


今出川校地

京田辺校地

◆専門教育を展開する文系学部
　の教育拠点
◆専門職大学院や独立研究科等
　を中心とする高度専門職業人
　養成の拠点

◆「実験・実習、フィールドワーク」を重
　視する複合的教育拠点
◆「身体・生命、先端技術、情報」に関し
　ての国際的先端研究拠点

Creative Hill

橋本　今年４月、人文社会系学部の今出川移転

が完了し、京田辺と今出川、二校地での体制が新た

にスタートしました。今回の教学体制の再構築で、同

志社大学の教育研究はどのように変わるのでしょうか？ 

特に、京田辺校地においては『Creative Hill』のコ

ンセプトを掲げ、創造的なシーズ、社会に有用な知的

資産を生み出していこうと考えていますが、その具体

的な目的や意義についてお伺いしたいと思います。

渡辺　今回、いわゆる文系を今出川校地に、理

系・文理融合系を京田辺校地に集約する二校地体

制が整いましたが、これは大学を二つに分けるという

意味ではありません。それぞれのキャンパスの役割、

例えば今出川では京都の街中という立地条件を最大

限に生かした文化的・歴史的学問の進展が考えられ

るし、京田辺では実験や演習、フィールドワークを重視

した複合的教育研究拠点としての機能、あるいは関

西文化学術研究都市（けいはんな学研都市）という

世界をリードする企業や研究所、ベンチャー企業が多く

集積する恵まれた環境の中で、学際的な最先端シー

ズを生み出していくことが期待されます。

　特に、京田辺校地では、従来の理工学部に加え、

生命医科学部やスポーツ健康科学部、心理学部、

文化情報学部、グローバル・コミュニケーション学部、

脳科学研究科が集積するなど、いわゆる身体につい

て考えるヒューマンサイエンスへのフィールドが広がってい

ます。理工学部の研究はどうしてもハードウェアに集約

しがちですが、そこにライフサイエンス、心理、コミュニ

ケーションなどの分野が加わることによって、より深みの

ある創造的な知的シーズが生まれるのではないか…。

これが私たちが掲げる『Creative Hill』の一つのコン

セプトなんです。

千田　今後、同志社大学の学部間連携、あるい

は法人としてのスケールメリットを生かした大学間、同

志社国際中学や高校、同志社国際学院など小・

中・高とのグローバルな連携をいかにシームレスに実現

していくかということが重要になってくると思います。

　現在、同志社大学には「アメリカ研究所」「人文

科学研究所」「理工学研究所」という三つの附置研
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究所があります。「理工学研究所」は『Creative 

Hill』のコンセプトのもとでもっと大きな研究組織にし

て、理系だけに偏った人材ではなく、他学部の専門

的な知識やスキルも身に付けた視野の広い人材を育

成していく。つまり、従来のモノづくりだけでなく、生

命、情報、環境・エネルギー、さらには心理、哲学、

芸術…、大学内に留まるのではなく、例えば同志社

女子大学では薬学や音楽、情報メディア、また子ども

をどのように育てていくかというユニークな研究が行わ

れていますが、こうした感性工学のような視点を取り入

れた学際的な教育研究拠点として、京田辺校地の学

部、研究科がそこにコミットしていくことで、『Creative 

Hill』としての新しい価値を発信できないかと考えてい

ます。

橋本　同志社大学では京田辺校地が中心となっ

て、けいはんな地域を含む府南部地域に位置する企

業や研究機関、住民等と連携して様々な取り組みを

行ってきました。単に新しい技術を開発するだけでな

く、環境・エネルギーの課題に応える社会システム実

証事業など、その試みは従来の産官学連携の枠組み

を超えて 大きく広 がろうとしています。 今 後、

『Creative Hill』を展開していくために、地域連携拠

点としてどのような役割を果たしていくべきでしょうか？

千田　今から10 年ほど前、UR（都市再生機構）

や電力・ガス会社、ハウスメーカーなどが参画する

「同志社山手サスティナブル・アーバンシティ協議会」

（座長・千田二郎教授）を発足させ、京田辺キャンパ

スに隣接する同志社山手地区を将来のわが国の低炭

素街づくりのモデルにしようというプロジェクトを展開して

います。各家庭で消費されるエネルギーを“ 見える化 ”

