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発明の概要

特 許 番 号／特許第４４３１７１９号

出 願 番 号／特願２００３－３３７０４８ 

権 利 者／学校法人同志社

適用分野用途／照明制御

登 録 日／２０１０年１月 ８日

発明管理番号／知発１０２7

出 願 日／２００３年 ９月 ２９日

発 明 者／三木 光範

発明の名称 ● 制御システム、照明制御システムおよび制御用端末装置

■課　　題　多数の照明装置の光度を制御して、任意の地点の照度を所望
の照度にすることは容易ではなかった。同様の制御を行う一般的制御方式
は知られていなかった。

■解決手段　所望の位置の照度と目標照度との関係が所定の条件を満足す
るか、満足しないかを判断し、判断結果に基づき、複数の照明装置のそれぞ
れの光度を増加または減少させる手順を順次行わせることにより、所望の
位置の照度を目標照度に近づけていく。照明装置の光度をランダムに変更
し、所望の位置の照度と目標照度の比較を行い、比較結果に基づき、変光幅
を狭くしていくことにより、所望の位置の照度を目標照度に近づけていく。
更に、他の制御量の制御にも使用可能とする。制御用の制御端末装置も提
供する。

発明の概要

特 許 番 号／特許第４４４８６６４号

出 願 番 号／特願２００３－１２３６３０

権 利 者／学校法人同志社

適用分野用途／高速・高熱伝導性半導体電子材料

登 録 日／２０１０年 １月 ２９日

発明管理番号／知発１002

出 願 日／２００３年 ４月 ２８日

発 明 者／和田 元

発明の名称 ● 

■課　　題　低温で有毒ガス等を発生させることなく基板上に薄膜材料を
形成することができる薄膜材料の形成方法および形成装置を提供すること
を目的としている。

■解決手段　液体もしくは固体の材料をプラズマ中に挿入し、この材料表面
に直流電圧もしくは交流電圧を印加することによってプラズマ中のイオン
を照射し、スパッタリング現象により生じた材料粒子および／または材料粒
子とプラズマ中のガス原子との反応生成物粒子を基板表面に堆積させる
薄膜材料の形成方法において、基板をプラズマの高電子温度部分近傍に
配置するとともに、基板近傍に、少なくともプラズマ中の高電子温度の流れ
が基板に接触しないように、基板の前面を横切る磁界をかけることを特徴
としている。

薄膜材料の形成方法および形成装置

（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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研究者をたずねて

特集

岩井　誠人　理工学部 電子工学科 教授
矢野　　環　文化情報学部 文化情報学科 教授　　
伊多波良雄　経済学部 経済学科 教授

■ 太田　　肇　政策学部 政策学科 教授
■ 内山伊知郎　心理学部 心理学科 教授
■ 長岡　直人　リエゾンオフィス・知的財産センター 所長／理工学部 電気工学科 教授

■ 厳樫　邦弘　知的財産センター 知的財産コーディネーター
■ 大神　正寿　リエゾンオフィス 産官学連携コーディネーター

同志社大学
人文社会系産官学連携が育む知的シーズの芽

文部科学省「大学等産学官連携自立化促進プログラム」終了



長岡▶　同志社大学は多くの人文社会系教員を擁し、文系シーズを活用
した産官学連携が活発な大学であるとの認識が広がっています。しかし、こ
の 3 年間を振り返ってみると、まだまだやるべきことがたくさんある畑の広い分
野だと感じました。

これまで本学は地域社会や企業で活躍する方を講師に招いて学生指
導に取り組んでいただく実践・参加型の「プロジェクト科目」など、教育
分野でのコラボレーションも積極的に行ってきました。これに加え、今回の

「大学等産学官連携自立化促進プログラム」では、教員の研究を社会
の中で役立てる産官学連携はもちろん、これからソーシャルビジネスに挑
戦しようという意欲的な起業家を育てる「社会起業家養成塾」や「ビジ
ネスアトリエ」を開催しました。また、人文社会系産官学連携の重要なス
キームとなる著作権・商標の規程雛形を作成したり、大学が持つ豊富な
知的リソースを幅広く発信していく「eラーニング普及研究会」を発足させました。本プログラムを通じて、
人文社会系産官学連携のさらなる拡充に向けた基盤整備ができたのではないでしょうか。

今回、お集まりの皆さんは、産官学連携の先行事例をたくさんお持ちです。ぜひ、その取り組み内容を
お伺いしたいと思います。

太田▶　どうすれば職場でのモチベーションを高められるのか？「ほめて伸ばす」という言葉がありますが、
本当に効果があるのか、その先行事例を調べてもほとんど見当たりません。何とかして実証できないかと考
えていたときに、リエゾンオフィスから「こんなニーズを持った企業がある！」という紹介を受け、ある人材派
遣会社との産学連携が始まりました。

私が取り組んだのは「ほめる」プロジェクトです。上司は、従業員や派遣スタッフの仕事ぶり、仕事の
成果の良い点を取り上げ、できるだけ客観的にほめたり認めたりして本人にフィードバックしてもらう。その
後、ほめられる前とほめられた後で従業員の意識にどのような変化が起こったのか、アンケート調査で確認
しました。すると、自己を承認されることによって、「頼りにされていることを実感した」「今の職場でずっと
働きたい！」など、自己効力感や会社に対する愛着が高まっていることが分かりました。人間は周りから認め
られたいという欲求を持っています。こうした意識をうまく活用することで、組織力の強化や経営改善に役
立てることができる…。社会的に有用な研究成果を発信できたのではないかと思います。

もう一つ、楯やトロフィーを製造・販売している会社と一緒になって、表彰に関する研究を行っています。
表彰も、いわゆる承認スタイルの一つです。過去の表彰の事例を集めて、望ましい表彰スタイルを確立し、
世の中に普及させようと考えています。誰も手をつけていない領域だからこそ、自由な発想で研究できるの
が魅力ですね。
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同志社大学は、文部科学省の『産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）「知的財産活動基盤の強化」』

（2008年度～2009年度）、『大学等産学官連携自立化促進プログラム（機能強化支援型）』（2010年度）の

実施機関に採択されたことを踏まえ、リエゾンオフィスや知的財産センターが中心となって、人文社会系産官学連

携体制の整備と基盤強化、また知的財産の管理・運用など多岐にわたる取り組みを展開してきました。人文社会系

シーズの活用に期待が寄せられる中、同志社大学発の社会価値に大きな注目が集まっています。

今年3月に終了した3年間のプログラムを振り返り、これまでどのような知の胎動が芽生えたのか、大学が果

たすべき社会的役割は何なのか…。同志社大学で人文社会系産官学連携に積極的にかかわってきた教員やコー

ディネーターを招き、幅広い視点から意見交換を行いました。

大学等産学官連携自立化促進プログラム
（機能強化支援型）
このプログラムは、イノベーション創出の原動力であ
る大学等の「産学官連携戦略」について、国として政
策的視点から積極的に促進すべき大学の活動を支援
するものである。
同志社大学は、上記プログラムのうち「知的財産活動
基盤の強化」の実施機関に採択され、人文社会系の
産官学連携を含め、知的財産の創造・保護・活用をは
じめとする知的財産戦略の基盤強化、社会への成果
還元など、持続的な知的財産活動を進めている。
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新たな社会価値の創造
（大学・研究成果の社会への還元）

同志社大学　リエゾンオフィス・知的財産センター

人文社会系の
シーズの発掘

産官学連携の推進
知的財産の
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大学等産学官連携自立化促進プログラム
（イメージ図）
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特集｜文部科学省「大学等産学官連携自立化促進プログラム」終了　同志社大学 人文社会系産官学連携が育む知的シーズの芽

