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発明の概要 

特 許 番 号／特許第4374472号 

出 願 番 号／特願2003－424881  

 権 利 者／学校法人同志社 

適用分野用途／照明制御 

登 録 日／2009年 9月18日 

発明管理番号／知発1029

出 願 日／2003年12月22日 

発 明 者／三木 光範 

発明の名称 ●● 照明制御システム 

■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。 

■解決手段　手元装置と照明装置との間の通信の伝送媒体に指向特性を持たせ、

必要に応じてＩＤ情報を使用して、照明装置を選択、指名する。指名された照明

装置は、点灯、光度設定を行う。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ゆく。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

光幅を狭くしてゆくことにより、所望の位置の照度を目標照度に近づけてゆく。 

 

発明の概要 

特 許 番 号／特許第4409987号 

出 願 番 号／特願2004－049487

権 利 者／学校法人同志社 

適用分野用途／検査試薬および方法 

登 録 日／2009年11月20日 

発明管理番号／知発1052

出 願 日／2004年 2月25日 

発 明 者／加納 航治、北岸 宏亮 

発明の名称 ●● 

■課　　題　維持管理が容易な吸光光度分析装置を用いて、精度よくか

つ高感度でハロゲン化物イオン濃度、アジ化物イオン濃度およびチオ

シアン酸イオン濃度を測定できる吸光分析用試薬およびハロゲン化物

イオンの吸光分析方法、アジ化物イオンの吸光分析方法およびチオシ

アン酸イオンの吸光分析方法を提供することを目的としている。 

■解決手段　各グルコピラノース基中の少なくとも2、3位の水酸基がメ

トキシ基で置換されてなるβ-シクロデキストリン誘導体またはγ-シク

ロシクロデキストリン誘導体が、アニオン性ポルフィリン鉄(Ⅲ)錯体を

包接してなる包接錯体を含み酸性領域に調整されていることを特徴と

している。 

（1） （2） 

（3） 

吸光分析用試薬と、この吸光分析用試薬を用いたハロゲン化物イオンの吸光分析方法、
アジ化物イオンの吸光分析方法およびチオシアン酸イオンの吸光分析方法 
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グローバルが意味するもの 
～地域から超域へ、超域からグローバルへ～

 

内藤■従来からある「国際」を名乗る学部や学科は、

国家間の関係を取り扱うことを主旨としてきました。しか

し、環境問題や移民の問題のように、世界が直面して

いる様々な現象は、必ずしも国家とは関係なく発生しま

す。「国」対「国」の問題としてとらえること以外に、国

家の枠組みを外れたところで起こっている現象、すな

わちグローバルな現象を人文・社会科学の領域からど

のように考えるのか…。既存の国際関係の学部ではフォ

ローできない新しい学問領域を拓いていくことが、私た

ちの使命です。 

　当研究科の特長は、学際的というだけでなく、アメリ

カや中国、ヨーロッパ、中東など多様な地域研究を専門

としているスタッフから成り立っているということです。あ

る現象が東南アジアではこんなふうに起きている、しか

しアフリカではこうなっている…。今、世界の各地域で

起きている現象について情報交換ができて、それを学

生や社会にたえず還元していかなければならない。理

屈だけではだめです。生きた世界とかかわっているとい

うアクチュアリティがないと、学生は内向きになるし、日本

のプレゼンスはますます低下することになるでしょう。但し、

理屈が不要かと言うと、決してそうではありません。例え

ば、一度立ち止まって、事物や現象を深く掘り下げて考

えてみること、それが思想･哲学のような領域ですが、思

考そのものを鍛える教育を伴わないと、現象の分析に

追われて皮相な研究と教育になってしまいます。 

 

岡野■内藤先生の言葉を借りると、私の研究は能書き

部分に当たるのかもしれませんね。哲学の分野ではこ

れまで、自由や平等、人権など、普遍的な理念、すなわ

ちユニバーサルについて議論を行ってきました。しかし、

私たちのモノの考え方の多くは西洋、とりわけ合衆国中

心で、たとえば家族制度でさえ西洋型のものを当たり前

のように受け入れています。ユニバーサルと言いながら、

実は普遍的でも何でもないことを、私たちは世界レベル

で通用すると信じてきた部分があります。 

　私は、グローバルのイメージとして“球”を考えています。

つまり、今まで合衆国中心だと思っていたけれど、球を

見てみれば中心なんてどこにもない。上に向かって歩

いているつもりでも、実は下を向いているかもしれない。

先ほど、内藤先生が「地域から超域へ…」というお話を

されましたが、グローバルの本当の意味を考えることで、

今までの国家中心のモノの考え方を根底から改めなけ

ればならない、そんな反省を迫られているような気がし

ます。 

 

加藤■グローバル化の起点は一般的には、ベルリンの

壁が崩壊し、ソビエト連邦が解体され、市場経済が広が

りを見せた1990年前後に遡ることができます。それから

20年経って、グローバル化した世界が生まれたかと言う

と、依然として17世紀型の主権国家形成に熱心な国も

あるし、EUのような国家連合もある。あるいは、中国やイ

ンドのような古代文明国が勢いよく復活して、世界の中

心的存在になりつつある。多様な動きが混沌としており、

経済交流を除けば、まだはっきりと世界がグローバル化

したとは言えない状況も目につきます。 

　私は中国の政治社会の研究を専門としていますが、

今、中国の台頭が著しい中で、彼らがどのような動きを

しているのか、世界の隅 ま々で頭に入れておかないと、

中国をグローバルに語れない時代になっています。従

来の中国研究は、主に内政問題を対象としてきました。

しかし今後は、中国と日本の関係、あるいは中国とアジ

アの関係、さらに中国を地球全体で見るという三つの

同心円でアプローチしていかなければなりません。当研

究科におられる多彩な地域研究の専門家と連携する

ことで、中国を含むグローバル世界の在り方を自分なり

に追究していきたいと思っています。 

 

教員のイニシアティブ 
～現場と理論の往復で問題解決のヒントを探る～
 

内藤■これほどの逸材を集めた研究科は、どこの大学

にもないでしょうね。例えば、「グローバル社会研究クラ

スター」でフランスを中心に多文化社会論を専門とする

菊池恵介先生。近代文明に大きな貢献を果たしたフラ

ンスの思想を知ることは重要です。しかし、昔からいる「お

フランス」学者は、この研究科には不要です。菊池先生

は当代一のフランス語の使い手でありながら、より普遍

的な課題に挑戦しようと考えている、言い換えれば、フ

ランス語でフランスと闘える稀有な研究者です。また、「現

代アジア研究クラスター」の小山田英治先生は、自称国

際フリーター。国連開発計画（UNDP）や世界銀行など

で仕事をしてきた経験を生かし、たいへん緻密に、発展

途上国のガバナンスの研究をしておられます。 

　将来、世界で活躍しようという実務専門家を育てて

いくためには、指導する教員がアカデミックな枠の中に

納まっていてはダメです。現場で物事を解決するため

には何が必要かを現場で注意深く分析すると同時に、

そのためには理論に立ち戻って考え直してみる。現場

と理論の往復、当研究科はそのマトリクスを組み合わ

せて構成しているという点で、とてもユニークだと思い

ます。 

 

加藤■私自身の研究で言えば、今、日本にとって中国は

最大の貿易パートナーであり、経済的な依存度もますま

す高まっています。しかし、二国間でちょっとした問題が

生じると、「中国は異質な国だ！」と必ず感情的な反発が

起こる。好き嫌いの感情論では、決して解決しない問題

も多いんです。中国で何かビジネスを行うとき、中国市場

ではこんなことに注意して…というノウハウを企業の皆さ

んに伝えることも大切ですが、私はむしろ中国の存在を

客観的に説明し、中国と冷静に向き合っていく方法を学

内外に向けて発信していきたいと考えています。 

　もう一つ、中国が経済的成果を収めてきた中で、チャイ

ナ・モデル、北京コンセンサスという新しい社会経済のモ

デルが生まれてきたといわれます。しかし、これらが本当

に中国以外の国でも対応し得る新しいモデルかと言うと、

必ずしもそうではないと思うのです。グローバル世界の

中で、グローバル化する中国にどのようなポジションを与

えていくのか、これからの大きな課題になってくると思い

ますね。 

 

岡野■特に私は、個人の自由の関係と主権国家の在り

方、そこから生まれたジェンダーに関わる問題について研

究しています。17世紀、自分が意志したことを貫徹できる

ことが自由だという「自由意志論」を中心とするリベラリ

ズムが発展しましたが、その一方で同時代に、目的を達

成するためには暴力で他者を排除しようという主権国家

が成立し、さらにその国家の枠組みの中で〈男らしさ〉〈女

らしさ〉というジェンダー規範が形成されてきました。自由

意志と言いながら、私たちの意志とは別の強固な装置

が動いていて、人生が決定づけられていくことをどう考え

ればよいのか。 

　でも、私たちが自由だと感じることは、実は自分が意志

したこと以外にもあって、例えば予想しなかった人と出会っ

たり思いがけない出来事が起こったりしたとき、人は幸せ

を感じることも多いはずです。ある地域の人は自由でな

いように見えるかもしれないけれど、もしかしたら彼らや彼

女らは私たちとは違うある種の自由な発想を持っている

かもしれない。当研究科での個別地域研究を通して、学

生の皆さんには自分たちとは異質なモノの見方、とらえ

方のようなものを伝えられればと考えています。 

 

内藤■それはとても大切な視点ですね。イスラム社会と

西欧社会の関係に目を向けると、9.11事件以来、両者

の対立は激しさを増しています。イスラム社会ではいまだ

に「目には目を」という考えを持っていて、暴力の応酬を

繰り返している…。西欧社会ではイスラム社会のことを

そんなふうにとらえているかもしれません。しかし、アフガ

ニスタンやイラクでアメリカが「民主国家」を作ったが、な

ぜいまだにテロや暴力が繰り返されるのでしょうか？ 

　一つの身近な例を挙げてみましょう。日本や欧米型

の刑事裁判では、検察が控訴を断念してしまうと、被害

者や遺族が独自に控訴することは許されませんね。しか

し、イスラム法では殺人は、個人対個人の民事事件と考

えられていて、損害に対する同害報復か、賠償金で償う

ことを認めているのです。日本でも、殺人事件の遺族感

情を考えると、これはそんなにおかしな考え方とは言えな

いはずです。日本では、欧米の法体系に習って、報復

はいけないと口では言いますが、被害者の気持ちは、そ

んなきれいごとで済まされるものではありません。 

　大きな規模で見たとき、イスラム社会は暴力の応酬を

繰り返しているように映るかもしれませんが、個々のレベ

ルで見ると、きちんと独自の法理論をもって動いている

のです。こうした思想や文化の違いを知らずに、偏った

正義の名のもとに、無謀な戦争が繰り返されてきた。戦

争というのは、大規模な理由なき殺人の繰り返しですか

ら、イスラム教徒には、これに対して同害報復を試みる人

が大勢でてきます。欧米諸国は、戦争で命を奪ったこと

を棚上げにして、民主化するために必要だったなどと言

いますが、家族を奪われた人びとを納得させることなど

到底できない。欧米諸国は、イスラムのテロなどと言う前に、

まずはそのことに気付くことから、対話が始まるんだとい

うことを知ってほしいと思います。 

 