し、その消費パターンに応じて電力やガスを最適に供

給しようというスマートグリッドを目指した実証実験は、

経済産業省における「けいはんなエコシティ次世代エ

ネルギー・社会実証プロジェクト」実証地域の指定を

受けるなど、社会的に大きな注目を集めています。

　私たちがけいはんな地域の街づくりを通して感じたこ

とは、大学や企業の視点だけでなく、そこで暮らす住

民の視点が求められるということ。例えば、エネルギー

の可視化に取り組むためには、個人情報をどのように

守るかという法律や規制、あるいは社会倫理の問題を

クリアしなければなりません。理工学のシステムに加え、

人間の行動学やコミュニティ論など人文科学的な領域

が必要となるでしょう。私たちがフィールドとする都市空

間というのは、住民が主体であるべきであり、その部

分に大学がどのように関わっていくのか？ 産・学・官・

民、三位一体で取り組むプラットフォームのようなものを

考えていかなければならないと思います。

稲田　関西文化学術研究都市の構想が生まれて

25 年、その間、かつて経験したことのない少子高齢

化の時代を迎えるなど、わが国を取り巻く環境は大きく

変化しようとしています。関西文化学術研究都市にお

いても、かつては特定分野を深く突き詰めていこうとい

う企業や研究機関がたくさん

集まっていましたが、例えばロ

ボット研究から生まれた成果を

何に応用するか？ というアウト

カムを考えることで人間工学と

いう新しい領域が生まれたよう

に、今後はいろんな分野が融

合しなければ人類のための学問に育っていかないで

しょう。そういう意味で、工学、バイオ、環境・エネル

ギー、ライフサイエンス…、様々な分野を横串で結んで

一つにする同志社大学『Creative Hill』の総合力

に大きな期待を寄せています。

　けいはんな地域の大きな特徴は、最先端の企業や

大学、ベンチャー企業が集積しているだけでなく、実

際にそこで多くの人々が生活しているということでしょう。

構想がスタートした当初は関西学術研究都市という名

称でしたが、豊かな営みが持続して生み出されるよう

な街づくりをしようという思いから、そこに “ 文化 ”とい

う言葉を入れました。人々がけいはんな地域に住んで

いることを誇りに感じ、実証実験などにも積極的に参

加し、それがまた新しいライフスタイルの発信につな

がっていく…。これが私が思い描いている関西文化学

術研究都市の将来像なんです。

教育研究拠点として同志社大学が果たす役割
―新たなライフスタイルの提案につながる三位一体の取り組み―

関西文化学術研究都市の活性化に向けて
―グリーンイノベーションからライフサイエンスへの展開に期待―

橋本　一昨年、関西文化学術研究都市は、国か

ら「関西イノベーション国際戦略総合特区」の指定を

受けました。旧「私のしごと館」の跡地利用を核とし

たグリーンイノベーション事業等の展開が謳われていま

すが、こうした取り組みに同志社大学が積極的に参画

していくことで、けいはんな地域をさらに活性化させるこ

とができるのではないでしょうか。

渡辺　グリーンイノベーションに特化しているだけで

は、総合特区として自立的な意味を持つことになりま

せん。稲田常務がおっしゃったように、都市空間の中

でいかに人間の幸福を追求していくのか…。例えば、

同志社大学生命医科学部ではパーキンソン病や成人

病の早期診断法に関する研究、あるいは脳科学研究

科ではアルツハイマー病の治療薬の開発に取り組んで

いますが、社会的な健康ニーズが高まる中、今後はこ

うしたヘルスケア的な側面からアプローチすることが求め

られるようになるでしょう。

　最近では、医食同源という考え方から、医学と農

業との融合、医農連携という概念が生まれつつありま

す。今、バイオテクノロジーの発展でオーダーメイドの

創薬が可能となっていますが、例えばけいはんな地域

にある京都府立大学の農場と連携することで、個々の

体調や嗜好に合わせたカスタマイズの “ 食 ”という形

が提案できるかもしれません。さらに、安全・安心な

農業を考えることで新たなグリーンイノベーションの技術

開発へと結びついていく。同

志 社 大 学『Creative Hill』

の学部、研究科が培ってきた

知的シーズを生かして、人間

の幸せにつながる総合学問を

生み出していくことが求められ

ています。
同志社山手エコタウンプロジェクトエコタウンの全景
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稲田　旧「私のしごと館」は、京都府への無償