内山▶　私は、バイオカイトの開発を行っている企業と共同で、心理学的な知見から教育効果の実証実験
を行いました。バイオカイトというのは、風がなくても300mも500mも空高く舞い上がる凧のことです。実験
では、小学校のクラスを二つに分け、一つ目のクラスの児童には先にバイオカイトを飛ばしてもらって、その
後で風力に関する簡単なテストを受けてもらいました。二つ目のクラスでは順番を逆にして、理科のテストを
受けた後で、バイオカイトを体験してもらいました。その結果、最初に凧に接したクラスのほうが、明らかにテ
ストの成績が良いということが分かりました。あっと驚くようなインパクトのある体験が、学習に対する児童の
関心やモチベーションを高めたのでしょう。今、子どもの理科離れが叫ばれていますが、私たちの研究が教
育問題の解決に役立てば嬉しいですね。

そのほか、保育所を運営する企業と連携して、保育士の能力ややる気を引き出すシステムの研究を進めて
います。具体的には、日々 起こったことや感動した場面、そこで自分がどのように対応したのか、今後どうしてい
きたいのかを書き綴ってもらい、後でそれらを見直すことで自己啓発につなげていこうという試みです。今までの
保育は保育士の経験に頼っていた部分がありましたが、大学との連携によってサイエンスの視点が加わり、保
育所の質をより客観的に高めることが可能となりました。もともと、保育所側の提案で始まった取り組みですが、
リエゾンオフィスのスタッフからいろいろな知恵やアイデアをいただき、今後の展開に楽しみが広がっています。

大神▶　企業を経営する上で、人材教育はとても重要なスキームですが、資源が必ずしも十
分でない中小企業にとって、社内でそれらすべてを完結することが難しい場合もあります。特
に、部長クラスから取締役クラスへのキャリアアップは一つのボーダーラインといわれ、部長はそ
の部署の仕事をこなす能力があればいいのですが、取締役ともなれば会社経営全体に目配り
できなければなりません。いくら実力のある人を取締役に据えても、そのあたりの能力が欠けて
いては、会社が傾いてしまう恐れがあるでしょう。

私がコーディネートしたある中堅製薬会社も、管理職教育についての悩みを抱えていました。
早速、同志社大学大学院ビジネス研究科（同志社ビジネススクール）の教員に教育プログラム
の作成をお願いしたところ、その教員のネットワークで一流企業で経営戦略やマーケティングに深
く携わって来られた専門家にも講師として加わって頂き、非常に内容の濃い充実した研修が行
われました。ビジネス研究科等の人文社会系研究科の研究・教育成果・人的ネットワークを活
かした社会貢献は、これからの産学連携の一つのスタイルになるかもしれません。

厳樫▶　企業にとってブランドは顔のようなもので、たいへん重要な意味を持っています。大学も同じで、
その大学の価値や認知度を高める大切なポイントとなります。しかし、ブランドの重要性は理解していても、
それをうまく活用している大学は少ないのではないでしょうか。

今回のプログラムで、私は著作権の管理はどうあるべきか、商標はどのように取り扱われるべきかについ
て担当致しました。特に、研究成果が論文となる人文社会系には著作物がたくさん生まれています。また、
同志社大学という名前、ロゴ、あるいは産学連携で生まれた成果物等の商標も数多く存在しています。今
まではどちらかというと教員任せの部分もありました
が、その活用を含めてもっと全学的にきちんと管理
していこうということで、大学における著作権、商
標の在り方についての管理規程の雛形を作成しま
した。同志社大学だけで活用するのではなく、各
大学が規程を作成する際の参考になればと考えて
います。今後は、この管理規程を運用し、大学の
価値向上やブランド向上につなげていく具体的な取
り組み手法を提案していきたいと考えています。

太田▶　人文社会系の産官学連携を推進していくためには、きっちりとした制度にはめ込むのではなく、
柔軟で草の根的な仕組みの中で動いたほうが、むしろ良い成果につながるような気がします。特に、研究
はユニークさが命です。研究の中身もそうですが、研究の手法も一人ひとりそれぞれ異なります。“ 個 ” の
力を大切にしてもらって、私たちが声を上げれば、それを活かしてもらえるような緩やかな組織づくりを行っ
てほしいですね。

大学というのは、私たちと企業、社会を結ぶ接着剤の役割を担っているのではないでしょうか。例えば、
「学内にこんな教員がいる」「企業とこういう連携をしたい」という一覧のようなものがあって、皆さんに情報
発信できればいいですね。人文社会系の産官学連携の枠組みは今出川キャンパスに整いつつあるので、
今後はその潤滑油となるソフトウェアの充実を望みたいと思います。

大神▶　大学と地域との連携を積極的に進めています。京都府北部地域で、まちづくりのお手伝いをさ
せて頂きました。スーパーマーケットが進出した結
果、街の中心部がシャッター街化しつつあり、市
役所からの依頼で、ビジネス研究科教員（マー
ケティング専門家）並びに研究科卒業生が、地
元の高校（５校）、市役所、商工会議所、まち
づくり会社と連携し、「中心市街地活性化若人
チャレンジ事業」として、高校生達が主役として
自分達でレストランを立ち上げる支援をしました。
普通高校、商業高校、工業高校の学生達が京
都のビジネス研究科で開かれたマーケティング講
義を受講し、グループワークではレストラン経営の
企画に英知を絞りました。別々の高校に通ってい
るため、普段は交流がほとんどない高校生達が
共通の目的のために集まり、店のデザイン、顧客

長岡▶　2013 年、今出川の地に人文社会系学部が移転・集積し、今
出川キャンパスは人文社会系産官学連携の一大拠点として機能します。
もちろん、京田辺キャンパスと今出川キャンパスが分離するのではなく、リエ
ゾンオフィス、知的財産センターともにジョイントを深め、文理融合の産官学
連携を積極的に進めていこうと考えています。同志社大学から生まれる学
際的な研究シーズが、社会に大きなイノベーションを巻き起こしていくことを
期待したいですね。

内山▶　心理学そのものが、文系と理系、両方の視点を取り入れた学
際的な学問です。私たちは様々な学部との学内連携に機動的に取り組ん
でいきたいと考えています。同志社大学には数多くの教員がいますが、お
互いにどんな研究に取り組んでいるのか見えにくい面もありますね。例え
ば、今日、太田先生とお話しして、私がしている心理学の研究と共通点があるなと感じました。もしかして、
これまでの研究成果や手法をお互いに持ち寄ることで、新たな協力関係が築けるかもしれない。今までに
ない成果が発信できるかもしれない。今出川キャンパスに人文社会系の拠点が誕生することで、文理融合
が促進され、私たちが予想しなかった展開が広がるのではないかと心躍らせています。

■ 上級管理職研修、課長研修等の、主に中小企業対象人
材育成プログラム実施

■ 経営・法務・財務・人材育成・マーケティング・ものづく
り戦略等のコンサルティング

■ 法律事務所のパラ・リーガルスタッフへの実践的な教育訓
練プログラム開発

■ 医療器具の効能・効果の客観的評価実施
■ 認知症高齢者を対象とした集団いけばな療法や化粧療法
のプログラム開発

■ 社員のモチベーション強化への学術指導
■ 高校生・大学生を巻き込んだ地域活性の企画提案
■ 学生、地域住民、行政を巻き込んだまちづくり推進
■ 企業、地方自治体、商工会、業界団体等での講演

人文社会系産官学連携具体例

大学における著作権・商標管理規程（雛形） 
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特集｜文部科学省「大学等産学官連携自立化促進プログラム」終了　同志社大学 人文社会系産官学連携が育む知的シーズの芽

厳樫▶　日本は技術立国を国家の大きな目標にしてきましたが、ここ数年の様子
を見ると、日本が先行していたはずの技術が海外の企業に追い抜かれ、今や
風前の灯です。その理由は何か？ これからのグローバル社会で日本が生き残っ
ていくために、例えば「制度や仕組み」「人々の意識」「地域の風土」を技
術立国にプラスした文化立国を目指す必要があるのではないでしょうか。その一
つのキーワードとなるのが、同志社大学が現在取り組んでいる人文社会系の産
官学連携です。

