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大学院生の研究支援を行い、

研究者と企業を結ぶ

立命館科学技術振興会

高度人材育成・社会へ輩出

キャリアセンター

キャリアセンターでは、学生を社会へ輩出するために、採用意欲の高い企業様を学内に
お招きし、新卒採用の機会を積極的に創出しております。2012年度は本学の企業合同
説明会等の企画を活用された約6割の企業様が学生を採用いただく事となりました。
ま
た年間のべ26,000名以上の学部生・大学院生との面談を通じて、学生一人ひとりの状
況を把握し、学生の希望する進路の実現に向けて支援を行っています。

Society for the Advancement of Science and Technology at Ritsumeikan

2013
博士課程後期課程大学院生と若手研究者を対象にした
「企業の研究開発を担うことの
できる実践力、
交渉力、
企画力、
コミュニケーション力等を有する人材の育成」
を目的とし
たプログラムです。
本プログラムは座学である
「実践カリキュラム」
と3ヶ月間以上の実践的な
「コーオプ研修
（インターンシップ）」
から構成されており、
プログラム修了後に参加者が研修先に就職
しているケースもあります。

■
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■ 産学連携コーオプ型高度人材育成プログラム

立命館大学
教職員会員

法人
企業会員

博士人材リーダー養成プログラム

2013年度より始動した
「博士人材リーダー養成プログラム」
は理工系4研究科の博士
課程後期課程生を対象に将来産業界で活躍できる人材を育成するための一年間のプ
ログラムです。高度産業人に求められる知識や技能を実務経験者から学ぶ連続講座、
分野横断型のグループワーク、その成果および自身の研究内容を企業等にプレゼン
テーションする発表会から構成されています。本プログラムを通じて実社会のニーズを
踏まえた発想や専門分野にとらわれない幅広い視野、問題解決力やマネジメント力など
産業界が博士人材に求めている力量を養成します。

■

総研

立命館グローバル・イノベーション研究機構

立命館グローバル・イノベーション研究機構（R-GIRO）
では、若手研究者の確保・育成支
援に重点を置いた
「R-GIRO研究プログラム」
を2008年度から実施し、
これまでに70名を
超える若手研究者を雇用してきました。異分野融合型の研究で成果を挙げるとともに、外
部向けイベント
（R-GIROシンポジウム、
ライスボールセミナー等）において研究紹介を行
うなど、科学技術コミュニケーターの能力も磨いています。
これらの取り組みは産学界より
高い評価を受け、大半が大学等研究機関や民間企業へと巣立っており、進路決定率は約
95%となっています。

私たち「ASTER」は立命館大学BKCに基盤を置き、

有志
企業会員

奨学事業

「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、わが国の科学技術の
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

奨学金支給による

哲学「三方よし」をモットーとし、
「地元産業界」
「立命館大学」

人材育成

「わが国」の科学技術振興に「よし」を
目標に、活動を続けております。

■

総合科学技術研究機構

立命館大学総合科学技術研究機構では、既存の研究センター体制の枠にとらわれず、機
構直轄で新領域の研究プロジェクトを推進し、人材育成、研究の活性化、産業界との連携
のスタートアップをめざすことを目的とした
「総合科学技術研究機構グループ型研究プロ
グラム」
を設け、若手研究者をリーダーとするメンバー構成でこれまで12プロジェクトへの
支援を行うと共に、若手研究者の受入も積極的に行い、
ライスボールセミナー等での研究
成果発表などを通じて、研究成果発信力のブラッシュアップを行っています。

