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発明の概要

特 許 番 号／特許第４５７８３６５号

権 利 者／学校法人同志社

適用分野用途／人間との協働作業用ロボット

登 録 日／２０１０年  9月 3日

発明管理番号／知発１１７１

出 願 日／２００5年 9月 16日

発 明 者／横川 隆一

発明の名称 ● インピーダンス制御によって制御されるロボット

■課　　題　人間の腕とロボットと協働させる場合において、人間の腕を
ロボット本体に保持させた場合であっても、その重量によってアームを
下方へ移動させないようにする。

■解決手段　ロボット本体１０に接触する人間の腕などから作用する外力に基づい
てロボット本体１０をインピーダンス制御する場合、ロボット本体１０側に第一の力
覚センサ１７と変位検出センサ１５とを設けるとともに、人間の手側に第二の力覚セ
ンサ１７ａを設ける。そして、これら第一の力覚センサ１７、第二の力覚センサ１７ａ、
変位検出センサ１５を用いてロボット本体１０をインピーダンス制御する。これによ
り、人間の腕をアーム１１に保持させた場合であっても、手で把持されているスプー
ンに上向きの力が作用していなければアーム１１を下降させることがなくなるので、
人間の意思に沿った移動方向に移動対象物を移動させることができる。

発明の概要

特 許 番 号／特許第４５５４３７４号

出 願 番 号／特願２００５－００２６１９

権 利 者／学校法人同志社

適用分野用途／熱音響による冷却（加熱）システム

登 録 日／２０１０年 7月 23日

発明管理番号／知発１１０３

出 願 日／２００5年 1月 7日

発 明 者／渡辺 好章、坂本 眞一

発明の名称 ● 

■課　　題　熱交換の効率性を向上させることのできるスタックを有する熱
交換器及びその熱交換器を用いた熱音響装置を提供する。

■解決手段　複数のスタック構成要素３ｅＬ、３ｅＨを積層した第一のスタック
３ａと、この第一のスタック３ａの両端に設けられた第一高温側熱交換器４及
び第一低温側熱交換器５を備え、第一高温側熱交換器４及び第一低温側熱
交換器５と間の温度差によって自励の音波を発生させ、第二高温側熱交換
器６及び第二低温側熱交換器７に挟まれた第二のスタック３ｂで熱エネルギ
ーに変換する熱音響装置１において、第一高温側熱交換器４及び第二高温
側熱交換器６側から順に、熱伝導率の低いスタック構成要素３ｅＬ、熱伝導
率の高いスタック構成要素３ｅＬ、熱伝導率の低いスタック構成要素３ｅＬ、
及び、第一・第二低温側熱交換器５、７と配する。

熱交換器、及び、その熱交換器を用いた熱音響装置

（A）
（B） （D）（C）

同志社大学“知”の軌跡 ～特許情報～

同志社大学には、研究技術開発によって生まれたさまざまな知的財産があります。これらの中で特許登録された発明を紹介します。
ご興味をもたれた皆様からのご連絡をお待ちしています。
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特集

▶三木　光範　同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 教授

知的照明システムの開発で
「働きやすい」空間を提供

必要な光を必要な場所へ！
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オンリーワンの付加価値を生み出す
オフィス環境

皆さんは、自分たちが働くオフィスの照明を意識したこ
とがありますか？ 光はそれぞれ明るさ（照度、単位はル
クス）、色（色温度、単位はケルビン）を持っていて、
例えば色みについて言えば、市販されている蛍光ラン
プでも昼光色や昼白色、白色、温白色、電球色など
が用意されています。にもかかわらず、今もオフィスの
天井には画一的な昼白色や白色の蛍光灯がずらりと並
び、明るく白い光で私たちを照らしています。

確かに、明るく白い空間は緊張や覚醒の効果があ
り、例えば工場内でのオペレーションや伝票入力などテ
キパキとした作業には適していると言われています。し
かし、最近の研究では、深い思索が必要なクリエイティ
ブワークでは、少し暗めの暖かい色で、落ち着いた照
明のほうがより創造的な仕事ができるという結果が報告
されています。かつての大量生産・大量消費の時代
は終わりを告げ、これからは世の中にないオンリーワンの
価値を生み出すことが求められています。厳しいグロー
バル市場の中で日本が勝ち残っていくために、まさにオ
フィス環境そのものを見直す時期に差しかかっていると
言えるでしょう。

“ 適光適所 ” の発想で進化し続ける
知的照明を開発

知的照明システムというのは、一言で説明するなら、
一人ひとりの活動に最も適した照明の明るさ、色を提供
しようというもの。照明の好みは人によって異なるはず。
いわゆるオーダーメイドの照明です。人工知能を搭載し
た照明器具がネットワークでつながり、個々の机の上に
ある照度計の値を読み取りながら、明るさや色を微調整
していきます。現在、一対一のタスクライトなら手元で明
るさや色を調整できるものが売られていますが、たくさん
の照明でたくさんの人を照らすオフィス…、例えば大きな
ビルになると1 万台以上の照明器具があって、明るさ、
色の組み合わせは数億通り以上となり、望みの場所に
望みの光を届けることなどとても不可能だと考えられてい
ました。

私が研究開発した照明システムは、進化的アルゴリ
ズム（evolutionary algorithm）による人工知能に
よって制御しているのが大きな特徴でしょう。生物が進
化していくとき、様々な可能性の中から環境に適応しな
いものは淘汰され、適者だけが生き残ることができます
ね。同じように、それぞれの照明が明るさや色を目に見
えないレベルで無段階に変化させながら、ユーザーが求
める照明を提供するにはどうすればいいか、約 2 秒に
1 回の割合で学習し進化し続けます。複数の解の中か
らどの解が生き残るかを決定し、その繰り返しによって最
も優れた解を導き出す…。照明一つひとつが高性能の
コンピュータだと考えてもよいでしょう。これは、今までと
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特集

同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 教授

三木 光範

世の中の価値観が多様化している今、これまでのように画一的なオフィスで画一的
な仕事をこなすというワークスタイルが大きく変わろうとしています。競争価値のある
商品・サービスを生み出していくために、一人ひとりの仕事の質、量、あるいは気分や
体調に合わせた環境を提供していくことが求められています。
三木光範理工学部インテリジェント情報工学科教授は、オフィスワーカーのニーズに

