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特 許 番 号／特許第４４８９３９１号

権 利 者／学校法人同志社

適用分野用途／高分子系複合材料
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発明の名称 ● 天然繊維強化高分子系複合材料の製造方法

■課　　題　ばらつきの多い天然繊維で強化し
た複合材料の設計を容易化し、さらにその品質
安定化を図る。

■解決手段　目標とする引張り強度を発現させ
るのに最適な界面強度τiを、製造する複合材
料の組成に応じて算出し、その後、この界面強
度τiを与える表面処理を選択して天然繊維に
施す。最適界面強度の算出式としては、
τi＝ασf／Ｌが考えられる。ここで、αは母材の
種類によって定まる定数、σfは天然繊維の平均
引張り強度、Ｌは天然繊維の平均繊維長である。
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発明の名称 ● 

■課　　題　熱境界層や粘性境界層の厚み、定在波及び進行波の発生時間、
音エネルギーの損失低減、スタック内における熱交換の効率性などを考慮
して、最も熱交換に効率の良い熱音響装置を提供することを目的とする。

■解決手段　ループ管２の内部に、第一高温側熱交換器４と第一低温側熱交
換器５に挟まれた第一のスタック３ａと、第二高温側熱交換器６と第二低温
側熱交換器７に挟まれた第二のスタック３ｂとを具備してなり、定在波及び
進行波を発生させることによって前記第二低温側熱交換器７を冷却する熱
音響装置１であって、前記第一のスタック３ａや第二のスタック３ｂの導通路
３０内に形成される熱境界層３０αの厚さを大きく、もしくは、粘性境界層
３０vの厚さを小さくするように、ループ管２の長さＬ、作動流体の状態、導
通路３０の半径Ｒのうち少なくとも一つを設定する。

熱音響装置

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。

最適界面強度の算出

表面処理法の選択
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研究者をたずねて
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■ 宮坂　知宏　同志社大学 生命医科学部 医生命システム学科 助教

脳の老化のメカニズムを解き明かし
アルツハイマー病治療薬の開発を目指す！

「脳科学研究戦略推進プログラム」



“タウ”の不思議に迫り
国内の認知症研究に弾みをつける

◉井原　アルツハイマー病の発症メカニズムははっきりと分
かっていませんが、一つは「アミロイドβ」というペプチドが
長期間かけて脳内に凝集・蓄積することで、神経細胞の
働きが阻害されると考えられています。数年前まで、ワクチ
ンでアミロイドβを取り去る治療法の開発が盛んに進められま
したが、これは予防的なもので、認知症状を呈するよりもか
なり早期に治療を開始する必要があります。そこで、私たち
がフォーカスしたのが、「タウ」というタンパク質が関与する、
認知症の程度と関係する＊タウオパチーの解明です。アルツ
ハイマー病患者脳内の神経細胞を見ると、リン酸化したタウ
が主成分の、おびただしい
数の神経原線維変化が認
められます。タウは認知症
の発症に直接的に関与し
てくるので、タウを制御する
ことができれば治療法の確
立につながる可能性が高い
でしょう。本プロジェクトにお
いて、私たちは抗タウオパ
チーの創薬を実際に経験し、臨床試験の段階までステップ
アップさせたいと考えています。従来のような論文主体では
なく、アカデミアの枠を超え、特許出願や事業化を目指す！ 
そこを5 年間の最終ゴールに設定しています。
＊�神経原線維変化が主な病理像を「タウオパチー」と総称する。多
くの疾患が知られており、アルツハイマー病はその中の一つである。

◉高島　井原先生がおっしゃるように、タウに注目して創薬
を目指すということが本プロジェクトの大きな意義だと思いま
すね。私は以前から「タウの研究をしましょう！」と井原先生
にお願いしてきたんです。タウはもともと私たちの頭の中に
あって、恐らく何らかの機能を持った重要なタンパク質です。
それが、なぜある日突然、おかしなことを始めるのか？ 近
年、欧米ではタウの研究が盛んになってきていますが、日
本ではまだ動き出したばかりです。アミロイドβと違って、タウ
は試験管の中で容易に重合せず、動態が見えにくかったな
ど難しい部分があります。そうしたことも、今まで研究が進ま
なかった一つの要因かもしれませんね。今後、創薬につな
がる成果が生まれれば、大きなムーブメントとなって社会的
な注目度も高まっていくでしょう。私たちの取り組みは、国
内のタウ研究の先鞭をつけるという意味もあるんです。

◉杉本　私は以前、ある製薬会社で日本発のアルツハイ
マー型認知症治療薬の開発に成功しました。その経験とノ
ウハウを生かし、本プロジェクトではタウをターゲットとした有効
化合物の合成を担当しています。通常、アルツハイマーの
薬を事業化するためには、1 年以上の歳月をかけ、2 ～ 3
千例の患者さんの臨床試験を経なければなりません。莫大
な時間とコストがかかるため、相当な覚悟が必要で、その後
の開発が滞っているのが現状です。症状の進行を食い止
めるだけでも根本治療薬と言われるアルツハイマー病の厳し
い世界。その一方で、これまで同志社大学で培われてきた
脳研究に関するシーズと、日本を代表するプロフェッショナル
が一つのチームとなって、どのような成果を生み出していけ
るのか…。そういう意味では、夢とやりがいにあふれた仕事
だと言えますね。

“産”と“学”が持つ強みを掛け合わし
同志社大学ならではの社会価値を発信

◉宮坂　私は、線虫の神経細胞にタウを発現させることで
タウオパチーの疾患モデルを構築し、そこからアルツハイ
マー病に有効な化合物をスクリーニングしていこうと考えてい
ます。実は、タウは微小管という細胞骨格と結合して、神
経細胞の形を整える役割を果たしています。普段は神経の

　平成 20 年度より文部科学省では、「社会に貢献する脳科学」の実現を目指し、社会への幅広い応用を見据
えた大学研究機関等の脳科学研究をバックアップする「脳科学研究戦略推進プログラム」に取り組んでいます。
　4 年目にあたる平成 23 年度には、「精神・神経疾患の克服を目指す脳科学研究」研究開発拠点事業の代表
機関の一つとして同志社大学が選ばれ、今や社会的な課題となりつつあるアルツハイマー病のメカニズムの解
明と治療薬の開発に向けて取り組みを開始しています。
　今回は、本プロジェクトで最先端の研究に取り組むチームのメンバーをお招きし、プロジェクトの目的と意義、
アルツハイマー病克服へのロードマップ、そして将来の市場や産学連携の可能性など、多方面からディスカッ
ションを行いました。