世界中に広がる大学連携 
～国際社会で起こっている出来事を肌で感じる経験～
 

内藤■同志社大学が文部科学省の「国際化拠点整

備事業（グローバル30）」に採択されたことを受け、当研

究科においても大学間の国際連携を強化しています。

例えば、国立フィリピン大学ロス・バニョス校との連携協

定に基づくインターンシップでは、フィリピンの行政機関に

4名の前期課程学生を受け入れてもらいました。そのほ

か、デンマークのオルボー大学やフィンランドのタンペレ

大学平和研究所など、学生交換と学術交流協定の輪

は世界中に広がりつつあります。また、国内においては、

岡野先生のイニシアティブで、昨年5月から「グローバル・

ジャスティス」という連続セミナーを開催。多様なゲスト・

スピーカーに、ご自身が考えるジャスティスについて語っ

てもらっています。昨年6月にはアフガニスタンのカルザ

イ大統領が訪問して、学生たちとの対話集会を実施し

ました。大統領の口から「欧米主導の国づくりに疑問を

感じている」という発言が飛び出すなど、本音のディスカッ

ションが行われました。 

　私たちは、アフガニスタンの平和構築・安全保障につ

いて、学内に研究センターを設置し、留学生の受け入

れから国際共同研究、さらにはユネスコのような国連機

関との連携も模索しています。先ほども言いましたが、

アカデミックな世界に閉じこもっていては、平和構築の

現場は学べません。学生たちを国際連携のネットワーク

に投入して、幅広い視野と競争力を身に付けていく…。

グローバルなニーズに応じたカリキュラムを提供して、彼

らの自己実現をサポートしていこうと考えています。 

 

加藤■私の造語ですが「三現主義（現場、現物、現人）」

ということを強調しています。現人、つまり現場の人間と

いう観点では、これまでの取材体験の中で知り合った、

いろんなバックグラウンドを持った在日華人を招いて、現

代中国の社会問題について授業で改革開放３０年の

中の自分史を語ってもらいました。やはり実体験に基づ

くスピーカーの話は、多くの学生を引き付ける魅力があっ

たようです。 

　先ほど、学生交換の話がありましたが、中国からの留

学生は多いのに、日本から外へ出ていく学生の数は少

ないように思います。私自身、現場という意味で、2011

年度はチベットを訪れたいと考えていますが、グローバ

ル化する社会の中で、資源がなく通商で生きていかね

ばならない日本は、もっと多くの人たちが積極的に世界

へ打って出て、現場で何が起こっているかを肌で感じる

必要があるでしょうね。 

 

岡野■私が所属する「アメリカ研究クラスター」では、前

期課程2年間の間に、かなりの学生がフィールドワーク等

でアメリカの大学や研究機関に留学します。これは、ア

メリカ研究科時代から蓄積されてきた成果の表れでしょ

う。学生自身が現地に足を運んで、研究対象に関わる

インタビュー集などをあらかじめ作成し、取材先にアポイン

トをとって…ということを繰り返し経験することで、実践

的な感覚が養われ、人的なネットワークも広がっていきま

す。当研究科では、学生自身が企画するフィールドワー

クなどにも研究費を補助しています。また、インターンシッ

プについても、教員が独自の視点でアレンジを加えるなど、

多様なバックアップ体制を整えています。 

　もちろん、そうしたインセンティブを得るためには、学生

自身がしっかりとした目的意識を持って、勉強に取り組

まなければなりません。教員だけでなく、学生、卒業生が

三位一体となって、質の高い取り組みを進めていくことで、

当研究科の評価は国際的に高まっていくのではないで

しょうか。 

 

研究科で学びとってほしいこと 
～グローバル社会から本当に求められる人材育成～
 

岡野■この20年間、世の中はものすごく速いスピードで

変化しています。自動車の運転をすれば分かりますが、

スピードが出ているときは視野が限定されて狭くなって

しまいます。実は、スピード社会の見えないところに、何ら

かの助けが必要な人が存在しているということに気付

いてほしい。例えば、低所得者向けに少額融資を行う「マ

イクロ・ファイナンス」のように、私たちが想像もしないよう

なところで収益を上げているビジネスモデルが注目を集

めていますね。 

　今、人文社会系のマスターやドクターの肩書を持つ学

生の就職が厳しいと言われていますが、皆さんにぜひ

挑戦してほしいことは、社会を違う方向からグローバル

に眺めてみることで、世の中から本当に求められている

社会事業を自分から発見していくことです。もしかすると、

それはニッチ産業なのかもしれませんが、ある種の独創

性を磨くことで、ビジネスとしての付加価値を高めていく

ようなチャレンジをしてほしいと思います。 

 

加藤■私が長い間仕事をしていた新聞社で言えば、せっ

かく大学院で専門的な知識やスキルを身に付けても、こ

れまで同様、最初は地方へ行って、次は警察回りだ役

所回りだ…という旧態依然としたOJTを行っています。

当研究科がグローバルな人材を世の中に送り出せると

すれば、それを受け入れる企業側も人材を戦略的に育て、

活用する体制をしっかりと整える必要があるでしょう。 

　先ほど、日本からの留学生が少ないという話をしまし

たが、私は決して日本人の学生が内向きになったとは思

いません。カルザイ大統領が訪問したとき、学生たちは

集中的にアフガニスタンの勉強をし、当日は英語で質疑

応答に臨んだと聞いています。例えば、留学で視野を

広げればこんなハッピーなことがあるというインセンティブ

を明らかにすれば、もっと優秀な学生が育っていくので

はないでしょうか。最近、メディアの世界においても、キャ

リアを正当に評価しようという機運が高まっています。そ

ういう意味では、企業にとっても学生にとっても大きなチャ

ンスが広がっていると思います。 

 

内藤■確かに、これまでの日本社会は、OJTの期間が

長いほど企業の役に立つんだという風潮がありましたが、

国際的に見ればドクターを持った人材もたくさん活躍し

ています。加藤先生がおっしゃるように、私たち自身が「う

ちの研究科には、これだけの知識やスキルを持った学

生がいる。今までのような旧態依然の人材活用ではもっ

たいない」ということを積極的に企業側に訴える努力を

していかなければなりませんね。 

　もちろん、高度専門的な職業人だけでなく、グローバル･

イシューに関する新たな学問領域を共に切り拓いてい

く研究者の育成にも力を注いでいきます。後期課程では、

在職のまま履修できる柔軟なカリキュラムを設定するなど、

多様化する教育ニーズにもしっかりと応えていこうと考

えています。「グローバル・スタディーズ研究科」が開設

されて一年余り。まだまだ未知の可能性がたくさん埋も

れています。これからもグローバル社会を牽引するよう

な魅力ある研究成果・社会連携の成果を発信していき

たいと思います。 

グローバル社会研究 
クラスター Global

 Asia

 America

現代アジア研究 
クラスター 

アメリカ研究 
クラスター 

 

  

※「クラスター」というのは、一定の自立性を持つ緩やかなまとまりのことを指す。 

アフガニスタン・イスラム共和国 
ハーミド・カルザイ大統領との学生対話集会 
 

常岡浩介氏 
 
 
「人質がみた 
アフガニスタンの裏側」 
 

Eva Feder Kittay氏 
 

第２回（2010年11月8日） 
 

第３回（2010年11月10日） 
 

“From the Ethics of Care 
to Global Justice” 

　2010年4月、同志社大学大学院では、従来のアメリカ研究科が蓄

積してきた教育・研究を発展継承させ、「グローバル社会研究ク

ラスター」「アメリカ研究クラスター」「現代アジア研究クラスター」

からなるグローバル・スタディーズ研究科を開設しました。国や地域の

枠組みを超えて横たわるグローバルな問題について、さまざまな視点

から研究を行っています。 

　複雑多様な現代世界の中で、グローバル・スタディーズ

研究科がどのような役割を果たしていくべきなのでしょうか？ 

　各クラスターを代表する3名の教員に語ってもらいました。 
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アンヌ  ゴノン 

ゲン  ゼンヘイ 

タカシ  フジタニ ファノン  チェ  ウィルキンス 

ギャビン  J . キャンベル 

池田 啓子
アメリカ社会・ 
文化の人類学的研究 
 

岡野 八代
西洋政治思想史、 
現代政治理論 

 
 荻野 美穂
フェミニズム・ジェンダー研究、 
クイア研究 
 

佐々木 隆
アメリカの文学と文化、 
近代主義と想像力 
 

細谷 正宏
日米関係論、 
アメリカの対日占領政策 
 

Fanon Che Wilkins
アフリカン・アメリカンの歴史、 
アフリカン・ディアスポラ 
 

Gavin J. Campbell
アメリカ史、 
20世紀のアメリカ文化 
 

太田 修
朝鮮現代史、 
近現代日朝関係史 

内藤 正典（研究科長） 
国際移動論、 
現代イスラーム地域研究 
 

教　員　紹　介

菊池 恵介
社会思想史 
フランス社会・文化論 
 

中西 久枝
平和研究、 
中東とディアスポラ・コミュニティ 
 

松久 玲子
比較教育学、 
中南米社会研究 
 

見原 礼子
比較教育学、 
教育・文化分野の国際協力 
 

峯　陽一
人間の安全保障、 
開発経済学、アフリカ地域研究 
 

Anne Gonon
市民社会論研究、 
フェミニスト的政治理論の研究 
 

小山田 英治
途上国・体制移行国家 
におけるグッドガバナンス研究 
 

加藤 千洋
中国政治社会研究、 
中国メディア研究 
 

厳  善平
現代中国の社会と経済、 
労働移動、農業と食糧問題 
 

銭　鴎
中国の思想と歴史、 
日中文化・学術交流史 
 

Takashi  Fujitani
ナショナリズム・植民地主義・ 
君主制・人種主義・戦争の 
比較歴史研究 
 

セン  オウ 
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「グローバル・ジャスティス」 
 

連続セミナー 
 

 

 
 

  

グローバル社会の問題と向き合い 
共に生きる知恵と知性をはぐくむ 
 

同志社大学大学院 グローバル・スタディーズ研究科 
 

 

 

岡野 八代 
グローバル・スタディーズ研究科研究科 
アメリカ研究研究クラスター教授教授 
 

加藤 千洋 
グローバル・スタディーズ研究科研究科 
現代現代アジア研究研究クラスター教授教授 

内藤 正典 
グローバル・スタディーズ研究科長研究科長 
グローバル社会研究社会研究クラスター教授教授 

岡野 八代 
グローバル・スタディーズ研究科 
アメリカ研究クラスター教授 
 

加藤 千洋 
グローバル・スタディーズ研究科 
現代アジア研究クラスター教授 
 

内藤 正典 
グローバル・スタディーズ研究科長 
グローバル社会研究クラスター教授 
 

グローバルが意味するもの 
～地域から超域へ、超域からグローバルへ～

 

内藤■従来からある「国際」を名乗る学部や学科は、

国家間の関係を取り扱うことを主旨としてきました。しか

し、環境問題や移民の問題のように、世界が直面して

いる様々な現象は、必ずしも国家とは関係なく発生しま

す。「国」対「国」の問題としてとらえること以外に、国

家の枠組みを外れたところで起こっている現象、すな

わちグローバルな現象を人文・社会科学の領域からど

のように考えるのか…。既存の国際関係の学部ではフォ

ローできない新しい学問領域を拓いていくことが、私た

ちの使命です。 

　当研究科の特長は、学際的というだけでなく、アメリ

カや中国、ヨーロッパ、中東など多様な地域研究を専門

としているスタッフから成り立っているということです。あ

る現象が東南アジアではこんなふうに起きている、しか

しアフリカではこうなっている…。今、世界の各地域で

起きている現象について情報交換ができて、それを学

生や社会にたえず還元していかなければならない。理

屈だけではだめです。生きた世界とかかわっているとい

うアクチュアリティがないと、学生は内向きになるし、日本

のプレゼンスはますます低下することになるでしょう。但し、

理屈が不要かと言うと、決してそうではありません。例え

ば、一度立ち止まって、事物や現象を深く掘り下げて考

えてみること、それが思想･哲学のような領域ですが、思

考そのものを鍛える教育を伴わないと、現象の分析に

追われて皮相な研究と教育になってしまいます。 

 