応じて、必要な光を必要な場所へ提供するという、これまで誰も考えなかったユニーク
な「知的照明システム」の研究開発に取り組んでいます。最近では様々な企業との産
学連携が進展し、首都圏や九州の多くのオフィスで実証実験も進められています。今
回は、従来のワークスタイル、ライフスタイルの常識を覆す画期的な知的システムの
将来の可能性についてお伺いしました。 知的照明システムの構成
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はまったく異なる画期的な制御システムで、同志社大学
発の多くの特許にも結びつきました。

もう一つの特徴は、オフィスの省エネに大きく貢献でき
るということでしょう。今までは、JIS 規格で定められた
750 ルクスの明るさを満たすために、実際のオフィスで
は新しい蛍光ランプで 1000 ルクスを超えるような高い照
度になっていました。しかし、知的照明システムは明るさ
や色だけでなく、最もエネルギー効率が良い組み合わせ
が何かを考え計算し、常に適切な光を提供してくれま

めには、企業体との連携が欠かせません。今から10
年前、同志社大学の小さな研究室で始まった知的照
明システムの開発。当初は、照明器具もセンサもすべ
て私たちの手づくりでした。その後、三井物産戦略研
究所などの協力で大きな推進グループが出来上がり、

　2009年 10月、東京駅前・新丸の内ビルディング
10階に、LED知的照明システムと輻射空調システムを
世界で初めて複合導入したオフィス「エコッツェリア」が
誕生した。地域の環境戦略拠点として位置付けられる低
炭素型オフィスで、LED知的照明システムについては三
木光範教授のシーズと三菱地所㈱との産学連携で導入が
実現したものだ。グリッド天井用 LED照明を24台設
置。個々のワークシーンや好み、体調などに応じて最適
な明るさ、色を提供する。今までの明るく真っ白な照明
はもちろん、まるでホテルのロビーのような落ち着いた
照明まで、それぞれのニーズに合わせて選択できるのが
魅力だ。ユーザーの評価は上々で、「仕事の効率が高
まった」「オフィスに行くのが楽しい」という声も寄せら
れているという。また、消費電力も従来の半分程度で推
移するなど、ビルを所有するオーナーの満足度も高い。
日本を代表するビルディングでの成功事例は、三木教授
が研究開発を進める知的照明システムの認知度を高める

ことにつながった。
　こうした実績が認められ、
三木教授は「知的照明およ
び輻射空調システム等を統
合的に活用した低炭素型オ
フィス設備の最適化制御に
関する技術開発」に関して、
産学官連携功労者表彰の環

境大臣賞を受賞した。「我
慢しない省エネが評価され
た」。今までの省エネは、
照明を暗くしたり、冷暖房
の設定温度を低くしたりす
るなど、不便を感じること
が多かった。快適さを追求
すれば、エネルギーの消
費量は増大してしまう…。
三木教授が提案する知的
照明システムはそんな常識
を180度覆すものだった。「一人ひとりの環境をベスト
にすれば、それが結果的に省エネにつながる。今までの
考え方とはまったく異なる発想」と胸を張る。三木教授
は昨年2月にも、「執務者の個別選好照度と高い省エネ
ルギー性を実現する照明の分散最適制御システム」で、
日本ファシリティマネジメント推進協会大賞の技術賞を受
賞した。そのユニークな研究に内外から注目が集まって
いる。
　今、様々なテナントオフィスや貸しビルが市場にあふ
れ、入居者を獲得するのは容易でなくなってきている。
三木教授の知的照明システムを一つのコアとした快適か
つ省電力の付加価値を提供することで、斯界に新たな市
場競争力を生み出すことにつながるのではないかと期待
される。

最新の LED知的照明システムを導入した
低炭素型オフィス「エコッツェリア」

産学官連携功労者表彰の
環境大臣賞を受賞

環境大臣賞受賞！
我慢しない省エネでオフィスを快適空間に

す。使用電力量の節減とCO2 排出量の削減にも役立
つ、これからの環境社会にぴったりの次世代エコシステ
ムだと言えるでしょう。

企業の知恵と技術を生かして
知的シーズの事業化を実現

今から6 年前、私と㈱三井物産戦略研究所が呼び
かけ人となり、大企業約 30 社が会員の「知的オフィス
環境コンソーシアム」を発足させ、知的照明システムを
中心とした将来のオフィスの在り方、市場の可能性を追
求してきました。2008 年には 3 年間のプロジェクトで、
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）の助成を受け、六本木ヒルズ森タワーと東京
ビルディング、都心に位置する二つのオフィスで知的照
明システム（蛍光灯、LED）の実証実験を実施。マー
ケティング企画やエンジニア部門で働く80 人を対象に
追跡調査を行ったところ、一般的なオフィスの明るさであ
る700 ルクスを選んだ人はわずか 1 割にも満たず、多く
の人が 300 ルクスや 500 ルクスを選んでいることが分か

りました。また、色についても、電球色と
昼白色の中間である温白色（3500ケルビ
ン）が好まれるという結果を得ました。先
ほど、仕事をしやすいと感じる明るさ、色
は人によって異なるという話をしましたが、
この実証実験を通してこれまで信じられて
いたオフィス照明の常識が誤っていることを
明らかにできたのではないかと思います。

こうした成果をもとに、コンソーシアムをさ
らに発展させた「知的照明システム推進
協議会」を立ち上げ、通信会社や電力

会社、照明メーカー、不動産やオフィス業界、ディベ
ロッパーなど70 社を超える大企業がそれぞれの得意
分野を生かしながら、知的照明システムの本格的な事
業化を目指しています。既に、東京駅前の新丸の内
ビルディング内のオフィスなど、東京都内 8 個所、九
州 1 個所のオフィスで実証を開始。その一つ、九電
工本社ビル（福岡）は最新グリッドの天井用 LED 照
明 36 台、机上センサ 25 台を設置した先端モデル
で、自社のオフィスづくりの参考にしようと全国から
様々な企業が見学に訪れています。

