重要な身体機
能を担っています。
対象物に向かって手を伸ばすリーチング運動などの運動制御で
は、脳をとりまく身体や環境の入出力特性に対して，状態変化を予
測する「内部モデル」を学習によって獲得することが小脳で行われ
ると考えられています。
この学習において特に、誤差信号を伝搬する下オリーブ核の動作
をモデル化することは、
小脳を理解するための鍵を握っています。
本研究では、誤差情報を最も効率良く伝達するための下オリーブ
核の集団制御について検討していきます。
特に、下オリーブ核を結ぶシナプス結合の強度が学習過程で変化
するという仮説を検証します。

排水再生と再利用のための
簡易セラミックフィルターの適用
図１

図２
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WSPのプロセス実験：合成国内廃水の処理だけでなく、
生活雑排
水
（異なるBOD負荷、HRT、フラックス）
藻類の分離用セラミッ
クろ過に続くWSPのプロセスを通じて、
現在検討されている。
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排水の再利用とその概念は、近年注目を浴びている。
水供給と衛生の発展が依然として大き
な問題である発展途上国において、
急速に都市化の進む地域が水不足となるためである。コス
ト削減、シンプルかつ最小メンテナンス性の高い再利用プロセスは、
特に開発途上国における
水関連の問題を解決するには理想的である。本研究では生活排水の再利用と再利用のための
MBR（膜分離活性汚泥法）とWSP（安定化池法）プロセスへの簡易セラミックフィルターの
適用を実験室規模で検討する。
地方で利用可能な素材で作られたセラミックフィルターを開発し、バングラデシュにおけ
る地下水からヒ素を除去するために適用した。中空円筒形状のフィルターを80％の粘土の
土壌と20％の米ぬかを組み合わせ、窯で焼く。 MBRのプロセス
（図1）
において、セラミック
フィルターは、混合液を分離する膜の代わりに沈めた。WSPのプロセス
（図2）では、排水か
ら藻類を分離するためにセラミックフィルターを使用することでろ過を行う。
MBRのプロセスの実験：人工下水を連続的にMBRのリアクターに供給し、
フィルターから
の流出水は活性汚泥混合液（ML）の水位とBOD負荷との重力圧によって得た。効率的な活性
汚泥の分離と高い有機物除去性能が得られた。低フラックスと除去効率は、
非通気状態で観察
された。フラックスの性能は、フィルターの目詰まりすることなく、0.1 〜 0.2 m/ dayを得
た。バッチ実験は、圧力とMLSSとフラックスの関係を決定するために行った。 MLSS（活
性汚泥法の槽内混合液中の浮遊物質）濃度はフラックス（流束）に対する明確な効果は認めら
れなかったのに対し、フラックスとMLSSとの間の直線関係はみられた。同じ実験のセット
アップを介してこれらのほかに、人工生活雑排水（3種の市販シャンプー、液体食器用洗剤と
洗濯用粉末洗剤を使用）による室内連続実験を行った。平均的なフラックスの性能は、平均
HRT1.7日で0.28m/dayであった。
臭気・色度はなく、BODとMBAS（合成界面活性剤の指
標）
の除去効率は99％以上であった。

STUDEN

T

総合理工学専攻 情報コミュニケーション

PARK JONG SEUNGさん
STUDEN
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総合理工学専攻 マイクロ機械システム工学

HOANG THIEN HUUさん
STUDEN

T

総合理工学専攻 環境システム

MD. MAHMUDUL HASANさん

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

STUDEN

T

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。

Investment Performance in Compassion of Other
Methods for the period of Jan. 2010 ‒ Dec. 2010

確率微分方程式の離散近似理論とその応用
What future in what technology?
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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。
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T

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

What future in what technology?

What future in what technology?

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。

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

T
STUDEN

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
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

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
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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

What future in what technology?

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

ています。

一廼穂 直聡さん

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
STUDEN

（bioﬁltration）
の、揮発性有機化合物
（VOC）
処理への適用に関

T

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
総合理工学専攻 環境都市
４塔直列型の充填塔式生物脱臭装置

森田 康敬さん

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

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
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

総合理工学専攻 機械システム型

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

取り組んでいます。

Tran Thi Tuyetさん

天然のクロロフィル分解物探索へのアプローチ

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

体材料への適用につ
いて検討しています。

の新しいツール開発についても

総合理工学専攻 環境都市

T

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

坂東 勇哉さん

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。

STUDEN

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

総合理工学専攻 応用化学

What future in what technology?

What future in what technology?

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

複合砥粒による遊離砥粒研磨の高付加価値化

膜分離活性汚泥法の膜目詰まり制御に関する研究

What future in what technology?

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

田中 秀幸さん

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

功しています。

T

総合理工学専攻 数学型

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

る単結晶の創製に成

STUDEN

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

Pham Van Haiさん

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
激
（アニオン＝負電荷種）
応答性を付与し、単分子（溶液中）から

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

総合理工学専攻 知能情報

イオン駆動型分子の合成と機能性マテリアルへの展開

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

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

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

T

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

総合理工学専攻 応用化学

岡本 千寛さん

STUDEN

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

図1 有効空地と隙間

図2 構造別建物と隙間幅別隙間量

ついても併せて評価

総合理工学専攻 環境都市

を行います。

松宮 かおるさん
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睡眠の深度を測定し
新しい時代の健康住まいに活かす
「家はただ
『住む』
だけの空間ではなく
『健康づくり』
に貢献できる場でありたい」
新しい住まいの形を模索する
企業の悩みに大学の基礎研究が応えた。大和ハウス生活デザイン研究室の廣畑友隆氏がイメージする未来の
住まい。そのヒントを睡眠時の生理機能解明に取り組む立命館大学理工学部ロボティクス学科岡田志麻助教
がもたらし、
産学連携で新たな一歩を踏み出そうとしている。

