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公立諏訪東京理科大学に期待すること
諏訪広域公立大学事務組合長

茅野市長

今井 敦

公立諏訪東京理科大学
が昨年4月に開学してから、
1年が経過しました。
これま
での間、多くの関係の皆様
からのご協力とご支援に感
謝申し上げます。
また、新し
い大 学づくりに注 力をいた
だいた唐澤理事長様、前河
村学長様と今年4月から就
任されました小越学長様の
おかげによりまして、本学が
順調にスタートできていることに重ねて感謝申し上げます。
私も、
この4月から諏訪広域公立大学事務組合長の重責を
担わせていただくことになりました。皆様のお力添えをいただき
ながら、
当組合の舵取りをさせていただく所存でございます。
開学初年度には、地域の産業界の期待に応え、
さらには、先
進的なイノベーション型研究を進めていくために、6月に地域連
携研究開発機構を学内に発足し、既に、活発な共同研究が進
められています。
また、今年に入りまして、企業の新分野への進出を支援する
ため、諏訪圏ものづくり推進機構との共催により、AI・人工知能
の活用に関する企業向けの人材育成講座も開設され、予想を

諏訪広域連合長

車山高原から望む八ヶ岳

上回る参加者が受講していると伺っております。
今後は、
このような研究開発などの取組の成果を諏訪地域
はもとより、長野県の産業界の発展にも還元できる大学となるよ
う期待をしているところであります。
本学が所在する自治体の立場からは、
より多くの学生が地
域を研究のフィールドとして活用していただくとともに、茅野市の
まちづくりに関わっていただけるよう、今後もできることから支援
をしていきます。
未来を担う学生の皆さんが、夢と希望に満ちて自然豊かなこ
の地で勉学に励まれ、大きく羽ばたかれることを願っています。

諏訪広域公立大学事務組合副組合長

諏訪市長

金子 ゆかり

令和の時代は、
日本社会

友人とともに、
スポーツ、
クラブ活動などにも、
またインターンシッ

全 体 が 人 口 減 少 、超 高 齢

プや共同研究を通じて地域の人や企業人と、或は留学や姉

化、少子社会という流れの

妹交流などにより世界の人々との交流を深めるなど、
自由闊達

中にあり、大学も、地域社会

な大学生活を存分に満喫してほしいと思います。若い時分の

も、新しい発想と仕組み、或

経験はどんなことも必ず皆さんの未来において役立つときがき

はAI、IoT、国際化、
といっ

ます。

た技術や環境の変化を取り

ご関係各位のお力添えを賜り、特徴と魅力のある大学として

入れて、幸せで、生きがいの

成果を着実に積み重ねてくださることを楽しみに、見守っていま

ある社会を創っていくことが

す。

求められています。開学以
来の伝統である「工学と経
営学の融合教育」を引き継ぎ、伝統ある東京理科大学との連
携を継続した公立諏訪東京理科大学には、特にこの地域の強
みである精密、超微細加工、光学、情報、
自動車関連、航空宇
宙、医療など様々なものづくりに関連し次代を切り開き、新時代
を牽引する核となることに大きな期待が寄せられています。
人財育成では、企業や団体のもつ幅広いシーズに新しい光
を与える発想や挑戦する意欲、夢をもって困難を楽しめるよう
な鷹揚な人間力など、本学ならではの可能性は多岐に亘りま
す。学生の皆様には、八ヶ岳から諏訪湖に至るこの雄大な自然
に恵まれた環境を大いに満喫し、
日本各地から集まった多くの
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雄大な諏訪湖と美しい山々の眺め