今回、文部科学省のプログラムに参加して、同志社大学には磨けば光るダイ
ヤの原石がたくさん埋まっていると感じました。人文社会系の産官学連携は日本
の大学ではまだまだメジャーではありませんが、同志社大学が他大学に率先して
日本を活性化するような実績を重ねていければと考えています。

長岡▶　私は技術者ですが、文化のない技術はすぐに廃れてしまうのではないでしょうか。
これまで日本の技術製品が海外で高い評価を受けてきたのは、故障が少ないとか環境に
優しいとか、その製品の背景に繊細な
文化が花開いていたからです。海外企
業との技術力に差がなくなってきた今、
ただ価格競争に走るのではなく、例え
ば従業員のやる気を高める組織づくり
であったり、子どもたちの理科離れを解
決する教育論であったりと、日本の文
化を取り入れた形で新たな付加価値を
発信していく必要があるでしょう。「日
本」という冠をつけられるのは、恐らく
そうした文化的価値のあるものではない
かと思います。

長岡▶　私の個人的な研究事例ですが、ある企業と産学連携をしていたとき、たまたまその中から生まれ
たシーズが「こちらのほうにも使えるのではないか」ということで、まったく思いもよらなかった新しい応用につ
ながったことがあります。最初はカキの種だと思って育てたら、実はミカンの木が生えてきたようなもの。もし
かすると、研究者が思っている種と社会が望んでいる種は違うかもしれま
せん。反対に、つまらないテーマだと思っていても、違う畑にまくと芽が
出てくるかもしれない。研究者はどうしても自分の専門分野だけを見て視
野が狭くなってしまいがちですが、産官学連携や共同研究という滑走路
を走ってみると、ふわふわと浮き上がって、今まで見たこともないような光
景に出くわすことも少なくありません。

太田▶　自分の頭の中だけで研究しても、気がつかないことはたくさんあ
ります。私自身、「いい研究ができた！」と思ったシーズは、外から持って
きてもらったものが多いですね。例えば、リエゾンオフィスから「こういう企
業とこんな研究をすれば面白い！」という提案をしていただければ、そこ
で新しい道が開けて、成果が生まれるかもしれませんね。私たち一人ひ
とりの可能性にまで関心を持ったコーディネートに期待をしたいです。

内山▶　今後、人間の心の動きや行動を科学する心理学の重要性はますます高まっていくでしょう。複
雑多様化する世の中で、従来の技術や考え方だけでは解決できない問題もたくさん横たわっています。
私たちは今までとは異なるアプローチで、こうした部分にメスを入れていこうと考えています。心理学は文
理融合の視点を持った学問なので、他の教員や企業と共同研究する機会も増えてくるのではないでしょう
か。私たちは常に広く門戸を開いて畑を耕し、どのような種がまかれてもしっかりと育てていく準備を整えた
いと思います。

長岡▶　理系の産官学連携は、ピンポイント的な技術開発であったり、どこか一企業のためだけの研究になっ
たりすることもありますが、人文社会系では一つの切り口から得られた結果をいろんな分野で幅広く使ってもら
えるのが特色ではないでしょうか。同志社大学の人文社会系の産官学連携の取り組みは、緒についたばか
りです。人文社会系はたいへん畑が広くて、まだまだ未開拓の分野がたくさんあります。リエゾンオフィスでは、
今回の「大学等産学官連携自立化促進プログラム」で生まれた成果を踏まえ、さらなる人文社会系シーズの
発掘と発信、そして大学から生まれた成果を社会に還元していくための取り組みを進めていきたいと思います。

本日は、ありがとうございました。

目線での品揃え、商品価格設定、調理、原価計算等の計数管理、広報、接客等の面で、それぞれの
高校が自校の特色を活かしながらも協働しました。その結果、レストランは１週間しか開かれなかったのです
が、高校間での連帯感が生まれ、地域住民や参加者にとって記憶に残るイベントになりました。

長岡▶　大学と社会の変革のスピードに、どうしても差がついてしまうことがあります。社会の変革についてい
けないようなシステムは使い勝手が悪く、産官学連携の芽を自ら摘み取ってしまう恐れもあります。ご指摘が
あった柔軟でしなやかな組織づくりについて、私たちもしっかりと肝に銘じて取り組んでいきたいと思います。

知的シーズの情報発信については、今から3 年前に「人文社会系産官学連携研究紹介集」を発行
し、同志社大学に埋もれた人文社会系シーズの発掘・発信を行ってきました。理系のシーズ集はたくさんあ
りますが、人文社会系シーズ集は全国でもたいへん珍しいものです。また、年 3 回発行しているニューズレ
ターも、人文社会系教員の研究を皆さんに知っていただくための重要なツールだと考えています。

内山先生や太田先生のお話にもありましたが、学内連携は言うは易しですが、実現するには何か仕掛
けが必要でしょう。そこで、近年、学部の異なる教員が色々なグループを組んで研究することをサポートす
る、研究者会議や研究拠点形成支援事業をはじめとする研究活性化策が実施されています。学内の研
究促進のスキームを使って生まれた成果を、今度はリエゾンオフィスの力を使ってぜひ世の中に出していただ
きたいと思います。
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橋爪　淳　氏
文部科学省　科学技術・学術政策局　
産業連携・地域支援課　大学技術移転推進室長

　組織的な産学官連携の重要性を指摘した第 1 期科学技
術基本計画から15 年が経過し、本年 8月には第 4 期がス
タートした。この間、大学、企業、地域等の関係者の御尽
力により、多種多様な取組が全国で展開されてきている。
　中でも、同志社大学の文系の産学官連携は、産学官連
携の新しい方向性を示すものと言える。社会と科学技術との
関わりが深まり、科学技術コミュニケーションの重要性が高ま
る中、産学官連携を技術移転だけではなく、社会貢献とし
て広く捉えていくことは意義深い。また、文系の参加は、大

学の社会貢献力を増すとともに、産学
官連携活動が持続可能なシステムとし
て全学的に定着していく大きなきっかけ
ともなる。
　新たなチャレンジには多くの困難も伴ったのではないかと思
う。それを乗り越え、多くの成果を生み出されてきた同志社
大学の皆様に心から敬意を表させていただきたい。そして、
文系の新しい産学官連携のモデルが、同志社大学から全
国に拡がることを大いに期待させていただきたい。

文系参加で高まる大学の社会貢献力

同志社大学人文社会系産官学連携推進
リーフレットならびに取り組み紹介 DVD

epilogue
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eラーニング推進について
同志社大学に期待すること

社会起業家養成塾

同志社大学との
文系産官学連携について

企業から見るeラーニング問題点、
同志社大学に期待するもの

文系の産官学連携は、
人的交流ありき

社会に誇れる
ビジネスプランを発信

　大学は高度な「知識と情報」
を蓄積し、それらを地域社会に提
供することでその発展に貢献する
事が責務の一つです。
　ところで、教育とは質の保証された「知識と情報」の
伝達であり、IT の活用、つまりeラーニングという手法を
用いることにより、より多くの人 に々大学が有する「知識と
情報」を提供する事が可能となります。これが大学教育
の eラーニング化の目的の一つです。
　「知識と情報」をITを活用して伝達するには、それら
を形式化し、体系化する必要がありますが、そうすること
は、それらを知的財産として戦略的に保護・活用するこ
とにもつながることになります。しかしながら、古くから教
室の中で教師の個人技で行ってきた大学教育を形式化
し、体系化するのは至難の技でした。それが、大学教
育の eラーニング化を阻む要因の一つになっていました。
　今回の「eラーニング普及研究会」での成果を踏ま
え、同志社大学が率先して、大学が蓄積している「知
識と情報」を積極的に社会に発信し、その発展に寄与
する体制の整備をされることを期待しています。