産学交流
科学技術
振興事業

企業と大学を結ぶ企画や

サービス
事業

Vol.10
2013
Society for the Advancement of
Science and Technology at Ritsumeikan

立命館科学技術振興会

〒525-8577
滋賀県草津市野路東1丁目1-1

立命館大学リサーチオフィス
（BKC）

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

学内設備割引や
メール情報サービス

イベントを開催

A STE R事業紹介

最新情報
の
ご案内

ＡＳＴＥＲ会員企業様の特典企画！

就職セミナー

（合同企業説明会／
単独企業説明会・選考会）

TOPICS

本学の研究機構等と共催し、定期的に公開シンポジ
ウム・セミナーを開催しています。

開催予定
2013年度 立命館グローバル・イノベーション研究機構（R-GIRO）

人・生き方研究拠点「法心理・司法臨床センター」シンポジウム
『法情報学が拓くドキュメントマネジメントの未来』

立命館科学技術振興会（ＡＳＴＥＲ）
と立命館大学キャ
リアオフィスが共催し、
ＡＳＴＥＲ会員企業様と本学学
生の人材マッチングを図ります。貴社の即戦力ニーズに

博士課程の再構築と関西私立大学の挑戦

応える学生を紹介できることから、初回から続けて数名
の内定実績があり、好評を得ています。
内定実績
２０１１年度開催

合同企業説明会／単独企業説明会・選考会

２０１2年度開催

合同企業説明会／単独企業説明会・選考会

２０１3年度開催

合同企業説明会／単独企業説明会・選考会＜前期＞

内定者 ５名
内定者 4 名
内定者

8名

＜後期＞は日程が決まり次第、ご案内いたします。

【日時】2013年10月18日（金）13：30～17：30（交流会 17:30～18:30）
【場所】立命館大学 びわこ・くさつキャンパス

立命館大学ローム記念館 5階 大会議室

【日時】2013年10月18日（金）14：00～17：00（交流会 17:30～19：30）
【会場】立命館大学朱雀キャンパス

■M1停滞期突破セミナー

【内容】博士課程前期課程1年生を対象に、大学院生活で感じてい
る不安や悩みを同学年の仲間や大学院の先輩と一緒に話し合い、
軽減・解消しようという企画です。
【対象】博士課程前期課程、修士課程、専門職学位課程、一貫制博
士課程1回生
（全研究科対象です）
【日時】
2013年10月25日
（金）
18：00～20：20

ASTER

企 業訪問バスツアー
実績

学生たちがものづくりの現場を見学することで、
キャリア形成を考える
機会にするツアー企画です。参加学生は、
ＡＳＴＥＲ担当者の引率により
びわこ・くさつキャンパスから貸切バスで出発！企業様の工場を見学し、
働く現場の声を聴いて、就職活動を意識するきっかけをつくります。

企業訪問実績（過去２年間）

株式会社ナカサク

湖南工場

大和ハウス工業株式会社総合技術研究所

奈良研究所

4

ニチコン株式会社

草津工場

5

エーシック株式会社

京都本社
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【日時】2013年11月19日
（火）
14：00～17：30

■博士人材研究発表会

（博士人材リーダー養成プログラム成果報告会）

【内容】博士人材リーダー養成プログラムのグループワークの成果
を企業担当者を含めた聴衆の前で発表します。
また、
プログラム生、
ASTER奨学生、
および参加希望者による研究内容の発表もあります。
※聴講は自由です。
多数の参加をお待ちしています。
【日時】
2014年3月13日
（木）

【会場】
びわこ・くさつキャンパス ローム記念館

【会場】
衣笠キャンパス、
びわこ・くさつキャンパス

■
「立命館グローバル・イノベーション研究機構

エネルギー研究拠点シンポジウム」
（R－GIRO）

■
「立命館グローバル・イノベーション研究機構」

農水産業の6次産業化による新しい食料生産システムに向けて（R-GIRO）

２０１３年１０月２２日（火）

■
「ASTER役員会・定時総会、講演会」

三重県 伊賀、上野、拓殖工場を見学

■ 工場見学

屋内消火栓・消防用ホース生産工場、原糸からホースジャケットの
編込み行程・内面ライニング行程・検査受検・表示・金具取付け行程、
消火用ホースの生産など。

■ 放水体験

消火の放水体験、
スプリンクラーヘッドの放水を見学。

立命館大学 研究部 リサーチオフィス（ＢＫＣ）
立命館科学技術振興会（ＡＳＴＥＲ）事務局

2013年7月

■
「立命館グローバル・イノベーション研究機構」

2013年6月

消防用機器の国内トップシェア企業

お問合せ

【対象】
博士課程前期課程生、
博士課程後期課程生

■
「ASTER事業推進委員会」

信楽工場

3

（株）横井製作所

【内容】
「研究・教育・専門性の向上」
、
「キャリア開発力の向上」
、
「社
会課題解決力の向上」
を目的とし、英語のライティングやプレゼン
テーションのような汎用的スキル、授業設計法やプロジェクトマネ
ジメントなどキャリアパス形成に必要な基礎知識や現状に関する
理解を深めるためのセミナーを提供しています。
各セミナーの詳細は以下にてご確認下さい。
http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/program/list/
index.html/