総合理工学院 理工学部 助教

岡田 志麻

総合技術研究所 生活デザイン研究室
ライフサポート研究グループ グループ長

廣畑 友隆

企

業

研究者

1985年 大和ハウス工業株式会社入社。
研究開発部にて住宅工法システムの開発や商品企画
に従事し、総合技術研究所配属後は高齢者住宅、ユニ
バーサルデザイン、
健康住宅の研究開発に従事。
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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 卒業。
三洋電機株式会社で研究開発、国立大阪医療センター非常勤講師を
務め、大阪大学大学院医学系研究科で学位を取得、日本学術振興会特
別研究員を経て現在は立命館大学理工学部ロボティクス学科助教。

「健康見守り住宅」
という
新しいコンセプト
［廣畑］
大和ハウスは住宅メーカーとして創業
以来約55万戸の戸建て住宅を提供してきま
した。
住宅事業の他に店舗建築やリフォーム、
流通、医療介護やスポーツセンターなど暮ら
しを側面から支える仕事もしています。大和
ハウス総合技術研究所では、安心、安全、福祉、
環境、健康、通信のそれぞれのキーワードをつ
なぐスマートハウスづくりの研究をしていま
す。ユニバーサルデザインを進化させたフレ
ンドリーデザインの家やシニアライフ実験住
宅などでどの世代も安心して暮らせる住まい
づくりをめざしています。特に私は生活デザ
イン研究室で、住む人の健康を見守る健康見
守り住宅の取り組みをしています。岡田先生

学生、社会人が協力し
睡眠の深度を計測

との出会いは2007年に開催された弊社と立

［岡田］とは言っても、実験は大変でしたね。

命館大学との技術交流会の場でしたね。

「軽い運動をすると適度に疲れて、良く眠れる

［岡田］そうですね。私は立命館大学理工学部

のか」
ということをテーマに、まず運動と睡眠

の出身で健康や医療福祉に関するテーマを、

の関係を調べることにしました。うちの学生

工学的手法を使って解明する研究を続けてき

20人と大和ハウス研究所にお勤めの人10数

ました。卒業後は企業に就職し医療や福祉関

人に協力いただいてスタートしました。

係の仕事を経験して、大学に戻ってきました。

［廣畑］
毎日決まった時間にエルゴメーターで

現在は特に睡眠の質や睡眠時の生理的機能の

自転車こぎをして、夜、睡眠の深度を測るアク

解明などに取り組んでいます。しかし研究室

ティグラフで測定するのですよね。そんな装

での研究はデータの蓄積や解明はできても、

置があることも、そんな計測ができることも

それを社会に活かすきっかけが少ないので

初めて知ったので研究結果は興味津津でした

す。
そんな時に交流会で大和ハウスさんの
「健

よ。
ただ、私もやりましたが自転車こぎがきつ

康見守り住宅」
というコンセプトをお聞きし、

くって……。
30分ほど負荷をかけて最大心拍

ぜひプロジェクトの一員に加えてほしいと申

数の80％くらいでこぎますが、ヘトヘトにな

し出ました。

りました。
仕事よりきついですよ
（笑）
。

［廣畑］先生との出会いは衝撃的でしたね。実

［岡田］
学生は時間がたっぷりありますが、社

は
「健康見守り住宅」は10年ほど前から取り

会人は仕事が終わってからですからね。大変

組んでいます。
これまでに、健康チェックがで

だったと思います。
だけど、皆さん非常に協力

きる
「インテリジェンストイレ」
を開発しまし

的で。しかも全員がなるべく条件をそろえな

た。
このトイレは、お客様が毎日トイレを使う

いといけないのに、お酒を飲んでいた学生も

ついでに基礎体温、尿糖値、体重、血圧を測定

いたようです。

することができ、測定結果はその場で確認で

［廣畑］
確かに2週間と言えども飲酒を控える

きるだけでなく、住宅内の情報ネットワーク

など規制をかけるのは大変でしたね。基礎研

を使ってパソコンに送信し、専用ソフトで測

究とはそういう地道な努力の積み重ねだと実

定結果の変を確認することができます。家族

感しましたよ。

［岡田］
インテリジェンストイレに続く新しい
住まいの機能ですね。それが実現できるとう
れしいですね。私の研究の目的は健康的な生
活をしてほしいというものなのに、研究だけ
で終わってしまうことが多いのが悩みでし
た。大和ハウスさんで実験データの一部でも
使っていただけたら、社会に還元できますか
ら。
これほどの喜びはないですよ。
企業と組む
ことで研究成果が活かせるだけでなく、次の
テーマも見つかり研究が進んでいきます。相
互のプラスになりますよね。
［廣畑］まったくその通りです。大学は基礎研
究をずっと続けておられてたしかなエビデン
スをお持ちです。ところが企業は製品化を追
いかける反面、そのベースになるものが少な
い。
それをつなぐのが産学連携だと思います。
まだまだヒントをいただきたいので、今後と
もぜひご協力をお願いいたします。
［岡田］
こちらこそ、願ったりかなったりです。
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。

がお互いの健康状態を見守りあえるトイレ
です。このトイレの次の展開を模索していた
時に岡田先生と出会い、睡眠の深度が測れる
ということを知って
「これはいいヒントにな
る！」
とひらめきました
（笑）
。
［岡田］
私も自分の研究が活かせそうだとお聞
きしてうれしかったですよ。人生の3分の1は
寝ている時間ですものね。睡眠の質を良くす
ることは健康を維持する上でも大切です。住
宅で健康管理や睡眠管理ができるなんて素晴
らしいと思いました。

研究データを活かして
新たな可能性に挑戦
［岡田］
おかげ様で実験データでは年齢によっ
て、また運動量によって睡眠の質が異なるこ
とがわかりました。
［廣畑］そうですね。社会人でもデスクに座
りっぱなしの人と常に職場で動いている人で
は睡眠の深度に差が出ました。大変興味深い
結果だと思っています。これを元にお客様に
健康を維持する生活のご提案ができるのでは
ないかと考えています。

尿糖値などが測定できるインテリジェンストイレ。
今回紹介した研究は、
家庭で簡単に健康管理ができる
このような商品への応用化をめざしています。
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光、熱、運動エネルギーなど、身の回りの微小グリーン
エネルギーを活用したバッテリレスシステムの実現
を目指し、新アプリケーションの提案をしています
グリーンエネルギーを活用した電池のいらない端末システム作りを目指し、端末に必要な各種発電源、内部回
路に一定の電源を供給するための電源変換回路、無線回路を含めた極低電力LSIを中心に研究を進めています。