大学のシーズ（基礎研究）を世の中に出していくた

現在では三菱地所㈱の強力な支援のもと、様々なオ
フィスでの導入が広がりつつあります。今後はさらに多く
の外部の知恵、技術を取り入れながら、知的照明シス
テムの普及と発展に努力していきたいと考えています。

オフィスから家庭へ！ 
知的システムが世の中を変える

今後は、オフィスだけでなく、病院や学校、あるいは
高齢者施設などへも知的照明システムを広げていきたい
ですね。特に、小中学校の教室などで目的に合わせ
て照度や色を変えれば、学習効果がぐっと高まるかもし
れません。人が集まるあらゆる場所に、知的照明の無
限の価値が埋もれていると考えています。
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昨年 7月、私の知見をもとに、同志社大学生命医
科学部、京都大学医学部、㈱ベネッセコーポレーショ
ン、㈱日立製作所との産学連携で開発したのが、脳科
学の知見を活用した学習照明スタンド「調光式学びライ
トLED」です。例えば、短時間で集中して勉強したい
ときは青みがかった白色モード、物語を読んだり図工な
ど創作活動を行うときはアイボリーモード、長時間の勉強
はオレンジモードというように、最先端の脳科学研究に
基づいた 6 種類の光を選択できるようになっています。
オフィスから家庭へ－。まずは、知的照明システムの魅
力を多くの人に知ってもらうモデル商品にしようと考えて
います。

私が目指す知的照明のゴールはどんどん広がっていま
す。3 年ほど前から、経済産業省が「クリエイティブオ
フィス推進協議会」を発足させて、オフィスの中に社員
が集まるカフェを作ろう、固定席をやめてフリーアドレスに
しようという運動を進めていますが、私はそこに “IT”を
融合することで、オフィスをさらに快適な空間にしたいと
思っています。例えば、空調一つをとっても、22℃が
好きな人もいれば 28℃がいいという人もいる。自分の周
りを好みの温度に保つパーソナル空調があっても良いで
しょう。また、デスクやブラインド、壁紙の色も、季節に
応じて変えることだってできるかもしれません。オフィスの
照明から派生して、空調、レイアウト、内装など、どん
な環境にすれば効率的かつ楽しく仕事ができるかを追
求していきたいですね。

今年の 2月、一つの実験として、私が所属する
「知的システムデザイン研究室」の中にノンテリトリアルオ
フィスを作りました。今までの大学の教室・研究室という

のは、グレーの机を対向島型にいくつも並べて、横に
通路を設けて…というものでしたが、そうした常識はす
べてリセット！ カウンター席や和室、プレゼンテーションルー
ムなどを設け、まるでホテルやカフェの一室のような雰囲
気になっています。また、コンピュータが席を自動的に
決めるフリーアドレス制を採用していますが、例えば新し
い学生が入ってくる4月～ 6月は 4 年次生を同じテーブ
ルに配置して横のつながりを深めてもらう、7月 8月頃
になると今度は 4 年次生と修士の学生を同じ席に並べ
て縦の関係を構築してもらうというように、どうすればよ
り学習効率を高められるのかを考えながらどんどんルール
を変えていくのが特徴です。同志社大学のノンテリトリア
ルオフィスで得た実証実験を公共の空間へ適用していく

のが最終的な目標です。
近い将来、もしかすると、その人の体調や仕事ぶりを

コンピュータが自動的に判断して、「あなたは眠そうだか
ら白い光にしましょう」と言ってくれる時代が来るかもしれ
ません。しかし、それではすべてがコンピュータの意思
通りになってしまう。今仕事をするべきか、何を食べる
べきか、どこに遊びに行くべきか…。最終的に優先され
るのは人間の感性であって、IT はあくまで黒子に徹す
るべきだと思います。コンピュータが私たちに何らかのサ
ジェスチョンを与えてくれるような緩やかなレコメンド（推
薦）が理想的ですね。知的システムの研究開発を通し
て、人間とコンピュータの関わり方、使い方なども同時
に発信していきたいと考えています。

「知的照明システム」実験室（同志社大学）

ノンテリトリアルオフィスの風景

5 Doshisha University LIAISON OFFICE NEWS LETTER  Vol.38 ／ 2012.11 6

特集｜必要な光を必要な場所へ！　知的照明システムの開発で「働きやすい」空間を提供

クリエイティブ思考を生み出す
知的オフィス環境

　「平均的」「均一的」、何と心地
良い言葉でしょう。オフィスは
長い間、この言葉により進化が
止まっていたのではないでしょ
うか？ 否、止まっていたのでは無く、カタログ戦
争とも言える競争の激化、技術革新を勝ち誇るか
の様なスペックアップにより、間違った方向への
進化が進んでいたのではないでしょうか？
　「平均という言葉は全員が不満足という意味に他
なりませんよ」この三木先生の言葉は今でもはっ
きりと脳裏に焼き付いています。人間の好みが異
なるのは当然のことなのです。
　国際競争力の低下、少子高齢化、成熟社会等々…、
今、日本企業にとって必要なのは知的イノベー
ションであり、その為には、個人の好みを尊重し、
クリエイティブな仕事を行うための、知的生産性
の向上や快適性の向上に資するオフィス環境が必
要なのです。多くの企業がこのことに気付いては
いますが、前例主義や横並び主義が、これを阻害
しています。知的照明システムは、個人の好みに
応じた照明環境を提供し、しかも省エネにも貢献
できる画期的な技術です。
　今回の環境大臣賞受賞は、知的イノベーション
の推進を加速するもので、まさに「オフィスに光」
を投じるものとして非常に価値のあることと思い
ます。