理事長・学長
公立大学法人公立諏訪東京理科大学
人生100年時代と言われ

理事長

挨拶

唐澤 範行

の育成」があります。予測不可能な時代と言われていますが、

てます。
これから向かう社会

未知を楽しみ課題を解決し、情報を選び取り判断する能力を

では、大学を卒業して社会

養い、責任をもって自由を謳歌する能力を磨いていく、
それは自

人となり一つの組織で定年

分で人生をデザインすることにつながります。

まで勤めるというキャリアを

諏訪圏には、主体的な工学エンジニアを期待する企業、加

歩む人は非常に少なくなる

えて先端的技術を有して世界に伍して発展しているものづくり

でしょう。
テクノロジーの進化

企業が数多くあります。公立化後、地域連携での企業との研究

で、今の多くの企業も1 0 年

テーマへの取組みが増加しています。大学と企業との連携増

後は現在と同じコアコンピタ

加は、学生の視野を広げ、数多くの素晴らしい企業を目にする

ンスで競っているとは限らず、変革され淘汰され或いは変化し

機会の増加となります。
100年時代には、
自分で幅広い選択肢を持ち人生をデザイ

ていくでしょう。
今20歳の在学生は、100年時代をどう生きるでしょうか。中期
目標の基本目標に「自ら将来を開拓できる主体性を持つ人材

ンする学生が求められます。そういった学生が育つ環境づくり
をしていきたいと思っています。

公立諏訪東京理科大学

学長

小越 澄雄

公立諏訪東京理科大学

我々は、学習の部分は本学の高性能計算機を利用していた

で行っています研究開発の

だき、企業等はエッジコンピュータ
（エッジAI）関連を自前で揃

一つ、
スワリカ・エッジ（現場

えるということを想定しています。かつて、大型計算機が高性

で使用する）
コンピューティ

能なPCに取って代わられたように、AIの応用は、かなりの部分

ングシステムのご紹介をもち

がエッジAIに取って代わられると予想しています。そうした傾

まして、学 長 挨 拶に代えさ

向を先取りするかのように、今年、すでに複数のエッジ用高性

せていただきます。

能・安価コンピュータが発売されました。本学では、
これまでの

学 内の人 的 資 源を活か

研究成果等を社会に還元するため、AI/IoT関連の公開講座

し社会に貢献できるテーマ

を開設しました。
また、次年度から高性能AI計算機の一般へ

として、
スワリカ・エッジコンピューティングシステムの研究開発を

の公開を行う予定です。

行っています。人工知能の計算は学習と推論に分けられます。

イントラネット

この内、多くのデータを基に学習モデルを作成するのが学習
で、比較的高性能のコンピュータが必要です。一方、作成され

IoT

製造業

た学習モデルを用いて推論する計算は比較的低性能で安価

農業

な計算機で充分です。簡単な場合ですと数千円の計算機で

医療介護

推論は可能です。観測等のデータ収集や装置の制御も安価

のみ可能な種類のLPWA（低消費電力・長距離伝送）通信を

A

輸送
観光
公共事業
…

エッジ部分を公共のネットから分離し、外部との通信は一方向

高性能コンピュータ

W

そこで、学習とその他を分離することを考えました。加えて、

LP

な計算機で多くの場合充分だと思います。

エッジAI等

ここでのIoTはInternet of Thingsです

用いることで、外部からの不正アクセスの可能性を極力減らし
たのがスワリカ・エッジコンピューティングシステムです。

スワリカ・エッジコンピューティングシステムの概念図
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全日本男子ソフトボール選手権（インカレ）出場に出場しました