社会起業家とは？
　一般の「起業家」のように営利を目的とするのでは
なく、社会的な課題の解決や社会への貢献を目的と
し、それらを寄付金や補助金に頼って活動するのでは
ない、持続性のある事業としてビジネスを展開してい
く起業家の事です。

この塾の趣旨・目的
　新規なアイデアとビジネスの手法を用いて、社会的
課題の解決や望ましい社会環境の創造を持続可能な
ビジネスモデルとして取り組もうと決意した者を塾生
として選抜し、塾が持つ産官学連携のリソースを活用
し、①塾生のビジネスモデルをプラン段階から実践に
耐え得るものにブラッシュアップし、しかも、②自立
的に収支の合う持続可能なビジネスモデルになるよう
に育て上げ、かつ、③卒塾時には社会起業家同士の人
的ネットワークの拡大に貢献出来る人材に育成し、そ
の結果、塾生の一人ひとりがネットワークを活かしな
がらも、それぞれが自立した（公的助成に依存しな
い）一人前の社会起業家として塾から巣立っていく事
を目的とします。

成果・実績
　２０１０年度は２者の入塾者に対して、２者とも卒
塾し『場作り・つながり作りの手法を提供して、まち
づくりや企業内の人材育成を行ない、よりよい社会づ
くりへの貢献』『美容を通じて人々を元気にする仕組
み作り』の活動をする起業家として、ビジネスでの展
開を図りながら活躍を続けています。２０１１年度は
４者の入塾者に対して、２者の卒塾となり、介護分野
への支援の形づくり、環境教育を広げるための新しい
システムの構築といったモデルの形成となり、ビジネ
スの形も様々に広がりを見せています。

　リエゾン・クローバー倶
楽部（以下ＬＣＣ）は同志
社校友会大阪支部産官学部
会の略称であり、「産官学
連携支援活動」を事業の柱に置き、リエゾンオ
フィスと連携して文系産学連携の一環として、
同志社大学、特に大学院ビジネススクール研究
科（ＤＢＳ）の存在を広く社会に向けてＰＲす
ることを目的に活動を行っております。一例と
して、経済産業省近畿経済産業局地域経済部と
大阪商工会議所経済産業部ベンチャー振興担当
が海外志向の関西企業を対象に行ったセミナー
がありました。その時の講師、海外マーケティ
ングに関し評価の高いＤＢＳの教授をＬＣＣ法
人委員会が推薦し、まさに産官学連携のリエゾ
ンの役割を果たしたのです。
　今後も、同志社大学が推進する教育改革「同
志社建学ルネサンス」を理解し産官学いずれの
期待にも沿える活動を行っていく所存です。

　企業は環境変化にさらさ
れています。社員は新規分
野の知識を求められるが、
日々業務に追われています。
集合教育を受けさせる時間も費用もありません。
　最近、スマートフォンやタブレット端末がイ
ンターネット環境でいつでもどこでも使え、教
材があれば、ｅラーニングで学習しやすくなっ
てきました。
　そこで、知の宝庫である大学に、無償のオー
プンコースウェアとしてｅラーニング用に教材
を提供いただきたいのです。
　その際、限定された著作権のみを主張するク
リエイティブ・コモンズ・ライセンスの、例え
ば、教材の改変、商用利用を許可するがライセ
ンスの条件は継承する「表示－継承」とします。
　それよって大学の叡知が企業内教育のニーズ
に応じて活用されると考えます。

　「文系の産官学連携ってな
んだろう？」と考え続けて
きました。結論は、大学と
産業界にたくさんの人的交
流がほしいということです。私自身は同窓の仲
間とのネットワークの中で、経営者として必要
な情報や知恵を得てきました。経営者は孤独で
す。経営の根幹的な課題を解決しようとすると
きには、気軽に誰にでも相談するわけにはいき
ません。多くの経営者はふさわしい専門家をさ
がして右往左往しています。もし、あらかじめ
信頼関係を結んだ専門家との交流があればどれ
ほど心強く、発展的に課題解決に取り組むこと
ができるでしょうか。今後は中小企業において
は、事業継承や M&A など 1 社だけでは解決で
きない案件が増えてきます。そんなときにネッ
トワークの人的交流が役に立つような仕掛けが
あればと願ってやみません。

　
　社会を変える可能性を持つ
素敵な花を咲かせる種が、芽
になり茎を伸ばし育っていく、その時間にご一
緒できるというのは、それ自体素晴らしい体験
でした。
　「養成塾」という名前から、受身の座学が中心
のように思われがちですが、マンツーマン或い
は 1 対２という少人数対応でコーディネータが
寄り添いながらビジネスプランをまとめて行く
という行為が中心になっています。合宿も行い、
塾生と講師が熱い議論を交わしたこともありま
した。これも一緒に考えるという姿勢の現われ
です。社会起業家養成塾を主催している NPO
法人同志社大学産官学連携支援ネットワークと
いう組織の持つ、専門性と暖かさの両面が上手
く作用したと思います。人文社会系の産官学連
携の果実の一つとして、社会起業家養成塾は誇
れるものになっていると自負しております。

堀　真寿美 氏
NPO 法人 CCC-TIES

北出　至 氏
リエゾン・クローバー倶楽部 会長

上川　昭海 氏
元大手家電メーカー社員

中居　成子 氏
株式会社ハート・アンド・キャリア
代表取締役

五島　洋 氏
弁護士法人飛翔法律事務所 代表
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
社会起業家養成塾 塾長

入塾式の様子スキーム図 合宿風景

特集｜文部科学省「大学等産学官連携自立化促進プログラム」終了　同志社大学 人文社会系産官学連携が育む知的シーズの芽

社会的課題の解決や社会創造に対して新しいアイデアとビジネスの手法を用いて持続可能なビジネスに取り組む
起業家を産官学が連携して発掘、育成、支援し、社会へ送り出していく「場」としての活動に取り組んでいます。
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「第25回 同志社大学・けいはんな産学交流会
　　　　　　～産学連携マッチング交流会～」を開催 「イノベーション・ジャパン2011－大学見本市」に出展

「第8回 産学連携実務者ネットワーキング（UNITT2011）in 同志社 」を開催

「ＪＳＴ／ＣＩＣ東京新技術説明会」を開催

「日中大学フェア」に出展

【日時】 2011年7月27日（水）
【場所】 同志社大学京田辺校地　香知館　3階会議室（京田辺市）
【主催】 京都府中小企業技術センター、公益財団法人京都産業21、財団法人関西文化学術研究都市推進機構、社団法人京都工業会、
 同志社大学、同志社大学リエゾンオフィス、 NPO法人同志社大学産官学連携支援ネットワーク