谷澤　淳一 氏
三菱地所㈱執行役員 経営企画部長

業務空間の革命
「知的照明システム」普及への期待

　我が国のオフィスなど業務空
間における照明環境は、均質で
白い高照度（750 ルクス）神話が常識でした。ほん
の少し前、東日本大震災の原発事故による緊急節
電を経験するまでは…。蛍光管の間引きや高級ビ
ルでは調光装置（照度調節機能）を使って、JIS の
オフィスにおける推奨照度 750 ルクスを大きく下
回る 300 ルクス程度（労働安全衛生法による精密
な作業 300 ルクス以上）の照明環境体験で、パソ
コンを使うオフィスワークに何の支障もなく、消
費電力は半減してさらに眩しさからの解放がワー
カーたちに支持された。
　三木教授による人工知能を使った照明コント
ロールシステムは、東日本大震災の数年以上前か
らの提唱であった。当時照明の専門家は、750 ルク
スを業務空間の隅々まで均質に照らすことが技術
の使命であり、不均質などあり得ない…と。
　この度のエコッツエリアにおける知的照明の実
験導入とそれらの環境大臣賞受賞は、「利用者満足
の上に省エネが成立する技術」として、業務空間
の照明環境革命を広く社会に認知・普及を促す最
高の機会を得ました。LED の進化とあわせて、業
務空間の照明環境はいよいよ「調光・調色」の時
代へと深化するものと思われます。

本田　広昭 氏
知的照明システム推進協議会 事務局長
㈱スマートオフィス総合研究所 代表取締役
㈱オフィスビル総合研究所 特別顧問

オフィスに光を！
始動を開始した「日本型イノベーション」

　三木教授と祇園での「一杯」
から旗揚げした、ゲーテなら
ぬ「オフィスに光を」を目指す

「オフィス革命運動」は、瞬く間に沖電気、日立
製作所、後に三菱地所などの強力な「同志」を得
て、知的オフィス環境コンソーシアム結成・発展
に到ります。それは、シリコン・バレーに見られ
るアメリカ型イノベーションに対して、日本型イ
ノベーションの試行でもありました。
　岩井克人氏の著作にある通り、日本は産業資本
主義からポスト産業資本主義への移行期にあたり、
新しいビジネスモデル創出が出来ず苦しみ抜いて
います。ポスト産業資本主義の担い手は、差異性
を創出できる人材です。故に、日本の企業はその
ような人材を育成すべく多額の投資を始めました。
しかし、育成されつつある人材がクリエイティブ
な仕事をする場そのものをクリエイティブな空間
にするという発想が大多数の企業の経営者にない
ために、オフィスは大正時代以来の旧態依然とし
た「養鶏場」の様相を呈しており、その結果イノ
ベーションが停滞しています。
　今回の環境大臣賞受賞はまさにこの惨状に一条
の光を当てることとなりました。次なる目標はこ
のシステムを本格的に商業化し、日本のイノベー
ションに貢献することです。

西村　真 氏
名古屋大学大学院 経済学研究科 教授

（前㈱三井物産戦略研究所 副所長）



カメラのトモミ堂
同志社発
インキュベーション施設

未来の新産業を創る。未来へ伝える大切な一枚の創造
　当社は、未来へ伝える大切な一枚の写真にこだわり、地域密着経
営と今までの築いた技術を活かした商品づくりや調査研究、マーケ
ティングを通じ、付加価値商品の創造に取り組んでおります。
また、写真撮影を通じて、「写
真」ではなく、「写心」を伝
え、写真文化の高揚を図って
まいります。

　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	 田原　剛
所 在 地	 〒610-0332
	 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地
	 同志社大学京田辺キャンパス業成館　312号室
TEL　0774-62-5548	 FAX　0774-63-5548
E-mail　info@tomomido.com	 URL　http://www.tomomido.com/

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

2012年度 同志社大学リエゾンフェア
「リエゾンオフィス・知的財産センター開設10周年記念フォーラム」を開催

【日時】 2012年7月11日（水）
【場所】 ホテルグランヴィア京都（京都市下京区）

リエゾンフェアは、産官学連携活動をアピールするために毎年テーマを定め開催
するフォーラムで、本年度は、リエゾンオフィス・知的財産センターの設立10周年記
念フォーラムとして開催いたしました。
「産官学連携活動の活性化を通じて“研究力の同志社大学”へ」をテーマに、基

調講演では「日本経済の動向と産官学連携活動の有用性」と題して、浜矩子ビジネ
ス研究科教授による講演が行われました。その後、橋本雅文リエゾンオフィス・知的
財産センター所長が「産官学連携活動のさらなる活性化を目指して」と題して、本
学の産官学連携実績を紹介すると共に、次の10年に向かって今後取り組むべき課
題を説明しました。また、本学と産官学連携活動実績のある企業3社と支援機関よ
りご講演をいただきました。

基調講演では、日本経済の現状と今後を踏まえ、産官学連携活動がどうあるべきかなど、今後の産官学連携活動を考える上
で示唆に富んだ提言をいただき、約280名の参加者は熱心に聞き入っていました。また、企業による産官学連携の実績報告で
は、理工系・生命系・文理融合系の成功事例を発表いただきました。

プログラム終了後に開催した情報交流会でも多数の参加者があり、企業・行政・大学間での異業種交流が活発に行われ、産
官学連携活動のさらなる活性化を期待しつつ、盛会のうちに終了しました。

「京都発未来創造型産業創出連携拠点」大学シーズ発表相談会にて発表
【日時】 2012年9月19日（水）
【場所】 京都リサーチパーク（京都市下京区）

「エネルギー」、「環境」、「バイオ」、及び「医療･健康」分
野における研究成果の実用化の促進を目的に京都を中心と
した８大学が参加、来場者111名と、盛況な発表相談会にな
りました。本学からは、山口博司教授（理工学部エネルギー
機械工学科）が「エネルギー自立型太陽熱給湯・発電システ
ム」、人見穣准教授（理工学部機能分子・生命化学科が「酵素を用いない微量過酸化水素の迅速検出」の研究成果を発表され
ました。研究内容について興味を持っていただいた企業などからの問合せに現在も対応中です。

　 産官学連携コーディネーター 松井健一

「産学官連携推進会議（第11回）／イノベーション・ジャパン2012」に参加
【日時】 2012年9月27日（木）・28日（金）
【場所】 東京国際フォーラム（東京都千代田区）

「イノベーション・ジャパン」に今年も参加しました。来場者数は、二日間
で約2万3千人に上りました。舟本聡准教授（生命医科学部・医生命シス
テム学科）が、大学見本市に出展（医療分野）、またショートプレゼンテー
ションコーナーで発表を行いました。テーマは「アミロイドβタンパク質の
産生を特異的に抑制するペプチド」です。