男子ソフトボール部

創部2年目でのインカレ出場という快挙を成し遂げた男子ソフト

私が発言する度に多くの人が応援

ボール部。創部発起人で主将の機械電気工学科2年 中島 龍希

してくださり、逆に笑われたこともありま

（ナカシマ リュウキ）
さんにお話しを伺いました。

す。その悔しさを糧に練習に励みまし
た。応援してくださった方のためにも、

―インカレ出場おめでとうございます。大会当日の様子について教

全国大会に行きたいとチームの士気

えてください。

も上がりました。

初の全国クラスの大会ということもあり、
チーム全体が緊張でいつ

チームのレベルが確実に上がっていき、ついに北信越大学新人大

も通りの動きができていないように感じました。反対に相手チームの

会で準優勝することができ、結果を残せたことで多くの人が認めてくだ

関西大学さんは日本代表選手を輩出するような全国常連校。関西

さるようになりました。

リーグ1位の強豪で浮き足立つこともなく落ち着いていました。
試合が始まり、最初にチャンスを作ったのは理科大でした。繋ぐこと

大学側も何も結果を残していないソフトボール部に多くの支援をし
て下さり、
そのおかげで結果を残せたと思っています。

はできませんでしたが、
「 十分通用する。
もしかしたら…」
そんな気持ち

また保護者や茅野市、
ピッチグマシンを寄贈してくださった株式会

が生まれ、
かえって隙ができてしまいました。その後もキャッチャーの小

社飯沼ゲージ様、顧問の内海教授や星野教授の支援があってこそだ

松君の長打などチャンスをたびたび作りましたが、
あと一本が出ず、得

と思っています。

点することができませんでした。不運なエラーも重なり失点し、結果的
には0-7で敗戦しました。

切に、何事にも感謝を忘れるな」
とよく
初めての全国大会でいつも通りの
プレーをすることの難しさを改めて実感

開会式の様子…全国から強豪がそろ
いました。

私の中学の部活の恩師が「縁を大
おっしゃっていました。私はこの言葉を
胸に多くのことに挑戦していました。

しました。今年は初戦敗退で終わった

今回の部活を作れたのは、私が入

ものの、今回の強豪校に対して粘りの

学した時に野球などが上手な子が居

ソフトをできたことは自信にもなりまし

たこと、多くの人が支援してくださったこと、部活を作りやすい環境を

た。課題も多く見つかりましたが、
まだ

作ってくださった大学があったこと、多くの縁があってこそのソフトボー

始まったばかりのチームです。今後の

ル部だと思っています。

課題は打撃力。ピッチングマシンで
練習を積み重ねました。

期待が持てる全国大会でした。

―最後になりますが、今後の目標・意気込みを教えてください。
初の全国大会出場は自分達の力ではなく、多くの支えがあってこそ

―インカレ出場の経緯や思いを教え

だと、
自分の力を過信せず感謝を忘れず、
これからも強いチームになる

てください。
初めチームを作った時は、
「 全国に行きます。僕たちが理科大の名
前を全国に轟かせます。」
と大きく豪語しました。

よう努力していきたいと思います。
また、今年の10月から新チームとしての大会が始まります。新人戦に

私のモットーは
「まず言葉にする。そしてその言葉をプレッシャーに努
力し、実現する。」
ということです。不安も大きかったですが、多くの人

始まり北信越三冠を達成し、来年の全国大会では今年の目標であっ
たベスト8を目標に頑張っていきたいと思います。

に全国大会に出場すると、口に出していました。

Pickup Club

ハンドボール部

ハンドボール部は、創部2年目で2年生を中心

多くの支援、応援ありがとうございました。

今年度は夏期休業中に大会を控えていること
もあり、本大学で初めての合宿を開催しました。

に活動しています。今年度は17人の1年生が入

3つの大学に参加していたただき、今までの練習

部し経験者が多かったこともあり、入学してすぐ

試合で見つけた課題などの再確認やチームの

に組んだ練習試合では皆が積極的に参加し、
プ

団結力、技術力や精神力の向上により大会前

レーを通じて部員同士がお互いのことを知るこ

の総仕上げができました。

とができました。
本学での週2回の練習に加えて、週末は近隣

創部以降初めての公式戦となる北信越学生
ハンドボール秋季リーグ戦では初参加でありな

の中学校、高校や社会人チームと練習すること

がらも2部リーグ2位という好成績を残しました。

で地域との関わりを大切にしてきました。
また創

しかし当初の目標は2部リーグでの優勝だった

この悔しさ
部したばかりで名前も知られていなかったため、 ため悔しさが残る結果になりました。
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SNSを使って積極的に他大学さんと連絡を取

をバネに11月にある北信越大学選手権で1戦で

り、
たくさんの練習試合を組むことで知名度を高

も多く勝って経験を積み、来年度の春季リーグ

めていきました。時には毎週末練習試合を組ん

戦で2部リーグ優勝、1部昇格を目指して日々の

だときもありました。

練習頑張ります。

部員募集中！ハンドボールに少しでも
興味を持った方はぜひ体育館まで！

地域連携研究開発機構 活動報告
「地域連携研究開発機構2018年度研究成果報告会」を開催
地域連携研究開発機構では2019年7月6日
（土）、
「2018年度研究成果報告会〜諏訪の地からの未来創造〜」
を開催し、県内企業関係者、地域住民、本学学生など約120人の方にご参加いただきました。
本報告会は本機構の発足後初めての報告会で、本学教員3名による本機構の研究開発成果の発表の他、
ポ
スターセッション、交流会を行いました。
来場者の方からは「地域の課題に積極的に取り組んでいこうとする大学の姿勢を知ることができ、応援していこう
と思った。」などのご感想をいただき、有意義な報告会となりました。
これからも地域連携研究開発機構では大学
の最先端の研究開発を通じ、地域産業界のニーズに応え、研究成果の地域還元を目指し活動をしていきます。