「脳科学研究戦略推進プログラム」

脳の老化のメカニズムを解き明かし
アルツハイマー病治療薬の開発を目指す！
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軸索に存在していますが、何らかの変性が生じると細胞体
およびその周辺突起に蓄積して異常を引き起こします。この
際に微小管がなくなることがよく知られています。もし微小管
を安定させて消失を防ぐことができれば、アルツハイマー病
で苦しんでいる患者さんを救うことができるかもしれない…。
線虫を使った実験では、既にいくつか有望な化合物も見つ
かりつつあります。肝心なことは、見つかったシーズを創薬
へと結びつけるために、より最適な構造へと展開していくと
いうこと。海外では既に臨床試験を始めている研究グルー
プもあり、これからはグローバルを見据えた取り組みをしなけ
ればならないと思っています。

◉高島　Mn-MRIと呼ばれる装置を使って、モデルマウス
の行動実験や脳機能の評価を行っています。タウのリン酸
化そのものを止めることは（生じる副作用との関係で）難し

いので、リン酸化したタウが
神経細胞体の中に凝集す
るのを防ぐ候補化合物をい
くつか突き止めました。タウ
オパチーモデルマウスに投
与してみたところ、行動や
脳機能が改善されるなど有
意な結果が表れています。

今後はタウ凝集以外の作用に対応する化合物を見つけて
いきたいですね。タウの場合、ただ単に神経細胞の骨格を
支えているだけでなく、ほかに機能があることが分かっていま
す。まずはその全体像を明らかにすることで、もしかすると
脳の老化など未知のメカニズムが見えてくるかもしれません。
基礎から臨床まで幅広い学問にチャレンジできるのが、タウ
研究の魅力と言えるでしょう。

◉杉本　これまでの研究の中で、「X」「Y」という二つの
リード化合物が見つかっています。もちろん、これがそのまま
応用できるかどうかは、これからじっくりと構造を見ていかな
ければなりませんが、私自身、今後の展開には大きな期待
を寄せているんです。例えば、高島先生が持っているタウ
の凝集を抑える化合物は「D 体」と「L 体」という一対
の光学異性体（生体は L 体から成っているので、通常 L
体が効果をもつ）の混合ですが、L 体はアルツハイマー病
以外の治療薬として現在幅広く使用されています。私たち
は今 D 体が効果あるかどうか確かめています。もしD 体で
同様の効果が有るのならば副作用は最小限に抑えられるで
しょう。治療薬を実用化するには多大な時間がかかります

服は難しいでしょう。臨床試験の在り方を含めて、今後ど
のように認知症にアプローチしていくのか、改めて考え直す
時期に差しかかっています。

◉宮坂　今、「アミロイドPET」というスキャンで、アミロイド
βが脳内にどれくらい蓄積しているかを正確に診断すること
ができます。例えば、PET で診断したアミロイド貯留者 100
人のうち50 人に薬を投与し、残りの 50 人にプラセボーを
投与する。5または 10 年後、アルツハイマー病がどれくら
いの時期で発症するかをカウントする。もし、予防的な治療
を継続してきたグループの発症を数年でも遅らせることができ
れば、それだけで薬が効いたという有意な証拠になります。

が、こうした既知の化合物をさらにブラッシュアップすることが
できれば、同志社大学から世界初のアルツハイマー病根本
治療薬を発信できるかもしれませんね。

◉井原　本当にアルツハイマー病を克服できるのか？ 研究
者の中には、そんな疑問を抱く人もいます。確かに、アル
ツハイマー病を完全に治療することは容易でないかもしれま
せん。しかし、例えば 80 歳の人の病気の発症を5 年間遅
らすことができれば、現在の平均寿命から考えるとほとんど
の人が安らかな最期を迎えることができるでしょう。これは根
本治療薬と同じ効果を持つのではないでしょうか。これまで
の創薬の歴史を眺めると、まずはその場の知識で病気に効
きそうな化合物をピックアップし、それが当たればメカニズム
に立ち返るという作用重視のアプローチで発展してきたよう
に思います。最近では、メカニズム・オリエンテッドなもので
なければ科学的でないという風潮がありますが、もう一度創
薬のスタートラインに戻ってみることで、アルツハイマー病治
療薬開発の新しい道筋が見つかるかもしれません。

予防医学の思考を取り入れ
来るべき高齢社会の問題解決を示す

◉井原　現在、アルツハイマー病の患者の数は国内だけ
で約 400 万人。2050 年には約 1.5 倍に増えることが予想
されています。蛇口を閉じる方法を考えなければならない。
実は、認知症を発症していなくても、60 歳以上の日本人の
2 ～ 3 割くらいは脳内にアミロイドβの蓄積が見られます。 
アメリカでは 4 ～ 5 割と言われ、大きな社会問題となってい
ます。FDA（アメリカ食品医薬品局）では、まだ発症して
いないこのような潜在患者のことを「プレクリニカル（前臨
床期）アルツハイマー病」と呼んで、様々な対策を講じよう
と考えています。もちろん、治療薬の開発は急務ですが、
わが国においても予防的な考えを取り入れないと病気の克
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代表者／宮坂知宏、井原康夫

タウオパチーモデル線虫を用いた
神経機能の改善を指標とした有効化合物スクリーニング

　アルツハイマー病というものを突き詰めて考えると、その問題の本質は神経機
能障害に集約される。したがって、この神経機能障害を抑える化合物こそが治療
薬の候補となる。注意すべきは、神経機能障害は生体 (in vivo) を使わなけれ
ば評価出来ないという点だ。同志社大学の解析チームでは線虫 (C. elegans) 
を疾患モデル生物として用い、タウによって引き起こされる神経機能障害を抑え
る化合物を探索する。
　有効な化合物が見つかればそれを基に、種々の誘導体を合成し、解析をさら
に進めていく。このような実験を繰り返すことで、最も有効な化合物を探し当て
る。線虫はよく使われる実験動物で、このような in vivo スクリーニングに適し
た生物である。創薬と同時に、有効化合物をツールとし、タウオパチー神経変
性機構に迫ることを考えている。