2013年4月

訪問先

近江鍛工株式会社

2

募集

【内容】本学理系学生に対して、就職活動における適切な自己PR
方法について学ぶを機会提供することを目的とするほか、
企業の採
用選考視点の理解及び、
企業理解の促進を目的としています。

開催実績

訪問先

1

■立命館大学理系大学院生のための
実践自己PR（ES、面接）
セミナー

【会場】びわこ・くさつキャンパス コラーニングハウスⅠ

【会場】
衣笠キャンパス 学而館

■大学院キャリアパス支援プログラム

学生たちが現場を知るチャンス！

5階大ホール

事務局：Tel：077-561-2802

e-mail：aster@st.ritsumei.ac.jp

分析技術が拓く太陽電池の新材料開発
（R-GIRO）

■
「立命館グローバル・イノベーション研究機構

先端医療研究拠点シンポジウム」
（R－GIRO）

2013年9月

■
「立命館大学スポーツ健康科学研究センターシンポジウム」

（スポーツ健康科学研究センター・BeActive研究会）

会長挨拶
立命館大学理工学部教授 前理工学部長（前総合理工学院長）

坂根 政男

ASTERの事業の目的は、産業界の支援を得て大学院学生に対し、経済的に援助を行うと
ともに産業界に大学の知的資源を提供することを通じて産学交流推進を目指すことにあ
ります。現在の事業内容としては、大学院博士課程の学生に対する奨学金事業、
シンポジ
ウムや工場見学等の産学交流事業等を行っております。着実に事業は展開してきており
ますが、課題も多いと考えております。今後は、広報活動等をはじめとし、
どのように会員
の皆様に大学の知的資源をご利用いただけるのか、
という活動を強化したく思っておりま
す。
ASTERの運営に関して、
是非とも忌憚のないご意見をお寄せいただければ幸いです。
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ご入社いただき有難う御座います。現代社会において欠くことの
できないより高度なIT技術者としての成長を期待しています。

私達は「自分自身に賭けられる人、
責任を取れる人」を求めています。
日本の将来に向けて一緒にチャレンジしましょう！

コンピューターマネージメント株式会社
代表取締役社長 竹中 勝昭

採用担当

株式会社ディジ・テック
代表取締役社長 相澤 泰二

内定者
2013年4月入社
2013年3月 理工学研究科 情報理工学専攻卒

管理部

道井 俊文
「高度なシステムは使う人にとって
は、簡単でなければならない。」
と言
う明快な理念の元で、日々新たなシ
ステム開発に取り組んでいます。
シ
ステムは、人にとってあくまでも道具
でしかありません。
システムを作るの
も人間、使うのも人間。高度なシス
テムを創造する為には、豊かな人間性が必要不可欠だと我々は考えてい
ます。当社では、
「 CMに任せて安心」
をキャッチフレーズにお客様へのソ
リューションを提供しています。事業内容は、
システム・インテグレーショ
ン事業、金融ソリューション事業、ERPソリューション事業に加え、数年前
にインフラ構築事業を立ち上げ、新たなステージへチャレンジを続けてい
ます。求める人材像は、常に教養を身につける人、主体性の高い人、変化に
機敏に対応できる人ですが、新入社員の方々に求めているものはやはり熱
意とチャレンジ精神。新しい技術を身に付け、多くの人の役に立つシステム
を作りたいと思う方にお会いしたいです。
■
■
■
■