◦成果発表の様子

本機構は2019年4月から6部門1事業の体制で運用しています。
今回の報告会では621教室を会場に「スワリカブランド創造事業」
「農業理工学研究部門」
「次世代輸送システム研究部門」から3名の

教員が昨年度の研究開発成果について発表を行いました。
スワリカブランド創造事業担当の小林誠司特任教授はIoT無線技術の研究開発状況に
ついて報告しました。小林特任教授は「LPWA」
（Low Power Wide Area＝長距離伝送・
低消費電力）
と呼ばれる最先端の無線通信技術について、農業用ハウスの温度や湿度の
遠隔監視システム、八ヶ岳での登山者見守りシステム、狩猟用わなの作動状況の監視システ
ム、土石流センサーの開発状況の報告をしました。
さらに、
スワリカブランド創造事業では、地
域への特例を設けた特許の枠組みを制定して特許出願を行っていることを説明しました。
農 業 理 工 学 研 究 部 門の渡 邊 康 之 教 授
は光透過型太陽電池を用いた”
発電するビ
ニールハウス”
の研究開発戦略について報告しました。同部門では太陽光発電と農業を両
立する従来の「ソーラーシェアリング」が抱える課題に対して、農作物栽培に必要な太陽光
を透過させることができる有機薄膜太陽電池の開発をしています。渡邊教授は農作物の栽
培に悪影響を与えることなく太陽光発電を行う
『ソーラーマッチング』
という新たな技術の確
立と農業分野の市場展開を目指し、今後世界が抱える地球温暖化や人口爆発に起因する
エネルギー・環境・食料問題に対して一石を投じることを目的としていると話しました。
次世代輸送システム研究部門の雷忠教授は電動航空機の研究開発状況について報告しました。現
在、航空機の環境問題対策として、航空機の電動化が注目されています。航空機の電動化により、二酸
化炭素CO2の排出削減による環境負荷の低減を始め、燃費の改善、騒音の低下、制御系の電気化によ
る安全性の向上などの利点があります。同部門では無人ソーラープレーンから有人電動航空機の研究
開発を進めており、
その開発状況と、今後、長野県の製造業が持つ技術力を活かし、長野県を中心とし
た企業、公的機関、地方団体などから構成される電動航空研究会の設立を目指していると話しました。

◦ポスターセッション・交流会の様子

3名の研究成果発表の後は場所を7号館アセンブリーホールに移し、
ポスターセッションと交流会を行いました。
ポスターセッションでは「農

業理工学研究部門」、
「人工知能・IoT研究部門」、
「医療介護・健康工学研究部門」、
「次世代輸送システム研究部門」、
「地域情報・マネ
ジメント研究部門」、
「 地域先進技術研究部門」、
「スワリカブランド事業担当」の6部門1事業がそれぞれ研究開発成果をまとめたポスター
と展示物を設置し、昨年度の成果発表を行いました。部門ごとに担当教員や学生がそれぞれ来場者の方に説明を行い、非常に近い距離
で研究内容の説明ができ、活発な意見交換が行われました。
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ニ ュース

名誉教授称号授与式を挙行しました
本学の発展に尽力し、多くの功績を挙げた前学長 河村 洋先生、元諏訪東京理科大学大学院 工学・マネジメント研究科長 須川 修身
先生に、本学初となる名誉教授の称号が授与されました。2019年7月16日
（火）、本学で称号授与式が挙行され、小越学長より両名へ称号
証書を授与し、両先生の功績を讃えました。
名誉教授の称号は、本学の教育、研究の向上に特に功労顕著であった者、教育上、研究等の功績が特に顕著であった者に授与するも
ので、公立化後初めてとなります。功労顕著であった者として河村先生、功績が特に顕著であった者として須川先生にそれぞれ名誉教授
の称号が授与されました。