身の回りに存在する微小エネル
ギーを活用

アット・ラボ
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ア
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我々の身の回りには、光、体温、熱、運
動エネルギーなどのグリーンエネル
ギーが存在します。それを活用すれば、
発電が起こり電子機器を動かすことが
できます。大きな発電にはなりません
が、電池がいらないバッテリレスのシス
テムが構築できます。たとえば体内コン
ピューターなど人の手が届かないとこ
ろで動くシステム開発が可能になるの
です。私たちの研究室では、さまざまな
エネルギー源の探索と活用システムの
開発に取り組んできました。
最近では尿を電解液にして発電する
尿漏れセンサーを開発しました。100円
硬貨大の尿電池と4センチ四方の送信
機、手のひら大の受信機のセットで１ミ
リリットルほどの尿で約3メートル先ま
で数時間にわたって電子信号を送れま
す。これをおむつに装着して尿漏れを知
らせます。尿の塩分が電解質の役割をし
ますが、電力をためるトランジスタを電
気回路に組み込むことで、一定間隔で強
い電流を送れるようにしました。

介護分野での貢献を目指す
介護の現場ではひんぱんにおむつ交
換を行いますが、実際におむつに触れて
みないと濡れているかどうかがわかり
ません。しかし忙しい介護現場では、そ

の確認作業が負担になります。離れたと
ころでもおむつの状態が把握できれば、
介護者の負担と被介護者の濡れたおむ
つの不快感が軽減できます。しかし、従
来の尿漏れセンサーは電源コードや電
池交換が必要で、小型化できないという
問題もありました。バッテリレスセン
サーが可能になれば、どこでもいつでも
伝えられます。
こういったバッテリレス端末の開発
には、エネルギーをどう生成するかとい
う発電技術や、発電電圧が一定ではない
ため安定した電力を供給する電源変換
システム、そして微弱な自然エネルギー
を活用するための極低電力LSI技術が必
要になります。私たちの研究室では、消
費電力がµW級の世界最低の電力で動く
LSI作りを目指しています。今後は実用
化に向けてさらに精度を高めていきた
いと思っています。

非可視化トリミング技術を用い
たARアプリケーションの開発
一方で私たちの研究室では、スマート
フォンで撮影した画像をトリミングし、
自由に動かせるアプリケーションソフ
トを開発しました。これは、現実の風景
にデジタル情報を付け加える「拡張現実
（AR）」
と呼ばれるものです。
例えば新聞や雑誌の記事等を携帯電
話で撮影する場合、カメラが不要な情報
を取り込んでしまう、斜めから撮影する

と記事が歪んでしまうなどの問題があ
りました。そこで人の目では認識できな
い画像で囲む「非可視化トリミング技
術」を施して、欲しい情報だけを取り込
むことを可能にしました。またトリミン
グ技術を用いて携帯端末上で画像を動
かせるARアプリケーションの開発も成
功しました。ファッション誌の洋服を着
せ替えたり、画面上で絵を動かしたりで
きます。今後は広告などを含めて幅広い
業界で役立てたいと思っています。
AR:Augmented Reality

尿発電を用いた尿漏れセンサーシステム

非可視化画像を用いたスマートフォン用ARアプリケーション

総合理工学院 理工学部 電子情報デザイン学科 教授

道関 隆国

Takakuni Douseki
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機械学習と実践から見える人と
機械のボトムアップなコミュニケーション
創発システム研究室ではコミュニケーションを支える人間知能のボトムアップな理解とその応用を進めています。
人間の言語によるコミュニケーションも他者との協調作業や知識共有も、赤ちゃんとして生まれた時からもともと
出来るものではありません。人間は学習を通してコトバを獲得します。学習を通して誰かのコトバを理解できるよう
になり、知識共有出来るようになります。コミュニケーションとはボトムアップなものなのです。その本質を理解する
ことこそ、知的なロボットを作るためにも、組織のコミュニケーションを活性化するためにも重要なことなのです。

コミュニケーション出来る
ロボットは創れるか？

自律分散型スマートグリッド：
人工知能が協調する電力網
自律的な機械知能の協調に向けた研
究として、自律分散型スマートグリッド

様々な業界で支持され全国に広まって
います。2011年10月には大学生の大会
である「ビブリオバトル首都決戦2011」
が東京都などの主催で開かれ大成功を
おさめました。皆さんの会社でも新人教
育や社内研修でご活用いただければ幸
いです。
［図3］

アット
アット・ラボ
アッ
ア
ット
ッ
ト ・ ラボ
ラボ

記号（言語など）を「与えられたモノ」
として捉えるのではなく、人間や自律ロ
ボットが環境や他者との相互作用を通
して創発する存在として捉え、構成論的
アプローチを通じて理解しようとする
のが、記号創発システム論の研究です。
私の著作「コミュニケーションするロ
ボットは創れるか？―記号創発システ
ムへの構成論的アプローチ―」
（NTT出
版）
では、自らの経験を通じて、概念やコ
トバを獲得していくロボットの可能性
とその研究の重要性について示してい
ます。記号創発ロボティクスは知能研究
において、今後の重要なキーワードにな
るでしょう。
その関連研究として、現在はロボット
が人間の動作の観察を通じて自ら様々な
動作を獲得していく為の機械学習技術の
開発を行なっています。
これは、人間の幼
児が親の動作を見ている中で、また、親の
発話を聞いている中で様々な動作やコト
バを勝手に覚えていく過程を理解しよう
という研究と共通しています［図1］
。ま
た、この技術を用いて工場の製造工程に
おける動作分析への応用を行なっていま
す。知能ロボットのために開発された技
術は、決してロボットのためだけでなく
多くの分野に応用可能なのです。

i-Reneの研究を行なっています。近年、
エネルギー問題、特に電力需給の問題が
注目されています。現在、世界は再生可
能エネルギー中心の社会へ向かってい
ますが、再生可能エネルギーは供給が安
定しないために、上手く蓄電池と組み合
わせたり、各世帯間で融通したりするこ
とが重要です。私たちは学習する自動電
力取引エージェントを開発し、電力ルー
タに実装することで、再生可能エネル
ギーを主とした新たな社会システムの
創造を目指しています。
［図2］