譲渡法案も無事通過し、京都府ではスマートコミュニ

ティオープンイノベーション機能はもちろんのこと、バイオ

分野など地域の強みを活かした産官学連携の場にす

るような検討がなされています。地域社会の発展に寄

与するオープンな研究開発・産業創出拠点としての機

能を果たしていこうということですので、ぜひ同志社大

学にもその一翼を担っていただきたいと思います。

　現在、「国際戦略総合特区」は日本で 7カ所が指

定されていますが、研究開発エリアが限定的でなく、

他地域にまで広がっているのは、「関西イノベーション

国際戦略総合特区」だけです。つまり、総合力が求

められるということ。先ほど渡辺先生がヘルスケアの話

をされましたが、例えば健康的に暮らすためにどのよう

な照明や空調が良いかということを考えたとき、ライフサ

イエンス以外にも、電気工学や機械工学、あるいは感

性的な思考も必要になるかもしれません。けいはんな

地域の中でそれらすべてが完結できるかといえば、恐

らくそれは難しいでしょう。同志社大学だけでなく、もし

かすると関東や九州の研究者や教員が持っているシー

ズを活用する必要があるかもしれない。特区というの

は場所という意味だけでなく、人材が交流する拠点と

いう考え方も大切だと思いますね。

橋本　文部科学省が推進している「センター・オ

ブ・イノベーション（COI）構想」では、将来の日本

社会のあるべき姿を見据えながら革新的イノベーション

を生み出していくバックキャストという言葉が使われてい

ますが、大学の使命というのはあくまで教育研究であ

るべきであり、最終的には教育力を高めて、次代を担

う優秀な人材を育てていくことだろうと思います。今後、

リエゾンオフィスにおいても、研究力だけに特化するの

ではなく、研究力プラス教育力、もっと言えば、教育

力に研究力を加えていくような産官学連携の仕掛けづ

くりをサポートしていこうと考えています。

渡辺　同志社大学は建学以来、自主自立の精

神、つまり自分自身の OSを持った人材教育に力を

注いできました。先ほど同志社山手地区のエネルギー

可視化の話題が出ましたが、自立した人間であれば

個人情報の問題も自ずと解決することが可能となるは

ずです。

リエゾンオフィスの役割と産官学連携の推進
―教育研究力を高める総合的連携で社会価値を発信―

　そもそも理系、文系というくくりが、どれほどの意味

を持っているのか？ 単に A 分野の AさんとB 分野の

Bさんを結びつける表面的なものでなく、いわゆる

『Creative Hill』の考え方を身に付けた人たちが自身

の研究の中の理系の部分、文系の部分を融合させな

がら自然的に連携を展開していく…。私はいつも「大

学は知的ワンダーランドであるべき」と言っていますが、

大学がわくわくするような環境を提供できれば、それ

は研究力の向上にもつながるし、サスティナブルである

と同時に、社会的にも評価されるシーズが育っていく

に違いありません。今後、リエゾンオフィスの活動を進

めていく上で、こうした視点が大切になってくると思い

ます。

千田　街づくりで最も大切

なことは、総合科学をディレク

トする人材の育成です。新島

襄は「倜
てき

儻
とう

不
ふ

羈
き

なる人物の

養成」と表現しました。これ

は信念と独立心に富み、才

気があって常軌では律しがた

いという意味ですが、画一的でない自分に自信を持っ

た人材、具体的には自分のフィールドを持ち、集中力

や知恵を備えた人間を私たちがいかに育てていくかとい

うことだと思います。

　学問的には、非常に多岐に渡る同志社大学の研

究者集団をどのようにまとめていくか？ 我々が取り組ん

でいる研究をもう少し俯瞰的な立場で見て、例えば一

見目立たない研究だが、これとこれをくっつければ社

会ニーズの高いものになる、あるいはこういう教員を集

めて国のこんなプロジェクトの採択を目指しましょう…と

いうフレキシブルで柔軟なプログラム・コーディネーション

機能に期待したいですね。街づくりで私がイメージして

いるのは、環境・エネルギー、インフラ、建築…すべ

てを取り扱う総合的なシビルエンジニアリングのような学

問体系。リエゾンオフィス主導で学際的な体系づけを

して、もっと同志社大学のブランドを発信できればいい

ですね。

稲田　それぞれの大学で様々な産官学連携が取り

組まれていますが、アウトカムを新産業・新技術の創

出と考えた場合、その道のりは必ずしも平坦ではありま

せん。まず、世の中が何を期待しているのか、社会

ニーズと乖離した自己満足的な研究ではあまり意味が

ないでしょう。理系分野だけでなく文系分野において

も、大学が果たすべき役割はきっとたくさんあると思い

ます。

　結局は、千田先生がおっしゃったようにコーディネー

ションの機能をどう果たしていくかということ。世の中に

アンテナを張り巡らせ、教員が取り組んでいる研究領

域はもちろん、関心の度合いや性格まで考えながら、

こうすればうまくいくというマッチングの目利きが求められ

ます。同志社大学のシーズを掘り起こし、それらの価

値を磨き上げて一つにしていく。そして、そこから生ま

れた成果を学生教育に還元していく。長い目で見れ

ば、研究力の向上が、結果として教育力を高めること

につながっていくのではないでしょうか。

橋本　昨年、同志社大学リエゾンオフィスは開設し

て 10 周年の節目を迎えました。今までのように教員と

企業が一対一で何かをするということ以外に、教員が

持つ研究シーズを俯瞰していろんな専門領域を融合

し、21 世紀の複雑な課題に対応できる産官学連携を

推進していくのが、私たちの使命だと考えています。

同志社大学においてもURA（リサーチ・アドミニストレー

ター）、つまり社会が求めている方向に合わせて、研

究資金の調達・管理、知財の活用までマネジメントで

きる人材の整備を進め、今年度は理工系で 2 名を採

用しました。今後は、生命科学系や文理融合系、人

文社会系にもその枠組みを広げていきたいと思いま

す。本日、皆様から頂いた

意見を参考にしながら、同志

社大学『Creative Hill』の

発信に向けて新たにスタートし

ていきたいと思います。本日

はありがとうございました。

けいはんな学研都市地区
旧「私のしごと館」を活用したスマートコ
ミュニティオープンイノベーションセン
ターの整備、次世代エネルギー・社会シス
テム実証事業の推進

京都市内地区
創薬、医療機器、再生医療

北大阪地区
新薬開発、革新的医療機器の創出、再
生医療やＢＮＣＴ（ホウ素中性子捕捉
療法）など先端医療技術の確立、スマー
トコミュニティのビジネスモデル構築

大阪駅周辺地区
関西都市圏のアジア中枢拠点の形成をめざし、「ナレッジキャピタル
（知の集積拠点）」を中心とした環境、医療分野等の各事業を展開

夢洲・咲洲地区
スマートコミュニティ実証やバッテリー戦略研究センター機能の
整備など、主に環境・エネルギー技術等を中心とした事業

関西国際空港地区
医薬品等輸出入手続きのスピー
ドアップや物流品質の向上、貨
物便ネットワークの拡充

阪神港地区
基幹航路を維持・拡大するための集荷機能
の強化や、産業の立地促進による創荷等

神戸医療産業都市地区
最先端医療技術の実用化、医療機器の研究開
発支援、先制医療の基盤形成、京速コンピュー
タ「京」を活用した革新的な創薬開発

播磨科学公園都市地区
SPring-8、SACLA、京速コンピュータ
「京」、FOCUS スパコンを活用した画期
的な新薬や次世代省エネ材料の開発

関西イノベーション国際戦略総合特区
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大京化学株式会社
同志社発
インキュベーション施設

未来の新産業を創る。
防炎を軸とした機能加工剤メーカーです
　昭和 22 年（1947 年）の会社設立以来、合成香料、化粧品用紫外線
吸収剤などの製造から始まり、繊維に機能性を付与する特徴のある繊維
用仕上剤の分野で、常に独創的な製品を開発しています。現在は、防炎加
工剤に特化しており、昭和 44 年（1969 年）の消防法の防炎規制以来、
さまざまな用途へ製品を展開しております。
　１＋１＝ 2 ＋αにする技術こそが私たちの財産です。当社の特徴的な
技術として微粒化分散技術、乳化技術
があります。難燃剤をはじめとして、
様々な機能剤を水に安定に分散、乳化
する技術です。D-egg では、今までの
ノウハウを活かしつつ、繊維に限らず
エンプラ用の難燃剤等の有機合成を行
い、新しい事業展開をしていきたいと
思っています。