岡野■内藤先生の言葉を借りると、私の研究は能書き

部分に当たるのかもしれませんね。哲学の分野ではこ

れまで、自由や平等、人権など、普遍的な理念、すなわ

ちユニバーサルについて議論を行ってきました。しかし、

私たちのモノの考え方の多くは西洋、とりわけ合衆国中

心で、たとえば家族制度でさえ西洋型のものを当たり前

のように受け入れています。ユニバーサルと言いながら、

実は普遍的でも何でもないことを、私たちは世界レベル

で通用すると信じてきた部分があります。 

　私は、グローバルのイメージとして“球”を考えています。

つまり、今まで合衆国中心だと思っていたけれど、球を

見てみれば中心なんてどこにもない。上に向かって歩

いているつもりでも、実は下を向いているかもしれない。

先ほど、内藤先生が「地域から超域へ…」というお話を

されましたが、グローバルの本当の意味を考えることで、

今までの国家中心のモノの考え方を根底から改めなけ

ればならない、そんな反省を迫られているような気がし

ます。 

 

加藤■グローバル化の起点は一般的には、ベルリンの

壁が崩壊し、ソビエト連邦が解体され、市場経済が広が

りを見せた1990年前後に遡ることができます。それから

20年経って、グローバル化した世界が生まれたかと言う

と、依然として17世紀型の主権国家形成に熱心な国も

あるし、EUのような国家連合もある。あるいは、中国やイ

ンドのような古代文明国が勢いよく復活して、世界の中

心的存在になりつつある。多様な動きが混沌としており、

経済交流を除けば、まだはっきりと世界がグローバル化

したとは言えない状況も目につきます。 

　私は中国の政治社会の研究を専門としていますが、

今、中国の台頭が著しい中で、彼らがどのような動きを

しているのか、世界の隅 ま々で頭に入れておかないと、

中国をグローバルに語れない時代になっています。従

来の中国研究は、主に内政問題を対象としてきました。

しかし今後は、中国と日本の関係、あるいは中国とアジ

アの関係、さらに中国を地球全体で見るという三つの

同心円でアプローチしていかなければなりません。当研

究科におられる多彩な地域研究の専門家と連携する

ことで、中国を含むグローバル世界の在り方を自分なり

に追究していきたいと思っています。 

 

教員のイニシアティブ 
～現場と理論の往復で問題解決のヒントを探る～
 

内藤■これほどの逸材を集めた研究科は、どこの大学

にもないでしょうね。例えば、「グローバル社会研究クラ

スター」でフランスを中心に多文化社会論を専門とする

菊池恵介先生。近代文明に大きな貢献を果たしたフラ

ンスの思想を知ることは重要です。しかし、昔からいる「お

フランス」学者は、この研究科には不要です。菊池先生

は当代一のフランス語の使い手でありながら、より普遍

的な課題に挑戦しようと考えている、言い換えれば、フ

ランス語でフランスと闘える稀有な研究者です。また、「現

代アジア研究クラスター」の小山田英治先生は、自称国

際フリーター。国連開発計画（UNDP）や世界銀行など

で仕事をしてきた経験を生かし、たいへん緻密に、発展

途上国のガバナンスの研究をしておられます。 

　将来、世界で活躍しようという実務専門家を育てて

いくためには、指導する教員がアカデミックな枠の中に

納まっていてはダメです。現場で物事を解決するため

には何が必要かを現場で注意深く分析すると同時に、

そのためには理論に立ち戻って考え直してみる。現場

と理論の往復、当研究科はそのマトリクスを組み合わ

せて構成しているという点で、とてもユニークだと思い

ます。 

 

加藤■私自身の研究で言えば、今、日本にとって中国は

最大の貿易パートナーであり、経済的な依存度もますま

す高まっています。しかし、二国間でちょっとした問題が

生じると、「中国は異質な国だ！」と必ず感情的な反発が

起こる。好き嫌いの感情論では、決して解決しない問題

も多いんです。中国で何かビジネスを行うとき、中国市場

ではこんなことに注意して…というノウハウを企業の皆さ

んに伝えることも大切ですが、私はむしろ中国の存在を

客観的に説明し、中国と冷静に向き合っていく方法を学

内外に向けて発信していきたいと考えています。 

　もう一つ、中国が経済的成果を収めてきた中で、チャイ

ナ・モデル、北京コンセンサスという新しい社会経済のモ

デルが生まれてきたといわれます。しかし、これらが本当

に中国以外の国でも対応し得る新しいモデルかと言うと、

必ずしもそうではないと思うのです。グローバル世界の

中で、グローバル化する中国にどのようなポジションを与

えていくのか、これからの大きな課題になってくると思い

ますね。 

 

岡野■特に私は、個人の自由の関係と主権国家の在り

方、そこから生まれたジェンダーに関わる問題について研

究しています。17世紀、自分が意志したことを貫徹できる

ことが自由だという「自由意志論」を中心とするリベラリ

ズムが発展しましたが、その一方で同時代に、目的を達

成するためには暴力で他者を排除しようという主権国家

が成立し、さらにその国家の枠組みの中で〈男らしさ〉〈女

らしさ〉というジェンダー規範が形成されてきました。自由

意志と言いながら、私たちの意志とは別の強固な装置

が動いていて、人生が決定づけられていくことをどう考え

ればよいのか。 

　でも、私たちが自由だと感じることは、実は自分が意志

したこと以外にもあって、例えば予想しなかった人と出会っ

たり思いがけない出来事が起こったりしたとき、人は幸せ

を感じることも多いはずです。ある地域の人は自由でな

いように見えるかもしれないけれど、もしかしたら彼らや彼

女らは私たちとは違うある種の自由な発想を持っている

かもしれない。当研究科での個別地域研究を通して、学

生の皆さんには自分たちとは異質なモノの見方、とらえ

方のようなものを伝えられればと考えています。 

 

内藤■それはとても大切な視点ですね。イスラム社会と

西欧社会の関係に目を向けると、9.11事件以来、両者

の対立は激しさを増しています。イスラム社会ではいまだ

に「目には目を」という考えを持っていて、暴力の応酬を

繰り返している…。西欧社会ではイスラム社会のことを

そんなふうにとらえているかもしれません。しかし、アフガ

ニスタンやイラクでアメリカが「民主国家」を作ったが、な

ぜいまだにテロや暴力が繰り返されるのでしょうか？ 

　一つの身近な例を挙げてみましょう。日本や欧米型

の刑事裁判では、検察が控訴を断念してしまうと、被害

者や遺族が独自に控訴することは許されませんね。しか

し、イスラム法では殺人は、個人対個人の民事事件と考

えられていて、損害に対する同害報復か、賠償金で償う

ことを認めているのです。日本でも、殺人事件の遺族感

情を考えると、これはそんなにおかしな考え方とは言えな

いはずです。日本では、欧米の法体系に習って、報復

はいけないと口では言いますが、被害者の気持ちは、そ

んなきれいごとで済まされるものではありません。 

　大きな規模で見たとき、イスラム社会は暴力の応酬を

繰り返しているように映るかもしれませんが、個々のレベ

ルで見ると、きちんと独自の法理論をもって動いている

のです。こうした思想や文化の違いを知らずに、偏った

正義の名のもとに、無謀な戦争が繰り返されてきた。戦

争というのは、大規模な理由なき殺人の繰り返しですか

ら、イスラム教徒には、これに対して同害報復を試みる人

が大勢でてきます。欧米諸国は、戦争で命を奪ったこと

を棚上げにして、民主化するために必要だったなどと言

いますが、家族を奪われた人びとを納得させることなど

到底できない。欧米諸国は、イスラムのテロなどと言う前に、

まずはそのことに気付くことから、対話が始まるんだとい

うことを知ってほしいと思います。 

 

世界中に広がる大学連携 
～国際社会で起こっている出来事を肌で感じる経験～
 

内藤■同志社大学が文部科学省の「国際化拠点整

備事業（グローバル30）」に採択されたことを受け、当研

究科においても大学間の国際連携を強化しています。

例えば、国立フィリピン大学ロス・バニョス校との連携協

定に基づくインターンシップでは、フィリピンの行政機関に

4名の前期課程学生を受け入れてもらいました。そのほ

か、デンマークのオルボー大学やフィンランドのタンペレ

大学平和研究所など、学生交換と学術交流協定の輪

は世界中に広がりつつあります。また、国内においては、

岡野先生のイニシアティブで、昨年5月から「グローバル・

ジャスティス」という連続セミナーを開催。多様なゲスト・

スピーカーに、ご自身が考えるジャスティスについて語っ

てもらっています。昨年6月にはアフガニスタンのカルザ

イ大統領が訪問して、学生たちとの対話集会を実施し

ました。大統領の口から「欧米主導の国づくりに疑問を

感じている」という発言が飛び出すなど、本音のディスカッ

ションが行われました。 

　私たちは、アフガニスタンの平和構築・安全保障につ

いて、学内に研究センターを設置し、留学生の受け入

れから国際共同研究、さらにはユネスコのような国連機

関との連携も模索しています。先ほども言いましたが、

アカデミックな世界に閉じこもっていては、平和構築の

現場は学べません。学生たちを国際連携のネットワーク

に投入して、幅広い視野と競争力を身に付けていく…。

グローバルなニーズに応じたカリキュラムを提供して、彼

らの自己実現をサポートしていこうと考えています。 

 

加藤■私の造語ですが「三現主義（現場、現物、現人）」

ということを強調しています。現人、つまり現場の人間と

いう観点では、これまでの取材体験の中で知り合った、

いろんなバックグラウンドを持った在日華人を招いて、現

代中国の社会問題について授業で改革開放３０年の

中の自分史を語ってもらいました。やはり実体験に基づ

くスピーカーの話は、多くの学生を引き付ける魅力があっ

たようです。 

　先ほど、学生交換の話がありましたが、中国からの留

学生は多いのに、日本から外へ出ていく学生の数は少

ないように思います。私自身、現場という意味で、2011

年度はチベットを訪れたいと考えていますが、グローバ

ル化する社会の中で、資源がなく通商で生きていかね

ばならない日本は、もっと多くの人たちが積極的に世界

へ打って出て、現場で何が起こっているかを肌で感じる

必要があるでしょうね。 

 

岡野■私が所属する「アメリカ研究クラスター」では、前

期課程2年間の間に、かなりの学生がフィールドワーク等

でアメリカの大学や研究機関に留学します。これは、ア

メリカ研究科時代から蓄積されてきた成果の表れでしょ

う。学生自身が現地に足を運んで、研究対象に関わる

インタビュー集などをあらかじめ作成し、取材先にアポイン

トをとって…ということを繰り返し経験することで、実践

的な感覚が養われ、人的なネットワークも広がっていきま

す。当研究科では、学生自身が企画するフィールドワー

クなどにも研究費を補助しています。また、インターンシッ

プについても、教員が独自の視点でアレンジを加えるなど、

多様なバックアップ体制を整えています。 

　もちろん、そうしたインセンティブを得るためには、学生

自身がしっかりとした目的意識を持って、勉強に取り組

まなければなりません。教員だけでなく、学生、卒業生が

三位一体となって、質の高い取り組みを進めていくことで、

当研究科の評価は国際的に高まっていくのではないで

しょうか。 

 

研究科で学びとってほしいこと 
～グローバル社会から本当に求められる人材育成～
 

岡野■この20年間、世の中はものすごく速いスピードで

変化しています。自動車の運転をすれば分かりますが、

スピードが出ているときは視野が限定されて狭くなって

しまいます。実は、スピード社会の見えないところに、何ら

かの助けが必要な人が存在しているということに気付

いてほしい。例えば、低所得者向けに少額融資を行う「マ

イクロ・ファイナンス」のように、私たちが想像もしないよう

なところで収益を上げているビジネスモデルが注目を集

めていますね。 

　今、人文社会系のマスターやドクターの肩書を持つ学

生の就職が厳しいと言われていますが、皆さんにぜひ

挑戦してほしいことは、社会を違う方向からグローバル

に眺めてみることで、世の中から本当に求められている

社会事業を自分から発見していくことです。もしかすると、

それはニッチ産業なのかもしれませんが、ある種の独創

性を磨くことで、ビジネスとしての付加価値を高めていく

ようなチャレンジをしてほしいと思います。 

 