代表者／高島明彦

動物モデルを用いた
化合物スクリーニング、 及び新規標的分子の検索

　これまでの研究から、図に示すような認知症の分子機構が明らかになってき
た。βアミロイドや老化が引き金となりタウのリン酸化酵素である GSK-3βを
活性化することで、過剰にリン酸化したタウを形成する。過剰にリン酸化したタ
ウが凝集し線維を形成する過程で、それぞれの凝集体によってシナプス消失、
神経脱落が生じる。このタウ凝集体によるシナプス消失、神経脱落は記憶障害
やタウオパチーなど認知症の直接の原因となる。
　本プロジェクトでは、抗タウオパチー薬の開発のためタウ凝集を阻害する化合
物をスクリーニングし、動物モデルを用いてシナプス脱落、神経細胞脱落を阻
止する抗タウオパチーの創薬を目指す。

代表者／杉本八郎

ポリフェノール（Y）を
リード化合物としたドラッグデザイン

　本プロジェクトの中で、（株）ファルマエイトが担当する研究は主に合成
研究に関すること、及びスクリーニングから薬効を示した化合物の体内動
態の研究を実施することである。シーズとなる化合物はすでに医薬品とし
て使われているものだが、抗タウオパチーとして優れた薬効を示すものを
得ている。また、天然ポリフェノールの誘導体の中にも薬効を示す化合物
を見出している。
　また、企業からの参加であるので、大学とは異なる切り口で研究から
事業化という橋渡しになる役割を重視したい。基礎研究から開発研究、
さらには臨床研究まで幅広い視野を持つことが成功の鍵を握っているか
らだ。抗タウオパチーに最も近い疾患はアルツハイマー病である。日本
から再びアルツハマー病治療薬を発進したい。

こうした治験を行うために
は、少なくとも一つはアル
ツハイマー病を治療する技
術を確立しなければなりま
せん。ですが、もしこのよう
な試みが許されるのならば、
みるみるうちに様々な予防
法、治療法が開発されるで
しょう。何枚ものカードを準備し、組み合わせることによって
かなり有効な発症のコントロールが可能になるでしょう。井原
先生がおっしゃったように、これが根本治療と同じ効果を持
つことになるのかもしれません。
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脳のはたらきを支える分
子の役割とメカニズムを
解明する。

神経細胞機能、回路機能
の異常・破綻によって生じ
る様々な脳神経疾患の基
本メカニズムを明らかにし
て、治療への道を開く。

神経細胞が作る回路ネット
ワークの成り立ちと作動原
理を解明する。

問合せ先

http://brainscience.doshisha.ac.jp/

同志社大学 脳科学研究科 事務室
住所  木津川市木津川台 4-1-1
TEL  0774-65-6046 FAX  0774-73-1911

E-mail  jt-nkgjm@mail.doshisha.ac.jp

　2012 年 4月、同志社大学は大学院脳科学研究科
（発達加齢脳専攻）を立ち上げ、5年一貫制の博士課
程を開設します。
　脳のはたらきは人間の実存の根幹であり、その仕組み
を明らかにすることは自然科学と精神科学の双方におい
て最重要の課題となっています。特に、脳の発達障害、
老化に関わる「発達・加齢」を対象とした脳科学研究

は科学的、社会的意義が高く、この分野を牽引する基
礎科学研究者の養成が求められています。
　本研究科では、分子細胞・システム・病態の3分野
にわたる8部門を配置し、同志社大学がこれまで培って
きた学際的な研究成果を生かし、ダイナミックかつ柔軟
な協力体制のもとに研究と大学院教育を行い、次世代
の脳科学を担う研究者を育成します。

同志社大学大学院「脳科学研究科」開設
5年一貫の博士課程で脳科学研究のリーダーを育成

◉高島　アミロイドβが蓄積されていても、認知機能は正常
という人はたくさんいます。では、「その人は病気なのか？」
という倫理的な問題をどう克服するか。現在の日本のシステ
ムでは、はっきりとした症状がない人を集めて治験を繰り返
すことは極めて難しい状況です。しかし、健康診断で身体
のどこかに癌が見つかれば、自覚症状がなくても何らかの
処置が必要になるでしょう。まず、予防医学に対する社会
的な意識を高めていくことが大切。アミロイドβやタウのよう
に、アルツハイマー病の存在や進行度を反映するバイオ
マーカーを明らかにすることができれば、予防薬の開発は一
気に進むかもしれませんね。

社会貢献と新市場創出、
二つの視点で世の中にない創薬を実現

◉杉本　今回、私は “ 産 ” の立場から、本プロジェクトに
関わっています。以前開発した治療薬の経験から言えば、
後を追うようにして他の製薬会社が参入し、今まで何もな
かったところに約 1 兆円の市場が生まれました。かつて、日
本は認知症研究の拠点としてトップランナーだったのです。
今、認知症の創薬を取り
巻く環境は厳しいものがあり
ますが、もし根本治療薬の
開発に曙光を差し込むこと
ができれば数兆円規模の
市場が見込めるでしょう。
本プロジェクトは、アルツハ
イマー病で苦しむ患者さん
を救うという社会的意義のある取り組みであると同時に、再
びわが国を認知症研究のリーディング・カントリーへと導く役
割を担っていると考えています。

◉宮坂　私自身、学生時代からずっとタウの研
究に取り組んできました。今までずっとマイノリティ
だったのですが、ここ数年の間に急激に注目され
るようになり、今後はアルツハイマー病研究におい
て重要な位置を占めるようになると思います。先
ほど、高島先生がおっしゃっていましたが、生体
に必要であるはずのタウがなぜ異常を引き起こす
のか？ まずはこの点を解明しなければなりません。
さらに多くの神経細胞は人間が生まれてから死ぬ
まで入れ替わることがないと言われていますが、タ
ウを蓄積した細胞は寿命を全うした神経細胞の最

後の姿ではないかと考えております。神経細胞の寿命の謎
を解き明かすことにもつながる、ロマンあふれる研究だと思い
ます。

◉高島　最初に言ったように、本プロジェクトで私たちは、
これまで培ってきたタウの基礎研究を磨き上げ、最終的に
創薬という形にまでもっていきたいと考えています。もちろ
ん、創薬には様々なアプローチがあると思いますが、その道
筋はこれまでの基礎科学の在り方を大きく変えるものになる
のではないでしょうか。面白そうなシーズを見つければそれ
で終わりではなく、社会から何が望まれているのか、どのよ
うな化合物が必要なのか…。その先にあるアウトプットを見据
えながら、すそ野の広い取り組みを進めていく。基礎科学
の研究手法そのものについて、世に問いかけを発していき
たいと思いますね。