　D-egg は、「賃貸スペース」と「入居者サポート」を中
心とするインキュベーション施設です。賃貸スペースにつ
いては、入居者募集の公募を行い、申込、審査、居室調
整、定期賃貸借契約、入居の手順で行います。入居され
ると、常駐の IM（インキュベーションマネージャー）は、
入居された皆様の事業がいち早く目標の達成ができるよ
う、定期的な交流を保ち日々のサポートを行います。

代表取締役	 瀧野　直彦
所 在 地	 〒604-8417　京都市中京区西ノ京内畑町1番地
TEL　０７５－８０２－０３７１　FAX　０７５－８０１－３９４９
URL　http://www.daikyo-chemical.co.jp

1． 同志社大学京田辺キャンパス内の事業環境
2． 自治体による助成制度（賃料補助など）
3． 経営相談・試作機器・研究機器などのサポート
4． 大学研究者や企業との出会い・交流

連絡先▶	同志社大学D-egg  IM室
	 〒610-0332	京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地
	 http://www.d-egg.jp/
	 TEL:0774-68-1378　
	 FAX:0774-68-1372

● 施設：鉄骨造3階建 全33室 
● 試作開発室：8室（約52〜約67㎡）
● 実験研究室：17室（約26〜約67㎡）
● I Tオフィス：8室（約20〜約38㎡）

メリット

｢関西８私大新技術説明会｣を開催

「科学・技術フェスタ」に出展

【日時】	2013年3月1日（金）
【場所】	JST東京本部別館ホール（東京都千代田区）

【日時】	2013年3月16日（土）、3月17日（日）
【場所】	京都パルスプラザ　稲盛ホール、大展示場	（京都市伏見区）

関西私立大学知的財産連絡協議会加入大学の関西８大学と独立行政
法人 科学技術振興機構の共催で、新技術説明会が東京で開催されまし
た。発明者自身が、企業関係者に対し、｢研究シーズ｣について実用化を展
望した説明を行い、ライセンセス先や、共同研究開発のパートナーを募りま
した。延べ参加者数は約３５０名で、｢機械｣、｢計測｣、｢創薬｣、｢製造技術｣、
｢材料｣などの分野の発表がありました。

本学からは、北岸宏亮助教（理工学部・機能分子・生命化学科）が、｢一酸化炭素お
よび青酸中毒に対して解毒作用のある化合物の開発｣について発表を行いました。こ
の化合物は、実際、動物実験により、COおよびCNイオンを補捉し、速やかに尿中へ
と排泄することが確認されており、火災現場における、有効で即効性のある救急救命
治療薬としての実用化が期待されます。約40名の方が発表を聴講され、個別相談で
は、今後の展開について、意見交換が行われました。

「科学・技術フェスタ」（主催：内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省ほか）に、小泉
範子教授（生命医科学部・医工学科）が「『再生医療で光を取り戻す』－同志社大学における角膜再生医療研究の取り組み－」
というテーマで出展しました。

科学・技術フェスタは、将来の科学技術を担う世代（高校生、中学生、小学生等の青少年）を中心に最先端の科学・技術の成
果などのわかりやすい発表や最先端の科学・技術の成果に関する展示、参加
型イベントを通じて、青少年の科学・技術に対する関心を深めることを目的とし
たイベントであり、会期中は来場者が延べ5,957名にものぼり大変盛況なフェ
スタとなりました。

当日は、「ティッシュエンジニアリング研究室」と「炎症・再生医療研究セン
ター」が、京都府立医科大学との緊密な連携のもとで行っている臨床応用を
目指した視覚再生医療の研究内容について、ポスター展示を行いました。ま
た、同ブース内で、小泉範子教授、中村隆宏チェア・プロフェッサー准教授（生
命医科学部・炎症・再生医療研究センター）、奥村直毅助教（生命医科学部・医
工学科）によるミニレクチャーも実施しました。

ミニレクチャーでは、生命医科学部で取り組んでいる体性幹細胞を用いた培養角膜内皮細胞移植の開発や、重症眼表面疾
患に対する角膜上皮再生医療、新しい治療薬の
開発に関する最先端の研究内容などをわかりやす
く紹介するとともに、参加者各人の角膜内皮細胞
観察や培養角膜内皮細胞観察の実習も行いまし
た。2日間にわたり行ったミニレクチャーには、中
高校生を中心に各回とも20～30名の参加者が
集まり、生命医科学部で行われている最先端研
究への関心の高さがうかがえました。

リエゾンオフィス副所長／理工学部教授　宮
みや

本
もと

 博
ひろ

之
ゆき

知的財産センター副所長／理工学部教授　盛
もり

満
みつ

 正
まさ

嗣
つぐ

これまで2年間、知的財産センター副所長を務めさせていただきましたが、2013年4月からリエゾンオフィス副
所長を務めることになりました。リエゾンオフィスが開設されて早くも10年以上が経ちましたが、その間の関係
方々の努力で共同・委託研究の件数や外部資金は飛躍的に伸びました。

一方で、企業の技術的なニーズと大学のシーズをマッチさせることは依然、簡単なことではなく、さらに飛躍を
続けていくためには、今後も片肘張らない両者の交流の場を地道に提供していくしかないと考えております。こ
れからもご支援をお願い申し上げます。

工学部環境システム学科の開設（工学部は2008年に理工学部に名称変更）とともに同志社大学に着任し、
10年目となった今年4月に知的財産センター副所長を拝命しました。この間、民間企業との共同研究、JST「シー
ズ発掘試験」「先端的低炭素化技術開発（ALCA）」などへの応募・採択、国内外での特許出願・権利化、米
国企業との特許実施許諾契約の締結など、知的財産センターによる様 な々支援のもとで研究活動を行ってきま
した。今後は、知的財産センターの活動に、これまでの経験を少しでも役立てることができればと考えています。