加藤■私が長い間仕事をしていた新聞社で言えば、せっ

かく大学院で専門的な知識やスキルを身に付けても、こ

れまで同様、最初は地方へ行って、次は警察回りだ役

所回りだ…という旧態依然としたOJTを行っています。

当研究科がグローバルな人材を世の中に送り出せると

すれば、それを受け入れる企業側も人材を戦略的に育て、

活用する体制をしっかりと整える必要があるでしょう。 

　先ほど、日本からの留学生が少ないという話をしまし

たが、私は決して日本人の学生が内向きになったとは思

いません。カルザイ大統領が訪問したとき、学生たちは

集中的にアフガニスタンの勉強をし、当日は英語で質疑

応答に臨んだと聞いています。例えば、留学で視野を

広げればこんなハッピーなことがあるというインセンティブ

を明らかにすれば、もっと優秀な学生が育っていくので

はないでしょうか。最近、メディアの世界においても、キャ

リアを正当に評価しようという機運が高まっています。そ

ういう意味では、企業にとっても学生にとっても大きなチャ

ンスが広がっていると思います。 

 

内藤■確かに、これまでの日本社会は、OJTの期間が

長いほど企業の役に立つんだという風潮がありましたが、

国際的に見ればドクターを持った人材もたくさん活躍し

ています。加藤先生がおっしゃるように、私たち自身が「う

ちの研究科には、これだけの知識やスキルを持った学

生がいる。今までのような旧態依然の人材活用ではもっ

たいない」ということを積極的に企業側に訴える努力を

していかなければなりませんね。 

　もちろん、高度専門的な職業人だけでなく、グローバル･

イシューに関する新たな学問領域を共に切り拓いてい

く研究者の育成にも力を注いでいきます。後期課程では、

在職のまま履修できる柔軟なカリキュラムを設定するなど、

多様化する教育ニーズにもしっかりと応えていこうと考

えています。「グローバル・スタディーズ研究科」が開設

されて一年余り。まだまだ未知の可能性がたくさん埋も

れています。これからもグローバル社会を牽引するよう

な魅力ある研究成果・社会連携の成果を発信していき

たいと思います。 

グローバル社会研究 
クラスター Global

 Asia

 America

現代アジア研究 
クラスター 

アメリカ研究 
クラスター 

 

  

※「クラスター」というのは、一定の自立性を持つ緩やかなまとまりのことを指す。 

アフガニスタン・イスラム共和国 
ハーミド・カルザイ大統領との学生対話集会 
 

常岡浩介氏 
 
 
「人質がみた 
アフガニスタンの裏側」 
 

Eva Feder Kittay氏 
 

第２回（2010年11月8日） 
 

第３回（2010年11月10日） 
 

“From the Ethics of Care 
to Global Justice” 

　2010年4月、同志社大学大学院では、従来のアメリカ研究科が蓄

積してきた教育・研究を発展継承させ、「グローバル社会研究ク

ラスター」「アメリカ研究クラスター」「現代アジア研究クラスター」

からなるグローバル・スタディーズ研究科を開設しました。国や地域の

枠組みを超えて横たわるグローバルな問題について、さまざまな視点

から研究を行っています。 

　複雑多様な現代世界の中で、グローバル・スタディーズ

研究科がどのような役割を果たしていくべきなのでしょうか？ 

　各クラスターを代表する3名の教員に語ってもらいました。 
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アンヌ  ゴノン 

ゲン  ゼンヘイ 

タカシ  フジタニ ファノン  チェ  ウィルキンス 

ギャビン  J . キャンベル 

池田 啓子
アメリカ社会・ 
文化の人類学的研究 
 

岡野 八代
西洋政治思想史、 
現代政治理論 

 
 荻野 美穂
フェミニズム・ジェンダー研究、 
クイア研究 
 

佐々木 隆
アメリカの文学と文化、 
近代主義と想像力 
 

細谷 正宏
日米関係論、 
アメリカの対日占領政策 
 

Fanon Che Wilkins
アフリカン・アメリカンの歴史、 
アフリカン・ディアスポラ 
 

Gavin J. Campbell
アメリカ史、 
20世紀のアメリカ文化 
 

太田 修
朝鮮現代史、 
近現代日朝関係史 

内藤 正典（研究科長） 
国際移動論、 
現代イスラーム地域研究 
 

教　員　紹　介

菊池 恵介
社会思想史 
フランス社会・文化論 
 

中西 久枝
平和研究、 
中東とディアスポラ・コミュニティ 
 

松久 玲子
比較教育学、 
中南米社会研究 
 

見原 礼子
比較教育学、 
教育・文化分野の国際協力 
 

峯　陽一
人間の安全保障、 
開発経済学、アフリカ地域研究 
 

Anne Gonon
市民社会論研究、 
フェミニスト的政治理論の研究 
 

小山田 英治
途上国・体制移行国家 
におけるグッドガバナンス研究 
 

加藤 千洋
中国政治社会研究、 
中国メディア研究 
 

厳  善平
現代中国の社会と経済、 
労働移動、農業と食糧問題 
 

銭　鴎
中国の思想と歴史、 
日中文化・学術交流史 
 

Takashi  Fujitani
ナショナリズム・植民地主義・ 
君主制・人種主義・戦争の 
比較歴史研究 
 

セン  オウ 
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同志社大学大学院 グローバル・スタディーズ研究科 
 

 

 

岡野 八代 
グローバル・スタディーズ研究科研究科 
アメリカ研究研究クラスター教授教授 
 

加藤 千洋 
グローバル・スタディーズ研究科研究科 
現代現代アジア研究研究クラスター教授教授 

内藤 正典 
グローバル・スタディーズ研究科長研究科長 
グローバル社会研究社会研究クラスター教授教授 

岡野 八代 
グローバル・スタディーズ研究科 
アメリカ研究クラスター教授 
 

加藤 千洋 
グローバル・スタディーズ研究科 
現代アジア研究クラスター教授 
 

内藤 正典 
グローバル・スタディーズ研究科長 
グローバル社会研究クラスター教授 
 

グローバルが意味するもの 
～地域から超域へ、超域からグローバルへ～

 

内藤■従来からある「国際」を名乗る学部や学科は、

国家間の関係を取り扱うことを主旨としてきました。しか

し、環境問題や移民の問題のように、世界が直面して

いる様々な現象は、必ずしも国家とは関係なく発生しま

す。「国」対「国」の問題としてとらえること以外に、国

家の枠組みを外れたところで起こっている現象、すな

わちグローバルな現象を人文・社会科学の領域からど

のように考えるのか…。既存の国際関係の学部ではフォ

ローできない新しい学問領域を拓いていくことが、私た

ちの使命です。 

　当研究科の特長は、学際的というだけでなく、アメリ

カや中国、ヨーロッパ、中東など多様な地域研究を専門

としているスタッフから成り立っているということです。あ

る現象が東南アジアではこんなふうに起きている、しか

しアフリカではこうなっている…。今、世界の各地域で

起きている現象について情報交換ができて、それを学

生や社会にたえず還元していかなければならない。理

屈だけではだめです。生きた世界とかかわっているとい

うアクチュアリティがないと、学生は内向きになるし、日本

のプレゼンスはますます低下することになるでしょう。但し、

理屈が不要かと言うと、決してそうではありません。例え

ば、一度立ち止まって、事物や現象を深く掘り下げて考

えてみること、それが思想･哲学のような領域ですが、思

考そのものを鍛える教育を伴わないと、現象の分析に

追われて皮相な研究と教育になってしまいます。 

 

岡野■内藤先生の言葉を借りると、私の研究は能書き

部分に当たるのかもしれませんね。哲学の分野ではこ

れまで、自由や平等、人権など、普遍的な理念、すなわ

ちユニバーサルについて議論を行ってきました。しかし、

私たちのモノの考え方の多くは西洋、とりわけ合衆国中

心で、たとえば家族制度でさえ西洋型のものを当たり前

のように受け入れています。ユニバーサルと言いながら、

実は普遍的でも何でもないことを、私たちは世界レベル

で通用すると信じてきた部分があります。 

　私は、グローバルのイメージとして“球”を考えています。

つまり、今まで合衆国中心だと思っていたけれど、球を

見てみれば中心なんてどこにもない。上に向かって歩

いているつもりでも、実は下を向いているかもしれない。

先ほど、内藤先生が「地域から超域へ…」というお話を

されましたが、グローバルの本当の意味を考えることで、

今までの国家中心のモノの考え方を根底から改めなけ

ればならない、そんな反省を迫られているような気がし

ます。 

 

加藤■グローバル化の起点は一般的には、ベルリンの

壁が崩壊し、ソビエト連邦が解体され、市場経済が広が

りを見せた1990年前後に遡ることができます。それから

20年経って、グローバル化した世界が生まれたかと言う

と、依然として17世紀型の主権国家形成に熱心な国も

あるし、EUのような国家連合もある。あるいは、中国やイ

ンドのような古代文明国が勢いよく復活して、世界の中

心的存在になりつつある。多様な動きが混沌としており、

経済交流を除けば、まだはっきりと世界がグローバル化

したとは言えない状況も目につきます。 

　私は中国の政治社会の研究を専門としていますが、

今、中国の台頭が著しい中で、彼らがどのような動きを

しているのか、世界の隅 ま々で頭に入れておかないと、

中国をグローバルに語れない時代になっています。従

来の中国研究は、主に内政問題を対象としてきました。

しかし今後は、中国と日本の関係、あるいは中国とアジ

アの関係、さらに中国を地球全体で見るという三つの

同心円でアプローチしていかなければなりません。当研

究科におられる多彩な地域研究の専門家と連携する

ことで、中国を含むグローバル世界の在り方を自分なり

に追究していきたいと思っています。 

 

教員のイニシアティブ 
～現場と理論の往復で問題解決のヒントを探る～
 

内藤■これほどの逸材を集めた研究科は、どこの大学

にもないでしょうね。例えば、「グローバル社会研究クラ

スター」でフランスを中心に多文化社会論を専門とする

菊池恵介先生。近代文明に大きな貢献を果たしたフラ

ンスの思想を知ることは重要です。しかし、昔からいる「お

フランス」学者は、この研究科には不要です。菊池先生

は当代一のフランス語の使い手でありながら、より普遍

的な課題に挑戦しようと考えている、言い換えれば、フ

ランス語でフランスと闘える稀有な研究者です。また、「現

代アジア研究クラスター」の小山田英治先生は、自称国

際フリーター。国連開発計画（UNDP）や世界銀行など

で仕事をしてきた経験を生かし、たいへん緻密に、発展

途上国のガバナンスの研究をしておられます。 

　将来、世界で活躍しようという実務専門家を育てて

いくためには、指導する教員がアカデミックな枠の中に

納まっていてはダメです。現場で物事を解決するため

には何が必要かを現場で注意深く分析すると同時に、

そのためには理論に立ち戻って考え直してみる。現場

と理論の往復、当研究科はそのマトリクスを組み合わ

せて構成しているという点で、とてもユニークだと思い

ます。 

 