コミュニケーションのメカニ
ズムデザイン：この「場」をよ
り良く、より楽しく
知識社会の時代へ突入する中で、人間
の集団・組織における知識共有や会議運
営の効率化、アイデア発想など知的生産
性を高める仕組みが求められています。
私たちはコミュニケーションのメカニ
ズムデザインというキーワードを新た
に掲げて研究を進めています。コミュニ
ケーションのメカニズムデザインでは、
場におけるルールを設計対象として、そ
のルールに従いメンバーが自由に振る
舞えば、有益なコミュニケーションが実
現されることを目指します。私達が発案
し、日本各地に広がっているビブリオバ
トルはコミュニケーションのメカニズ
ムデザインの成功事例の一つと言えま
す。各自が本を５分で紹介し約２分で議
論、全員の発表のあとに「どの本が一番
読みたくなったか？」というシンプルな
基準で全員で投票し、その日の「チャン
プ本」を決めるというビブリオバトルは

自ら学習するロボット知能のデザイン（図1）

自律分散型スマートグリッドi-Rene（図2）

知的書評合戦ビブリオバトル（図3）

総合理工学院 情報理工学部 知能情報学科 准教授

谷口 忠大

Tadahiro Taniguchi
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京都大学工学部物理工学科 卒業
京都大学大学院工学研究科精密工学専攻修士課程修了
京都大学大学院工学研究科精密工学専攻博士後期課程修了
京都大学・博士（工学）取得
2005年〜 2008年 日本学術振興会特別研究員
2008年〜 2010年 NICT客員研究員 兼務
2008年 立命館大学情報理工学部知能情報学科 助教
2010年 立命館大学情報理工学部知能情報学科 准教授
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心臓や細胞の動きをシミュレーションし、
医療や創薬への応用を目指しています
生体を構成する分子の機能を数式で表し、細胞や組織など体の機能をコンピュータ上に再現。刺激に対する変
化や病気の予測などを行います。

システムバイオシミュレータで
人体の仕組みを再現

ました。心筋細胞のグラフィック化に取

機能をまとめて解析できた点が大きな
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り組み、心臓のエネルギー代謝の再現や

成果だと思います。今後はより効率的な

虚血時の細胞反応のシミュレーション

細胞モデルを開発していきたいですね。

人間の体の仕組みは非常に複雑で、今

に成功。それを応用して全身の循環動態

投与する薬剤の効果や病態の変化など

まではそれを文章で表現するのが一般

をシミュレーションする全身循環モデ

をより正確に再現できれば、新薬の開発

的でした。しかし、その方法では概念的

ルも実現しました。姿勢の変化などによ

につながります。また診察時に患者さん

になりがちで、表現方法にも理解する度

る全身の血圧変動や心臓のポンプ機能

に画像を見せることで、わかりやすい説

合いも個人差が生まれます。

の評価ができます。また、MRIで計測し

明が可能になります。医学や薬学の教育

そこで私たちの研究室では、刺激に対

た心臓の形状に心筋細胞モデルを数万

現場でも活用できるので、次世代の医学

する細胞の動きや人体の機能をシミュ

個配置し、心筋組織の力学特性などを加

に貢献できるものと確信しています。

レーションしコンピュータグラフィッ

えて左心室の拍動モデルも構築してい

これは医学、薬学だけにとどまらず工

クで再現する研究に取り組んでいます。

ます。これを使えば心筋梗塞などのシ

学、数学、コンピュータなど幅広い領域

たとえば心不全で心臓のポンプ機能が

ミュレーションすることによって病態

に関わる研究です。異分野が手を取り

低下した際の心臓の動きを予測します。

をイメージすることが可能になります。

合って、よりよいものを作り出したいと

心臓に刺激を与えた場合のカルシウム

現在はすい臓β細胞モデルの構築に

濃度や収縮の動きといった病態の変化

取り組んでいます。血液中の血糖値に対

や薬剤の反応をシミュレーションし、コ

してインスリンを分泌するすい蔵β細

ンピュータ上で見ることができるので

胞のモデルを作り、さらに糖分を消費す

す。コンピュータで薬剤の量や刺激の強

る骨格筋モデルと合わせて全身の糖代

さを変えれば、心臓の反応の変化がグラ

謝を再現できないかと研究を進めてい

フ化できます。

ます。これが実現すればインスリン量を

このようなバイオシミュレータで正確

増減した場合の血中濃度の変化が予測

に体や細胞の働きを再現するためには、

できるので、治療方針を立てるのに役立

多くの研究成果が必要で、私は10年前か

つでしょう。

思っています。

ら、我々自身の研究成果や世界各国の実
験研究から必要な情報を収集して、生体
機能要素の働きを数式化しています。

広がる応用例
当初は心臓を中心に研究を進めてき

シミュレーション画像を
授業や診察に活用
人体は細胞の動き、エネルギー代謝、
神経系など多くの要素が密接にかかわっ
ています。この研究はそういった複雑な

心筋細胞や膵臓細胞の働きをその仕組みから積み上げ
て、コンピュータ上に再現し、グラフィックスを見なが
ら、議論し、研究を進めていきます。

総合理工学院 生命科学部 生命情報学科 教授

野間 昭典
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広島大学大学院医学研究科 博士課程修了
ドイツザール大学医学部 訪問研究員
岡崎国立共同研究機構生理学研究所 助教授
九州大学医学部 教授
京都大学医学部 教授
立命館大学生命科学部 教授
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肌の老化を防止するメカニズムを解明し、
アンチエイジング効果のある製品開発に貢献します
老化によって起こるしわやたるみはコラーゲン不足が原因。コラーゲンを造り出す有効な成分を見つけるため
に、
骨代謝の研究で培ったスクリーニングノウハウを駆使しています。

骨形成の仕組みの解析ノウハ
ウをアンチエイジングに応用

コラーゲンを「補う」のではな
く「造り出す」
本来肌そのものはコラーゲンやヒア
ルロン酸など潤いを保つ機能を持って
いますが、ストレスがかかると量も質も
低下します。特に老化は肌ストレスの最
たるもので、しわやたるみが発生しま
す。老化現象を引き起こす要因に対抗す