河村 洋先生（かわむら・ひろし）
東京理科大学理工学部教授を経て
2008年4月より諏訪東京理科大学システ
ム工学部教授として勤務されて以来、大
学院工学・マネジメント研究科長を歴任
後、学長として8年間、
また、公立諏訪東
京理科大学の学長1年間の合計9年間、
大学運営の陣頭指揮を執ってこられまし
た。その間、公立大学化に向けた学部
学科の再編において、地元自治体、長野
河村 洋 名誉教授（前学長）
県、学校法人東京理科大学、地元企業
など多岐にわたって外部折衝を積み重ねられ2018年4月に公立大
学化を実現されました。
そして、公立大学化後1年間は大学運営を
順調な軌道に乗せるべく陣頭指揮を執ってこられました。
また、大
学院工学・マネジメント研究科長をされていた時、博士後期課程の
設置を実現させました。以上のように、2008年4月から2019年3月ま
での11年間、本学の発展に多大な貢献をされました。

須川 修身先生（すがわ・おさみ）
2002年4月より諏訪東京理科大学シス
テム工学部機械システムデザイン工学科
教授として勤務されて以来、2019年3月ま
で17年間にわたり、本学及び本学の前身
である諏訪東京理科大学に奉職されま
した。
この間、
システム工学部長と工学部
長、大学院研究科長の要職を4年半務め
られたほか、工学部機械システム工学科
主任等の補職を歴任され、3度の改組を
須川 修身 名誉教授（元大学院
含め、学科・学部・大学の運営に多大な
工学・マネジメント研究科長）
貢献をなされました。
17年間にわたり、本学の教育・研究に携わるとともに要職を務め
られ、
その間、
ご専門の火災科学の研究と、火災科学に基づく社会
貢献に尽力、公的機関の専門的研究員を務められ、一貫した火災
科学の研究と火災科学に基づく社会貢献に多大な貢献をされ、広
く本学の名声を高められました。