◉井原　2012 年 4月、同志社大学大学院に脳科学研究
科（発達加齢脳専攻）が開設されます。全国でも珍しい
5 年一貫性の博士課程で、「分子細胞脳科学分野」「シ
ステム脳科学分野」「病態脳科学分野」の 3 分野 8 部門
を配し、最先端の生理学や分子生物学、疫学など学際的
な研究教育を通して、明日の脳科学を担う人材を育成した
いと考えています。加齢や発達に関わる脳科学の解明は、
今や社会的課題となっています。今後、同志社大学に寄
せられる期待はますます大きなものになっていくでしょう。私
自身、この 5 年の間にアルツハイマー病の治療薬を世の中
に出すところまでもっていって、若い世代にバトンタッチして
いきたい。他の企業や研究者が参入するきっかけづくりにな
ればと思っています。将来的には、本プロジェクトで生まれ
たシーズを活用して、社会に有用な研究成果が発信できれ
ば素晴らしいですね。本日は、どうもありがとうございました。

【研究室代表】髙橋 智幸

【研究室代表】高森 茂雄

【研究室代表】元山 純

シナプス分子機能部門

神経膜分子機能部門

神経発生分子機能部門

・シナプス前末端における機能分子動態メカニズム
・シナプス伝達調節機構の生後発達分子メカニズム
・シナプス前末端と周辺細胞のクロストーク

研究
テーマ

・�シナプス小胞の神経伝達物質再充填・酸性化の分子メカニズムの解明
・脳内有芯顆粒の分子解剖学的解析と新規生理活性物質の探索
・生後発達期のシナプス形成における膜制御因子の役割

研究
テーマ

・神経幹細胞の発生制御過程を制御する分子機構の理解
・生後神経幹細胞の損傷後修復過程の分子機構の理解
・脳内毛細血管ネットワークと神経幹細胞間の相互作用の理解

研究
テーマ

【研究室代表】御園生 裕明

【研究室代表】井原 康夫

チャネル病態生理部門

認知記憶加齢部門

・細胞内チャネル局在の分子機構�
���（小胞輸送メカニズム、live-cell�imaging）
・ K+チャネルによる睡眠行動の制御
���（ノックアウト・マウスを使った行動実験）
・K+チャネルによる病理的過興奮の制御機構
���（パッチクランプ電気生理学）

研究
テーマ

・γセクレターゼの酵素学的性質の解明
・基質特異的阻害剤開発の可能性
・線虫タウオパチーモデルの解析

研究
テーマ

【研究室代表】坂場 武史

【研究室代表】藤山 文乃

【研究室代表】水谷 健一

神経回路情報伝達機構部門

神経回路形態部門

神経分化再生部門

・大脳皮質 -大脳基底核 -視床ループの解明
・大脳基底核局所回路の解明
・大脳基底核疾患モデルの解析

研究
テーマ

・大脳皮質細胞構築における血管発生制御機構の解析
・神経幹細胞の細胞運命を決定付ける分子機構の解析
・サブタイプ特異的な大脳皮質ニューロンの培養技術の開発

研究
テーマ

・�シナプス伝達のメカニズム、特に多様性に関して、
局所神経回路の機能に関する研究

研究
テーマ

分子細胞
脳科学分野

病態
脳科学分野

システム
脳科学分野

2012年
4月
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ノベリオンシステムズ
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。最先端プラズマ技術で未来を拓く。
　これまでに同志社大学と連携して開発した新しいプラズマ成膜法
を用いて、窒化物半導体基板およびその製造装置の研究開発を行い
ました。また、大手メーカーと共同で、微細加工用イオンビームミ
リング装置や液晶プロセス用大型プラズマ装置を開発しました。
　今後は、当社の最先端のプラズマ
技術を生かした事業である、「拡散
接合のための活性層形成処理サービ
ス」や「特殊真空成膜技術の開発」
を行います。

　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	 前野　修一
所 在 地	 〒563-0217
	 大阪府豊能郡豊能町川尻304番地
TEL　0774-65-3022	 FAX　0774-65-3022
E-mail　Info@novelion-sys.com	 URL　http://www.novelion-sys.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

「2011年度 同志社大学リエゾンフェア」を開催
【日時】 2012年1月18日（水）
【場所】 メルパルク京都（京都市下京区）
　1月18日、メルパルク京都にて「2011年度同志社大学リエゾンフェア（主催：同
志社大学リエゾンオフィス・知的財産センター、中小機構 近畿、後援：近畿経済産
業局、京都府、京田辺市、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）」を開催しました。
　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、京田辺校地に独立行政法人中小企業基盤整備機構が建設したインキュベーション施設である

「D-egg」の設立5周年記念フォーラムとして開催しました。
　「飛躍する企業　飛躍を目指す企業～成功の鍵～」をテーマに、基調講演では「トップの舵取りとリーダーシップ」と題して、
井上礼之氏（ダイキン工業株式会社 代表取締役会長兼CEO）による講演が行なわれました。その後、支援機関である京都府・
京田辺市による「D-eggに期待するもの【展望と課題】」の講演、D-egg入居企業3社による企業紹介を行いました。それぞれ特
色ある講演だったため、フェアは非常に活気溢れるものとなりました。これらのプログラム終了後に開催した交流会にも多数の
参加者があり、異業種交流が活発に行われ、盛会のうちにフェアを終了しました。

「ビジネス・エンカレッジ・フェア2011」でPR
【日時】 2011年12月13日（火）～ 14日（水）
【場所】 大阪国際会議場（大阪市北区）
　本学からは「リエゾンオフィスの活動紹介及びD-egg入居企業の展示」を行い、特にD-egg入居企業である「アイ’エムセップ
株式会社」が主催者から奨励賞を受け、大学ブースに内容を展示しPRを行いました。
　今年のフェアは例年と異なり、東日本大震災よる東北地方の復興をアシストする為に、従来の展示に加え、特別展示として

「東北地方の銀行・企業の展示」「東北物産販売コーナー」「東日本大震災写真展」及び「被災松からの（大日如来坐像）」等の
多彩な展示があり、関西のビジネスのエンカレッジと同時に東日本大震災被災地支援を図るという試みで、大変有意義なフェア
になり、成功裏に終了しました。