加藤■私自身の研究で言えば、今、日本にとって中国は

最大の貿易パートナーであり、経済的な依存度もますま

す高まっています。しかし、二国間でちょっとした問題が

生じると、「中国は異質な国だ！」と必ず感情的な反発が

起こる。好き嫌いの感情論では、決して解決しない問題

も多いんです。中国で何かビジネスを行うとき、中国市場

ではこんなことに注意して…というノウハウを企業の皆さ

んに伝えることも大切ですが、私はむしろ中国の存在を

客観的に説明し、中国と冷静に向き合っていく方法を学

内外に向けて発信していきたいと考えています。 

　もう一つ、中国が経済的成果を収めてきた中で、チャイ

ナ・モデル、北京コンセンサスという新しい社会経済のモ

デルが生まれてきたといわれます。しかし、これらが本当

に中国以外の国でも対応し得る新しいモデルかと言うと、

必ずしもそうではないと思うのです。グローバル世界の

中で、グローバル化する中国にどのようなポジションを与

えていくのか、これからの大きな課題になってくると思い

ますね。 

 

岡野■特に私は、個人の自由の関係と主権国家の在り

方、そこから生まれたジェンダーに関わる問題について研

究しています。17世紀、自分が意志したことを貫徹できる

ことが自由だという「自由意志論」を中心とするリベラリ

ズムが発展しましたが、その一方で同時代に、目的を達

成するためには暴力で他者を排除しようという主権国家

が成立し、さらにその国家の枠組みの中で〈男らしさ〉〈女

らしさ〉というジェンダー規範が形成されてきました。自由

意志と言いながら、私たちの意志とは別の強固な装置

が動いていて、人生が決定づけられていくことをどう考え

ればよいのか。 

　でも、私たちが自由だと感じることは、実は自分が意志

したこと以外にもあって、例えば予想しなかった人と出会っ

たり思いがけない出来事が起こったりしたとき、人は幸せ

を感じることも多いはずです。ある地域の人は自由でな

いように見えるかもしれないけれど、もしかしたら彼らや彼

女らは私たちとは違うある種の自由な発想を持っている

かもしれない。当研究科での個別地域研究を通して、学

生の皆さんには自分たちとは異質なモノの見方、とらえ

方のようなものを伝えられればと考えています。 

 

内藤■それはとても大切な視点ですね。イスラム社会と

西欧社会の関係に目を向けると、9.11事件以来、両者

の対立は激しさを増しています。イスラム社会ではいまだ

に「目には目を」という考えを持っていて、暴力の応酬を

繰り返している…。西欧社会ではイスラム社会のことを

そんなふうにとらえているかもしれません。しかし、アフガ

ニスタンやイラクでアメリカが「民主国家」を作ったが、な

ぜいまだにテロや暴力が繰り返されるのでしょうか？ 

　一つの身近な例を挙げてみましょう。日本や欧米型

の刑事裁判では、検察が控訴を断念してしまうと、被害

者や遺族が独自に控訴することは許されませんね。しか

し、イスラム法では殺人は、個人対個人の民事事件と考

えられていて、損害に対する同害報復か、賠償金で償う

ことを認めているのです。日本でも、殺人事件の遺族感

情を考えると、これはそんなにおかしな考え方とは言えな

いはずです。日本では、欧米の法体系に習って、報復

はいけないと口では言いますが、被害者の気持ちは、そ

んなきれいごとで済まされるものではありません。 

　大きな規模で見たとき、イスラム社会は暴力の応酬を

繰り返しているように映るかもしれませんが、個々のレベ

ルで見ると、きちんと独自の法理論をもって動いている

のです。こうした思想や文化の違いを知らずに、偏った

正義の名のもとに、無謀な戦争が繰り返されてきた。戦

争というのは、大規模な理由なき殺人の繰り返しですか

ら、イスラム教徒には、これに対して同害報復を試みる人

が大勢でてきます。欧米諸国は、戦争で命を奪ったこと

を棚上げにして、民主化するために必要だったなどと言

いますが、家族を奪われた人びとを納得させることなど

到底できない。欧米諸国は、イスラムのテロなどと言う前に、

まずはそのことに気付くことから、対話が始まるんだとい

うことを知ってほしいと思います。 

 

世界中に広がる大学連携 
～国際社会で起こっている出来事を肌で感じる経験～
 

内藤■同志社大学が文部科学省の「国際化拠点整

備事業（グローバル30）」に採択されたことを受け、当研

究科においても大学間の国際連携を強化しています。

例えば、国立フィリピン大学ロス・バニョス校との連携協

定に基づくインターンシップでは、フィリピンの行政機関に

4名の前期課程学生を受け入れてもらいました。そのほ

か、デンマークのオルボー大学やフィンランドのタンペレ

大学平和研究所など、学生交換と学術交流協定の輪

は世界中に広がりつつあります。また、国内においては、

岡野先生のイニシアティブで、昨年5月から「グローバル・

ジャスティス」という連続セミナーを開催。多様なゲスト・

スピーカーに、ご自身が考えるジャスティスについて語っ

てもらっています。昨年6月にはアフガニスタンのカルザ

イ大統領が訪問して、学生たちとの対話集会を実施し

ました。大統領の口から「欧米主導の国づくりに疑問を

感じている」という発言が飛び出すなど、本音のディスカッ

ションが行われました。 

　私たちは、アフガニスタンの平和構築・安全保障につ

いて、学内に研究センターを設置し、留学生の受け入

れから国際共同研究、さらにはユネスコのような国連機

関との連携も模索しています。先ほども言いましたが、

アカデミックな世界に閉じこもっていては、平和構築の

現場は学べません。学生たちを国際連携のネットワーク

に投入して、幅広い視野と競争力を身に付けていく…。

グローバルなニーズに応じたカリキュラムを提供して、彼

らの自己実現をサポートしていこうと考えています。 

 

加藤■私の造語ですが「三現主義（現場、現物、現人）」

ということを強調しています。現人、つまり現場の人間と

いう観点では、これまでの取材体験の中で知り合った、

いろんなバックグラウンドを持った在日華人を招いて、現

代中国の社会問題について授業で改革開放３０年の

中の自分史を語ってもらいました。やはり実体験に基づ

くスピーカーの話は、多くの学生を引き付ける魅力があっ

たようです。 

　先ほど、学生交換の話がありましたが、中国からの留

学生は多いのに、日本から外へ出ていく学生の数は少

ないように思います。私自身、現場という意味で、2011

年度はチベットを訪れたいと考えていますが、グローバ

ル化する社会の中で、資源がなく通商で生きていかね

ばならない日本は、もっと多くの人たちが積極的に世界

へ打って出て、現場で何が起こっているかを肌で感じる

必要があるでしょうね。 

 

岡野■私が所属する「アメリカ研究クラスター」では、前

期課程2年間の間に、かなりの学生がフィールドワーク等

でアメリカの大学や研究機関に留学します。これは、ア

メリカ研究科時代から蓄積されてきた成果の表れでしょ

う。学生自身が現地に足を運んで、研究対象に関わる

インタビュー集などをあらかじめ作成し、取材先にアポイン

トをとって…ということを繰り返し経験することで、実践

的な感覚が養われ、人的なネットワークも広がっていきま

す。当研究科では、学生自身が企画するフィールドワー

クなどにも研究費を補助しています。また、インターンシッ

プについても、教員が独自の視点でアレンジを加えるなど、

多様なバックアップ体制を整えています。 

　もちろん、そうしたインセンティブを得るためには、学生

自身がしっかりとした目的意識を持って、勉強に取り組

まなければなりません。教員だけでなく、学生、卒業生が

三位一体となって、質の高い取り組みを進めていくことで、

当研究科の評価は国際的に高まっていくのではないで

しょうか。 

 

研究科で学びとってほしいこと 
～グローバル社会から本当に求められる人材育成～
 

岡野■この20年間、世の中はものすごく速いスピードで

変化しています。自動車の運転をすれば分かりますが、

スピードが出ているときは視野が限定されて狭くなって

しまいます。実は、スピード社会の見えないところに、何ら

かの助けが必要な人が存在しているということに気付

いてほしい。例えば、低所得者向けに少額融資を行う「マ

イクロ・ファイナンス」のように、私たちが想像もしないよう

なところで収益を上げているビジネスモデルが注目を集

めていますね。 

　今、人文社会系のマスターやドクターの肩書を持つ学

生の就職が厳しいと言われていますが、皆さんにぜひ

挑戦してほしいことは、社会を違う方向からグローバル

に眺めてみることで、世の中から本当に求められている

社会事業を自分から発見していくことです。もしかすると、

それはニッチ産業なのかもしれませんが、ある種の独創

性を磨くことで、ビジネスとしての付加価値を高めていく

ようなチャレンジをしてほしいと思います。 

 

加藤■私が長い間仕事をしていた新聞社で言えば、せっ

かく大学院で専門的な知識やスキルを身に付けても、こ

れまで同様、最初は地方へ行って、次は警察回りだ役

所回りだ…という旧態依然としたOJTを行っています。

当研究科がグローバルな人材を世の中に送り出せると

すれば、それを受け入れる企業側も人材を戦略的に育て、

活用する体制をしっかりと整える必要があるでしょう。 

　先ほど、日本からの留学生が少ないという話をしまし

たが、私は決して日本人の学生が内向きになったとは思

いません。カルザイ大統領が訪問したとき、学生たちは

集中的にアフガニスタンの勉強をし、当日は英語で質疑

応答に臨んだと聞いています。例えば、留学で視野を

広げればこんなハッピーなことがあるというインセンティブ

を明らかにすれば、もっと優秀な学生が育っていくので

はないでしょうか。最近、メディアの世界においても、キャ

リアを正当に評価しようという機運が高まっています。そ

ういう意味では、企業にとっても学生にとっても大きなチャ

ンスが広がっていると思います。 

 

内藤■確かに、これまでの日本社会は、OJTの期間が

長いほど企業の役に立つんだという風潮がありましたが、

国際的に見ればドクターを持った人材もたくさん活躍し

ています。加藤先生がおっしゃるように、私たち自身が「う

ちの研究科には、これだけの知識やスキルを持った学

生がいる。今までのような旧態依然の人材活用ではもっ

たいない」ということを積極的に企業側に訴える努力を

していかなければなりませんね。 

　もちろん、高度専門的な職業人だけでなく、グローバル･

イシューに関する新たな学問領域を共に切り拓いてい

く研究者の育成にも力を注いでいきます。後期課程では、

在職のまま履修できる柔軟なカリキュラムを設定するなど、

多様化する教育ニーズにもしっかりと応えていこうと考

えています。「グローバル・スタディーズ研究科」が開設

されて一年余り。まだまだ未知の可能性がたくさん埋も

れています。これからもグローバル社会を牽引するよう

な魅力ある研究成果・社会連携の成果を発信していき

たいと思います。 

グローバル社会研究 
クラスター Global

 Asia

 America

現代アジア研究 
クラスター 

アメリカ研究 
クラスター 

 

  

※「クラスター」というのは、一定の自立性を持つ緩やかなまとまりのことを指す。 

アフガニスタン・イスラム共和国 
ハーミド・カルザイ大統領との学生対話集会 
 

常岡浩介氏 
 
 
「人質がみた 
アフガニスタンの裏側」 
 

Eva Feder Kittay氏 
 

第２回（2010年11月8日） 
 

第３回（2010年11月10日） 
 

“From the Ethics of Care 
to Global Justice” 

　2010年4月、同志社大学大学院では、従来のアメリカ研究科が蓄

積してきた教育・研究を発展継承させ、「グローバル社会研究ク

ラスター」「アメリカ研究クラスター」「現代アジア研究クラスター」

からなるグローバル・スタディーズ研究科を開設しました。国や地域の

枠組みを超えて横たわるグローバルな問題について、さまざまな視点

から研究を行っています。 

　複雑多様な現代世界の中で、グローバル・スタディーズ

研究科がどのような役割を果たしていくべきなのでしょうか？ 

　各クラスターを代表する3名の教員に語ってもらいました。 
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アンヌ  ゴノン 