会社概要

資本金：８，
０７２万円
売上高：29億円
問合せ先：050-3733-2720（直通）
URL：http://www.cmknet.co.jp/

採用担当

若林 大晃

私は、システムソフトウェアのような、
システムの裏側でユーザやアプリケー
ションを支える仕組みに興味がありま
した。私はこれまで、カーネルやコンパ
イラ等は触ったことがありましたが、
サーバやネットワークの経験はあまりあ
りませんでした。
コンピューターマネー
ジメントには、ITインフラの仕事を行う部署があります。
ここで、各種サーバや
ネットワークの仕組み等を学び、経験する機会が得られると考え、入社を決め
ました。現在は、企業様の業務改善に携わっています。上司の指導の下、責任
ある仕事を任せて頂いています。仕事では、私が作成した資料や提案が、実務
で使われて行くところを実感でき、
とてもやりがいを感じています。今は、仕事
を与えて頂いている身ですが、
いずれは、
自ら仕事を探し経験を積んでいける
ような人間になりたいと考えています。
また、技術者として、
日本国内に止まら
ず海外でも仕事ができるようになります。そして、
より豊かな社会づくりに貢
献し、
みんなを幸せにできる人間であることを目指していきます。

■ 事業内容：システムインテグレーターと
して、
システムインテグレーション事業を軸
に、
金融ソリューション事業、
ＥＲＰソリュー
ション事業、
インフラ構築事業などを展開

What future by

企業
紹介

募集要項

2012年4月入社
2012年3月 理工学研究科 情報理工学専攻卒

総務部

辻村 章子

大学でソフトウェアを専攻していたこと
もあり、製造業に関わる仕事をしたいと
思っていました。
その中で、
ディジ・テッ
クの説明会に参加し、
ハードウェアとソ
フトウェアを含めた総合的な開発がで
きる技術力に魅力を感じ入社を決めま
した。主な業務内容は、ハンディターミ
ナル向けのアプリケーション開発や自社製品の組み込みシステムの開発
です。現在は、新製品であるバーコード／RFIDタグリーダーの開発に携
わっています。組み込み開発ではハードの知識も必要となるため覚えるこ
とが多く大変ですが、
モノづくりとしてのやりがいを感じます。

■
■
■
■

募集要項

会社概要

資本金：9,800万円
■ 事業内容：ハンディターミナル及び
売上高：3億9,200万円
コンピュータ周辺機器の開発・設計・
問合せ先：077-510-1212
製造・販売
URL：http://www.digi-tek.com/

地元企業の魅力を探ろう！！
アスターをきっかけに多くの 本 学 学 生 ・ 院 生 が 地 元 企 業 に 就 職

■ 募集職種：技術職
■ 勤務地：本社
（滋賀県大津市）

what technology

企業の信頼を得る大きな柱の一つに品質保証があります。
日々、作業環境の変化がありますが、品質の維持・向上は永遠の課題です。
当社のなくてはならない人材になってくれると期待しています。

山科精器株式会社
代表取締役 大日 常男

大和精工株式会社
代表取締役社長 池田 圭宏

採用担当

採用担当

内定者

内定者

2013年4月入社
2013年3月 理工学研究科 基礎理工学専攻卒

管理部

我が社は、1939年に京都の山科区

工作機械の設計に携わっています。

おります。事業部は工機事業部、油機

フィス主催の企業説明会で呼び止め

部と４つの事業部で構成されており、

たのですが、会場でのお話、
その後の

ＡＳＴＥＲさん主催の企業合同説明会
に参加させて頂き、優秀な人材を採用
できる様になり感謝しています。
当社は東大阪市で自動車部品の加
工、農業機械・厨房機器他の組立をし
ている製造会社で来年４月には８０周
年を迎えます。又、海外にも進出して
います
（２拠点）。
「ものづくり」
・
「ひとづくり」
をベースにお客様に信頼される
企業を目指しています。
グローバル化による事業環境の変化と技術の進歩が
待ったなしで当社の経営に大きな影響を受ける時代です。その中での求める
人材像はコミュニケ―ション能力と自分で考え行動出来る、何事にも積極的
に取り組める人材ではないかと思っています。毒島君は現場実習のなかで、
品質に関する意識が高く現場リーダーに素直に質問していました。
これから
も、今の気持ちを忘れずに自分の頭で考えて行動できる事を期待します。