急速な高齢化に伴い認知症の患者数が増大し、平成27年には認知症
高齢者数が345万人（65歳以上人口の10.2％）に達する（厚生労働省
推計）という日本が抱える深刻な問題があります。アルツハイマー病は認
知症全体の約半分を占める疾患で、アミロイドβタンパク質が主因である
と考えられていることから、舟本先生の展示ブースには、大手・中小に係わらず、製薬・食品メーカーなどの企業の担当者が終
始訪れて、熱心に先生のお話を聴いていかれました。名刺交換の件数だけでも、二日間で50件を超えました。ショートプレゼン
テーションも盛況でした。製薬メーカーの共同研究募集への応募、技術説明会へのエントリー、マスコミュニケーションへの掲
載などのお誘いがあり、今後の産学連携に繋がる、大変充実した、有意義なイベントでした。

同時開催された「産学官連携推進会議」では、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）からの推薦を
受け、角田伸人特定任用研究員（研究開発推進機構）が「アルツハイマー病の新規診断バイオマーカーと測定系の開発につ
いて」のプレゼンテーションとパネル出展を行いました。

また、産学官連携功労者表彰では、特集で取上げました三木光範教授（理工学部インテリジェント情報工学科）の「知的照
明および輻射空調システム等を統合的に活用した低炭素型オフィス設備の最適化制御に関する技術開発」が環境大臣賞を受
賞し、表彰式が行われました。 産官学連携コーディネーター 尾崎安彦

「日本経済の動向と産官学連携活動の有用性」
　浜　矩子　同志社大学大学院	ビジネス研究科長

プログラム

「産官学連携活動のさらなる活性化を目指して」
　橋本　雅文　同志社大学リエゾンオフィス・知的財産センター所長

「今後の同志社大学に期待すること」
　北出　至 氏　同志社校友会大阪支部産官学部会（LCC）　会長
　五島　洋 氏　NPO法人同志社大学	産官学連携支援ネットワーク　副理事長

【後援】 近畿経済産業局、京都府、京都市、同志社校友会大阪支部産官学部会（LCC）、
 NPO 法人同志社大学産官学連携支援ネットワーク

　黒田　眞理子 氏 株式会社パワフルケア　代表取締役社長
　奥村　敦司 氏 千寿製薬株式会社　製品戦略本部	副本部長	研究開発戦略統括	執行役員

　城戸　巧 氏 株式会社ムーンスター　執行役員	調達本部長

基調講演

講演

産官学連携活動紹介

講演
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Ask them first！
わくわく感やどきどき感がユーザーを生む

「ユニバーサルデザイン」とは何だろうか？ よくバリ
アフリーと混同されるが、目の前にある障壁（バリア）を
外す（フリー）という概念ではなく、最初からバリアその
ものを設けないということ。「高齢者や障がいのある
人、妊産婦など、最もニーズが重い人（ユーザーエクス
パート）のことを考えて町やモノをデザインすることに
よって、よりニーズが軽い人たちもハッピーになれる…。
それがユニバーサルデザインの基本理念です」と関根
千佳教授は笑みをこぼす。

今、世界は急激な勢いで高齢化へと突き進んでい
る。高齢者が市場の重要なターゲットとなる中で、今後
はユニバーサルデザインを取り入れた商品、サービスが
競争価値を持つようになるだろう。「誰でも使えるとい
うだけでは普及しません」。例えば、YAMAHAの電動
アシスト自転車PASは、もともと高齢者のために開発
されたものだが、そのスタイリッシュなデザイン、豊富な
カラーバリエーションが自転車通学で坂道を上り下りす
る女子高校生に受け入れられ、一気に需要を広げて
いった。価格の手頃さを含め、かっこ良さや楽しさが感
じられるもの、若い人たちでも「これ、面白い！」と言って
くれるようなものを提供する。「Ask them first！ ユー
ザーエクスパートがどんなニーズを持っているのか、ど
んな問題を抱えているのか…。彼らに聞くことからユニ
バーサルデザインの設計は始まります」と説明する。

フィールドを舞台に
人間の多様性と公共施策の本質を学ぶ

「学生の皆さんには、人間の多様性を学んでほしい」。
関根教授は政策学部の授業の中で、「自分の友人に 
同志社大学を紹介するとしたら？」という課題を出した。 
耳の不自由な人、目の不自由な人、車いすユーザー…。 
多様な友人に対して、どうすれば自分の大学のことを
理解してもらえるか、学生たちの間で熱心なディスカッ
ションが交わされたという。例えば、目の不自由なゲス
トを案内するときには、ハリス理化学館のレンガの壁に

触れてもらって、建物
の歴史の重みを感じ
てもらう。あるいは、明
徳館のカフェでコー
ヒーの香りを楽しみな
がら、留学生が交わす
様々な外国語に耳を
傾けてもらう。「ユニ
バーサルデザインの
社会がどうあるべき
か。実際にキャンパス

を回ることで、その一端を経験することができました」
と話す。

もう一つ、関根教授は京都府と共同で「パーキング
パーミット制度（おもいやり駐車場利用証制度）」の普
及促進に取り組んでいる。これは、障がい者だけでな
く、高齢や難病で歩行が困難な人、またケガ人や妊産
婦、新生児連れで一時的に歩行が困難な人などに対し
て、利用証を発行し、専用の駐車場を積極的に利用し
てもらおうという制度。だが、駐車スペースの問題やド
ライバーのマナーの問題などで、実際にはまだ利用者
が少ないのが実情だ。「市内の公共施設やホテル、商
店、社寺などで、パーキングパーミットがどのように取り
組まれているか、19人の学生たちにインタビューしても
らいました」。例えば、狛イノシシで有名な護王神社（京
都市上京区）では、常時3台分のおもいやり駐車場を用
意。観光客の多い土・日などは、ニーズに応じて車いす
専用スペースを増やすなど万全の対応を行っていると