ゲン  ゼンヘイ 

タカシ  フジタニ ファノン  チェ  ウィルキンス 

ギャビン  J . キャンベル 

池田 啓子
アメリカ社会・ 
文化の人類学的研究 
 

岡野 八代
西洋政治思想史、 
現代政治理論 

 
 荻野 美穂
フェミニズム・ジェンダー研究、 
クイア研究 
 

佐々木 隆
アメリカの文学と文化、 
近代主義と想像力 
 

細谷 正宏
日米関係論、 
アメリカの対日占領政策 
 

Fanon Che Wilkins
アフリカン・アメリカンの歴史、 
アフリカン・ディアスポラ 
 

Gavin J. Campbell
アメリカ史、 
20世紀のアメリカ文化 
 

太田 修
朝鮮現代史、 
近現代日朝関係史 

内藤 正典（研究科長） 
国際移動論、 
現代イスラーム地域研究 
 

教　員　紹　介

菊池 恵介
社会思想史 
フランス社会・文化論 
 

中西 久枝
平和研究、 
中東とディアスポラ・コミュニティ 
 

松久 玲子
比較教育学、 
中南米社会研究 
 

見原 礼子
比較教育学、 
教育・文化分野の国際協力 
 

峯　陽一
人間の安全保障、 
開発経済学、アフリカ地域研究 
 

Anne Gonon
市民社会論研究、 
フェミニスト的政治理論の研究 
 

小山田 英治
途上国・体制移行国家 
におけるグッドガバナンス研究 
 

加藤 千洋
中国政治社会研究、 
中国メディア研究 
 

厳  善平
現代中国の社会と経済、 
労働移動、農業と食糧問題 
 

銭　鴎
中国の思想と歴史、 
日中文化・学術交流史 
 

Takashi  Fujitani
ナショナリズム・植民地主義・ 
君主制・人種主義・戦争の 
比較歴史研究 
 

セン  オウ 
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　同志社大学が参加する「京たなべiPhoneプロジェクト（※）」では、多機能携帯電話iPhoneを使って京田辺

市内の観光スポットや店舗などを案内する外国人向けアプリケーションを完成させました。

　iPhoneが持つ直感的な操作性やGPS機能を生かし、初めて京田辺を訪れた外国人の方でも迷わずに観光で

きるようになっています。本アプリケーションの英語版・日本語版は、アップルストアで無料ダウンロードできます。

産官学連携による外国人向け観光アプリケーション 
 

観光名所のほかに、自動販売機
やトイレの場所、お勧め撮影スポ
ット、露天の野菜販売所などプラ
スαの情報を紹介。 
 

　外国人の観光客の方が、紙のガイドマップを持って難しそ

うに観光をされている姿を見て、「もっと楽しく観光をするこ

とはできないだろうか？」と思ったのが、開発に取り組んだき

っかけです。iPhoneは取り扱いが容易で、GPS機能付きで

地図の表示も分かりやすい。このiPhoneで、お勧めとなる

観光モデルコースやお店を紹介すれば、初めて京田辺を訪

れた皆さんでも迷うことなく観光が楽しめるでしょう。私自身、

同志社大学のインキュベーション施設D-eggの入居企業で

もあることから、京田辺市様や同志社大学様に声をかけさせ

ていただきました。観光アプリケーションの開発にあたって

注意したことは、とにかく観光客の目線に立った親切な案内・

表示を心がけるということ。有名な観光名所のほかにも、ト

イレや自動販売機、露天野菜の販売場所、またお勧め写真撮

影スポットなど、地元企業・行政作成だからこそできる多種

多様な情報を満載しています。ぜひ、iToursで京田辺市の

魅力を発見する旅を楽しんでください。 

「キララちゃん」「一休たん」「な
び太」などの“オリジナルキャラク
ター”が、京田辺市内20～30の
お勧め観光コースをナビゲート。 
 

訪れた人がその場で口コミや写
真を投稿できる“口コミ機能”を
装備。参加型の観光ツール。 
 

写真付きの詳しいスポット解説。
観光パンフレットには載っていな
い情報が満載。めったに見ること
ができない国宝や文化財も見る
ことができる。 

渕山 晃年　 
株式会社吉蔵 
エックスワイゼット 
ソリューションズ 
代表取締役 

 

【問合せ先】　京たなべiphoneプロジェクト事務局（京田辺市役所産業振興課） 

 TEL：0774-64-1319 

 

Mail：sangyo@kyotanabe.jp 

 http://kyotana.be/（京田辺市観光協会） 紹介ホームページ 

参加してきました！
 

 
2010年12月12日、外国人向け観光アプリケーション「iTours Kyotanabe」を使った

体験ツアーが行われました。ツアーには多くの外国人の皆さんが参加。iPhoneを片手

に、京田辺市内の観光スポットを訪ね歩きました。 

iTours Kyotanabe
iTours 

英語版

日本語版京田辺 完成！ 
 

※京田辺市・京田辺市観光協会・（独）中小企業基盤整備機構近畿支部・D-egg・同志社大学英語研究会（ESS）、 
　（株）吉蔵エックスワイゼットソリューションズ（D-egg入居企業） 
 

開発者から一言！ 

　京田辺市内には観光資源がたくさん埋もれていますが、そ

れらをどのように掘り起こし、いかに観光客に提供していく

かが一つの課題でした。（株）吉蔵エックスワイゼットソリュ

ーションズ様からiPhoneを使った新たな外国人向け観光ア

プリの提案をもらったとき、「これは面白い！」と思いました。

やるからには、どこにも負けない素晴らしいものを作ろう…。

私たちが担った役割は、京田辺市の歴史・文化・観光情報の

提供です。古い郷土資料を掘り起こし、観光名所だけでも

200ケ所以上の写真を新たに撮り直して、本アプリに掲載し

ています。京田辺市ゆかりのキャラクターが画面でナビゲー

ションしたり、京田辺版かぐや姫をモチーフにした絵本が楽

しめるなど、地域の魅力が感じられる内容になっています。

今後は、この観光アプリケーションを普及させ、他の自治体

や観光協会の“ご当地アプリ”としての活用を提案していき

たいと考えています。 

 

坂本 健二 
京田辺市  

経済環境部 産業振興課 
 産業政策係 主事 

 

おもてなしのまち 
京田辺市を目指して！ 
 

1特長
iPhoneが持つ直感的な操作性、GPS、コンパスなどの
機能をフル活用。一人でも迷わず観光できる。 
 

6特長
iPhone機能を生かしたクイズや郷土史紹介ライブラリ
ーなど、京田辺市の魅力を発見するスペシャルコンテン
ツを豊富に用意（現在、日本語版のみ対応）。 

2特長

3特長

4特長

5特長

初対面の緊張がほぐれ、 
徐々に打ち解けて… 
 

iPhone機能をフル活用！ 
 隠れたポイントを発見 
 

集合場所の近鉄新田辺駅に降り立つと、すでに

多くのツアー参加者がスタートを待っていまし

た。聞けば、日本在住の外国人や留学生など約

80名が集まったとか。「京都の歴史や自然に

興味がある」「ウォーキングを楽しみたい」など、ツアーに参加したきっかけは

さまざまなようです。 

受付を済ませると、チーム編成です。1チーム5～6名ずつ、15組に分かれま

した。本日が初対面という方も多く、最初は緊張の面持ちでしたが、同志社大

学ESSサークルの学生たちが通訳などのサポートをしてくれたので、だんだ

んと参加者の表情も和らいでいきました。スタートする頃には、お互いにニッ

クネームで呼び合うほど打ち解けた仲に。ESSの皆さんに、感謝。 

12月の半ばとはいえ、寒さも緩んで絶好のウォーキング日和となりました。

iPhoneの画面には、私たちの歩くコースが細かな道までナビゲーションされ、

また現在位置もGPS機能で表示されるので、目的地まで迷うことなく到着で

きそうです。最初に訪れたのは、甘南備寺。「ミミズの住職の伝説が残るお寺

で…」。iPhone画面に表れた甘南備寺の説明は大変興味深く、皆熱心に読み

ふけっていました。 

次に向かったのは、酬恩庵一休寺。一休さんのアニメが世界中で放映された

こともあり、知名度抜群のお寺です。有名な「このはしわたるな」の橋や、虎退

治で知られる屏風を目の当たりにして、興奮はピークに達します。おっと、ここ

はミステリーポイントが隠れています。この頃になると、iPhoneを持って現在

位置を確認する人、指令書を見ながらミステリーポイントを探す人…というよ

うに、みんなが役割分担をするようになりました。

難解なミステリーポイントを発見したときは、思

わずハイタッチして喜びを分かち合います。いつ

の間にか、チームの一体感が芽生えてきました。 

 

今回のミステリーツアーで歩くのは、「なび太

コース（甘南備寺～酬恩庵一休寺～大御堂観

音寺）」、「キララちゃんコース（酬恩庵一休寺

～天津神川マンボ～棚倉孫神社～大御堂観音

寺）」、「一休たんコース」（酬恩庵一休寺～酒屋神社～大御堂観音寺）」の三

コース。ゴールの普賢寺ふれあいの駅まで、いずれも7キロほどの道のりです。 

私たちのチームは、「なび太コース」を歩くことになりました。もちろん、ただ

単に京田辺市内の観光スポットを巡るわけではありません。今回のルールは、

各コース上に隠された24ケ所のミステリーポイントを見つけ出し、iPhone

のカメラ機能を使って撮影してくるというもの。その発見場所の難易度に応

じて、得点を競い合います。ヒントの写真が示された「指令書」を見ると、「あ

そこにあった！」とピンとくるものもあれば、見つけるのに苦労しそうなスポッ

トもあります。頼れるものは、iPhoneと指令書、そして私たちの直感のみ！ さ

あ、いよいよ京田辺ミステリーツアーの始まりです。 

 

一行は、京田辺ののどかな野辺の道を歩き

ます。頬をなでる風が心地よく、疲れた体を

癒してくれるようです。iPhoneの画面には

トイレや自動販売機、休憩スポットの場所も

細かく表示されるので、長時間のウォーキングにはとても重宝します。さあ、

ゴールまであとわずか。 

最後の大御堂観音寺で私たちを魅了したのは、国宝の十一面観音立像でした。

その艶やかで柔和な表情を見ていると、心が穏やかになっていくような気が

しました。ゴールに到着したのはスタートから約4時間後の午後1時過ぎ。今

まで知らなかった京田辺の魅力を再発見できる有意義なツアーだったと思い

ます。今回のアプリケーションにはさまざまな情報機能が満載され、初めて

iPhoneに触れる人でもすぐに操作できる使い勝手の良さが好印象でした。 

iPhoneと指令書を持って、 
いよいよツアー出発 
 

歴史文化の魅力に触れる 
貴重な体験型ツアー 
 

気になる結果は…。なんと、ミステリーポイン

トすべてをカメラに収めた満点のチームが4

組もありました。ツアーを終え、皆とても誇ら

しげな表情です。ゴールした後は、温かいおで

んやお抹茶をいただきながら、他のグループの参加者や京田辺市民の皆さん

と交流することもでき、「iPhoneと観光の組み合わせが斬新だった」「京田

辺市にまた来てみたい」などの感想が聞かれました。今後も機会があれば、ぜ

ひこうした体験ツアーを開催してほしいものです。 

 

4時間の京田辺散策を終え、 
感動のフィナーレへ… 
 

『Kyotanabe Mystery Tour with iPhoneKyotanabe Mystery Tour with iPhone』体験記体験記 

 

『Kyotanabe Mystery Tour with iPhone』体験記 
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番組で紹介しまし
た！ 

「未来26」の番組内で体験させていただきまし

た。素敵な風景、寺社に恵まれ、学生の町でおも

しろい場所も多い京田辺。案内するだけでなく、

楽しめる仕掛けがたくさんで、利用者同士が更

に発展させられるこのアプリなら、新しい観光ス

タイルとしてどんどん広がりそうと可能性を感

じました。外国人向けから始まったとのことでし

たが、慣れ親しんでいる土地でも新しい発見が

ありそうです。ここ京都から、広く普及し進化し

ていくのが楽しみです。 

 