ることが可能となります。これは骨代謝
の解析ノウハウの応用です。一方で、紫
外線の影響を受け皮膚の乾燥やごわつ
きを招くNF-kBの活性化測定や皮膚の
表面を保護する物質のセラミド合成の
評価は、以前から取り組んでいる骨スト
レスバイオマーカー探索研究を応用し
て実施しています。今も複数の企業から
いくつかの成分が持ち込まれ、評価研究
を行っています。
私の研究の根底には、今困っている人
を助けたいという思いがあります。特に
化粧品分野ではアンチエイジングを求
める人が多く、ニーズがあると感じて
います。今までに培ったノウハウや知見
を活かして、社会に貢献していきたいと
思っています。

アット・ラボ

私は以前から骨形成の研究に取り組
んできました。骨が形成される過程で
は、コラーゲンなどの細胞外基質が作ら
れ、一方で破骨細胞が古い骨を破壊吸収
しています。両者がバランスよく働くこ
とで健康な骨が作られるのです。ところ
が老化やストレスが生じると骨の代謝
に異常が発生し、やがて骨粗鬆症などの
病態が起こります。
私はこのメカニズムの解明に早くか
ら取り組み、多くの解析ノウハウを持っ
ています。たとえば骨が受けるダメージ
のひとつにストレスがありますが、マイ
クロアレイ法という手法でストレス因
子を調べ、どんなダメージを受けている
のかを探索しています。そのノウハウを
応用して、肌が受けるストレスについて
も調べることができるのです。骨形成そ
のものの研究は長いスパンで取り組む
ものですが、すぐに実社会で役立つテー
マとして肌ストレスの防止や肌老化の
メカニズムの解明、そしてアンチエイジ
ングに有効な成分を見つける研究をし
ています。

る物を特定し、それをカバーすれば肌本
来の機能がよみがえるわけです。
現在の市場では、コラーゲンやヒアル
ロン酸を低分子化して「補う」というコ
ンセプトの化粧品が商品化されていま
す。それらは確かに肌年齢を若く、美し
くすることに一定の成果を挙げてはい
ますが、次世代型化粧品に求められるの
は「補う」のではなく「産生する」ことだ
と考えています。それによって老化防止
だけでなく、使う人々が若さと美しさを
取り戻せるでしょう。
骨ストレスについての研究では、老化
物質の１つであるAGEがコラーゲンな
どの産生機能の低下に影響しているこ
とがわかりました。そこでそれを抑制す
る効果のある物質を、主に生薬から見つ
けようと取り組んでいます。
現在、
私たち
は有効性が期待される成分を「安価な」
天然物から見いだそうとしています。

遺伝子操作をしたスクリーニ
ングが強み
私の研究室では、骨代謝研究の実験系
をそのまま皮膚繊維芽細胞の実験系と
して用いています。たとえば、コラーゲ
ンなどの基質産生の評価では、皮膚の培
養細胞にAGEを加えることで細胞の老
化を促進させ、AGEが無い場合に比べ
てコラーゲン産生が低下したことを確
認できます。しかし、このときにAGEの
働きに拮抗するような（天然物由来成
分）物質を加えると、逆にコラーゲン産
生の低下を免れたことを知ることがで
きます。このようにして、コラーゲン産
生を低下させないための物質を発見す

研究室の風景

マウス胎仔骨格標本

総合理工学院 薬学部 薬学科 准教授

藤田 隆司
Proﬁle
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1999年
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2008年
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2010年

Takashi Fujita

徳島大学薬学部卒業
大阪大学大学院薬学研究科応用医療医科学専攻
摂南大学薬学部 助手
日本学術振興会 特別研究員
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 助教
長崎日赤原爆病院 薬剤師
立命館大学薬学部 准教授

研究
紹介

博士課程前期課程修了
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運動トレーニングの効果や身体活動による筋
代謝の変化を調べ、運動が健康に及ぼすメカ
ニズムを解明し、健康づくりに貢献します
運動は健康のために必要だとか、運動すると健康になるとか言われます。しかし、運動がなぜ健康にいのかはま
だよくわかっていません。
運動が身体にどう作用して健康に役立つのかというメカニズムを調べています。