フランスから留学生を受け入れました
5月初旬から約3カ月の期間、
フランス

を通して文化やワークスタイルの違

からの留学生を受け入れました。留学

いなどを学ぶなど、学生にとっては良

生は、本学の提携校であるアンジェ大

い経験になったと感じています。

学と、国立応用科学院リヨン校からそれ

また、茅野市や大学のイベントの

学食で開かれた交流会の様子

ぞれ3名の学生を受け入れました。留

他、研究室内でも留学生を積極的に外に連れ出し、夏の長野の雰

学生が来る前の研究室の学生の様子は、英語に自信がないという

囲気を十分に楽しんでもらいました。住み慣れた土地や文化を英

意見が大半でした。
しかし、受け入れてからは積極的に交流が生

語で説明するということは、学生にとっ

まれ、英語に対する壁が少しずつなくなってきたように感じました。

て難しかったようですが、新たな視点で

受入期間中は、山口武彦研究室（関連記事8ページ）
で進めて

長野そして日本の文化を考察する機会

いる研究プロジェクトに参加してもらい、研究室の学生と共同で研
究開発を進めました。研究の進め方にもお国柄が出るようで、研究

を得たという感想もあり、
とても有意義
ホームステイで薪割り体験もしました。

な交流が持てたと感じています。

オープンキャンパス2019を開催しました

キャンパスツアー

模擬講義
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8月3日
（土）、4日
（日）の2日間にわ

企画を実施しました。開催期間中は

たって、
オープンキャンパスを開催し

多くの来場者が、各種説明等に熱

ました。連日の猛暑の中での開催と

心に耳を傾けていました。
また、積極

なりましたが、前年度を大きく上回る

的に研究室を訪問し、在学生と交流

延べ1,000名を超える高校生や保護

する姿など

者らの参加がありました。

があちこち

各学科の概要や入試に関する説

で 見られ 、

明のほか、研究室公開や模擬講義、

大盛況のう

学生スタッフが大学の施設を案内す

ちに終 了し

るキャンパスツアーなど、
さまざまな

ました。

大学説明会
教職員だけではなく、多くの学生
スタッフが運営に携わっています

研究室公開

地域連携総合センター 報告
茅野どんばんに参加しました
8月3日
（土）
に行われた、地元茅野市の市民祭「第44回茅野どんばん」に学生・教職員
の踊り連約30名と学生ボランティア17名が参加しました。
事前の踊り連PR動画撮影では、校碑の前で学生が、公立化2年目として気持ち新たに
地域の祭りに参加することへの意気込みを元気よく語ってくれました。
当日は66団体の連が市役所前通りを列になって、茅野どんばん、かえしばやし、
ビバどん
ばんの3つをフィナーレまで踊りました。本学も学生と教職員がオリジナルの法被を着て一体
となって大きな掛け声と笑顔で踊ることができました。今年は特に学生の参加が多かったため、非常に活気のある連となりました。
また、子どもが仕事を体験できるジョブタウンなどのイベントもあり、多くの学生がボランティアとして約一か月前の準備から当日の運営まで
参加し、
お祭りの成功に大きく関わることができました。
茅野どんばんでは学生や教職員が地域の方々と一緒にお祭りを楽しむことができ、来年度も参加できる日が楽しみです。

生涯学習センター 報告
サイエンス夢合宿を開催しました
7月27日
（土）
・28日
（日）
にサイエンス夢合宿を開

教員や学生と一緒に、

催しました。長野県内の小学5.6年生を対象に「サ

大 学の教 室や設 備を

イエンスの芽」を養うことを目的に毎年開催してお

使うことで、大学の雰囲気を味わえるだけでなく、大

り、今年で18回目を迎えます。

学内のセミナーハウスに宿泊（合宿）することで、新た

1日目の「体験コース」、2日目の「ものづくりコー
ス」の各コースには、楽しみながら科学に触れても
らえるような様々な講座を用意しています。

今年は多数のお申込みを頂き、抽選となってしまい
ましたが、多くの方に興味を持っていただき大変うれ

はじめは緊張した表情の子供たちも、
どんどん
真剣な表情になっていき、保護者の方も一緒にと
ても楽しそうに取り組む姿が印象的です。本学の

新規専任教職員紹介

な友達ができることも楽しさのひとつです。

しく思います。
この合宿をきっかけに、子供たちが科学への興味
を深めてもらえることを願っています。

2019年4月に新たに加わったメンバーをご紹介します。

教 員（6名）
韓 暁宏

共通・マネジメント教育センター/教授

志村 穣

工学部 機械電気工学科/准教授

プライベートで長野県を何度も訪れたことがありますが、
ここで生
活するのは初めです。
この豊かな大自然に囲まれている中で、
自
分の今まで積み重ねてきた経験や研究成果などを大学や地域
に少しでも貢献できたらと思っています。

4月に機械電気工学科に着任いたしました，
志村穣と申します。
こ
れまで主に高等専門学校にて工学教育に携わって参りました。
その経験を生かし、本学の教育研究活動に貢献できれば幸い
です。宜しくお願いいたします。

上矢 恭子

清澤 香

工学部 機械電気工学科/講師

共通・マネジメント教育センター/講師

4月より研究室を立ち上げ、6名の学生と一緒に研究を進めてい
ます。
ニオイによる火災感知、機械によるニオイの分類、火災安全
に関する研究を行っています。諏訪圏の豊な農作物に対して、
ニ
オイを用いた評価方法などにも取り組んでいきたいと思います。

4月より共通・マネジメント教育センターにて英語の専任教員とな
りました、清澤香と申します。英語が好きな人も苦手な人も、幅広
い分野の文献を英語で読みながら、興味深く英語を学べるよう、
頑張っていきましょう。

久保 吉人

内藤 容成

共通・マネジメント教育センター/講師

共通・マネジメント教育センター/嘱託講師

マネジメント科目
（経営戦略、経営分析等）
を担当しています。電
機企業に勤務していた経験も活かし、教育研究では産業集積
地である諏訪地域、
そして日本のモノづくり企業に少しでも貢献
できるよう努めてまいります。

2019年度より着任いたしました。茅野の自然豊かな環境の中
で、教育・研究に従事できることをとても嬉しく思っています。映像
や音声を効果的に用いながら、学生の皆さんが英語を習得する
ための支援を全力で行います。

大島 尚也

立木 沙織

職 員（2名）
財務課

財務課 経理・管財係所属の大島尚也と申します。主に入出金
の管理や経費精算を担当しています。丁寧な仕事を心がけ、活
気ある大学となるよう日々精進してまいります。
どうぞよろしくお願
いいたします。