海平 和 
株式会社京都放送（KBS京都） 
報道局 アナウンス部 
同志社大学経済学部 
2010年3月卒業 

 

うみ ひら   なごみ 

 

 

検索京田辺App Store 



 

 

 



 

 



競技に勝つための研究、 
勝たせるための研究 

竹田 正樹（たけだ　まさき）　 

進化するスポーツ競技に対応し 
より再現性の高い測定装置を開発 
 

同志社大学と地域の連携で広がる 
スポーツを通した「学びの輪」 
 

一流アスリートのトレーニング理論を 
生涯スポーツ、生きがいづくりに役立てる 
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同志社大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 教授 
 

 

 

 

 

「スポーツ生理学の知見に基づいて、スポーツ選手

の競技力を向上させるための研究をしています」。竹

田正樹教授が主な研究対象としているのは、冬季オリ

ンピックの正式種目にもなっているノルディックスキー。

自身も国体選手として活躍し、現在は全日本スキー連

盟でナショナルチームのトレーニングドクターを務める。 

スキー競技に求められる技術や体力は、時代に応じ

てどんどん変化しているという。例えば、長野オリンピッ

ク（1998年）当時と比較しても、そのときの技術はも

う既に古くなっており、スキー道具の進歩やコース環

境の向上とともに、上半身（腕や背筋）をうまく使わな

ければ勝てなくなってきているという。オリンピックで

メダルを獲得するために、どんな身体能力が必要なの

か…。どんなトレーニングをしなければならないのか…。

従来から、選手の能力を測定する方法として「トレッド

ミル」と呼ばれるランニングマシンが使われている。

回転するプレートの上を走ることで被験者に一定負荷

をかけ、エネルギー代謝量や酸素摂取量などを見る。

しかし、「実際のスキー競技を再現した装置でないと、

選手にとって本当に必要なものが見えてこない」という。 

竹田教授は外国のメーカーと共同で、ローラースキー

やストックを装着したままでも運動負荷がかけられる

計測装置を開発。トレッドミルのプレート部分の幅や長

さを広げ、ストックを突きやすいようにベルトを改良し

たもので、下半身を使わず上半身のストックワークだ

けで選手の絶対値を見ることが可能だという。昨年、

同志社大学や京都産業大学、近畿大学のアスリートた

ちを集めて身体能力を測定したところ、「その数値結

果と競技成績の相関性が高いことが分かりました」。

今年の春から、国立スポーツ科学センター（東京都）で

行われるナショナルチームの体力測定にも活用して

いく予定だ。日本人初のメダル獲得に向けて、夢は大

きく膨らんでいる。 

 

 

 

 

一流のスポーツ選手というのは、体にどんな負荷を

かければ、どんな反応が返ってくるかを知っている。実

は、この考えは、一般の人たちの体力向上や何らかの

疾患を抱えている人たちの症状改善に役立たせるこ

とができるという。 

「トレーニングが体に及ぼす影響を明らかにする必

要があります」。今から数年前、竹田教授は心臓疾患を

抱えた高齢者数十名の協力を得て、有酸素運動による

トレーニング実験を行った。被験者にそれぞれ10分間、

20分間、30分間…というように有酸素運動をしてもら

い、その結果を比較調査したところ、「1日20分間の有

酸素運動をするだけで、エネルギー代謝能力が向上す

るなど大きな成果が現れました」と話す。1日に1万回あっ

た期外収縮（不整脈）の頻度が3分の1に下がった人も

いたという。わずか20分ほどの有酸素運動で足腰が

鍛えられ、心臓にかかる負担が軽減されるということ

があらためて明らかになった。 

「スポーツの効果は絶大だが、まだそのメカニズム

は明確にされていません」。竹田教授は、運動すること

によって子どもの集中力や思考能力がどのように変

化するかを調べようと考えている。こうした研究が進

めば、今後は教育分野での産学連携の可能性も広が

るだろう。スポーツ科学で蓄積した知識やノウハウを、

健康科学の領域で活かそうというその取り組みは注

目を集めている。 

 

 

 

 

もう一つ、竹田教授はノルディックウォーキングの運

動効果に関心を寄せている。ノルディックウォーキング

とは、2本のストックを杖のように使って歩く北

欧生まれのスポーツ。上半身の筋肉を駆使す

ることから、一般的なウォーキングに比べて、

エネルギー消費率が10～20％高くなるという。

「中高年の健康維持・増進に活かせるのでは」。

竹田教授はノルディックウォーキングが体に

及ぼす影響について、小泉孝之教授（理工学

部エネルギー機械工学科）と共同で動作解析

などの研究を行っている。「できるだけストッ

クを垂直に突き、ゆっくりと小さい歩幅で歩く

ようにすれば、腰や膝関節への負荷が軽減さ

れることが分かってきました」。正しいトレー

ニング方法を確立することで、健康スポーツとしてのノ

ルディックウォーキングの魅力が高まっていくことが期

待される。 

同志社大学には優れた競技能力を有する学生がた

くさん在籍している。大学が持つこうした人材を有効

活用し、市民の健康維持・増進に役立てることができ

ないだろうか…。2008年春、竹田教授が発起人となっ

て、同志社大学と京田辺市の連携により、総合型地域

スポーツクラブ「京たなべ・同志社スポーツクラブ（KDSC）」

が設立された。現在、ゴルフやアーチェリー、サッカーな

ど9つの教室と、ノルディックウォーキングやチアリーディ

ング、ピラティスなど4つのサークル活動が行われ、子

どもたちから高齢者まで多くの人たちがスポーツを楽

しんでいる。原則として、参加者への指導は同志社大

学の学生たちが主体となって行う。最初は戸惑ってい

た学生たちも、回を重ねるごとにさまざまなアイデアを

出し合い、工夫を重ねるようになったという。市民にス

ポーツの機会を提供するだけでなく、学生を鍛えるフィー

ルドワークの場にもなっているようだ。「KDSCを一つ

の成功事例として、全国にスポーツ振興のモデルを普

及させたい」と意気込みを示す。 

スポーツがもっと身近な存在になれば、私たちの生

きがいづくりや生活の質（QOL）向上につながるだろう。

「どんなスポーツでもいい。まず楽しむことから始めて

ください」。竹田教授の情熱がひしひしと伝わってくる。 

 

 

「トレッドミル」を使った体力測定 

 専門分野は、会社法、金融商品取引法。なかでも、最
近特に注目されている「種類株式」について研究を深
めている。企業や地域社会と連携したワーキンググ
ループやセミナー、シンポジウムなどにも積極的に参加。
文系研究者による新たな産学・地学連携の一つのモ
デルとなっている。自他ともに認めるグルメで、おい
しいものがあると聞けば、仕事の合間を縫ってどこに
でも出かけるそう。今は、まだ関西中心だが、マイ・リ
ストには100件以上の店が登録されているとか。 
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Professor's 
Profile

Masaki Takeda

運動生理学
的知見をもと

に、スポーツ
選手の競技

力

向上のための
トレーニング

方法、体力テ
ストの方法な

どを研究して
いる。近年で

は、総合型地
域スポーツク

ラブを設立・
運営し、ヘル

スプロモーシ
ョンの一貫と

し

てモデル化で
きるよう取り

組んでいる。
 

スキーは学生
時代、同志社

大学スキー部
で主将を務め

、

国体で入賞す
るほどの腕前

。本人曰く、「
仕事も兼ね

ているので
…」

と謙遜気味
。趣

味はゴルフ
で、

最高スコアは
77。

目標はアンダ
ー

パーで回るこ
と。

まだまだスコ
ア

は更新中！ 



ヒト、モノ、コトの関係性の観点から 
コミュニケーションの 
意義や働きを科学する 
 下原　勝憲（しもはら　かつのり） 
 同志社大学 理工学部 情報システムデザイン学科 教授 
 

 研究課題は、社会システムを関係性の視点からデザインすること。関係

性をネットワークとしてとらえ、表現・操作することを通じて、その価値や

意味を多面的に探ろうと考えている。ATRネットワーク情報学研究所

長などを歴任。コンピュータの自律的進化モデルの設計など、コミュニケー

ションを軸とした独自研究に注目が集まっている。趣味はヨガ、テニスな

ど。特に、ヨガは週2回程度通い、1時間以上かけてゆっくり汗を流す。

いつまでも若 し々くバイタリティあふれるのは、ヨガ効果の賜物！？ 

 

研究者をたずねて

Professor's ProfileProfessor's Profile

要素と要素の相互作用を紐解くことで 
社会システムの本質が見えてくる 
 

要素と要素の相互作用を紐解くことで 
社会システムの本質が見えてくる 
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キーワードのハイライトのみではなく重要箇所のハイライトが可能 
 

アイテムリコメンドエンジンのモデル事例 

キーワードのハイライト 
 

情報の多様的・多元的価値を見直し 
人的なネットワークの輪を広げる 
 

情報の多様的・多元的価値を見直し 
人的なネットワークの輪を広げる 
 

情報のオープン化・共有化で 
未来を仮想した都市インフラを運用する 
 

情報のオープン化・共有化で 
未来を仮想した都市インフラを運用する 
 

生命が持つ優れた特徴をヒントに 
進化するコンピュータシステムをモデル化 
 

生命が持つ優れた特徴をヒントに 
進化するコンピュータシステムをモデル化 
 

 
 
 
　ミクロからマクロまで、いろんなヒト、モノ、コトが織り
なすシステム、その中で情報がどのような役割を果た
しているのか、システム科学の視点から研究を進めて
いるのが下原勝憲教授。科学技術の本流は、物質の性
質や運動を細かく追究すれば、物事のすべてが理解で
きるという「要素還元主義」だった。しかし、サッカーを
例に考えると、どれだけ能力の高い選手を集めても、チー
ムワークが悪ければ優れたパフォーマンスは発揮でき
ない。「つまり、要素と要素の関係性に注目することが
大切です」と話す。 
要素をノード（点）、関係性をリンク（線）に置き換え

ると、システムは一つのネットワークとしてとらえるこ
とができる。生物同士の捕食・共生相関、コミュニティ
サイトの人のつながり、企業の株所有の関係、たんぱく
質や酵素の生体反応…。そのノードとリンクの分布を
見ると、平均値の周辺にノードが集積するのではなく、
Y＝aX－γ（代表的な縮尺が存在しない）となるような
「べき分布」を描いていることが分かる。経済学の世
界で、パレート（20：80）の法則という考え方がある。こ
れは、ある会社の売り上げの8割は2割の人気商品によっ
て支えられているというもの。実は、パレートの法則も
べき分布で表すことができるという。「自然界や市場
経済の現象
を含めて、べ
き分布がシ
ステムを構
成する重要
なポイントに
なっているの
ではないか」
と指摘する。 
 

 
 
 
ノードとリンクの関係性を理解することで、さまざま
なシステムデザインが浮き上がってくる。では、関係性
とは何だろうか？ 一つは、依存と支配の構造。例えば、
自動車は信号機に依存し、信号機は道路交通法に依
存している。あるいは、一人の人間は組織に依存し、組
織はもっと大きな地域や国家に依存している。当然な
がら、依存は逆向きの支配や責任を伴う。「相互の関
係の中に重層的な意味が重なり合って、結果として信
頼が築かれていきます」。もう一つは、時空を超えた関
係性。企業は5年先、10年先の将来を見据えながら経
済活動を行っている。あるいは、祖先を敬い祀る行為も、
過去とのつながりを大切にする表れとしてとらえるこ
とができるだろう。 