「京阪神地区大学〈大阪開催〉
新技術説明会」を開催

【日時】 2011年11月22日（火）
【場所】 大阪国際会議場（大阪市北区）
　本学からは、萩原明郎教授（生命医科学部・医生命シ
ステム学科）が「シール機能とプレジェット機能の両機能
を備えた手術用自動縫合器補強材の開発」、田中和人教
授（生命医科学部・医工学科）が「樹脂不織布付多軸多
層クロスを用いたCFRTPの成形」と題して、実用化を展
望した発表を行いました。
　１５大学から３０件の発表があり、参加企業にとって、大
学の研究シーズの詳細を理解することができる貴重な機
会となりました。今後、本新技術説明会が契機となって、
企業と大学が互いにパートナーとなり、当該技術の移転
が促進されることが期待されます。

「第6回 やましろサイエンスフェスティバル」に出展
【日時】 2011年11月13日（日）
【場所】 きっづ光科学館ふぉとん
 日本原子力研究開発機構関西光科学研究所多目的ホール棟（木津川市）
　最先端の科学やものづくりの魅力に触れる機会を提供するために開催され
ている当フェスティバルは、山城地域の小中学生の親子を対象として毎年開催
されています。
　当日は、中村康雄准教授（スポーツ健康科学部）が「筋肉の動きを見てみよ
う」、小森康加講師が「動体視力を測ってみよう」と題して、科学実験のブース
を出展しました。延べ130名を超える親子連れがそれぞれの体験型ブースを
満喫していました。当日の参加者の笑顔の多さから満足度の高さがうかがえま
した。

第8回 同志社大学ビジネスプランコンテスト
　　　　～Doshisha New Island Contest 2011～

【日時】 2011年12月10日（土）
【場所】 同志社大学今出川校地至誠館（京都市上京区）
　2004年から開催している本コンテストも第8回を数え、今年は総勢45組の応募の中から厳しい予選を
勝ち抜いた5組によるプレゼンテーションが行われました。社会問題に取り組むプランが多く、発表後に
は審査委員以外にも観覧者から熱心な質問が飛び交い、あらたな起業家が生まれることを予感させるコ
ンテストとなりました。
　本コンテスト開催にあたり、株式会社南都銀行様、株式会社池田泉州銀行様、同志社校友会大阪支
部産官学部会（ＬＣＣ）様、榎本薬品株式会社様にご協賛いただきましたことを改めてお礼申し上げます。

「<ナント>
農商工ビジネスフェア2011」に出展

【日時】 2011年12月7日（水）
【場所】 マイドームおおさか（大阪市中央区）
　「出逢いは革新（ゆめ）の始発駅～食と技のコラボレーション～」
をテーマに、企業や行政、大学など約180団体が出展を行いま
した。
　本学は、リエゾンオフィス・知
的財産センターの業務紹介や
産官学連携研究事例集を展示
し、技術移転や知的財産に関
する相談方法などをPRし、終
日多くのお客様に周知戴くこと
が出来ました。

「2011年度 同志社大学知的財産セミナー」開催
【日時】 2011年12月14日（水）
【場所】 同志社大学京田辺校地夢告館（京田辺市）

　夢告館において知的財産セミナーが開催され、約70名の参加がありました。講師として株式会
社東芝／研究開発センターの福島理恵子氏をお招きし、「世界初で製品化したグラスレス３Ｄレグ
ザの開発経緯とワークライフイノベーション」と題しご講演頂きました。福島氏は、日経BP社「日経
WOMAN」主催・内閣府後援「ウーマン・オブ・ザ・イヤー２０１１」において大賞を受賞され、女性研究
者ならではの視点で、製品化に到る経緯や苦労話を交えてのお話を頂きました。
　講演に先立って実画像デモがあり、参加者は興味深げに聴講していました。女子学生を中心とし
て多数の質問があり、セミナーとして意義あるものとなりました。

順位 チーム名 プラン名

１位 MET'S エコライフコンサルタント@okataduke

2位 小さなカブだけど Kyoto	RaD!sH

3位 Tonomura	Rie Wisdom	Bag	of	Grandmother（おばあちゃんの知恵袋）
−京都のお年寄りの知恵を世界へ−
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航空機胴体の強度に匹敵！？
科学の眼でクモの糸の謎に迫る
「自然や生体が持っている現象、形、構造をお手本に

しながら、私たちの得意とする高分子合成技術を使っ
て、スマートな機能性材料を生み出そうと考えていま
す」と話すのは、理工学部の東 信行教授。例えば、クモ
の糸（Spider Silk）。実は、航空機や防弾チョッキに使
われているケブラーという繊維に匹敵する強度を持ち、
かつ絹や綿以上の弾力性があるという。その構造を調
べてみると、アラニンというアミノ酸が８個つながった部
分があって、分子間のたくさんの点で相互作用を及ぼ
し合うβシートという結晶のかたまりを作っていること
が分かった。つまり、βシートからなる結晶領域と非結晶
領域の絶妙なバランスが、クモの糸の強度と弾力性の
源となっているわけだ。自然の不思議には驚かされる。

東教授らは、こうしたクモの糸の高次構造（天然のペ
プチド）のセグメントに着目。ペプチド固相合成と原子
移動ラジカル重合という手法を用いて、人工高分子と
のハイブリッド素材の研究開発に取り組んでいる。これ
までに「ABC型トリブロックポリマー／ペプチド・ハイブ
リッド」「グラフト型ポリマー／ペプチド・ハイブリッド」な
ど人工スパイダーシルクのモデルを作った。今後、産学
連携が進めば、幅広い分野での技術転用が期待される
だろう。

pHと温度の二重刺激で応答する
“かしこい”ポリマーを開発

エラスティンというのは、血管の中膜に含まれるタン
パク質で、柔軟な繊維を形成し、特徴的な粘弾性を持っ
ている。温度の刺激によって応答し、ある温度になると
伸縮（水に馴染んだり馴染まなくなったり）するのだと
いう（図１）。Val（バリン）、Pro（プロリン）、Gly（グリシ
ン）というアミノ酸の５量体が何百と繰り返し配列して
いるが、「極端に分子構造を短くして、似たような性質
を持った使い勝手の良いハイブリッドポリマーを作れな
いでしょうか」。

東教授らが開発した「ELPペプチド・ハイブリッドポリ
マー」は、pHと温度の二重刺激に応答する新しいタイ
プのエラスティン類似ペプチド(ELP)だ。高温域に達す
ると分子がその形を変え（βターン）、水に馴染みにくく

