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　環境負荷の少ない低炭素社会を構築するためには、自治
体や企業、大学、地域社会が協働して、互いに知恵や技術を
出し合っていかなければなりません。今、さまざまな工業製品
が環境に対応したものになっていますが、これらをうまく配置し
制御していくようなシステムを社会全体で考えていく必要があ
るでしょう。 
 同志社大学では約5年前から、千田二郎理工学部エネルギー
機械工学科教授が中心となって、同志社山手地区のエコタ
ウンの取り組みなど、環境共生型のプロジェクトを推進してき
ました。持続可能な都市社会を実現していくためには、どのよ
うな視点が必要なのか？ 環境・エネルギー問題を解決に導く
方法はあるのか？ エコパーソンである千田二郎教授にインタ
ビューを行いました。 

低炭素社会の実現に向けて 
産官学の知恵と技術を結集 
 

エコパーソンに聞く！ 
 

 

　持続可能な低炭素社会・省エネルギー社会の構

築が求められている今、日本国内だけでなく、地球

規模のグローバルな視点でエネルギー問題を考え

なければならない時代になっています。私自身、自

動車の噴霧・燃焼工学の専門家としてさまざまな研

究開発を行ってきましたが、例えば自動車のエンジン

燃焼効率を数％高めたり、走行時のエミッション率（CO2

やNOxなど有害物質の排出量）を改善する技術と

いうのはすでに極限レベルに達しています。 

　しかし、せっかく低公害の自動車を開発しても、渋

滞に巻き込まれれば燃費も悪くなり、十分な省エネ能

力を発揮できません。私たちが暮らしている都市社

会の中で、これら個別に最適化された工業製品をど

のような形で配置していくのか？ 私たちの生活パター

ンや交通システムを含めた、全体最適の問題につい

て議論していかなければならないでしょう。さまざまな

企業や自治体、地域社会とのかかわりの中で、こうし

た問題を一朝一夕に解決していくのは容易でないか

もしれません。だからこそ、私たちのようなニュートラル

な立場にある大学人が、“行司”としての役割を積極

的に果たしていくべきだと考えています。 

 

　全体最適を議論する上で、“LCA”（Life Cycle 

Assessment）の問題、つまり工業製品の生産から

廃棄までの全寿命において、どれだけエネルギーが

投入されているか、CO2がどれだけ排出されている

かを考える必要があるでしょう。自動車の世界では、

“Well to Wheel”（井戸から車輪まで）という言葉

がありますが、燃料・材料の採掘・精製から部品製造、

さらにユーザが自動車を買って走らせる

ところまでを一つのスパンととらえ、すべ

てのプロセスでエネルギー削減に向けた

さまざまな努力を行うのが常識となって

います。 

　近年、自然エネルギーが脚光を浴び

ていますが、水力発電や風力発電など

がCO2をまったく出さない万能なものか

といえば、決してそうではありません。ダ

ムを作るために山を切り開き、大規模な

土木工事を行い、土砂を運ぶ大型トラッ

クが何台も行き交う…。当然ながら、プラ

ントを作る段階で大きなエネルギー負荷がかかって

いるのです。また、自然エネルギーは資源量やエネ

ルギー密度が低く、人間の文明活動にリンクして都

合よく太陽が照ったり、風が吹いたりしてくれないと

いうデメリットもあります。こうしたLCA全体のバランス

を見ながら、エネルギー問題をトータルコストでとらえ

なければなりません。 

 

　“ホロニック・エネルギー・パス”という言葉をご存

知でしょうか？ 今、私たちの都市生活は、電力線と都

市ガスのパイプラインの大規模集中型のライフラインで

ほぼ100％まかなわれています。これをハードパスと

いいます。一方、私たちが生活している住宅やマンショ

ン、オフィスビルの中に、太陽光発電やコージェネレーショ

ンシステムなど小規模分散型システム（ソフトパス）を

グリッドという形で配置し、エネルギーの自立度・自給

度を高めようというのが、“ホロニック・エネルギー・パス”

の基本的な考え方です。個別のエネルギー機器を

適材適所に組み合わせて最適に動かす。例えば、A

さんの家で電気や熱が余れば、Bさん、Cさんの家に

融通してあげることも可能です。ビル全体、地域全体

でトータルとしてエネルギー使用量を減らせば、CO2

の排出量もおのずと下っていくでしょう。 

　“ホロニック・エネルギー・パス”の考え方は、未来

の交通システムビジョンを思い描くときにも有効です。

例えば、けいはんな地域の住民の皆さんに「1日、ど

れくらいの距離を運転しますか？」という質問をすると、

8割程度の人が「1人乗りで10km以内」と答えます。

長距離を走らないショッピングユーズは、電気自動車

の使用で十分でしょう。また、公共交通機関につい

ては、低公害車やLRT（次世代型路面電車システム）

の導入を視野に入れていく必要があります。特に、

バスについては各社ハイブリッド化が進められていま

すが、将来的にはすべてのバスを電気自動車にで

きないかと思っています。バス停ごとに充電できる仕

組みを作れば、バスに載せるバッテリー容量は小さく

てすむでしょう。2011年2月には京都市で、市バス2

系統で電気自動車の試験走行に取り組むことにし

ています。 

　さまざまな自動車を一律に扱うのではなく、目的や

用途に合わせて使用形態を最適化していく。さらに、

パーク＆ライドやカーシェアリング、ロードプライシング制

度（課金制度）など多様な社会交通システムを適切

に組み合わせることで、低炭素社会にふさわしい“ホ

ロニック・エネルギー・パス”を構築することが可能に

なります。 

 