人事・経理課

石嶋 美朗

井畑

川嶋 亮平

にて創業以来、今年で74年を迎えて

入社したきっかけは、大学キャリアオ

事業部熱交事業部、メディカル事業

られた事でした。
軽い気持ちで参加し

主に自動車、船舶、医療関連分野にお

工場見学を通して、
それほど大きくな

いて、
メーカーとして様々な事業を展開しております。私たちは、先進の技術

いのに色々な事業を行っている面白い会社だと感じどんどん興味が湧き、
入

務に携わることで顧客に対し責任を果たします。今年度、夢を持って入社さ

に、
実際にどの様に機械が組立てられているのかを組立作業を通して学んで

困難を乗り越えて初めて人は成長するものです。是非、入社時の思いを忘れ

は設計者の顔が伺える様なオリジナリティ溢れる設計をして、
お客様に満足

で世に製品を送り出すことを誇りとし、製品設計から製造までの一連の業

社させて頂くまでに至りました。現在はより良い設計ができる様になるため

れた新入社員の皆さん、
これから先様々な困難にぶつかるでしょう。
しかし、 います。
分からない事ばかりで日々勉強ですが、
どんどん吸収して、
将来的に
ず、夢に向かって突き進み、
そして実現させてください。

会社概要

川﨑 裕司

モノづくりに対するこだわりと熱意に
は、
どこにも負けない自信があります。
顧客からの要望に沿えるよう、試行錯
誤の末に生み出された完成品を手にす
る時の喜びは、モノづくりを経験した
者の醍醐味と言えるでしょう。
パソコン
に向かって独り黙々と作業する人、膝
突き合わせて侃々諤々の議論を交わす人、社内のあちらこちらで様々な風
景を見ることができます。
こんな世界の扉を開いてみたいと考える探究心
旺盛な人を求めます。
また、
モノづくりにはチームワークを必要としますの
で、人の話に真摯に耳を傾けると同時に、
自分の考えを自分の言葉で語れ
る人に期待しております。

■ 募集職種：SE（システムエンジニア）
■ 勤務地：大阪、
東京
■ その他：学部学科を問わず、広く募集
しています。

入社おめでとう。好奇心の高い川嶋さんを
迎えられたことを誇りに思います。
夢の実現に向けて何事にも未知・未踏への挑戦を続けてほしい。
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内定者

■
■
■
■

頂ける様な製品を作りたいです。

資本金：1億円
■ 事業内容：専用工作機械の製造販
売上高：38億3,200万円
売、
船舶用および発電プラント向熱交換
問合せ先：077-558-2311（代表）器の製造販売、
産業機械・船舶機関向注
URL：http://www.yasec.co.jp 油器の製造販売、
医療機器の製造販売

募集要項

■ 募集職種：研究・開発・設計・総務・
経理・人事・法務他
■ 勤 務 地：滋賀県栗東市東坂525
（本社工場）

2013年4月入社
2013年3月 理工学部 機械工学科卒

和彦

会社概要

■
■
■
■

資本金：4億8,000万円
売上高：約126億円
問合せ先：072-962-1551（代表）
URL：http://www.daiwa-seiko.jp/

毒島

魁

私は学生の時、働くならばモノづく
りをしている会社で働きたいと思っ
ていました。
当社を知る機会があり、
ホームページを見ていたらキャッチ
フレーズに
「次工程はお客様」
という
言葉を見つけました。その言葉に興
味を持ち品質管理を希望し、現在私
は自動車部品の品質管理を任されております。私の仕事は焼き入れを用
いた製品の硬度を調べたり、製造した製品が図面の公差範囲内に入って
いるかを確認しています。間接的ではありますがお客様の命を預かる仕事
です。失敗が許されない反面、
やりがいのある仕事だと感じています。若者
の車離れが進んでいますがより良い品質の製品を作っていますので私が
携わった車に乗ってもらいたいと思っています。

■ 事業内容：農業機械、
自動車部品、
厨房機器、省力化関連機器の製造

募集要項

■ 募集職種：技術職
■ 勤務地：本社(東大阪市)
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奨学生レポート