なるため、表面積を小さくしようとして凝集し、水溶液
は白く濁る。温度を下げると、再び透明に戻る。水溶液
の相分離がシャープに起こるのが特徴だ。アミノ酸の
種類は20以上あるが、例えばアミノ酸残基の配列を
VPGWG、VPGFG、VPGAG…というように一部を変
えていくことで、任意の温度で応答させることが可能と
なる。pH刺激の組み合わせによっては、さらに三重、四
重の応答性を賦与することもできるだろう。ハイドロゲ
ルの状態でも応答するので、iPS細胞（人工多能性幹
細胞）など細胞培養の足場としての活用も考えられる。

「ハイブリッドポリマーに薬剤を内包させて、ターゲット
の細胞に到達すると部位を認識・応答して成分がぽん
と放出される…。将来的には、そんなことが現実になる
かもしれませんね」と笑みをこぼす。

分子の自己組織化を利用して
複雑なタンパク質の構造や機能に迫る

ペプチド分子はある特定の規則性と秩序性を持っ
て、自分自身を組織化していく性質を有しているとい
う。例えば、天然のポリペプチドと人工高分子のビニル
ポリマーをハイブリッドさせ、これをベンゼンなどの溶媒
で処理すると、螺旋様のへリックスコイルとビニルポリ
マー・コイルが集積した細長いチューブ形になる。また、
溶媒の種類をトリフルオロ酢酸（TFA）に変えると、ビニ
ルポリマーが繊毛のように組織化されて阿寒湖のマリ
モのような形状になる（図２）。「柔らかさと堅さを一個
の分子の中に持たせたことが特徴。どんな形にもなれ
る未知の魅力を秘めています」と東教授は説明する。

近年の美容と健康ブームの中、コラーゲンというタ
ンパク質が脚光を浴びている。Gly、Pro、Hyp（ヒドロキ
シプロリン）の３量体を基本とする3本の長い鎖が絡み
合った形をしているが、同じ物を作ろうとすると分子量
が巨大で合成するのに手間ひまがかかるという。「目指
しているのは、分子の自己組織化を利用したハイブリッ

ド合成です」。3本の短い鎖をリシンというアミノ酸残基
でつなぐと、あるタイミングで分子が緩やかに集まり、コ
ラーゲンと同じ三重の螺旋構造を作る。この手法が確
立できれば、ごく小さな分子量の分子を素材として、誰
もが扱いやすいタンパク質の合成が可能になるだろ
う。既にいくつかの人工フォルダマーを開発するなど、
スマートの実現に向けて成果は生まれつつある。

バラの花はなぜ美しい？
ナノ構造のコピーで特殊機能を再現
「自然や生体から学ぶべき点はたくさんあります」。

例えば、壁や天井を自由に動き回るヤモリの足の表面
構造を手本にすれば、接着剤不要の高吸着材料が開
発できるかもしれない。また、ハスの葉やバラの花は水
を弾いて、汚れがつきにくい構造になっている。そのナ
ノ表面を模すことで、住宅用の外壁材料やガラス、鏡に
応用ができないだろうか…。
「それなら、表面をコピーしてみようと考えました」。

東教授らは、ポリシロキサンという軟らかなシリコンをハ
スの葉やバラの花びらの表面に流し込み、その鋳型を
複写する…という手法で、人工の高分子をハイブリッド
したポリスチレン・フィルムを作った。走査型電子顕微鏡
（SEM）を使ってナノ・ミクロンレベルで観察したとこ
ろ、本物と比べてもその機能に遜色はないという。「こ
の結果をもとに、さらに表面構造を工夫することで、新
しい機能をプラスしていきたいですね」と話す。

自然界で起こっている様々な原子・分子レベルの現
象。その不思議を解き明かし、目に見えるマクロの状態
にして世の中の役に立てる。「A+B=Cという単純な足
し算では面白くないでしょう。なぜ、そうなるのか。どん
な面白いことが起こるのか。生命と化学を結ぶのが私
たちの役割なんです」。はにかんだ笑顔の先に、無限の
夢が広がっている。

自然や生体が持つ構造・機能を手本に
“ スマート ” なハイブリッド素材を創出する
東 信行（ひがし　のぶゆき）　理工学部 機能分子・生命化学科 教授

主な研究テーマは、ペ
プチドの自己組織化を

利用した生

体ナノ材料の創製、機
能性バイオインターフ

ェイスの構

築など。自然や生体を
手本として、従来にな

い高度で新

しい機能を持つ高分
子ナノ組織体の創製

を目指して研

究を行っている。クラ
シック音楽の鑑賞が趣

味。特に、

最近はオペラに凝って
いるという。「壮大なド

ラマが展開

する総合芸術！」と絶
賛する。仕事の後は

、おいしいお

酒で疲れを癒す。アル
コールなら何でもOK

。ワイワイ

ガヤガヤの楽しい雰囲
気が好きなのだという

。

Nobuyuki HigashiProfessor's Profile

図1 エラスティン・タンパクの興味深い感熱特性 図2 生体高分子と人工高分子のジョイント
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電気刺激で傷んだ
末梢神経の再生を促す

適切なスポーツ活動は、豊かで健康な人生を過ごす
ための最高のパートナーとなる。しかし、無理な動作や
誤った運動は、様々なスポーツ外傷や障害を引き起こ
す要因となる。北條達也教授は、整形外科の臨床医と
して現場に立つ傍ら、生体が持つ修復能の促進に関す
る研究をライフワークとして続けてきた。

その一つが、明治鍼灸大学（現明治国際医療大学）
在職時から、出身大学の京都府立医科大学と共同で
行ってきた末梢神経の再生研究である。通常、末梢神
経は切断等の損傷を受けると一日0.5～1mmほどしか
再生しないという。30㎝程度の損傷なら、再生までに1
年以上かかる計算になる。「再生にあまり時間がかかり
すぎると、末梢神経の先にある筋肉が萎縮してしまった
り関節が固まって機能不全に陥ってしまいます」。