【日時】 2011年9月21日（水）～22日（木）
【場所】 東京国際フォーラム （東京都千代田区）

【日時】 2011年9月9日（金）～10日（土）
【場所】 同志社大学今出川校地（京都市上京区）

【日時】 2011年7月28日（木）
【場所】 キャンパス・イノベーション・センター（ＣＩＣ）東京（東京都港区）

【日時】 2011年10月9日（日）～10日（月）
【場所】 池袋サンシャインシティ（東京都豊島区）

　第25回目となる同志社大学・けいはんな産学交流会ですが、社団法人

京都工業会の産学連携マッチング交流会との合同開催とし、「高性能・高

機能金属材料」をキーワードに研究発表と企業紹介を行いました。

　研究発表では、宮本博之教授（理工学部機械システム工学科）による

「構造用バルクナノ結晶金属材料の開発」、藤原弘准教授（理工学部機

械システム工学科）による「調和組織制御による高機能性材料の開発」

について発表がありました。

　企業紹介では、岩本泰一氏（日本伸縮管株式会社 統括事業部長）より

「当社製造技術（成形・製缶・溶接）とニューロン・ラボの紹介」、吉松宣明

氏（マルホ発條工業株式会社 技術部 技術企画課長）より「中小機械部

品製造業の医療機器への取組み」、廣瀬昌己氏（二九精密機械工業株

式会社 営業部長）より「難削材の微細加工技術とβチタンパイプ紹介」と

題してご発表いただきました。

　その後は、宮本教授、藤原准教授の研究室を見学していただきました。

研究室の学生による実験内容や機械の紹介に対し多数の質問があり、

参加者の関心の高さが窺えました。

　「イノベーション・ジャパン－大学見本市」に、今年も出展しました。

　本学からは、マテリアル・リサイクル分野に廣田健教授（理工学部機能分子・生命

化学科）の「高強度強靭性ジルコニア-アルミナ系セラミックス」、ライフサイエンス

分野に「腸管出血性大腸菌感染症の新たな治療戦略」、西川喜代孝教授（生命医

科学部医生命システム学科）が出展及び新技術説明会に参加しました。

　廣田教授の技術は、従来の硬くて脆いというセラミックスの常識を破る強靭性

な、新時代を築く新素材であり、西川教授の技術は、腸管出血性大腸菌が産生し、

重篤な合併症を引き起こす病原因子（Stx）の働きを阻害する化合物（ペプチド性

Stx阻害薬）を世界に先駆けて開発した新治療戦略です。

　初日は台風15号が関東を直撃した為、交通機関がマヒ状態だったにも拘らず多

くの来場者があり、2日間で2万8千人と、昨年（2日半の開催で2.6万人）より盛況

でした。本学ブースにおいても積極的な意見交換が行われ、マテリアル・リサイクル

分野では、加工用超硬部品、医療・歯科器材、ライフサイエンス分野では、広く国内

外の製薬、食品会社などから多くの問合せがあり、今後の共同研究等に繋がる大

変有意義な見本市になりました。

　産学連携が抱える課題を議論することを目的として、2003年から開催され

ている「産学連携実務者ネットワーキング（UNITT）」が本学今出川キャンパス

で開催されました。

　今回、関西で初めての開催となりましたが、全国から500名を超える参加

者が集まりました。本ネットワーキングの特徴である「所属・氏名非公表のフロ

ア参加型セッション」では、産学連携が抱える問題点や現状について実務者

ならではの意見が多く飛び出し、会場全体で熱心な議論が展開されました。　CIC東京に入居している大学が集結し、「JST/CIC新技術説明会」が

開催されました。本学からは、人見穣准教授（理工学部機能分子・生命科

学科）が「金ナノ粒子を用いる非ガドリウムMRI造影剤の開発」と題して研

究シーズの発表を行いました。12大学から17件の発表が行われ、主催

者によれば、「17件中、未公開特許に基づくものが13件である」という貴

重なシーズ公開の場となりました。先生には、発表後の個別相談にも対

応していただきました。

　今後は、新たな用途を探索しながら、産学連携の可能性について検討

を継続して行きます。具体的には、金ナノ粒子の高いX線吸収率によりCT

造影剤、腫瘍のX線温熱治療剤としても期待されます。

　日中の100を超える大学や研究機関が一同に会し、新たなパートナーシップを築く

「第2回日中大学フェア」が行われました。本学は、留学情報や産学連携の取組につ

いてパネル出展しました。日本に留学を考えている中国の学生が各ブースを訪ね、熱

心に資料集めと説明を聞いている姿が印象的でした。
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理工学部・盛満教授が
レアメタル・ベースメタルの革新的製造方法を事業化！

　9月20日、理工学部環境システム学科の盛満正嗣教授が開発

し、特許を取得したレアメタル・ベースメタルの革新的な製造方法

（電解採取法）と、これに用いる電解採取用陽極について、米国

オハイオ州を本拠地とするRepublic Alternative Technologies

社との間で独占的特許実施許諾契約を締結、事業化を開始した

ことに関する記者発表を行いました。発表にはRepublic社CEOの

Martin Zanotti氏にもご出席いただきました。

　この技術により、二次電池や電気自動車の生産に不可欠なコバ

ルト、ニッケルなどのレアメタルや、電池・モーターに使われる亜鉛、

銅などのベースメタルを製造する際に、消費する電力量を最大30％削減することができ、また、これまでの製造方法では不可

能であったスラッジ（金属汚泥）を抑制することも可能となります。これによって、レアメタル・ベースメタルの製造における膨大

な電気エネルギーの消費量を削減し、同時に、CO2や有害物質の排出といった環境負荷も大幅に低減することができます。

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」を発売

　本学生命医科学部廣安知之教授と株式会社日立製作所の共同研究

成果として、株式会社日立製作所は株式会社ベネッセコーポレーションと

脳科学の知見を活用し、学習内容に応じた6種類の光を選択できる学習

照明スタンド「調光式学びライトLED」を8月1日に発売しました。

　本製品は、色温度と照度が人の認知機能に与える影響に関する先行

研究に着目し、本学廣安教授と京都大学大学院医学研究科若村智子准

教授が実施したアンケートを参考に開発されました。また、色に応じた適

切な学習モードについては、オフィスの知的照明で研究を進めている本学

理工学部三木光範教授の監修を受けています。

「第8回 関東･関西10私大産学連携フォーラム」を開催
【日時】 2011年10月11日（火）13：00～
【場所】 中央大学　後楽園キャンパス（東京都文京区）
【主催】 関東（中央大学、慶應義塾大学、東京電機大学、
 　　 日本大学、明治大学、早稲田大学）
 関西（関西大学、関西学院大学、立命館大学、同志社大学）

　第8回目を迎えた本フォーラムは、「イノベーションに繋げる人財育成に産

学連携ができることは？～産学の安定的・効率的研究開発を目指して～」を

テーマに開催しました。

　足立直樹氏（凸版印刷株式会社 代表取締役会長）による「産学連携を通

じた社会貢献～イノベーションを生み出す人財の共創に向けて～ 」と題し

た基調講演の後、パネルディスカッションを行いました。本学からは、長岡直人（理工学部教授・リエゾンオフィス所長）がパ

ネリストとして参加し、産・官・学それぞれの分野から選出されたパネリストと共に、「大きなイノベーションを起こすことのでき

る人財づくりのために、産官学の組織横断的な共創による新しい形の人財育成センターの設立が重要になるだろう」と締め

くくりました。

株式会社
ファルマエイト

同志社発
インキュベーション施設

未来の新産業を創る。創薬研究活動を通して世の為人の為になる事業を。
　ファルマエイトのミッションはまさに幸せな人生を送る条件であ
る「健康」を保証する新薬の創出です。
 　アルツハイマー病やパーキンソン病に代表される神経変性疾患の
治療薬の開発を重点としますが、将来は癌、糖尿病、リューマチな
ど幅広い創薬活動を目指したいと考えています。
　現在入居している D-egg では、アルツハイマー治療薬・抗がん
剤の研究開発を行っています。独自のライブラリーから見出したア
ルツハイマー治療薬候補物質の有機合成的手法を用いた構造最適
化、また抗がん剤（特にすい臓がん）の開発を行っています。

　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 杉本　八郎
所 在 地 〒602-0841
 京都市上京区御車道通清和院口上る東側梶井町448番地5
 クリエイション・コア京都御車307号室
TEL　075-634-7178 FAX　075-634-7178
E-mail　info@pharma8.jp URL　http://www.pharma8.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

盛満教授・記者発表に寄せて
　皆さん、こんにちは。知的財産センター田中です。
さて、上述の盛満教授の記者発表（レアメタルの
電解採取技術に関する米国企業へのライセンス
供与）については、その基となる知的財産活動に携
わった知的財産コーディネータとして非常に喜ばし
く思っております。
　ところで、皆さんは知的財産コーディネータ（小
職）の活動の実態をご存知でしょうか。今回は、その
活動の一端をご紹介します。
　小職のメインの活動は、先生方の研究成果につ