運動と筋肉の関係を探る

測定しました。本学には筋肉の大きさや

ています。

アット・ラボ
アット
アッ
ア
ット
ッ
ト ・ ラボ
ラボ

量など体内の内部の情報を画像化でき

また、MRIの中に入ってグリップを

私はトライアスロン世界選手権大会

る装置MRIや、細胞の代謝活動を調べる

握ったり足を屈伸したりといった軽い

の完走などスポーツを経験する中で、ス

MRS（MRスペクトロスコピー）など最

運動をして筋肉内の酸素消費量を検証

ポーツと医学の関係に興味を持ってい

新の検査機器が備えられています。筋の

しています。入院中など運動量が低下す

ました。特に着目したのは、運動時に一

横断面積はMRIで、筋肉や脂肪の代謝な

る場合でも、ベッドの上で腕や足を動か

番変化する筋肉です。

どはMRSで、また運動後の酸素消費量

す運動をすれば健康回復に役立つとい

運動には有酸素運動と無酸素運動が

などは近赤外分光法で測定しました。そ

うことの裏付けになり、リハビリの効果

ありますが、ジョギングなどの有酸素運

の結果、ギプスで固定した腕は握力が

につながります。

動は酸素があるから使われるのではな

15％、筋肉の持久力が18％ほど低下し

現在、私の研究室ではサプリメント

く、筋肉が酸素を欲しがらないと使われ

ました。しかし、ギプスをしながらでも

や脂肪が燃えやすいとされる機能性食

ません。有酸素運動の仕組みは、無機リ

軽い運動をしてもらったら数値は元に

品と運動を組みあわせた効果の検証も

ン酸やADP（アデノシン二リン酸）等

戻ります。この測定数値を元に最大仕事

しています。企業と連携することで、ス

の刺激物質が筋肉中に増えることで信

量を計算したところ、筋有酸素能と仕事

ポーツ、ダイエット、リハビリや健康維

号となって、筋肉中のミトコンドリアが

量の間で相関関係にあることがわかり

持など、目的や個人差に応じた提案がで

酸素を消費します。では、どういう状態

ました。つまり不活動な状態では、筋代

きると考えています。

になればADPの量が増えるのか、また運

謝が低下するのです。

動の前後で筋代謝に変化はあるのかと
いったことを測定することで運動の効

オーダーメイドの運動法を考案

果を知ることができます。従来は筋肉の
一部を取り出して調べていましたが、私

こういった研究を通して、運動不足の

たちの研究室ではMRI装置や近赤外光

人とトレーニングをしている人では、筋

を使って測定しています。

肉の代謝や酸素の代謝が異なり、同じ運
動をしても効果に差があることがわか

ギプスで固定し、筋有酸素能
の変化を計測

りました。また筋肉には速筋と遅筋とい

実験では被験者に片腕だけ3週間ギ

元に、個人差をふまえた上でオーダーメ

プスをはめてもらいます。実験の前後で

イドのトレーニング法の提案ができれ

両腕の筋肉量や握力、酸素消費量などを

ば、もっと健康作りに貢献できると考え

うように部位によっても運動効果の発
現に差があります。そういったデータを

MRIを用いた筋肉の量や代謝の測定風景

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 教授

浜岡 隆文
研究
紹介
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Takafumi Hamaoka

愛媛大学医学部医学科 卒業
東京医科大学医学部医学研究科 卒業
東京都健康づくり推進センター指導科 主査
東京医科大学衛生学公衆衛生学教室 助手
東京医科大学衛生学公衆衛生学教室 講師
鹿屋体育大学スポーツ科学講座 教授
立命館大学スポーツ健康科学部 教授

立命館イノベーションフェア 2011

2日間にわたる産学の祭典―
イノベーションフェアを開催
企業と大学がタッグを組んで未来を創出
2011年12月8日（木）、9日（金）、びわこ・くさつキャンパス（BKC）にて
「立命館大学イノベーションフェア2011」を開催しました。前回の同フェアが好評につき、
今回は2日間にわたって会場をキャンパス内に分散し大々的に展開。
学部を超えて多くの学生が参加し、企業と一体となって祭典を繰り広げました。
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特別講演会

12月8日（木）13:00 ～ 14:30

「グローバル化に求められる人材とは」
楽天株式会社 執行役員 楽天市場事業 副事業長

大西 芳明 氏

イノベーションフェア1日目、ローム記念館5階大会議室で楽天
株式会社執行役員 大西芳明氏による特別講演が行われまし
た。大西氏は立命館大学を卒業後、株式会社リクルートで求人系
事業や販売促進系事業など新規事業の立ち上げを担い、数々の
実績を残されました。
著書に
「サムライ営業」
（経済界）
があり、営
業教育研修なども多数行っておられます。現在は楽天市場事業
部の副事業部長としてご活躍です。講演では楽天株式会社の創
業からの歩みや今後の世界経済の動向を視野に入れたグローバ
ル化に対応する同社の取り組みなどを例に挙げ、これからの時
代に求められる人材についてお話いただきました。
中でも「創業当時はネット販売に否定的な人が多かったが、新し
いことを始めるには反対者が多いもの。一般的な物の見方をし
ていると、そこにはポジティブな発想は出てこない」
といった企
業の姿勢や「2030年の世界GDPのシェアは現在1位のアメリカ
を抜いて中国が1位になり、中国やインドが躍進する」との予測
を内閣府の資料を使って提示。そのため同社では社内の公用語
を英語にした事などを交えた話に参加者は刺激を受けていまし

た。一方で日本は少子高齢化等に伴い、今後世界の中での影響力
は落ちていくことを示唆し、これをどう転換させるかが重要だ
と訴えられました。
さらに学生には、日本が置かれている状況への関心度を持ち、
海外にも意欲的に進出してほしいと熱い期待を寄せられてい
ました。会場からは「グローバル化に対応するために必要な能力
は？」などといった質問が寄せられ、盛り上がりました。

立命館大学理工学研究所 学術講演会

12月9日（金）15:00 ～ 17:00

「健康づくりのための筋力トレーニングの重要性」
東京大学大学院総合文化研究科
東京大学院新領域創成科学研究科 教授

石井 直方 氏

2日目はエポック立命21 1階ホールにて理工学研究所学術
講演会が開催されました。講師はテレビや著書で
「スロトレ
（ス
ロートレーニング）
」を提唱しておられる東京大学大学院 教授
の石井直方氏です。
講演では筋肉の働きに触れ、元気で長生きす
るためのポイントをお話いただきました。
要介護状態を招く要因はメタボリック症候群（メタボ）、運動器
の障害が原因のロコモティブシンドローム
（ロコモ）
、認知症の
3つだと言われるが、中でもメタボ、ロコモは筋肉を鍛えること
で防ぐことができるということを骨格筋の働きや筋肉の働きを
詳しく解説。さらに筋肉を活発に動かすと糖分や脂質の代謝が
よくなり、抗酸化作用や脂質分解、抗炎症作用などを促すとデー
タを元に説明いただきました。
また「ロコモには加齢に伴う骨粗鬆症や変形性脊椎症、筋力低下
などがあるが、特に筋力低下は高齢者にとっては転倒の原因に
なる。それを防ぐには筋肉トレーニングが有効である」とのお話
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も。
「太ももやお尻の筋肉を鍛えるだけでなく体幹筋を鍛えるこ
とが大切」
「活動低下による筋委縮（サルコぺニア）
はメタボにも
ロコモにも関連しているが運動することで低減が可能」など運
動の効果を訴えられ、効果的なトレーニング方法もご指導いた
だきました。

第4回博士候補者の研究成果発表
セントラルアーク1階で、25名の博士候補者が研究の成果をポスターセッション形式で発表し、
研究テーマの着眼点や独創性、研究成果などをアピールしました。会場ではポスター展示を興味
深げに見る人や質問をする人の姿が絶えず、パソコンを使って研究内容を説明する様子も見られ
ました。
教員、学生など多くの人が投票し、最優秀賞にPHAM VAN HAIさんが、優秀賞にHOANG
THIEN HUUさん、MD.MAHMUDUL HASANさん、唐 永晨さんが選らばれました。情報交換
会の冒頭で表彰式が行われました。