これまで私たちは、情報の意味を単一化することで、
情報処理の効率化を図ってきた。これは、どこか現在
の貨幣経済（Give＆Take）に似ている。しかし、「本来、
情報の意味や価値をどのようにとらえるかは、受け手
次第。情報の多様性・多元性を尊重すべき」。言い換
えるなら、これはプレゼント（Gift＆Circulation）と同じ
こと。手間ひまがかかるが、相手にどんな情報を伝え
れば喜んでくれるか、満足してくれるか、そこにはさま

ざまな価値が込められているに違いない。「人々の想
像の連鎖やネットワークが広がるような関係性のデザ
インが求められています」と強調する。 
 
 
 
 
時空を超えた相互作用、あるいは情報の多様化・多

元化という側面で社会システムを考えてみると、これま
でとは違った新たな関係性のモデルが見えてくる。例
えば、個人のスケジュールや行動パターンの情報を集
めることができれば、「あそこの交差点にはどれくらい
の人や車が集まるから、信号機の長さはこれくらいに
しよう…」という未来を仮想した交通システムの運用
が可能になる。自分の情報だから表に出さない、対価
を求めるというのではなく、ギフト的なとらえ方で情報
を提供していく。「人々の意識を変革していくような
仕掛けづくりが提案できないでしょうか」と話す。 
下原教授が考えているのは、オンデマンドによる情
報システムの基盤づくりだ。水道や道路のように固定
されたものではなく、人や車の動きに応じてその場で
必要な情報インフラを立ち上げる。例えば、ケータイに
はさまざまな機能が集積しているが、何人かが集まると
お互いのハードウェア機能を少しずつ分け合って、一つ
の大きなネットワークが形成される…。「一台のケー
タイがクライアントにもサーバーにもなれるシステム
ができれば面白いですね」と期待を膨らませる。 
 
 
 
 
下原教授はコミュニケーション研究の一環として、

コンピュータの進化システム（人工生命）の設計にも
取り組んできた。「コミュニケーションの意義は、イマ

ジネーションやクリエイティブな感覚を刺激すること」。
しかし、現在のコンピュータは情報を集めたり発信し
たりする道具としては便利だが、自律的に情報を生成
することはできない。人とコミュニケーションできるコ
ンピュータを作ろう！ 下原教授は、ソフトウェアやハー
ドウェアが新しい機能を自ら創造するようなシステム、
すなわち進化システムを生み出せないかと考えている。
「生命が持っている自律、適応、進化、自己増殖などの
優れた特徴、これが人工システムのモデルとなります」。
一つのシステムをリファインするのではなく、コンピュー
タの情報（プログラム）を生命体の遺伝子ととらえ、表
現（発現）、行動、複製というサイクルの中で、環境に適
応しない情報は評価・淘汰し、パフォーマンスに優れた
ものだけを残していく。「人工生命の理論や技術をシ
ステム科学の分野と融合させることで、これまでにな
いイノベーションにつながる可能性があります」。 
情報化やネットワーク化がどんどん進展している今、

社会システムの多様な関係性に注目した下原教授の
研究には、私たちの意識を変えるような未来の情報基
盤づくりの大きなヒントが隠されているに違いない。 
 

 

Katsunori Shimohara



 

 

 

今や日本を抜いて、世界第二位の経済大国へと成長し

た中国。「果たして、中国の経済発展は本物でしょうか？」

と、横井和彦准教授は疑問を投げかける。中国は「世界

の工場」、世界一の貿易大国だといわれるが、統計的に

見ると、輸出の6割近く、工業生産では約3分の1は日本

など外資系企業が生産したものだという。つまり、国内

総生産（GDP）と国民総生産（GNP）が必ずしも一致し

ない。「こうした問題は、中国企業の発展に影響を及ぼ

すのでは」と指摘する。 

日本など、これまでの経済発展は「経済の国際化」に

よるものであり、国と国の間を行き交うのは基本的に商

品やサービスとその代金としてのカネだけであった。例

えば、日本企業が日本国内で作った製品をアメリカなどへ

輸出する。だから日本の貿易黒字が大きくなれば、アメリ

カは円を切り上げて、日本製品の値段が高くなるように

設定する…。一方、「中国の場合、商品だけでなく、資本（企

業）、ヒト、モノ、カネが国を越えて移動するなど、経済がグ

ローバル化している中で発展している」。今、かつての日

本の円のように、中国人民元を切り上げようという動き

が見られるが、「メイド・イン・チャイナ」といっても、必ずし

も中国企業が作ったものばかりでない中、元が切り上が

ることによって輸出品の値段が上がって困るのは、むし

ろ中国に進出している日本や欧米の企業だろう。人民

元の切り上げは、思うように進まないという見方さえある。 

「つまり…」と横井准教授は言葉を強める。日本の経済、

企業は、円高の歴史の中で、より低価格で、しかも高性能・

高品質で、魅力ある商品を開発することで大きな発展を

遂げてきた。いわば、技術革新の繰り返しでもある。世

界に飛躍していった日本のメーカーの歴史を振り返ると、

最初は小さな町工場からスタートしたところも少なくな

い。現在、中国企業の業績は確かに好調に見えるが、上

記のような特殊な経済環境の中で、どれだけ革新的な

製品やサービスを生み出すことができるだろうか？ 「中

国経済の本当の姿を理解することで、これからの日本企

業の進むべき方向性が見えてくるはず」と話す。 

 

 

 

 

1980年代以降、中国では改革開放政策が進み、

国有企業の株式会社化が進められた。一時、経営

の効率化のために、これまで手厚く守られてきた

福利厚生の部分が切り捨てられたこともあったが、

3年前に「労働契約法」が施行され、中国国内の

すべての企業は一定条件を満たした社員と終身

雇用を結ぶ義務を負うことになった。中国市場を

取り巻く環境は、目まぐるしく変化している。昨年、

中国の日系企業で労働者の大規模ストライキが起

こった。「その一つの要因は、日本型経営が受け入

れられなかったこと」。横井准教授は、中国企業の

労務管理や賃金体系の事例を研究することで、日

系企業が中国でスムーズな経営を行うためのヒントを提

供しようと考えている。 

近年、中国国内で長期安定志向の労働者が増加する

中で、国有企業の人気が再燃しつつあるという。ある大

型家電企業を調査したところ、長期雇用を前提とした

40等級もの給与等級が用意され、毎年のように賃金が

アップする仕組みになっていることが分かった。また、社

員の能力に応じた賞与とは別に、春節や中秋などの催

事に合わせて、600元（約1万円）程度の手当や多様な

祝賀品が支給されるなど、「市場経済の競争理念を取り

入れながら、福利厚生の面においても充実が図られてい

る」と、国有企業の人気の理由を分析する。一方の日系

企業は、以前は数年で故郷へ帰っていったという内陸部

からの出稼ぎ労働者の雇用を前提としていて、賃金アッ

プが緩やかなままであったという。 

もう一つ、日系企業の多くは、日本の本社から管理職

を派遣して、現地で一般の労働者を雇用するという経営

スタイルをとっている。しかし、見知らぬ外国から管理職

が突然やってきて、今までのやり方を押し付けられても、

独立心旺盛な中国人は納得しないだろう。一方、欧米系

企業では中国人の管理職を積極的に登用し、かなりの

裁量権を与えて経営に当たらせているという（管理職の

現地化）。中国固有のビジネスルールや文化慣習に精

通した彼らが、一般

労働者の不平や不

満を和らげる緩衝材

の役割を果たしてい

るというわけだ。「効

率化と民主化を両立

させた中国型の経営

を目指すべき」と横

井准教授は指摘する。 

 

 

 

 

安いコストで低付加価値の製品を作る－。日本の製造

業においては、これが中国進出を考えるきっかけだった。

だが、人件費など生産コストが上昇傾向にある中で、「コ

ストを抑えるための中国進出は、曲がり角に差し掛かっ

ています」という。では、私たちは中国での経済活動をど

のように考えるべきなのだろうか？ 「一つは、中国国内

向けの商品やサービスを開発すること」。もちろん、日本

で成功したビジネスが必ずしも中国で受け入れられる

とは限らない。あるコンビニエンスストアが中国でおに

ぎりやサンドイッチを販売したが、当初はなかなか売れ

ずに苦戦したという事例もある。それは、中国人に冷め

たものを食べる習慣がなかったからだ。中国ではどんな

味が好まれるのか、どんなサービスが喜ばれるのか…。

中国で成功を収めた日系企業を見ると、中国人のパート

ナーをうまく活用し、マーケティングリサーチや商品開発

などの分野で協力関係を築いているところが多い。これ

からは労働力を安く確保するという視点ではなく、お互

いの信頼をもとにしながらビジネスを拡大していく時代

といえる。 

日本社会は、長い間デフレから脱出できずにいる。モノ

の値段を抑えてきたことにそもそもの原因があるとする

ならば、中国人の所得が向上することで中国での生産コ

ストが多少高くなったとしても、むしろ適正価格での市

場競争につながり、デフレ脱出の糸口になるのではない

か、さらには現地での販売が大きく伸びるのではないか…。

経済大国・中国と向き合っていく上で、私たち自身の発想

の転換が迫られている。 

 

研究課題は、中国における企業環境と企業活動についての研

究。改革開放政策によって、国有企業が担ってきた従業員やそ

の家族に対するさまざまな生活保障がどのように変化したのか、

そしてそれにかわる社会保障制度がどのように整備されている

のかといった、企業の「効率化」と労働者の「民主化」の視点

から幅広く研究を進めている。日本学術振興会が開催している

「ひらめきときめきサイエンス」にも参画し、高校生を対象に経

済学の講演なども行う。無類のお酒好き。ビール、ウイスキー、

日本酒とオールマイティー。学生と年齢が近く、経済学部の良き

兄貴的存在。 

Professor's Profile

Associate professor's Profile

Kazuhiko Yokoi

 

変化変化が激しい中国経済中国経済を読み解き 
日本企業の本企業のビジネスチャンスを拡大拡大 
 

変化が激しい中国経済を読み解き 
日本企業のビジネスチャンスを拡大 
 
横井　和彦（よこい　かずひこ）　　同志社大学 経済学部 経済学科 准教授 

17 181818Doshisha University LIAISON OFFICE NEWS LETTER  Vol.33／2011.3

一見、好調な中国経済… 
グローバル化で見えてくる光と影 
 

日本的な労働管理経営を脱し 
効率化と民主化の両立で発展を目指す 
 

労働力確保からパートナーシップ構築へ 
新たな経済再生に向けて発想を転換 
 

外資企業の中国経済に占める位置（1992～2008年） 
全社会固定資
産投資に占める
外資導入実行
額の割合

工業総生産額
に占める外資工
業企業の割合

全国工商税収
に占める外資企
業渉外税収の
割合

輸入に占める外
資企業の割合

輸出に占める外
資企業の割合

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

 

7.5 

12.1 

17.1 

15.7 

15.1 

14.8 

13.2 

11.2 

10.3 

10.5 

10.1 

8.0 

7.2 

6.7 

5.3 

4.6

7.1 

9.1 

11.3 

14.3 

15.1 

18.6 

24.3 

27.8 

31.3 

28.0 

33.4 

35.9 

31.4 

31.4 

31.5 

30.9

4.6 

5.7 

8.5 

11.0 

11.9 

13.2 

14.4 

16.0 

17.5 

19.0 

20.5 

20.9 

20.8 

20.7 

21.2 

20.2

32.7 

40.2 

45.8 

47.7 

54.5 

54.6 

54.7 

51.8 

52.1 

51.7 

54.3 

56.2 

57.8 

58.7 

59.7 

58.5 

54.7

20.4 

27.5 

28.7 

31.5 

40.7 

41.0 

44.0 

45.4 

47.9 

50.1 

52.2 

54.8 

57.1 

58.3 

58.2 

57.1 

55.3

出典：矢吹晋（2010）『図説 中国力―その強さと脆さ』蒼蒼社、p257

年