博士課程後期学生の研究を支援しています。

アスターは奨学金給付による人材育成に取り組んでいます。

指導教員

「ＧＮＳＳ測位における電離圏モデルの考察」
STUDENT

Wha t fut ure by wha t tech n o lo g y?
「ジオキソ置換クロロフィル類の合成とその配位化学」
STUDENT

ＧＮＳＳとは人工衛星を利用した航法・測位システムの総

称であり、米国のＧＰＳが一般的に使用されています。
日本

子である。
これまでβ-ジケトナート基がクロリン環に直結

技術の開発が行われています。高精度なＧＮＳＳ測位を実

現するには、電離圏で起こる遅延誤差の補正が必要となり

基のケト―エノール互変異性がクロリン環のπ共役系に

久保 幸弘先生

をもとに算出しています。そこで本研究では、電離圏遅延

衛星測位システムは重要な社会イ
ンフラとしてわが国でも整備が加
速しています。国産GNSS技術の
高度化に貢献する人材になると期
待しています。

の予測を行い、
リアルタイム測位に適用できる高精度な補

正モデルの構築を行っています。
これにより、国産技術だけ

による高精度なＧＮＳＳ測位が実現可能となります。

指導教員

「劣駆動形状可変クローラを用いた配管検査ロボットの開発」
STUDENT

したクロロフィル分子にしてきたが、
このβ-ジケトナート

理工学部 准教授

ます。
リアルタイム測位に使用される補正値はＧＰＳ信号

大橋 正治

生命科学研究科（薬学）

木下 雄介

理工学部

馬 書根先生

エータ間の制御誤差を補完し合う効果も持っています。今

加古川君はものづくりの将来を
担う人材として国際的に活躍して
くれることを期待しています。

後は、
より実際の配管内に近い状況を想定して実験を行っ

ていきたいと考えています。

指導教員

「複合砥粒を用いた高付加価値研磨技術の開発」

積体から成り、超高速・高効率に光エネルギーを捕集・

生命科学研究科（薬学）

庄司 淳

理工学部

重の制御を行い、
研磨後の洗浄時間の50%短縮と研磨液

（スラリー）中での良好な分散挙動を実現しました。
さら
に、複合砥粒を保持することに適した気孔径を持つ研磨
パッドを用いることにより、砥粒使用量を最大80%削減

できました。今後は複合砥粒の適用範囲拡大を目指して、
様々な材料に適合する複合砥粒の開発を行います。

スポーツ健康科学部 准教授

一廼穗君はもともと探求心が強い学生でし
たが、博士課程の勉学を通じて工学センス
に合う新しい事項を生み出す創造力も身に
着け、鬼に金棒状態になっています。就職し
てもその能力をふんだんに発揮してくれるも
のと期待しております。

較して、血糖値の上昇を抑制する効果が大きいことを明

博士課程後期課程での3年間は、
研究者としての土台を築く上で貴
重な期間です。
未知のことを明らか
にする
「楽しさ」
を感じながら、研究
に取り組んで下さい。
Aster奨学生
の活躍を期待しています。

て、低酸素環境での運動は通常酸素環境での運動と比

スポーツ健康科学研究科
（スポーツ健康科学）

森嶋 琢真

らかにしてきました。今後は運動を用いない滞在の効果

や、運動と滞在を併用した場合の効果を検討し、生活習
慣病の予防・改善を目的とした新規の健康増進プログ

ラムを開発していきたいと考えています。

「近赤外線時間分解分光法による褐色脂肪組織量の評価法の確立」
STUDENT

後藤 一成先生

指導教員

褐色脂肪組織は、寒冷時や食後にエネルギー消費を亢

進させることから、肥満や生活習慣病の予防に重要であ

ではコンピュータグラフィックスを用いた従来の修復や

ることが示唆されております。
しかし、
ヒト褐色脂肪組織

模造品の製造よりも安価な伝統工芸品の情報復元が行

陶器の音響計測

は、音の伝播を解く音場模擬技術を用いて音響特性を復
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■低酸素トレーニング室