ビジネス情報交換会
全行事が終了後、エポック立命21 3階にてビジネス情報交換会が開催されました。アスター会員
の企業や学生、教員などを交えて、互いの研究内容や事業内容などの情報交換をしながら交流を深
めました。

Job Study企業展
「理工学部にこだわらず多くの学生に来てほしい」との企業側の声により会場をBKCのセンターに
位置するセントラルアークに設けて開催しました。1階、2階それぞれ10社ずつがブースを設営。
学生の席を多く取ったにも関わらず立ち見が出る企業もあり、説明に追われていました。
学生が集
まりやすい場所だったということもあり、終始盛況でした。

参加企業の声
中西金属工業 金属、機械系の会社。自動車ベアリングの重要部品
を作っています。離職率は5年連続ゼロという実績がある若者が働
きやすい会社です。今年も20人程度採用予定で、特に電機系の人
来てほしい。こういう場があるのは大変ありがたい。当社はベアリ
ング用リテーナーは世界1のシェアを持っていますが、そこがうま
く伝わっていないようです。今後は見せ方を考えたいと思います。

滋賀銀行 金融会社ですが文系・理系にこだわらず採用してい
ます。人間的に魅力のある人がいいですね。大学時代にいろんな経
験をされたと思います。それを聞かせてほしい。理工学部の人も銀
行は畑違いだと思わずに来てください。

山科精器 専用工作機械の設計、開発、販売をしている会社です。
2011年9月にメディカル部門を立ち上げました。メディカル医療
関係の設計開発車や生命医科学系の人にぜひ来てほしい。

岡野組 総合建設会社で、建築、土木一般を請け負っています。こ
こ２～ 3年出展していませんでしたが、当社に入社した立命館大
学出身者が頑張っているので、ぜひ後輩にも来てほしいと思って
参加しました。専門的な勉強をされた成果を当社で活かしてほし
い。
元気な人、
お待ちしています。

コンピューターマネージメント 業務系のシステム開発をしてい
ます。理工学部の情報関係やシステム系の開発ができる人が希望
ですが、コミュニケーション力、ヒューマンスキルを高く評価して
います。過去にもJob Study展から採用に至ったことがあります。
今回も期待しています。

野洲メディカルイメージングテクノロジー
2011年2月に設立した会社です。Ｘ線を画像で見るディスプレイ
を作っています。
回路技術や材料技術、生産技術に関連する技術系
の学生を募集しています。
ただ、新しい会社なので特殊な技術より
は若い力、
向上心などがあれば大丈夫です。

島津プレジョンテクノロジー 会社は大津市月の輪と京都の島津
製作所内にあります。Job Study展には初めて出展します。
1日目
は10名ほど来てくれた。2日目も期待しています。
油圧機器製品を製作していますが、技術設計、品質管理分野で活躍
してくれる人を求めています。理工学の機会系や電気系の学生の
人を募集中です。忍耐力、挑戦力、集中力のある人がいいですね。

イマック 福祉医療関係、LED関係などをやっています。LED
の画像処理などもしています。お客様のニーズを聞いて作るメー
カーですが、小さなベンチャー企業なのでやりたいことに挑戦で
きます。
海外展開も考えているので語学力がある人が希望です。
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オプテックス株式会社

センシングテクノロジーを駆使して
一歩先を見据えたセキュリティを提供
自動ドア用センサで世界の
トップシェアを確立
今回訪問したオプテックス株式会社は、
センシング技術を活用した防犯用センサや
自動ドア用センサの分野で世界トップシェ
アを誇る会社です。滋賀県大津市のJRお
ごと温泉駅から琵琶湖に向かって10分ほ
ど歩くと、ラグビーボールを半分にしたよ
うなドーム型の社屋が見えてきます。さら
に数分湖岸に向かって進むと、そこがオプ
テックス本社の玄関です。一歩足を踏み入
れると、すぐにセンサが来場者を検知。さら
に展示ブースにはセンシング技術を活用し
た多彩な製品群が並んでいました。
琵琶湖が一望できる部屋で、小林徹社長

にお話をうかがいました。
「私は大学時代は
ボート部で琵琶湖は練習場だったので、湖
には思い入れがあります」
。
大きな窓から雄
大な琵琶湖や広い空を見ていると、発想が
豊かになるのだとか。小林社長は家電メー
カーや防犯機器メーカーでの勤務経験を経
て1979年にオプテックスを設立。翌年に
は世界初の遠赤外線利用の自動ドア用セン
サを開発しました。
「当時、遠赤外線は軍事
用がメインでしたが、それを民間用に応用
することに成功しました。その発想や応用
力は今も当社の開発の根底にあります」と
小林社長。
現在ではセキュリティ関連、
自動
ドア関連、産業機器、計測機器、交通関連分
野と幅広く事業展開をしています。

柔軟な発想と地道な検証で
信頼性と付加価値のある
製品づくり
同社の自由な発想が生みだした最新の
製品の1つに「レーザースキャン」があり
ます。今までのセキュリティシステムは不
審者が侵入した時にセンサが始動して警
備会社に通報するというものでした。しか
し、それでは侵入を未然に防ぐことができ
ません。そこで警戒エリアに人が入った時
に人の位置を検知し、知らせるものができ
ないかと考えたのです。
また、従来の監視用
センサは監視カメラを使用した画像センサ
が一般的でした。ところが暗い場所ではう
まく映らないという難点があります。オプ
テックスが開発したレーザースキャンセン
サは明るさに関係なく人の位置を検知でき
るという優れもの。しかも1台のレーザー
スキャンとPTZ
（パン・チルト・ズーム）カメ
ラで追尾することが可能です。イギリスの
大手セキュリティ専門誌が主催する展示会
「IFSEC」
で最高賞の栄誉に輝きました。
「完成までは苦労の連続でした。屋外セン
サは小動物や、風雨、気温、電磁の変化にも
左右されます。どんな状況でも確実に人を
検知する高性能なアルゴリズムを開発する
必要があります。そのために何度も過酷な
状況の中での検知実験を繰り返したので
す」
と振り返ります。