いて特許出願を行い、特許庁の厳しい審査をくぐり
ぬけ、早期権利化（特許登録）を図ることです。出願
に当たっては、先生方の研究成果のポイントを正確
に出願書面に表すかが問われ、そのためには先生
方とのコミュニケーションが非常に大事になってきま
す。小職が現職務に就いたのが、昨年３月からであ
り、悪戦苦闘しながら、今日に至ってようやく順調に
活動を進めることができるようになってきました。まだ
まだ至らないところもありますが、今後も頑張ってい
きたいと考えていますので宜しくお願いします。

リエゾンオフィサー

「第8回 龍谷大学×同志社大学ジョイントセミナー」開催
【日時】 2011年11月7日（月）
【場所】 東大阪クリエイション・コア（東大阪市）

　龍谷大学と同志社大学は、東大阪における産学連携の拠点「MOBIO（ものづくりビジ

ネスセンター大阪）」に共同入居し、2003年から毎年ジョイントセミナーを開催しており、

今年度は「関西における震災リスクとその対応」をテーマに行いました。

　基調講演は「関西の地震災害リスクと予知への展望」と題し、川崎一朗氏（京都大学名

誉教授 理学博士/立命館グローバル・イノベーション研究機構 教授）に講演いただきまし

た。両大学によるセミナー講演は、堤一義教授（龍谷大学理工学部機械システム工学科）

による「ロボット開発の過去・現在・未来 ～歴史を振り返り、将来を展望する～」、石川信一准教授（同志社大学心理学部 心

理学科）による「子どものメンタルヘルス：『起きてから』ではなく『起きる前』にできること」という今回のセミナーのテーマであ

る「震災リスクとその対応」に対して両者とも違ったアプローチから発表がありました。最後に、大阪府商工労働部商工振興

室ものづくり支援課 産学官連携推進グループがMOBIOの取り組みについての紹介を行いました。

　講演会終了後の交流会では、参加者から大学との連携の話や東大阪の現状についてなど、大変活発な意見交換が行わ

れました。今後も、このセミナーを通じて両大学の東大阪地域における産学連携が発展することを期待しています。
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都市特性や交通事情に合う
高機能交通システムを実現

例えば、私たちにとって身近な存在である携帯電話。
第1世代、第2世代は800～900MHzの周波数が使わ
れていたが、第3世代ではより高い2GHzも用いられて
いる。数年後には登場するといわれる第4世代にはさ
らに高い周波数が割り当てられる予定だ。周波数が異
なれば、その電波特性も変わってくる。「新しい周波数・
新しい無線システムに対応した電波伝搬の技術が求め
られています」と岩井誠人教授は話す。

その一つが、車車間で電波通信を行って、出会い頭
の事故などを防止する高度交通システム（ITS）だろ
う。その無線通信方式は、米国で開発された方式を
ベースに日本のITS用途に適合するように変更された
方式の使用が決まっているが、わが国の都市環境や交
通事情に本当に合致するかどうかシミュレーションし、
その有効性を評価しなければならない。岩井教授は
ITSに関する標準化機関が実施する大がかりな実験に
参加し、車同士の通信の性能を適切に評価する電波特
性のモデル化に取り組んでいる。ITSの電波特性に関
する実験は、東京駅周辺など「細道が多く出会い頭事
故が実際に起こりそうな場所」で繰り返し行われた。

通信時にノイズやフェージング（電波の揺れ）がたく
さん存在する中で、最初から最後まで高品質な通信を
提供するのはとても非効率なことだ。ノイズに対する
耐性を高めるために、送信電力を10倍、100倍にも高
めなければならないという。一般的な通信というのは、
100秒間のうちたとえば99秒までを実現し、残り1秒は
あきらめる・必要な情報は通信が確保されている99秒
の中で行うことにより所要の情報伝送を実現する…と
いう確率的なシステムで成り立っている。「車車間でど
れくらいの通信距離が実現するのか？ 実験で集めた
データを解析し、平均的な信号強度を算出したいと考
えています」と説明する。

マルチパスへの対応が
スムーズな電波伝搬の鍵！

もう一つ、ITSの実現のために乗り越えなければなら
ない問題があるという。デジタル信号の0、1などの情報
は電波の位相に乗って送られてくるが、例えばビルに反

射して遅れてきた反射波が逆相（位相が180度ずれて
いる関係）だと、位相が重なって通信に悪影響を与えて
しまう。特に、情報伝送のスピードが高まっている今、デ
ジタル符号の一つの長さが短くなり、ほんのわずかな
遅延で波形のひずみは大きくなる。「マルチパスの影響
を踏まえた、伝搬モデルを考慮する必要があります」。

遅延の特性を測定すると、横軸を位相の遅延時間、
縦軸を電波強度としたプロファイル（図1）が出来上が
る。直接波しかなければ波形は1本だけしか見られない
が、反射波などが出てくると、時間の遅延に伴って小さ
な波形がいくつも現れる。このプロファイルが実際に用
いる通信の特性に大きな影響を与えるため、実際の環
境に即したモデルを構築する必要がある。さらに、前述
のように、通信は100%のうちのたとえば99%の確率
で実現せねばならないものである。構築するモデルも
1%の確率で発生するフェージング・ノイズの影響を評
価可能なものとする必要がある。ITSの実用化は目の
前といわれているが、岩井教授の取り組みは次世代の
交通システムをスムーズにする基礎技術としてなくて
はならないものだろう。

先ほどから説明があったように、電波伝搬の世界で
物事は全ては確率統計的に取り扱われてきた。しかし、

「今後、決定論的な電波伝搬の取り扱いを実現する必
要があります」。携帯電話など移動通信の受信電波は、
ほんの少し場所を移動しただけで強くなったり弱くなっ
たりするが、それは周辺にあるモノが影響を及ぼしてい
るからだ。その位置や形、材質…。すべてが電波の強度
や遅延に影響を及ぼすのだという。
「たとえば、部屋の中をカメラで数回撮影すれば、モ

ノの位置や材質などの情報が数値化されるシステムが
できれば面白いですね」。カメラでなくてもユビキタス
ネットワークシステムの発展により、無線電波の位置検
索でコンピュータ同士が通信し合い、モノがどこにある
かが瞬時に分かる時代が来るといわれている。そのよ
うな情報をベースに決定論的な伝搬特性の推定がで
きれば、信号レベルの高い場所を確定的に選ぶことに
より従来よりも効率的な通信ができるようになるだろ
う。その結果として、現在の基地局の数で何倍もの情
報伝搬が可能になるだろう。近い将来、通信技術のイノ
ベーションが巻き起こるかもしれない。

未知の学問領域への挑戦!?
電波を使ったセキュリティ技術

岩井教授が、同じ研究室の笹岡秀一教授らと共に力
を注いでいるのが、無線通信における情報セキュリティ
の研究である。従来、セキュリティは情報処理の分野で
取り扱われてきた。送信側と受信側が同じ暗号鍵を共
有することで、第三者への情報漏えいを防ぐというの
が基本的なメカニズムだ。「電波を使った新しいセキュ
リティシステムができないでしょうか」。例えば、フェージ
ングによって生じる電波の強弱をデジタル符号の1と0
というように符号化すれば、受信側でも同じフェージン
グを共有しているはずなので、両者の間で同じ符号を
共有することが可能となる。この符号を用いて暗号化
を行えば通信の秘密は守られる。（図2）「これまで排除
されていたフェージングやノイズを役立てようという試
みです」。