いう。その一方で、別の施設では駐車場にせっかく車い
すの表示を設けているのに、誰がどのように利用して
いるのか把握していないなど、現場レベルでの理解が
徹底されていない事例も多かった。「行政が進めている
施策がどこまで市民に浸透しているのか？ サービス提
供者だけでなく、利用者にもインタビューを実施するな
ど、学生自身の意識向上にもつながりました」と目を細
める。

年をとるとはどういうこと？
高齢者研究の拠点としての役割を果たす

ユニバーサルデザインの社会を実現していくために、
これからは高齢者についての理解をもっと深めていく
必要があるだろう。特に、学生たちは社会に出たとた
ん、今まで経験したことのない高齢社会の中で、ユニ
バーサルデザインの施策や商品・サービスを提案してい
かなければならない。年をとるとはどういうことなの
か？ 関根教授は同志社大学で「ジェロントロジー（老年
学、加齢学）」についての教育研究を積極的に進めてい
こうと考えている。生理学・医学的な見地からだけでな
く、収入や介護などの社会的問題、信仰やスピリチュア
リティ（魂、精神）の問題、死生観に至るまで、対象となる
研究領域のすそ野は広いが、「一人ひとりがそのことに
ついて考えるきっかけを提供したい」と意欲を語る。国
内ではジェロントロジーの講座を持つ大学は数えるほ
どしかなく、同志社大学が高齢者研究の新たな拠点に
なることが期待されている。

先述したように、ユニバーサルデザインのマーケット
はたいへん大きなものとなっている。例えば、最近の宿
の傾向を見ると、還暦や古希など暦日のお祝い、あるい
は同窓会で集まる60歳以上のグループが増えている。
しかし、もしその宿が、ユニバーサルデザインでなかった
ら、そのうちの一人でも車いすユーザーになると、「ある
日突然、グル―プ全員が、その宿からよそへ移ってしま
うのです」。つまり、ユニバーサルデザインを理解しない
企業は、大切な顧客を失ってしまうことになりかねない
と指摘する。まさに、ユニバーサルデザインは、環境、安
全に並ぶ21世紀社会のキーワードとなり得るだろう。
「扇子や風呂敷など、京都には人に優しい商品がたく

さん埋もれています。今後、地場産業の皆様がユニバー
サルデザインを取り入れた商品、サービスを開発すると
きにはぜひ声をかけていただきたいですね」。誰もが暮
らしやすく、誰もが幸せになれる社会を目指して…。 
関根教授のバイタリティあふれる人柄にこれからの期
待が高まる。

人に優しいユニバーサルデザインの設計で
誰もがハッピーな社会を目指す
関根 千佳（せきね　ちか）　政策学部 政策学科 教授

専門分野は、ユニバー
サルデザイン社会の政

策と実践につ

いて。どうすればより実
効性のあるユニバーサ

ルデザイン商

品・サービス・政策を提
案できるか、ユーザー

を巻き込みな

がらそのプロセスを考え
ている。同志社大学教

授として教育

研究を行う傍ら、㈱ユー
ディット（本社：横浜市

）の会長とし

て、ユニバーサルデザ
インの視点で様々な企

業や自治体の

商品・サービス開発に
助言している。趣味は

温泉巡り。「日

本秘湯を守る会」の会
員で、これまで50以

上の温泉地を

訪ねたという。「お勧め
は？」と聞くと、「福島県

の高湯温泉。

川に面した白い硫黄泉
の露天に癒されます」と

笑う。

Chika Sekine
Professor's Profile

多様性を学ぶフィールドワーク

護王神社では
「おもいやり駐車場」が充実

利用証
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細胞の運命はどうして決まる！？
エピジェネティックなメカニズムの不思議に迫る

組織あるいは分化細胞の源となる細胞である幹細
胞が、例えば心臓細胞や皮膚細胞などに分化する際に
は、ある特定のDNAの領域に細胞、組織特異的な転写
因子が結合することで特定の遺伝子発現が活性化・不
活性化され、細胞の運命が決定される。その際に、クロ
マチン（DNAとヒストンなどの核タンパク質との複合
体）はその構造を巧みに変化させ、転写因子の作用を
受けやすくしたり、逆に受けにくくしたりする。こうした
現象は“エピジェネティックな現象”と呼ばれ、具体的な
現象としてDNAのメチル化修飾、ヒストンのアセチル
化修飾やメチル化修飾などが知られている。
「DNAの配列はまったく同じなのに、なぜ細胞は違っ

た運命をたどるのか？そのメカニズムに関心がありま
す」。谷口浩章助教は同志社大学に赴任する以前、独
立行政法人理化学研究所に所属し、“Hamlet”の発見
者Moore Adrian Walton神経形態遺伝学研究チー
ムリーダーのもとで研究を行っていた。Hamletとは、細
胞の運命を決定する転写因子の一つ。ショウジョウバ
エでは、感覚神経の前駆細胞が分化して最終的に神経
細胞、グリア細胞、毛細胞、ソケット細胞になることが分
かっていたが、「その細胞運命決定機序に、エピジェネ
ティックなメカニズムが関わっているのではないかと考
えました」。谷口助教らの研究グループは、クロマチン
免疫沈降法を使って、Hamletの標的遺伝子領域の状
態を調べたところ、Hamletが標的遺伝子の転写制御
領域と結合することで、ヒストンH3のリジン27番目のト
リメチル化が誘導され、結果的に細胞の運命が決定さ
れる可能性を示した。「細胞の運命決定機構に注目す

ることにより、再生医療の発展や様々な疾病メカニズ
ムの解明につなげられるかもしれません」と谷口助教
は語る。

医学と工学の知識を融合し
癌細胞の転移メカニズムをモデル化

例えば、ショウジョウバエでは毛になる予定の細胞に
特定の転写因子（例えばHamlet）を過剰発現すること
で神経細胞になることがある。
「癌細胞にも同じような現象が起こっているのでは