各国のニーズをつかんで
グローバルに展開
オプテックスの製品は世界80 ヶ国以
上に提供され、売り上げの6割は海外だそ
うです。
「特に防犯に関しては、国や地域に
よって環境も安全度も異なりますからね。
それぞれの事情に合わせた製品開発が求め
られます。
たとえば、
テロ対策や空港や国境
での警備など高度なセキュリティから、商

レーザースキャンセンサ
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業施設や工場、
さらには、
住宅用のセキュリ
Vol.8

通り、パートナー企業の選定にも余念があ

ティなど対応がさまざまです。
創業6年目にアメリカに進出、以来次々

うです。
ますますの活躍が期待されます。
学生には「日本の科学技術は素晴らし

りません。

と海外に拠点を作り展開しているだけあっ

また店舗では入店する人数をカウント

い。そのことに自信を持って柔軟な発想を

て、
各国の事情に精通しているのです。その

し、店舗マネジメントにおける重要なマー

活かしてほしい。海外にもどんどん出てい

対応は実にきめ細かく、たとえばアメリカ

ケティングデータとなる情報を提供してい

くといいですよ」とエールを送っておられ

では歩く速度が速いため、検知エリアを広

ます。またそれをさらに進化させて、
年齢や

ました。

くして自動ドアが開くタイミングを速める

性別なども識別できるシステムを開発しま

ということも。ていねいにニーズに対応す

した。これにより来店者の属性の変化がわ

る取り組みが、自動ドアで世界トップシェ

かり、効果的な販売促進につながります。
こ

アを不動のものにしているのでしょう。円

のような顧客目線に立って一歩先を見据え

高やユーロ安にも関わらず堅調に売り上げ

た開発が、同社の発展につながっているの

を伸ばしています。
「今後はロシアや中国、

でしょう。

インドなど警備システムのニーズが高まる
新興国にも力を入れていきたい」との展望
をお持ちです。

技術とアイディアを駆使した
ソリューションを提案

知恵と工夫で
多様なニーズに応えたい
オプテックスはかつて琵琶湖の水の透明
度を測る装置の開発も行っていました。今
後も地域と連携した製品開発に取り組みた

「当社の強みは単体の製品だけでなく、お

い、そのためには地元の大学とも協力した

客様に安全、安心をお届けするためにトー

いと話されます。
「 近江商人の特性である

タルなソリューションを提案できることで

「三方よし」の精神にありますように、
『売り

す」
と小林社長。人や車が通った時だけ照明

手よし、買い手よし、世間よし』
と言います

が点く
「省エネソリューション」など独自の

が、これからは世間の多様性に応えること

提案を行っています。
「高品質なLED照明を

が大切」と小林社長は考えています。オプ

提供してくれるメーカーを検討し採用する

テックスの技術を使えば、
環境、
医療、
産業、

ことで高度なセンシングと照明が一体化し

交通などで役立てるはずだと。そしてその

たソリューションが可能になった」と語る

ためのアイディアが次々と浮かんでくるそ

屋外用セキュリティセンサ

自動ドアセンサ

オプテックス株式会社
会社概要

社長プロフィール

1948年

売上高／ 18,502百万円
（2011年12月期）
資本金／ 27億9,827万円
創 業／ 1979（昭和54）年

1971年

同志社大学工学部卒業

家電メーカーや防犯機器メーカー勤務を

経て、1979年にオプテックス株式会社を
設立。

2004年
従業員数／ 1120人（連結） 268人（単体）［2011年12月31日現在］
事業内容／防犯センサ、自動ドアセンサ、産業機器、
環境関連製品の開発・製造・販売
本社：滋賀県大津市雄琴5-8-12
http://www.optex.co.jp/

京都府生まれ

藍綬褒章受章

関西ニュービジネス協議会 副会長、滋賀

経済産業協会 相談役。滋賀県公安委員な

どで地域に貢献している。オプテックス
は本社社屋を拠点として琵琶湖環境体験

学習を開催し、自然体験やスポーツ活動
取締役会長兼代表取締役社長

小林 徹

の場を提供している。
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立命館大学理工学振興会
トピックス速報と関連ニュース
内定者速報
立命館大学理工学振興会
（ASTER）
振興事業
2011年9/5
（月）
、
10/12
（水）
、
立命館大学BKCキャンパスにてASTER事業の
就職相談会(学内合同企業説明会
（9/5）
、
単独企業説明会＆選考会（10/12）
開催結果について報告いたします。
①ASTER法人会員企業特別企画1 学内合同企業説明会
（立命館大学キャリアオフィス共催）
参加者の事前申込なし
開催日時：9月5日
（月）
12：45 ～ 17：00
開催場所：セントラルアーク
【結果】

出展会員企業10社

参加学生者数37名

内定1名

②ASTER法人会員企業特別企画2 単独企業説明会＆選考会
（立命館大学キャリアオフィス共催）
参加者の事前申込あり
開催日時：10月12日
（水）
12：30 ～ 17：00
開催場所：エポック立命21 K304、K305、K306、K307、K308
【結果】

出展会員企業5社

参加学生者数15名

法人
企業会員

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

内定4名

【会員企業様へ】
この事業はASTERにとって初めての試みで、たくさんの会員企業様にご協力を頂
戴し、
心より御礼を申し上げます。
来年度も引続き宜しくお願い申し上げます。

立命館大学
教職員会員

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

関連ニュース
立命館大学理工学振興会の名誉役員に務めていただいております、
本学名誉教授 立命館グローバル・イノベーション研究機構顧問
元立命館副総長 田中道七先生が2011年秋の叙勲受章！！

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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立命館大学理工学振興会

受

章：瑞宝中綬章

功労内容：教育研究功労
【田中道七先生へ】
この度瑞宝中綬章を受賞、
誠におめでとうございます。
心よりお祝い申し上げます。
今後ますますのご健勝とご活躍をお祈り致します。

〒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

リサーチオフィス（BKC）理工学振興会事務局

TEL 077-561-2802
FAX 077-561-2811

aster@st.ritsumei.ac.jp

http://aster-ritsumei.com/
制作：株式会社 島津アドコム