最近では、地上デジタル放送と同じOFDMやMIMO
といわれる新しい無線通信方式も登場してきた。これ
らは、複数の信号を同時に並列転送できるのが特徴だ
という。例えば、一つの信号には正しい情報を、もう一
つの信号にはノイズを乗せて発信すれば、途中の経路
で信号が混ざって情報を取り出すことができないだろ
う。そのほか、大きな信号の中に、第三者が分からない
小さな信号を隠しておくステガノグラフィー技術の無
線通信での実現も研究している。外から見るとネコの
絵にしか見えないが、受信側が信号処理をすると、中に
隠れているネズミの絵を取り出すことができる…。岩井
教授は、ステガノグラフィーのイメージをそのように説
明する。情報処理の分野ではそのような技術が既に確
立されているが、これを無線通信の上でその特徴を活
かして実現するのだと言う。今まで、電波を使ったセキュ
リティ技術などあり得ないといわれていたそうだが、
「最近はこの分野も認知され、全世界で開発競争が行
われている。無線LANなどで実用化される日もそう遠
くないと思います」と目を細める。

情報通信技術の進歩は目覚ましい。しかし、豊かさと
便利さの反面、電波伝搬やセキュリティなどクリアしな
ければならない問題も数多い。社会的な関心度の高い
研究シーズだけに、これからの産学連携にも大きな期
待が寄せられる。

情報社会の未来を拓く
無線通信の基盤技術を確立
岩井 誠人（いわい　ひさと）　理工学部 電子工学科 教授

「同志社大学通信方
式研究室」において

、次世代の

移動通信・無線通信
に関する研究・開発

を進めてい

る。同志社大学赴
任前は、電気通信

会社に在籍。

“産 ”と“ 学 ”の両方
の視点から、電波伝

搬、無線暗

号・セキュリティ精度
の向上を目指す。産

学連携シー

ズも多数育っている
。学生時代は自動車

部に所属し、

ダートコースを激走し
ていたという。現在

は、オープ

ンカーでのドライブ
を楽しんでいる。「冬

の夜に屋根

を開けっ放しで走るの
がストレス解消！」な

のだとか。

Hisato Iwai
Professor's Profile

図1 遅延特性のプロファイル

図2 無線セキュリティのイメージ
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写本が派生し進化していく
ダイナミズムを系譜で表す

古くから親しまれている紫式部の「源氏物語」。写本
はいくつも存在するが、写し間違ったり簡略化したり、さ
らにその誤った写本を誰かが写し取ったり…。本の成
立過程を時系列にたどっていくと、まるで生物学の系統
樹のようにいくつもの枝葉に分かれていく。文献によっ
ては、わざと作意が加えられたものも少なくない。「な
ぜ書き直したのか。どういう意図が働いたのか。数理的
な視点で文献の系譜を浮き彫りにするのが、系統文献
学の目的です」。

矢野環教授の実績の一つに、「君台観左右帳記」の
総合研究がある。これは室町時代の将軍家の座敷飾
についての基準を記したもので、類書や群書などを含
めると200種類以上の写本が存在するという。「資料
の中ほどに列記されている画人録に注目しました」。画

人録とは、この画家はこんな絵を描きます…というリス
トの一覧。総計209名の名前が挙げられているという。
例えば、牧渓という画家は人形（人物）や虎、猿を描き、
黙庵は観音像や芦雁の絵を得意としていたことが伺え
る。なかには、絵についての注釈やサンプルが付けられ
ているものもある。矢野教授は、画人録を編纂する際
に参考にされた「図絵宝鑑」や「宣和画譜」などの中国
の文献、また当時の辞書や御成記、日記などを比定し、
どの時代のどの写本にどんな画家が掲載され誰が外
されているのか、一つひとつ指標に表わしていった。そ
の結果、文明8年（1476）に出版された能阿弥本と呼
ばれる写本は、時代がさらに下った大永3年（1523）頃
の写本に作為的な奥書が付加されたことが分かったと
いう。大永3年といえば、能阿弥の孫の相阿弥の時代で
ある。「内容がすっきりと整理され、相阿弥が手を加え
た跡が見て取れる。古典文献の系統と分類を明らかに
することができました」と胸を張る。

北野大茶会の復元に挑戦し
茶湯の意味と発展の歴史を考証する

天正15年（1587）、権力の絶頂にある豊臣秀吉は
京都・北野天満宮境内で「北野大茶湯」を開いた。名だ
たる大名はもちろん、大坂や奈良からも大勢の参加者
が集まり、その数は1000人にも達したという。この一
大イベントで使われた触書や道具組みは「北野大茶湯
之記」という資料に詳しいが、写本が10種類以上ある
うえ、その内容を参考にしたであろう派生本も数多い。
矢野教授は先の「君台観左右帳記」と同じ数理的解析
手法を用いて北野大茶湯の真実に迫り、戦国時代に花
開いた茶湯の意味、その後の発展の歴史を読み解こう
と考えている。

矢野教授は「北野大茶湯之記」の写本の中でも最も
良質とされる「北野天満宮本」を基準とし、小瀬甫庵が
記した「太閤記」や「利休百会記」などの写本を見比べ
ながら、茶の道具がどのような順序で並んでいるか、何
が欠けているかをリスト化していった。すると、甫庵本の
ほうは四飾席については北野本と記載順序が一致す
るが、三飾席は脱落も多く著しく乱れているように見え
た。しかし、順序を数値化して検証してみると、本来は
茶入、茶杓、天目…という順で三段に書かれていたもの
を、上の段から右から左に、そして中段、下段と読み下
せば、甫庵本の順序とほとんど同じであることが分かっ
たという。「太閤記は脚色が多いといわれていますが、
きちんとデータを読み取れば重要な事実が導かれてい
ることが理解できます」と話す。

中国の古い書物に「書は三写するに、魯は魚となり、
虚は虎となり、烏は馬となる」という諺が紹介されてい
る。津田宗及が残した茶湯日記「天王寺屋会記」にも、

「千」と「干」、「折」と「忻」など紛らわしい字が頻出す
るという。矢野教授はこれまでの記述の誤りを正し、サ
イエンスの知見を取り入れた「平成版・天王寺屋会記」
の上梓に意欲を燃やす。「先達が書に込めた思いや考
えをしっかり受け止め、再現していきたいですね」。矢野
教授の眼差しは温かい。

名物茶入の物語から浮かび上がる
戦国乱世の悲喜こもごも

「茶入」というのは、抹茶を入れて保存する壺のこと
である。戦国時代、茶湯の隆盛にともなって、いくつも
の名器・名物といわれる傑作が生み出された。矢野教
授は今から3年ほど前、名物茶入20点の歴史を古伝の
資料などから掘り起こし、一冊の本にまとめて出版し
た。例えば、「つくも茄子」と呼ばれる茶入れの事例を
見てみよう。もともと足利将軍家が保有していたが、乱
世の梟雄・松永久秀の手に渡り、後になって織田信長
に献上されたという。信長は手元に置いて愛蔵したよ
うだが、本能寺の変に遭って罹災した。「茶人の山上宗
二は『本能寺にて火に入失申候』と書き残しているが、
これは宗二の情報不足です」。実は、つくも茄子は灰燼
と化した本能寺から拾い出され、豊臣秀吉に献上され
た。だが、そのわずか30年ほどの後、徳川家による大坂
城攻略で再び遭難。今度は、茶器藏の焼け跡から掘り
出され、漆による精巧な修復を経て現在に至っている。

「現存する名物茶入がどのように評価され、伝世されて
きたかを知ることは、日本の伝統文化の見直しや再発
見につながります」。

系統文献学は、後ろを振り返るだけの学問ではない。
「温故知新」という言葉があるように、過去の問題を整
理することで、次代の人たちが何をすべきか、未来への
語りかけにもつながっていく。「文理融合の新しい学際
的学問で、魅力的な研究素材がたくさん埋もれていま
す」。まさに、矢野教授は過去と未来を行き来するタイ
ムトラベラーなのかもしれない。