その一つとして、今年度から実施される文部科学省・研究大学強化促進事業では、「特許権実施等収入額
及びこれまでの伸び率」が支援対象機関の選定指標の一つとなり、知的財産に関する成果とその実施状況
が、大学の研究力評価において重要になっています。このような研究力評価の向上につながるサポートを、知的
財産センターの活動の中でさらに進めていくことができればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

着 任 紹 介

はじめました
D-eggでは、2013年3月からセミナー交流会を始めるようになりました。
毎月第4木曜日の18時～20時開催で、内容としてはセミナー・交流会共に各一時間

となっています。セミナーは中小・ベンチャー企業の皆さまにとって、有益となるよう、
D-eggを運営する京田辺市・中小機構・同志社大学が、産学連携や地元の特産品、
市内企業、支援メニューについてなど様 な々テーマで企画しています。

ご参加いただいた皆さまがビジネスにおけるヒントを得ていただき、様 な々方と混ざり
合って、ネットワークを拡げていただければと思います。

それがきっかけとした連携ができ、新事業を創出いただくことを期待し、そのサポート
が出来るようにIM室では取り組んでいきます。

ご興味のある方は、是非ご参加ください！ 詳しくは、同志社大学D-egg、リエゾンオ
フィスのホームページをご覧ください。

「D-egg Cocktail」のCocktailはお酒の「カクテル」でもあるように、色々な材料を混ぜ合わせて、新しい味や香りを作りだす飲み物です。
それになぞらえて企業の皆さまがビジネスにおけるヒントを得ていただき、様々な方と混ざり合ってネットーワークを拡げていただければと思います。

1TOPIC

2TOPIC

8月のD-egg Cocktailは
リエゾンオフィスの

産官学連携コーディネーターが
講演をする予定です 　
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宇宙船地球号の一員として
人間と自然の関わりを見直す

エコロジカル・エコノミクス。「人間社会は自然界の
上に成り立っているということを明確に認識した経済
学。自然と共生してきた日本人にとって、自明の理なの
ですけれど」と笑うのは経済学部准教授の岸基史さ
ん。これまでエコシステムの重要な役割というのは、人
間社会に必要な資源やエネルギーを提供することだと
考えられてきた。しかし、大量生産・大量消費のプロセ
スで生み出された廃棄物は、自然界に本来備わってい
るはずの浄化能力の限界を超え、今や生態系のバラン
スを破壊し、人間社会に大きな影響を及ぼそうとしてい
る。こうした深刻な問題に直面する中で、もう一度原点
に立ち返って人間と自然の関わりを見直そうという動
きが広まりつつある。
「まず認識すべきは自給自足の原則。すなわち太陽

エネルギーをのぞいて、人類は地球全体で自給自足を
している。それが持続可能な形で行われているかが問
題。最もシンプルな答えが、地産地消です」と岸さん。
エネルギー、食料、水資源…、ローカルコミュニティから
地方そして国それぞれの次元において身近にある資
源を有効に利用し、足りないものを他との取引でまかな
う。宇宙船地球号という言葉があるように、私たちは地

球の中であらゆる資源の需給を完結しているというこ
とに気づくべきだろう。かつてイースター島は、森林の
大量伐採のため、生活に必要な舟さえ建造することが
できなくなり、島内の資源をすべて消費し尽くして滅ん
でしまったといわれている。地球自体は宇宙空間に浮
かぶイースター島のようなものである。様々なものが
世の中にあふれている今、私たちにとって本当に大事
なものは何か？ 真の豊かさとはどんな意味を持つの
か？エコロジカル・エコノミクスは、私たち一人ひとりに
そのヒントを指し示してくれているのかもしれない。

エコと経済の両立は可能？
持続可能な社会を未来へつなぐ

もともと岸さんは世代重複経済モデルを用いて、国
際資本移動が経済成長に及ぼす影響について理論的
な研究をすすめていた。世代重複経済モデルというの
は「いま生きている人たち（世代）と遠い未来を生きる
人たち（世代）とが取引をする市場が存在しないという
市場の失敗（欠落）を定式化した経済モデル」であるそ
うだ。しかしある日、どこにでも生息していると思ってい
たメダカが絶滅危惧種になっていることを知って衝撃
を受け、「もっと根本的な部分から経済学を考えなけれ
ばならない」と考えるようになったという。

岸さんは、経済成長モデルと生態系モデルの両者を
リンクさせて、エコロジカル・エコノミクスの一つのシ
ミュレーションモデルを構築しようと考えている。生態
学には人間の経済活動が考慮されておらず、また経済
学には生態系が考慮されていない。特に、生態系は「あ
ることが起これば、まったく異なる部分に思いがけない
影響が出る」という複雑な動きを示す。人間による生態
系の破壊が回り回って人間にその付けをもたらすこと
もある。今まで、私たちは自然から得た資源から人工的
な資本をつくり、それを蓄積することで経済を成長させ
てきたが、「人工的な資本の増強に回している資源の
一部を、自然界がもつリサイクル能力を高める活動（自
然資本への投資）に向けることで、こうした相克を解決
できると思う」と期待を示す。実際、アメリカでは、もとも
とあったダムを撤去して元の自然に戻すという取り組
みが行われている。今まで分断されていた川が流れを
取り戻し、鮭が遡上するなど本来の生態系が回復し始
めているという。ニューヨーク市は浄水場建設を取りや
め、代わりに上流域の水源の手入れをすることによっ
てコストの削減ができたそうである。浄水場やダムの
建設・維持・管理に使うコストや労働力を自然資本への
投資や維持・管理に回すことで、エコロジーとエコノ
ミー、一見対極に位置する両者をうまく融合させること
に成功している。持続可能な社会の実現に向けて、こう