北條教授ら研究グループは、損傷したラットの坐骨
神経に、鍼を刺して一日20分ほど直流電流を流す実験
を行った。その結果、通常よりも早く神経が再生するこ

とが証明できたという。海外の先行研究では、培養神
経細胞に電位差をかけると、神経線維がマイナス極に
向かってより早く伸びていくことが知られていたが、具
体的に再生医療に応用する事例はなかった。まさに、西
洋と東洋の知識の融合といえるだろう。「生体に鍼を
刺して直流電流を流すと、皮膚が着色したりするなど
弊害もある。メカニズムの解明も含めて、臨床への応用
を模索していきたいですね」と話す。

関節軟骨への温熱療法
臨床応用に向け産学連携の芽

骨にかかる衝撃を和らげ、スムーズな関節の動きを
サポートしてくれる軟骨。「軟骨組織には再生の原料を
運ぶ血管はありません。また、軟骨細胞は軟骨組織そ
のものを再生しないことが分かっています」。軟骨組織
には神経はないため、すり減って変性が進んでもある
程度までは異常を感じないという。痛みを頻回に自覚
するようになったときには、かなり進行した状態になっ
ていて人工関節手術以外の治療では難しい…という
ケースも少なくない。
「温熱刺激による関節軟骨細胞の反応に注目しまし

た」。通常、細胞は45℃くらいの温熱ストレスにさらさ
れるとさすがに死滅するが、40～41℃くらいに温める
と細胞自身のバイアビリティ（生存能）や分泌能が高
まっていく。また、ヒートショックプロテインを誘導し、温
熱等のストレスに対して自己防御をするという。北條教
授は培養した軟骨細胞や滑膜細胞をシャーレのまま温
浴して加温し、軟骨組織の維持に重要なヒアルロン酸
やプロテオグリカンの分泌が促進し、さらに軟骨細胞
の維持に重要なヒートショックプロテインの誘導が促

進されることを報告した。スポーツをする前、関節を
ちょっと温めて軟骨細胞を活性化させるだけで、軟骨が
傷むのを防げるかもしれない。
「温泉療養もいいが、現場で温熱が使えることが重

要。温度が高すぎる危険だし、低いと効果がありませ
ん」。加温に超音波を使うのか、マイクロウェーブ（電磁
波）を使うのか？ 関節内の温度をどのように評価する
か？ 今後、理論を実践へと発展させていくために、“産”
の知恵と技術が求められる。

運動器の定期検診を通して
子どもたちの健やかな成長を見守る 

日本整形外科学会では、2000年～2010年を「運動
器の10年」と位置づけ、運動器と運動の大切さを伝え
る活動を行ってきた。運動器とは、骨や関節、筋肉など
体を動かす器官のこと。最近、しゃがむと尻もちをつい
てしまう、両手を真っ直ぐに上げられない…という子ど
もたちが増えているという。小中学校の検診といえば、
尿を採取したり心電図をとったりする内科検診が一般
的だが、「子どもたちの健やかな成長のために、運動器
の健康チェックは欠かせません」。

北條教授自身も同学会の専門医として、京都府医師
会とともに運動器検診の推進に尽力。京都府立医科
大学整形外科と共同して、野球少年たちの上肢検診や
今や冬の風物詩となった「京都市小学校大文字駅伝」
に参加する子どもたちの下肢検診などを行っている。
例えば、野球肘や野球肩と呼ばれる障害。小さな子ど
もが大きくて重いボールを投げ続けると、体に無理な負
荷がかかってしまう。成長期にはトラブルが起こる可能
性が高い。特に、離断性骨軟骨炎は症状の発現が遅く、

診断が遅れると肘軟骨の外側が壊死して剥がれ落ち
てしまうという状況になりかねないという。北條教授は
この3年間、京都の中学の野球部を訪ね、「超音波を
使って軟骨の状態を調べ、問題があるようなら投球を
控えるなど適宜アドバイスを行いました」と話す。

そのほか、地域のバレエ団の要請を受け、未来のプリ
マドンナを目指す子どもたちの下肢の検診を行ってい
る。クラシックバレエのあの独特の爪先立ちのフォーム
は、成長期のバレリーナの足には負担が大きい。海外の
クラシックバレエ団には専属のメディカルドクターが用
意されていることが多いが、日本の場合、バレエを学ぶ
子どもの数に比べて、バレリーナの体調を管理する体
制はほとんど整っていない。「アスリートのメディカル
チェックを行うとともに、スポーツの管理運営の在り方
についても積極的に提言していきたいですね」と頬を
緩める。

先述したように、運動器の障害に気づかずそのまま
放っておくと、大きなけがや病気につながってしまうこ
とがある。研究室や病院内に留まるだけでなく、フィー
ルドそのものを活躍の場とする北條教授。その取り組
みには、スポーツを楽しむすべての人たちの夢と希望
が託されている。

研究者をたずねて

北條 達也　（ほうじょう たつや）

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 教授

Professor's Profile

主な研究領域は、スポーツ障害の疫学・予防・治療に関する研究、生体
のコンディショニングに関する研究、運動器疾患に対する保存療法の研
究など。日本整形外科学会専門医及び認定スポーツ医、日本体育協会
公認スポーツドクターなど数多くの資格を有し、研究室に留まらず、フィー
ルドでの実践的な研究・治療にあたっている。また、同志社大学体育会ア
メリカンフットボール部の部長を務める傍らその傷害予防にも尽力してい
る。趣味は、中学時代から続けているテニス。学生時代は、中・高・大学と
主将を務めていたとか。日本テニス協会のドクタートレーナズ部会員とし
ても活動中。

Tatsuya Hojo

スポーツのフィールドに寄り添い
健康増進と障害防止に力を注ぐ

（2005：井上基浩，北條達也他）

直流電気刺激後の神経再生

超音波検査による野球肘検診
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“ ソフト・フェンス ” と “ ソフト・ロー ” を
制する企業が国際市場の勝者となる

　ビジネスが社会の発展にどのような役割を果たすの
か？“CSR”（Corporate Social Responsibility）
の視点から学際的な研究を進めているのが、同志社ビ
ジネススクールの近藤まり教授。一般的に、CSRと
いうのは企業の社会的責任として自社の商品やサービ
スを通して社会に貢献していく…というイメージでと
らえられている。しかし、グローバル化の流れの中
で、多くの企業が労働コストの安い途上国などへ進出
している今、社会とのさまざまな軋轢・格差が表面化
しつつある。「ボトム・オブ・ザ・ピラミッド（途上
国における貧困層）と言われる人たちを理解し、良好
な関係を構築し、また市場として広げつつ、貧困撲滅
にも貢献していくことがグローバルビジネス成功の一
つの鍵となります」。