谷 泰弘

歴史的価値の高い伝統工芸品の多くは経年による劣化

元し、従来の手法に統合することで、伝統工芸品に対する
視聴覚一体型の情報復元を提案している。本研究では歴
史的文化財の保全に努めることで社会貢献を目指す。

指導教員

とを目的に研究を進めています。
これまでの研究によっ

先生

や損傷を伴うため，
その復元や保存が求められます。近年

中野 皓太

い、
エネルギー問題解決を目指します。

の運動や滞在を生活習慣病の予防・改善に応用するこ

教授

指導教員

「断片的伝統工芸品の音響復元に関する研究」

情報理工学研究科（メディア情報）

本研究を発展させることで、高効
率な人工光合成系が完成します。
この研究が、未来の人類を救って
くれることを期待しています。

としてよく用いられています。私は、
この低酸素環境で

な砥粒として、ポリマ微粒子を母粒子とした
「複合砥粒」

覚情報しか復元されず、不十分であった。
そこで本研究で

な光捕集アンテナの構築に成功しました。Chl分子の高

通常よりも低い酸素環境、
すなわち低酸素環境での運

教授

民秋 均先生

い生分解性を利点に、環境調和型のデバイス開発を行

動や滞在は、
スポーツ選手の競技力を向上させる手段

の開発を行っています。
この複合砥粒を用いて粒径や比

われています。
しかしコンピュータグラフィックスでは視

薬学部

「低酸素環境下での運動と滞在を取り入れた健康増進プログラムの効果」
STUDENT

遊離砥粒研磨法は、多くの製品の最終仕上げ工程にて用

伝達しています。私は天然産のBChlやそのモデル分子

を使って、天然の自己集積体と同じ機能・形状の人工的

いられています。本研究では、遊離砥粒研磨に用いる新た

STUDENT

光合成を行う生物は、太陽の光エネルギーを効率良く

は、多数のバクテリオクロロフィル(BChl)分子の自己集

教授

物によって移動が妨げられた際、推進力がクローラの形状

変化へと逃げる構造になっています。
この機能はアクチュ

一廼穂 直聡

指導教員

吸収・伝達するための光捕集器官(アンテナ)を持ってい

岐管で進路変更ができるようになっています。
また、障害

理工学研究科（機械工学）

典型金属を配位させたクロロフィル誘導体を合成する。

ます。緑色光合成細菌の光捕集アンテナ(クロロソーム)

つのアクチュエータの速度を調整することにより曲管や分

STUDENT

このようなクロロフィル科学に関
する基礎研究が、環境・食糧・エネ
ルギー問題の解決の一助になるこ
とを期待しています。

果について明らかにする。
さらにこのβ-ジケトナート基に

「クロロソーム型人工光捕集アンテナを基盤とした光機能性超分子ナノデバイスの創製」

検査ロボットの開発を行なっています。
このロボットは、
３

加古川 篤

教授

民秋 均先生

るクロロフィル誘導体に対する溶媒や酸/塩基による効

STUDENT

近年、配管設備の老朽化が深刻な問題となっています。本

薬学部

大きな影響を与えると考えられ、
β-ジケトナート基を有す

研究では、配管の破損箇所の特定を行うクローラ型配管

理工学研究科（ロボティクス）

光合成において、光捕集・励起エネルギー移動および光
電変換を担っているのが、
クロロフィルと呼ばれる色素分

国でも、みちびき衛星を利用したＱＺＳＳと呼ばれる測位

理工学研究科（電気電子工学）

指導教員

原型

破片

の評価方である陽電子放射断層撮影法/コンピュータ
断層撮影法は放射線被曝や費用の制約があります。本

情報理工学部 准教授

西浦 敬信先生
ASTER奨学生として採択されたこ
とを誇りに、
国際社会で活躍できる
人材を目指して、今後もよりいっそ
う研究に励んで下さい！

研究では近赤外線時間分解分光法を用いた、非侵襲的

かつ簡便なヒト褐色脂肪組織の新たな評価法について
スポーツ健康科学研究科
（スポーツ健康科学）

二連木 晋輔

検討を行っております。
本方法の確立により、
今後のヒト
BATの研究を飛躍させ，肥満や生活習慣病関連の問題
解決の一助とすることができると考えております。

スポーツ健康科学部 教授

浜岡 隆文先生

現在行っている褐色脂肪組織の
新しい測 定 法が完 成すれば 、本
医学分野の研究が飛躍的に進む
はずです。今後とも勢力的に進め
てください。
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