ないでしょうか」。谷口助教は今までの研究成果を生か
し、同志社大学で癌の転移に関わるメカニズム解明に
取り組んでいる。癌細胞が転移するとき、癌の上皮細胞
が間葉系の細胞（軟骨や脂肪などを構成する細胞）に
変化し、それが何らかの形で血管に押し込められて浸
潤していく(上皮間葉移行)。以前から提案されている
ホットなテーマだが、その仕組みには不明な部分が多い
という。「ヒトにおける癌細胞の転移のメカニズムを可
視化することはできないのか？」。このような疑問を持
ち研究に取り組み始めた。そこで、谷口助教は動物の
発生段階で腸が形成されるとき、胚表面の一部の細胞
が突然細胞の中に入っていく“原腸陥入”という現象に
注目。非常に興味深いことに、その過程で見つかった
SnailやSlug、Twistなどの転写因子は癌細胞の上皮

間葉移行に関連する転写因子である。例えば、TGF-β
という成長因子をマウスの乳腺細胞に添加すると、
Snailが過剰発現して細胞の形態が変わることなどが
知られている。谷口助教は、上皮間葉移行や原腸陥入
のメカニズムを解明することで癌細胞転移のメカニズ
ムが明らかになると考えている。　

さらに、「物質を添加する場所や細胞の足場などいく
つも条件を変えながら、遺伝子発現をコントロールする
手法を模索していきたいですね」と笑顔を見せる。癌細
胞が血管に押し込められる部分には、遺伝子の変化の
みではなく内側に向かって何らかの力がかかっていると
予測できる。谷口助教は、転写因子の機能解析を行って
いる医生命システム学科の小林聡教授と生命現象を
物理学的な見地から研究している医情報学科の吉川
研一教授と共同で、陥入の負荷を目に見える数値で表
そうという試みを行っている。ライブイメージング法（蛍
光や生物発光などで一つひとつの細胞をラベリングし、
蛍光顕微鏡で細胞の動態を観察する方法）と呼ばれる
手法を用いて、ターゲットとする細胞がどれだけ動いた
か、どれだけ形を変えたかを観察することにより、陥入
現象が起こるときの負荷のかかり具合と遺伝子発現の
関連性を数理学的に明らかにしていくという。
「究極の目標は、人工的な癌浸潤モデルを作って細

胞状態の変化を3次元的に可視化すること」と谷口助
教。医工連携のアプローチが、生化学研究の領域に新
しい息吹を注ぎ込むことが期待される。

生命現象の数理モデルを作成することによって、癌
の転移を単一細胞レベルにおいてより理解したい。例
えば、癌が転移するとき、その動きを特定することがで
きれば、ある一点のみを薬剤で処理し転移そのものが
防げるだろう。もちろん、臨床応用に結びつけるには大

変な時間と労力がかかるだろうが、「私自身の研究が医
学発展の一つの礎になればいい。多くの人を笑顔にす
るのが私の夢です」と谷口助教。谷口助教の若く斬新
な感性とたぎるような情熱、そして社会貢献の思いが
重なって、同志社大学から一つの“希望”が芽生えよう
としている。

また、谷口助教は、ショウジョウバエHamletのヒトホ
モログ遺伝子Prdm3に注目した研究にも取り組んでい
る。転写因子であるPrdm3は造血幹細胞の運命決定
などに関与していることが知られているが、「実は、特定
の胃癌細胞でPrdm3の発現が高いということが分かっ
ています」。悪性度の低い癌細胞ではあまり見られない
が、悪性度の高い癌細胞へと変化するときPrdm3が過
剰に発現するのではないだろうか。もしかすると、
Prdm3は癌細胞の運命を変える一つのファクターでは
ないのか…。谷口助教は悪性度の低い癌細胞に
Prdm3を過剰発現させたり、その反対に悪性度が高い
と思われる癌細胞か
らPrdm3を取り除い
てみたりと、さまざま
な遺伝子改変を行う
ことで 癌 に おける
Prdm3の作用メカニ
ズムを解析している。

谷口助教らのこれ
らの試みが成功すれ
ば、癌の悪性化、転移
を妨げるという人類
の夢が現実のものと
なる日もそう遠くは
ない。

研究者をたずねて

谷口 浩章　（たにぐち　ひろあき）

生命医科学部 医生命システム学科 助教

Assistant Professor's Profile

主な研究テーマは、転写因子による細胞分化制御機構の解
明など。独立行政法人理化学研究所脳科学総合研究セン
ターでは、エピジェネティックスに関する研究に取り組み、東
京大学、ケンブリッジ大学との共同研究により、転写因子の
“Hamlet”が嗅覚神経細胞の運命転換に大きな役割を果た
すことを発見した。今年4月から同志社大学生命医科学部に
赴任し、これまでの研究成果を生かして、癌細胞の分化や転
移メカニズムの解明を行っている。趣味は、お笑いのテレビ
を見ること。お気に入りの芸人は、ブラックマヨネーズ。アメリ
カのB級コメディ映画も好きなのだとか。「笑いは頭を柔軟に
することに役立つ」と話す。

Hiroaki Taniguchi

生理現象の数理モデルを確立し
将来の癌治療の道筋を拓く

ショウジョウバエの原腸陥入の様子

このメカニズムが
分かっていない

コファクター

が
ん
悪
性
化
？

遺伝子A
ON

遺伝子A
OFF

遺伝子C
ON

遺伝子C
OFF

遺伝子B
OFF

遺伝子B
ON

11 Doshisha University LIAISON OFFICE NEWS LETTER  Vol.38 ／ 2012.11 12



データの入力書式や、使用す
るソフトウェアがばらばら
で、どの場所に何のデータが
格納されているのか、一つひ
とつチェックしていくだけで
も莫大な時間がかかったとい
う。「結果としてシーズには
結びつきませんでしたが、こ
の経験でデータのチェックと
データを管理することの重要性を学びました」と振り
返る。