CSRを経営戦略としてとらえ
グローバルビジネス成功の道筋を示す

近藤　まり （こんどう　まり）　大学院 ビジネス研究科 教授（同志社ビジネススクール）

　近藤教授は、CSRが社会的に注目される以前か
ら、アジア経営大学院（フィリピンにある国際大学
院）において、新興国や途上国での活動を目指す日本
の企業や政府関係者を対象としたセミナーを開催して
きた。例えば、フィリピンのある企業では、暴動やス
トライキ、テロなどを防止するため、貧困層の多いコ
ミュニティに訪問医活動や薬の配布を行い、生活資金
を融資するなど各種支援を行っているという。こうし
た取り組みをCSRの視点の中に組み入れることで、
住民の不満や不平を抑え、スムーズな経済活動に結び
つけている。「これをソフト・フェンスと呼んでいま
す。CSRは単なる社会貢献活動ではなく、企業戦略
の一つとしてとらえるべきです」と指摘する。
　ビジネスを一つのゲームととらえると、自分に有利
なルールがあれば勝算はぐっと高まる。ルールの代表
は、各国政府の定める法律（ハード・ロー）だが、国
際社会では世界政府は存在しないので、環境や人権な
どの分野では、企業団体やNGOの間の合意や、規
格、認証などのソフト・ローといわれるものが幅をき
かす。「どのようなソフト・ローを作れば、世界市場
において日本企業は勝利を収めることができるのか？
そのために、CSRはどういう役割を果たすのか？経
営者は真剣に考える必要があります」。欧米企業だけ
でなく、韓国や中国企業との市場競争や資源獲得競争
が激しさを増す中、わが国リーダーのこれからの経営
手腕に熱い視線が注がれている。

顧客の心に響くおもてなしで
海外企業に真似のできない価値を磨く

　人類学（アンソロポロジー）の世界では、「人間の
本質は何か？」という問いかけに対して、実証的な調
査で答えようとする。近藤教授は、ビジネス研究にお
いてもこうした手法を積極的に取り入れ、実際に企業
に足を運ぶことで、アンケートなどから窺い知れな
い、ビジネスと社会の関係を明らかにしたいと考えて
いる。
　例えば、途上国における企業や経営戦略の調査以外
にも、近藤教授は数年をかけて、石川県にあるK旅館
でフィールド調査を行っている。田舎の小さな温泉旅
館がなぜ地域の賑わいを担う拠点となっているのか？
海外に支店を出すほどのアクティビティを持っている
のか？近藤教授は延べ１ヶ月あまり現地に滞在し、経
営者や従業員、宿泊客など様々な人たちへのヒヤリン
グ調査を通して、多面的なアプローチを実施。その結
果、「“おもてなし”のシステムがしっかりと確立さ
れていることが分かりました」。K旅館では、配膳な
ど手のかかる部分をすべて機械に任せて効率化。工場
のアセンブリーラインで見るようなベルトコンベアが
施設内を巡っているという。おもてなしというのは、
感情労働的な側面を持っている。余計な問題に煩わさ
れず、従業員がお客様へのおもてなしに没頭できる仕
組みを作ることで、「もう一度行ってみたい！」と感
じてもらえる質の高いサービス提供につながるのだ。
　中国などでどれだけ同じような商品が作られたとし
ても、“人”にアタッチしている部分は容易に真似が
できない。今、海外で成功している企業の多くは、技
術だけでなく、ソフト面を磨き上げて独自の地位を築
いているという。「ローカル企業の取り組みが、実は
グローバルにつながっていることが理解できます」と
近藤教授。こうしたマイクロとマクロの世界を一つに
つなげることで、新たなビジネスのヒントが見えてく
るかもしれない。

10 年後の企業経営を牽引する
グローバルリーダーを輩出

　人口減少・高齢化・市場縮小の日本が生き残るには
企業の海外展開が必須だが、現地や国際感覚の理解に
は、留学生の力が欠かせない。現在、同志社ビジネス
スクールのグローバルMBAコースでは約30ヶ国から
優秀な学生が集まり勉学に励んでいる。「５年後、
10年後の世界がどうなるかを見極め、良心教育に基
づいた経営戦略を展開できるような国際人材の育成を
目指しています」と近藤教授。日本のリーダーは日々
のオペレーションをこなす能力には長けているが、果
たしてソフト・フェンスやソフト・ローを組み入れた
長期ビジョンを明確に示しているだろうか？ 日本企
業再生の道筋には、グローバルな知恵と視野を持った
人材確保が不可欠だ。
　同志社ビジネススクールのグローバルMBAコース
では、成長著しい「環境」「アジア」「文化・クリエ
イティビティ」の３分野を基本にしながら、21世紀
のビジネスの在り方を考えていくという。「その根底
にあるのは、社会の公器としての企業観やCSRで
す」。昨年、同志社大学は、国連が主導する＊グロー
バル・コンパクトに署名・加盟を果たした。関西の大
学機関としては同志社女子大学に次ぐ。今後は、日本
における大学機関のパイオニアとして、人権の保護や
環境への対応、CSRへの取り組みなど、より良き社
会の枠組み作りのために責任を果たしていくことが求
められる。「大学での教育を通して、世の中にイノ
ベーションを巻き起こしていきたいですね」。同志社
ビジネススクールが開設して９年。わが国の経済を再
び表舞台へと導く知の集積が、ここにはある。

professor's Profile

Mari Kondo
主な研究テーマは、経営戦略とマネジメン
ト、企業の社会的責任、途上国の経営など。
世界銀行（ワシントン DC）やアジア経営大
学院（マニラ市）などを経て、グローバル社
会の経済活動ならびに経営戦略についての知
見を深める。アジア各国での経営者トップセ
ミナーをはじめ、海外多国籍企業のエグゼク
ティブセミナーなど、教育経験も豊富。趣味
は、ケーキ作り。特に、トロピカルフルー
ツを使った焼菓子はプロはだし。本人曰く、

「ケーキショップが開けるほど」だとか。現
在、グローバル MBA コース長。

＊�国連グローバル・コンパクトは、各企業が責任ある創造的なリーダー
シップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続
可能な成長を実現するための世界的な枠組み作りに参加する自発的な
取り組み。人権の保護、不当な労働の排除、環境への対応、そして腐
敗の防止に関わるCSRの基本原則10項目を定めている。
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