した取り組みは一つのソーシャルモデルとなっていくだ
ろう。

フィールドは里山
土から学ぶ山川草木の経済学

山川草木の経済学。岸さんは、日本人が連綿と培っ
てきた自然との共生の知恵を、そう表現する。自然を愛
でる心。自然を利用する知恵。自然の猛威を受け流す
術。そういったものを私たちは失いつつあるのではな
いかと岸さんは危惧している。
「私たちの使命は、かつて日本人が長年の経験から

得た自然との付き合い方を次世代に伝えること」。岸さ
んは2004年から、ゼミ生たちとともに関西文化学術研
究都市の生駒市高山地区にある里山を修復しそれを
活用することによって保全する活動に取り組んでいる。
荒廃した竹林・雑木林を整備し、木や笹が生えていた耕
作放棄田を復元して田畑をよみがえらせた。農薬や化
石肥料を使用せず、極力化石燃料に頼らない伝統農法
に準じた方法で、稲や麦、大豆、蕎麦などを栽培してい
るという。初夏には、麦の穂が実り、畑一面が黄金色の
装いを纏って得も言われぬほど美しい。日本の原風景
がここにある。「麦秋」という言葉がここに生きている。

「里山保全を通して、学生たちには先ず“生きる力”
を身につけてほしい」。田植え一つにしても一人や二
人の力ではできない。学生だけでなく、手伝ってくれる
家族や地域の人たち…その人たちをどこに配置して、
どんな順序で目的を達していくかという組織マネジメン
トを学ぶフィールドとしても活用されている。収穫した
作物を、地産地消の実践として地元の人に振る舞った
りするほか、震災被災地へ届けたりもした。学生たちは
農林産品やその加工品をブランド化して販売すること
を検討しているともいう。「もっと豊かな自然をなぜ残
してくれなかったのか？と未来の人たちに言われない
よう、しっかりとバトンをつないでくれる人たちが育って
ほしいですね」。人と自然に向けられた岸さんの眼差し
は、どこまでも優しく温かだ。

エコロジカル・エコノミクスで
自然環境と調和した経済社会を実現
岸 基史（きし　もとし）　経済学部経済学科 准教授

研究テーマは、「自然
環境と調和した経済

社会を築く

ために、私たちは何
をどうすればいいか」

を追究する

こと。エコロジーとエ
コノミー、双方の視

点から、本

当に豊かで幸せな人
間社会の営みを研究

している。

机上の理論だけでな
く、里山保全など実

践を通して、

日本人が培ってきた
自然との付き合い方

を身につけ

させる取り組みにも
力を注ぐ。普段、研

究室では、

和装に裸足で過ごし
ている。学生からは

「岸先生」

ではなく、「岸さん」
と親しみを込めて呼

ばれる。

Motoshi Kishi
Associate Professor's Profile

生駒市高山地区の里山修復

自然界

還元

生物・物理システム
（エコシステム）

人間界

生産要素
市　場

生産物
市　場

消費者（家計）生産者（企業）

貨幣（お金）の流れ

供
給

吸
収

経済システム

エネルギー

天然資源

廃熱

廃棄物

経済システムとエコシステムの関係
太陽

太陽エネルギー

廃熱

 田植え風景 竹林・雑木林の整備
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インスリン抵抗性バイオマーカーを用いた
糖尿病の予防・治療へ、研究始動！

自分が健康なのかそうでないのか、外から見ただけ
ではなかなか判断できない。しかし、血液や尿の中に含
まれる生体情報を数値化し、健康なときに比べてどの
ように変化しているかを定量的に評価することで、疾患
の状態や変化、治癒の程度を客観的に知ることができ
るだろう。
「セレン含有タンパク質であるSeP（セレノプロテイ

ンP）というバイオマーカーに注目しています」と話す
のは、生命医科学部の斎藤芳郎准教授。SePは10個
のセレンを含んだ構造をしており、身体のあちこちにセ
レンを運搬して活性酸素を取り除く働きをしている。血
中のSeP濃度が低下すると、動脈硬化や癌などの発症
率が増加することが知られているが、斎藤准教授は金
沢大学と共同研究を進める中で、「この因子が過剰に
存在すると糖尿病の症状を悪化させることが分かって
きました」と説明する。動物を使った実験では、SePを
投与したモデルにグルコース（糖質）を負荷すると、
SePを投与しない方に比べて血糖値の増加が大きく、
インスリンを投与しても血糖値はなかなか下がらな
かった。「つまり、SePの増加がインスリンの抵抗性を高
めていると考えられます」。

測定試薬の開発
血液中のSeP濃度をより正確に、迅速に測定できな

いだろうか…。斎藤准教授は、SePに結合する抗体を
金コロイドで標識し、自動分析装置対応型の「SeP金コ
ロイド測定系」を開発。金沢大学や医薬品メーカーと連
携して、まったく新しい糖尿病診断薬を開発しようと考
えている。この研究プロジェクトが実現できれば、一人
ひとりの糖尿病リスクを判断し、予防法の確立につなげ

ることができるかもしれない。JST（独立行政法人科学
技術振興機構）の研究成果最適展開支援プログラム 
A-STEPに採択されるなど、「将来の産業応用が期待
されています」と自信を深める。

テーラーメイド治療薬の実現
活性酸素は一般的に身体に悪影響を及ぼすとされ

るが、インスリンレセプターを介したインスリンシグナル
でグルコースが細胞内に取り込まれる際、シグナルの
一部として重要な役割を果たすという。しかし、血液中
のSePが過剰になると、セレン含有タンパク質のGPx