総務課

総務課・地域連携係に配属となりました立木沙織と申します。生
涯学習センターと科研費の業務を主に担当しております。
どんな
業務にも人との繋がりを大切に、丁寧な対応を心がけて参りま
す。
よろしくお願いいたします。
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Pickup Lab
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山口武彦研究室（情報応用工学科） 研究テーマ：VR/データサイエンス

山口 武彦 講師

YA M A G U C H I L A B

山口
（武）研究室は、2017年4月1日に発足

が世界をどのように知覚し認知しているのか、
その結果どういう行

した新しい研究室です。当研究室では「人

動を起こすのか、
それらを理解するために、我々はデータサイエン

工現実感（VR: Virtual Reality）」
と
「デー

スを用いてそれらを解析し、VRの研究に役立てています。最近で

タサイエンス」を軸に、基礎から応用まで幅

は、VRとデータサイエンスを応用して、認知症の前の状態である

広いテーマで研究を推進し、個人や社会の

「軽度認知障害（MCI: Mild Cognitive Impairment）」を早期

QOLの向上に貢献できる研究成果を発信

発見するためのシステムを国内外の研究機関と共同で研究してい

することを目標としています。

ます。

VRとは、3次元空間性、実時間相互作用

性、
自己投射性の3要素を伴う情報提示系を指します。VRの目的

研究室には現在、仮配属生（学部3年生）が8名（単位あり3名、
単位なし5名）、卒研生が7名配属されています。山口（武）研究室

は、実世界と等価な「体験」を仮想世界において工学的に設計・

では、研究室内の自主ゼミの他に外部とのインタラクションを重視し

実装することにあります。実際、VRの3要素が伴った結果として、

ています。例としてフランスから短期で受け入れている留学生と約

ユーザは、
自分が仮想世界に存在しているかのような「没入感」や

3カ月のProject Based Learning（PBL）
を行っています（関連記

「臨場感」を感じる事ができます。没入感や臨場感を向上させる

事6ページ）。
また、
フランスやスウェーデンへの短期留学もサポート

ためには、
ヒトの特性に合った感覚提示装置を設計することが求

しており、海外でPBLを体験できます。
これ以外にも外部のイベント

められます。
また、使用者の振る舞いを正確に仮想世界に反映さ

（データサイエンス合宿やVRイベントなど）
に積極的に参加しても

せる高精度な計測装置も必要となります。

らい、他大学の学生や企業との積極的な交流を促進しています。

つまりVRの研究は、
ヒトを深く理解することから始まります。
ヒト

保健管理センター紹介
本学では保健管理センターに保健師が常駐し、校医が月に2回来校しています。健康相談や医療機関の紹介など、皆さんが安心して
ご利用ください。
大学生活を送れるようにサポートしておりますので、

保健師からのメッセージ

「インフルエンザ等感染症の予防について」

吹く風に冬の足音を感じるこのごろですが、
これからの季

節、空気が乾燥してくるとインフルエンザ等の感染症の流行期

スをためない、休養を取るなどの基本的な生活習慣がとても重
要になります。
またインフルエンザの予防接種は流行が始まる
前の11月中に接種を終えておくことが大切です。

に入ります。厚生労働省は「早めのワクチン接種、手洗いやせ

茅野市の冬は寒く空気が乾燥しています。室温は20度前

きエチケットなど対策の徹底を」
と呼びかけています。予防対策

後、湿度は50〜60％以上を保つように心がけ、楽しく元気に寒

として、免疫力を高めるために日頃から栄養バランスの取れた

い冬を乗り切ってください。

食事を1日3食規則正しく取る、適度な運動を行う、疲労やストレ

2019年度後期授業等の主な予定
10月1日（火）

後期授業開始

10月1日（火）
〜6日（日）

後期履修申告期間

10月14日（月）

授業調整日（祝日であるが授業を行う）

11月3日（日）

新風祭（大学祭）、保証人懇談会

12月26日（木）
〜1月7日（火）冬期休業
1月17日（金）

臨時休校日

1月28日（火）
〜2月4日（火） 後期定期試験期間
2月14日（金）

後期科目及び通年科目成績発表

2月17日（月）

卒業決定者発表（第1次）

3月18日（水）

学位記授与式

「蓼科の風」
公立諏訪東京理科大学
No.3（2019年10月）
〒391-0292
長野県茅野市豊平5000-1
tel.0266-73-1201
https://www.sus.ac.jp/

広報誌