研究者をたずねて

矢野 環　（やの　たまき）

文化情報学部 文化情報学科 教授

Professor's Profile

新しい学問領域である「系統文献学」研究の第一人者。写本の相違を
遺伝子の相違のように見なして、数理的にその系統を見ることで、時の流
れを復元する。これまでに「君台観左右帳記」や「北野大茶湯之記」など
様々な古典資料の検証を行ってきた。学生時代から続けているお茶とお
花が趣味。お茶は「宗環」、お花は「環甫」という号を持つ。「じっと向き合
うことで、心の充足を得られる」のが魅力なのだと笑顔をこぼす。

Tamaki Yano

数理的な思考で
人間が遺した文化の足跡をたどる

徳川三代将軍家光が仙台中納言（伊達政宗）宛に認めた直筆の手紙。
「柴舟」という銘香を政宗が献上した折の返礼だという。かつて「大
日本古文書」で紹介され、その存在は分かっていたが、昭和初期に流
出して行方不明になっていた。当時の将軍家と大名家の関係、香の歴
史を知るうえで貴重な資料となっている。
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都市を形成するコストから
補助金制度の意義を考える

　伊多波良雄教授は、“幸福”の観点から公共政策・財
政の在り方を見直そうというユニークな研究を行って
いる。中央から地方へ国庫出資金や地方交付税が配ら
れるが、こうした補助金制度が本当に地方の幸福度に
貢献しているのだろうか？「空間経済学において、交
通費の存在が地域の集積・分散に大きな影響を及ぼし
ます」。交通費とはヒトやモノが移動するときにかか
るコスト。例えば、東京で生産した商品を九州に輸送
するには、中国地方に物流拠点を作らなければならな
い。拠点の周りには関連する企業が集まり、雇用が生
まれ、新たなサービスが創出される…。つまり、交通
費の存在が都市の形成を担っているわけだ。「補助金

“幸せ”を基準とした政策提言で
地域の魅力と価値を高める

伊多波　良雄 （いたば　よしお）　経済学部 経済学科 教授

を地方に与えても、交通費などの存在は変わらない。
都市システムを決めているファクター（要因）に触れ
る必要があります」と説明する。
　今から3年ほど前、伊多波教授は道路や港湾など公
共投資としての社会資本ストックが本当に人間の幸福
度に役立っているのか、約1万人を対象にインター
ネット調査を行った。その結果、社会資本ストックそ
のものの整備はあまり影響を及ぼさないが、生産関数
などを用いてそこから発生する便益を求めて分析する
と、統計的にプラスに働いていることが分かった。ま
た、地方の歳出について、年度限りのフロー予算はあ
まり幸福度に関係しないという結果を得た。自治体が
予算を配分するとき、市民の満足度が高いものを優先
するのが一般的だが、この調査からそれが必ずしも有
効でないということが見えてくる。「今回、初めて個
票データを得ることができた。国や地方の政策を考え
るうえで、その意義は大きいと思います」。伊多波教
授は調査の成果を強調する。

地域間の移動調査で浮かび上がる
収入だけでは推し量れない幸福の形

　戦後の高度成長時代、進学や就職などで地方から他
都市へ移動する人が増えた。果たして、彼らは満足を
感じているのだろうか。年収は？ 幸福度は？ 伊多波
教授は日本全国を東京（首都圏）、名古屋（東海）、大
阪（京阪神）、地方（それ以外）の4エリアに分け、
約1万人の地域間の移動パターンをまとめて分析を
行った。すると、地方から大阪、大阪から名古屋、名
古屋から東京へと移動した人の年収が高くなっているこ
とが浮き彫りになった。「名古屋から大阪へ移動した人
の年収は下がっている。これは興味深い結果です」。
　では、幸福度がどのように変化したのだろうか。名
古屋から地方へ移動した人の幸福度が低下することは
統計的に有意であったが、それ以外の移動パターンで
は幸福度に変化は見られなかった。つまり、どこへ移
動しても幸福度は大きく変わらない。東京に行けば確
かに年収は上がるが、物価が高かったり、通勤ラッ
シュに巻き込まれたり、人間関係が希薄だったり…。
そうした要素をすべて総合していくと、年収だけでは
推し量れない新たな幸福の形が見えてくる。東京や名
古屋に行くことが心の充足に結びつかないということ
が明らかになれば、人は簡単に移動しなくなるだろ
う。結果的に、交通費の削減につながり、日本全体の
経済コストを抑えることができる。
　「社会資本ストックだけでなく、大学教育機関や就
職支援機関を整備するなど、故郷に留まり続けたいと
思うような魅力的な政策を打ち出していくべきで
は」。今後も継続して幸福度調査を続け、その精度を
高めていきたいと考えている。

祭りから見えてくる
経済波及効果を読み解く

　伊多波教授は、今まで培ってきた費用便益の分析手
法を活かし、経済学部の八木匡教授と共同で「京都三
大祭り」の経済波及効果を調査した。費用便益分析と
は、例えば何か事業を行うときにどれくらいコストが
かかるのか、どのような便益が得られるのか、費用と
便益を比較する方法のこと。本調査では、全国1200
人の市民に対し、「祭りを維持していくためにどれく
らい払ってもよいか？」という支払い意志額を尋ね、
仮想的市場評価法（CVM）によって祭りの価値を算
出していった。
　その結果、総便益は葵祭が931億円、祇園祭が999

億円、時代祭が883億円。一人当たりに換算すると、
それぞれ729円、782円、691円に相当する。また、
京都の魅力や印象、交通や物価についてもアンケート
したところ、印象が良ければ訪問頻度が多くなり、支
払い意志額が高くなっていることが分かった。また、
女性よりも男性のほうが相対的に高いという結果が出
たという。「誰をターゲットにすればいいのか、どの
ような訴え方をすればいいのか…。今後、観光政策に
取り組むときの参考になるでしょう」と話す。

　そのほか、スポーツ健康科学部と連携し、スポーツ
と経済政策の関係についての研究も進めている。オリ
ンピックやワールドカップの誘致は国内経済にプラス
効果をもたらすと一般的には考えられているが、オリ
ンピック終了後、せっかく整備したスタジアムや交通
機関をうまく運用できなければ、国民にとって大きな
負担となってしまうだろう。一時的なブームに終わら
せるのではなく、スポーツを本当に経済政策に結びつ
けるために、費用便益などを踏まえた新たなメソッド
の確立が求められる。
　もともと経済活動は、私たちを豊かにし、幸せにす
るために発展してきたはずだ。しかし、いつしかその
本質が忘れられ、ともすれば利益や便利さにのみ目を
奪われてしまっている。伊多波教授の研究を通して、
幸福の意味や意義を見つめ直すことで、21世紀の経
済社会をより良いものへと転換していくヒントになる
だろう。

professor's Profile

Yoshio Itaba
主な研究課題は、国や地方の公共政策について。政策評
価などで使われる費用便益分析の手法を用い、「幸福度か
ら見た財政活動の評価」や「京都三大祭りの経済効果」
などユニークな調査研究に取り組む。また、神戸市や京
都市などの政策評価に携わり、“ 学 ” の視点から様々な提
言を行っている。趣味は、NHK のラジオ講座を聞くこと。
高校時代から続けている学習法で、最近ではメールの書
き方など実践的な内容が役立っているという。

訪問頻度と印象の相関係数（標本数：1056）
相関係数 有意確率（両側）

全体 .082 .008
魅力 .121 .000

新鮮さ ー .001 .969
先進 .072 .019
清潔 .035 .256

もてなし .047 .129
交通 .091 .003

バリアフリー .006 .856
物価 ー .065 .036
治安 .112 .000

公共施設 .088 .004
表示 .079 .011
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