（グルタチオンペルオキシダーゼ）が増加し、必要な活
性酸素まで除去してしまう。このため、グルコースの受
け渡しがうまく機能せず、血糖値が高い状態になってし
まうと考えられる。「最近の研究で、SePの細胞への結
合を阻害する候補抗体が見つかりました」。糖尿病の
治療薬はいくつか用意されているが、薬剤の選択に医
学的根拠がなく、臨床医の経験に基づいて処方されて
いるという。SePというバイオマーカーを一つの標的に
することで、個々の患者さんの症状や病気の原因に基
づいたテーラーメイド型治療法が確立できるかもしれ
ない。

糖尿病の潜在患者数は700万人に達する。斎藤准
教授のこうした取り組みは、新たな市場を切り拓くブ
レークスルーになるだけでなく、社会活動という視点か
ら見ても大変意義のあるものと言えるだろう。

SeP研究成果を臨床に生かす
セレン含有タンパク質は成長ホルモンの制御に重要

な役割を果たすが、SBP2という遺伝子に変異がある
と、セレン含有タンパク質が合成されず、低身長などの
成長障害を引き起こす要因になるという。現在、世界で
も数件の症例しか報告されておらず、根本的な治療法
も確立されていない。数年前、斎藤准教授は小児科医
から相談を受け、生化学的見地からある患者の症状改
善に携わった。「細胞レベルで見ると、セレンが減少す
ると血中コレステロールの酸化物が細胞内に蓄積する
ことが分かりました」。この研究成果をもとに、抗酸化
物質の一種であるビタミンEを患者に投与したところ、
コレステロールの酸化がキャンセルされるなど、一定の
治療成果が得られたという。

パーキンソン病克服に向けて
早期発見・早期治療の手法をアプローチ

パーキンソン病というのは、運動などを司る脳内の
ドーパミン神経が死滅し、手足の震えや歩行障害、進行
すれば痴呆など重篤な症状を引き起こす病気である。
リスクファクターの一つは加齢で、60歳以上では100
人に１人の罹患率。アメリカの映画俳優マイケル・J・
フォックスが若くして罹患した病気として知られてい
る。ドーパミン補充療法が一般的だが、パーキンソン病
と診断された段階で、すでに半分以上の神経細胞が死
滅しているため、根本的な治療法の確立が難しいのだ
という。

「早期発見・早期診断がパーキンソン病克服の鍵」と
斎藤准教授。細胞にストレスをかけると、酸化ストレスを
防御する役割を果たすDJ-1というタンパク質を構成
するシステイン部分がスルホン酸化して、酸化状態が
過度に亢進した酸化DJ-1が生成されることを突き止
めた。「実は、未治療の初期患者さんの血液から、酸化
DJ-1が高いレベルで検出されています」。酸化DJ-1
がパーキンソン病を早期診断する一つのマーカーにな
るのではないか！ 現在、斎藤准教授は、酸化DJ-1に反
応する抗体と酵素標識したリコンビナント酸化DJ-1を
競合反応させ、発色のシグナルを検出する「競合
ELISA法」という定量系モデルを使って、血中の酸化
DJ-1の検出感度を高める研究を進めている。「早期診
断手法が確立できれば、初期段階から病状の進行を抑
えるようなスクリーニングにつながるかもしれません」。
マイケル・J・フォックスが設立した財団の支援を受ける
など、その先端的な取り組みは国際的にも注目を集め
ている。
「基礎研究で得た測定系の成果を臨床現場へと応

用する“橋渡し”の役割を果たしたいですね」。目指す
道のりは遠く険しいが、病気で苦しんでいる人を救いた
いという斎藤准教授の情熱はいささかも衰えることは
ない。

研究者をたずねて

斎藤 芳郎　（さいとう　よしろう）

生命医科学部 医生命システム学科 准教授

Associate Professor's Profile

バイオマーカーを用いて、糖尿病やパーキンソン病などの診
断・治療に役立てる研究を行っている。セレノプロテインP、酸
化DJ-1などのタンパク質をターゲットにした測定系分野の第
一人者。健康市場が拡大する中、その研究成果を産業応用す
ることが期待されている。趣味は剣道で、三段の腕前。最近は
自転車で大学まで通うのが日課。「四季の移り変わりを肌で感
じながら、運動不足も解消できる」と満足そうな笑みをこぼす。

Yoshiro Saito

基礎研究の成果を臨床の場へ！
生体情報を客観的に測定・評価する

血漿セレノプロテインＰに対する抗体を用いた新規テーラーメイド
Ⅱ型糖尿病治療薬の研究開発

神経毒処理マウス・黒質
における酸化DJ-1抗体
陽性細胞の増加

神経毒処理マウスの赤血球に
おける酸化DJ-1値の増加：競合
ELISA法
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秘密道具を使いこなせ！
探偵気分でコミュニケーション力向上

石川准教授は同志社大学に赴任前、宮崎県の小中学
校と連携し、認知行動療法の理論を使って子どもたち
の抑うつを未然に防止しようという取り組み（フェ
ニックスタイム）を展開してきた。アメリカで効果を
上げているプログラムを参考に開発されたもので、
「どんな効果があるのか、きちんとしたエビデンスが
示されています」と話す。

フェニックスタイムでは、児童一人ひとりが、他人
の“気持ち”について様々な事件を解決する探偵事務
所に所属し、「きもち探知機」や「おね貝」「ことわ
りタイ」などユニークな秘密道具を使って、依頼人の
問題を解決していく構成となっている。例えば、「あ
たたかいことばをかけあおう」というセッションで
は、消しゴムを忘れたよしおくんに対して、「ぼけた
んじゃないの」と言う子どもと、「一つ貸してあげよ
う」と言う二人の子どもが登場する。それぞれの言葉
は、よしおくんをどんな気持ちにさせるだろうか？ 
温かい言葉には、どんな種類があるのだろうか？「実
際に児童を小グループに分けてロールプレイすること
で、自分の発する言葉が相手にどのような影響を与え
るか、自分自身がどのように感じたかを学んでほしい
と考えています」。フェニックスタイムを実施したク
ラス（介入クラス）は、友だちとの関係や先生との関
係、学業場面について有意な改善が見られたほか、抑う
つ予防の側面からも効果があるなど、「人間関係を上手
に築くための技術を磨くことで、学校不適応などの問
題を乗り越えることができます」と表情を和らげる。