こうした経験を生かし、同志社大学で大森准教授
は、財団法人食品薬品安全センターと独立行政法人産
業技術総合研究所、住友化学株式会社、東北大学医学
部との産官学連携により、動物ではなく細胞を用いた
免疫毒性試験の開発に取り組んでいる。濃度が異なる
化学物質を細胞に添加し、その細胞が生きているかど
うかを発光反応の透過度として測定する｡迅速にそし
て誤りがないようにデータを得るために、まず、大森
准教授は学生たちと一緒に、実験データを入力する統
一のフォーマット（エクセルシート）作成に取りか
かった。実験施設の基本情報やオペレーターの氏名、
日付、さらにオペレーターの先入観を取り除くため
に、化学物質の名前ではなくケミカルコードで番号入
力できるように工夫した。また、シート上での入力ミ
スを防ぐために、直接入力できるスペースのほかに、
化学物質の濃度や溶媒の種類などポップアップ選択で
きるスペースを用意した。「実験がうまくいっている
のか、提出可能なデータかどうか…。オペレーターが
自分たちでセルフチェックできるようなフォーマット
を作成し、いかに正確にいかに早く各施設の測定値な
どの情報を含めたデータベースを作成するかがポイン
トです」と話す。

グラフィカルなデータ解析の提示
学生の研究意欲を掻き立てる

例えば、ある細胞毒性試験では、陽性対照物質（実
験が成立していることを示すために加えられた毒性物
質）、参照対照物質（ある程度の毒性があることが分
かっている物質）とともに被験物質の適用が行われ、
参照対照物質と被験物質の毒性指標（IC50）の値の
相対的な大きさで毒性を判定するという｡その細胞毒
性試験を評価する研究では、被験物質あたり同じ実験
が3回繰り返され、3施設での毒性の判定結果がどの
程度一致するかを調べることが行われた｡

「単に毒性の有無の判定だけでなく、毒性指標を図
示することでもっとクリアな形にできないでしょう
か」。

大森准教授はこの研究の再現性の評価を一つのグラ
フで表現した（横軸は化学物質の濃度、縦軸は化学物
質の種類を表す）。陽性対照物質を◇記号、参照対照
物質を●記号、ターゲットとする被験物質を○記号と
し、○が●に比べてどこに位置するのかを調べたとこ
ろ、物質1では○がすべて右側（濃度が低い部分）に
寄っていて、毒性のない無害の物質であることが一目
でわかるようになった（図1）。さらに、このグラフ
の縦軸を施設別に並べ替えると、Cという施設の再現
性は他施設に比べてよくはなさそうだということが明
らかになった（図2）。「視点をちょっと変えるだけ
で、見えてくるものが違ってきます」。複雑な計算式
などではなく、ひと目で分かるグラフを作成し、誰も
がその結果に納得することで、実験手法や手順の是正
につなげることができたという。「最終的には、こう
した試験法の性能が正しく理解され、よい試験法は広
く普及されるようになるといいですね」と夢を語る。

新たな商品やサービスの開発では、人体に対する安
全性の評価が欠かせない時代になっている。今後、ま
すますデータサイエンスを活用した産官学連携の舞台
は広がっていくだろう。「今回のプロジェクトは、興
味を持って手伝ってくれている学生さんに“生”の
データに触れてもらう絶好の機会となりました。産官
学連携を通して、新たな社会価値を提供するととも
に、人材育成にもつなげていけたらと思います」。学
生たちを見守る大森准教授の眼差しは、どこまでも優
しい。

周辺にあふれる情報から
社会的真実を浮き彫りにする科学手法

最近、巷でよく見かける特定保健用食品。実は、その
食品が健康に対してどれくらい効果的なのか、どのよう
な影響を及ぼすのか、きちんとデータで示すことが義務
づけられている。「今や食品や衣料、政治・経済に至る
まで、身の回りのあらゆるところに数値があふれていま
す。データを取ることから始めて、それらをまとめて解
析し、多くの人に分かるように報告する…。そのすべ
てがデータサイエンスという学問の守備範囲です」と
大森崇准教授は説明する。

例えば、50人の被験者にある薬を飲んでもらった
ところ、45人の症状が改善されたとする。一見する
と、その薬はとても効果的なように感じるが、もし薬
を飲まなくても48人が治ったのであれば、むしろ薬
は効かなかったのではないか…とも推測できる。美容
やダイエットなど、健康効果を謳う商品やサービスが
市場にたくさんあふれているが、私たちの目につくの
は一部の成功事例で、その周辺にある情報（例えば、
その商品を利用してもダイエットがうまくいかなかっ
た人など）がおざなりにされているかもしれない。

データサイエンスの手法を駆使し
世の中に役立つ試験・評価手法を確立

大森 崇 （おおもり　たかし）　文化情報学部 文化情報学科 准教授

「薬を飲んでいない人を調べる計画を立てなければ、
薬の効果があるかどうか分かりませんよとアドバイス
するのが私の仕事の一つ。データを取るための計画に
専門性を見出すことで、学問としてのすそ野が広がっ
ていくのです」。

動物を用いない安全性試験の開発の現場で
測定データに誤りがないような
入力書式によるデータの取得

近年、動物福祉の観点から、動物を使わずに化学物
質の安全性を確認する「動物実験代替法」の確立が求
められるようになっている。大森准教授は今から20
数年ほど前に、化粧品の毒性を評価するための細胞を
用いた毒性試験法を開発する研究に携わったという。
同じ物質を用いて、複数の施設で同じ手順で行った実
験のデータを集め、同様な結果となるかどうかを確認
する仕事だったという。当初は、複数施設からの実験

associate professor's Profile

Takashi Omori
専門分野は、生物統計学。「統計学やデータサ
イエンスのアプローチで現実の問題を解決す
る！」を合言葉に、「新しい毒性試験法の開発
に関する研究」「医薬品の評価の研究」「調査や
試験データの視覚化」など多種多様なアプロー
チを行っている。産官学連携にも積極的に取り
組み、リエゾンオフィスの橋渡しで実現した

「細胞を用いた皮膚刺激性試験に関する研究」
では確実な成果が生まれつつある。趣味はジャ
ズ鑑賞。「ミュージシャンたちが集まって即興
演奏するジャムセッションが魅力的。今日はこ
れを聞かせよう！という腕自慢が集まって互い
の技術を磨いていく。大学もこうあるべきで
は」と語る。

◇ positive control 陽性対照物質
● relative control 参照対照物質
○ test substance ターゲットとする被験物質

図 1 ◇ positive control 陽性対照物質
● relative control 参照対照物質
○ test substance ターゲットとする被験物質

図 2
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