不安の要素を客観視し
「私もできる」自信につなげる

こうした成果に基づいて、石川准教授は2011年度
から「同志社大学心理臨床センター」で、“いっちゃ
が教室（不安改善プログラム）”を開催している。
いっちゃがとは宮崎県の方言で『気にしなくてもいい
よ』という意味。「学校へ行くのが難しい、親と離れ
るのが不安、何事にも自信がない…。地域のいろんな
お子さんが参加しています」。

「子どもの不安の支援には認知行動療法を用いるこ
とが、世界的なスタンダードとなっています」。いっ
ちゃが教室もまた、認知行動療法の理論に基づいてい
る。日本の子どもたちが楽しめるように、フェニック
スタイムと同様、解決ハンターというオリジナルゲー
ムの要素を取り入れながら、実際に心と体にどんなこ
とが起こっているのかを学んでいく。不安を抱えてい
る子どもは、必要以上に多くのことを不安だと思い込
んでいることが多い。本プログラムでは、具体的な出
来事から不安の大きさを評定し、不安には様々な段
階、種類があることを認識してもらうことで、「ここ
までなら出来るかもしれない！」という子どもたち自
身の気づきにつなげていこうと考えている。

これまでのプログラムの成果を振り返ってみると、
終了後、半分以上の子どもが、そして3ヶ月後では6
割以上が不安を克服している。石川准教授の取り組み
は地域の子どもたちの心の支えになっているようだ。

おとなしい子どもは大丈夫 !?
親から見た不安の尺度を定量化

基礎研究の成果を臨床というフィールドに応用して
いる石川准教授だが、その一方で、不安がどのように
成り立っているのか、考え方と不安は一致しているの
か…、統計学の手法を使って、そのメカニズムに迫ろ
うと考えている。その一つが、子ども自身が持つ不安
と親から見た子どもの不安の違いを明らかにする研
究。これまでの比較調査で、日本の親は欧米に比べ
て、子どもの不安に対する受容の仕方が異なるという

ことが明らかになってきた。これにはわが国の文化的
な背景も関係している。例えば、子どもが何か不安を
訴えるとき、日本では「お腹が痛い」「頭が痛い」な
ど体調の変化を通して間接的に伝えることが多いとい
う。しかし、私たちは、子どもの不安の伝達を単なる体
調不良だと見過ごしてはいないだろうか？「まだまだ
臨床児童心理学の研究は緒に就いたばかり。これから
は、親から見た子どもの不安の尺度を測定できるよう
なシステムも研究していきたいですね」。石川准教授
の行く先には、今日も子どもたちの明るい笑顔が集う。

明確なエビデンスをもとに
オーダーメイドで問題を解決

「臨床心理学、なかでも子どもたちの支援を目的と
する臨床児童心理学を専門にしています」と話すの
は、心理学部の石川信一准教授。わが国で子どもを対
象とした心理療法と言えば、遊びや芸術を主なコミュ
ニケーション手段とするような手法が一般的だが、そ
れでは解決できない問題も数多くあるという。社会全
体でアカウンタビリティが求められるようになってい
る今、臨床心理学の分野においても、このような問題
には、このような支援方法で問題が改善する！という
エビデンス（証拠）に基づいた手法で、子どもたちの
問題を解決していくべきではないか…。「こうした考
えのもとで発展を遂げたのが、私が研究している認知
行動療法です」。

例えば…と石川准教授は事例を挙げて説明する。
学校の中には、本当は友だちや先生とうまく話せて
いるのに、相手にうまく伝わってないのではない
か、自分は嫌われているのではないかと考える子ど
もがいる。「考え方が不適応にネガティブな方向に
歪んでしまっているのです」。この場合、実際に子
どもが誰かと話している場面をビデオなどで撮影し
て、自分自身を客観的に俯瞰してもらう。つまり、
一度現実にさらして、そこから何を学んだかを理解
させることが大切なのだという。映像を見る前は、
「震えているのが分かる」「緊張して言葉が出な
かった」など自分の主観を優先するが、映像を見終
わった後は「思ったよりもうまく話せている」と現
実に即した考えを持つようになる子どもも少なくな
い。このように不安のメカニズムに応じて、様々な
手法を組み合わせて子どもたちを支援していくの
が、認知行動療法の本質といえるだろう。

認知行動療法のスキルを使って
不安を抱える子どもたちを支援

石川 信一 （いしかわ　しんいち）　心理学部 心理学科 准教授

不安の問題の改善率 （高い程数多くの子どもが不安を克服）

子どもの認知行動療法の成果　国際比較

いっちゃが教室1 米国の報告2 米国の報告3 豪州の報告3
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子どもの認知行動療法の成果　国際比較
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Shinichi Ishikawa
日本ではまだ一般的ではない「臨床児童心理学」研究を専門とする。エビデン
スに基づいた実践的な手法を応用し、様々な問題を抱える子どもたちの支援に
当たっている。「同志社大学心理臨床センター」で不安改善プログラムに取り
組んでいるほか、京都市や京田辺市周辺の小中学校でもソーシャルスキルの
授業を担当するなど、教育現場との連携も豊富。趣味はスポーツ観戦。特に、
サッカー観戦には目がないという。「ヨーロッパを訪れたときは、必ずスタジ
アム巡りをする」と話す。
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