　今から5年前、同志社大学や京都府・京田辺市、

UR（都市再生機構）、電力会社やガス会社、ハウスメー

カーなどの参画により、「同志社山手サスティナブル・アー

バンシティ協議会」（座長・千田二郎教授）が発足。

同志社大学京田辺キャンパスに隣接する同志社山

手地区を、将来のわが国の低炭素町づくりのモデル

にしようと考え、さまざまなプランの提案を行ってきました。

今年4月には、経済産業省における「次世代エネルギー・

社会システム」実証地域の指定（けいはんなエコシティ

次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト）を

受けるなど、産官学民が協働するエコプロジェクトとし

て大きな注目を集めています。 

　昨年、同志社大学の学生たちが実施したアンケート

調査によれば、現在の同志社山手地区のCO2排出

量は1世帯あたり年間6,985kgということが分かりました。

私たちは、この数値を2020年までに50％削減したいと

考えています。そのためには、システムの全体最適化、

適材適所の組み合わせをいかに実現していくかを考

えることが重要です。例えば、同志社山手地区内の

何十軒、何百軒の家庭に太陽光発電を設置し、その

内の一部に燃料電池タイプのコージェネレーションを

組み合わせる。あるいは、ヒートポンプタイプの高効率

ガス給湯器を併用して、全体的なエネルギーコストを

下げていく…。私たちはこれまでの取り組みの中で、

エネルギー使用量を下げるには、どんなシステムをど

のように配置すればよいかということをさまざまな条件

下でアセスメントしてきました。同志社山手地区では、

こうした成果を踏まえて、都市社会におけるスマートグリッ

ドのモデルケースを構築していきたいと考えています。 

　また、電気バスを地区内に循環させたり、最寄駅に

電動アシスト自転車を用意して、駅から家までの道の

りをサイクルシェアリングできるようにしたりと、交通負

荷の低減に向けた計画も提案しています。 

 

 

ニュートラルな大学人としての役割 
 

 

エネルギーのトータルコストを考慮 
 
 

ソフトパスから見た持続可能な都市社会像 
 
 

 

Life Cycle Assessment（LCA）の考え方 

 

　もう一つ、経済産業省から指定を受けた「けいはん

なエコシティ次世代エネルギー・社会システム実証プ

ロジェクト」においては、京都大学大学院情報学研究

科の松山隆司教授の協力を得て“エネルギー・オン・

デマンド”、つまりエネルギーの“見える化”を進めてい

く予定です。究極のスマートグリッドというのは、電力や

ガスを需要する側が最適に制御すると同時に、供給

する側も制御して相互に最適化を図っていくこと。例

えば、各家庭のコンセントにスマートタップと呼ばれるタ

グを取り付け、その電力消費パターンや使用電力量を

解析すると、Aさんはどの時間にどんな行動をしている

のか、リビングでくつろいでいるのか、キッチンにいるの

か、あるいは空調やテレビがつけっぱなしになってい

ないかなど、さまざまな情報を知ることが可能になります。 

　過去のデータを見て、「Aさんはこの時間帯はあ

まり電力を使わないから、たくさん使うBさんの家に

分配しよう」というように家電製品をグリッド内でシ

ステム制御していく。さらに、太陽光で発電された

電力とコージェネレーションで発電された電力を起

源別にカラーリングして、安い電力を使って洗濯

機を回したり、お湯を沸かしたりする…。そんな最

先端の情報技術を、私たちが同志社山手で取り

組んでいるエコタウンプロジェクトと融合させて、大

きな成果を生み出していこうというのが狙いです。 

　もちろん、エネルギーの“見える化”というのは

一種の人間行動の監視に当たるので、どのように

して個人情報を保護するのか、情報管理をいかに厳

格に行うのかなど、きちんとしたコンプライアンスを定め

なければなりません。そうした社会システムを整備して

いくという意味でも、私たちの実証実験は非常に価値

のあるものだと思っています。 

　当初は、同志社山手地区100軒規模の家庭にお

いて、すべてのエネルギーをモニタリングすることから

始めたいと思っています。また、来年度には私たちが

解析している太陽光発電をはじめ、高性能ヒートポン

プや次世代型燃料電池タイプのコージェネレーションを

設置した超エコハウスを作って、定量的な比較実験

を行っていきます。将来的には、同志社山手地区だ

けでなく、その周辺の木津中央や精華台などの住宅

地にもエコタウンを広げていきたいですね。 

 

ホロニック・エネルギーシステムのイメージ 

同志社大学でのマイクログリッドのケーススタディ 

コージェネ（CGS）,ヒートポンプ（HP）太陽光発電（PV）の 
機器構成の最適化 

けいはんなエコシティプランの概要（平成21年12月策定） 

～環境に優しい町づくりのモデル事業～ 
 

エネルギーの可視化で家電機器を最適制御 
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同志社山手地区のエコタウンプロジェクト 
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調査によれば、現在の同志社山手地区のCO2排出

量は1世帯あたり年間6,985kgということが分かりました。

私たちは、この数値を2020年までに50％削減したいと

考えています。そのためには、システムの全体最適化、

適材適所の組み合わせをいかに実現していくかを考

えることが重要です。例えば、同志社山手地区内の

何十軒、何百軒の家庭に太陽光発電を設置し、その

内の一部に燃料電池タイプのコージェネレーションを

組み合わせる。あるいは、ヒートポンプタイプの高効率

ガス給湯器を併用して、全体的なエネルギーコストを

下げていく…。私たちはこれまでの取り組みの中で、

エネルギー使用量を下げるには、どんなシステムをど

のように配置すればよいかということをさまざまな条件

下でアセスメントしてきました。同志社山手地区では、

こうした成果を踏まえて、都市社会におけるスマートグリッ

ドのモデルケースを構築していきたいと考えています。 

　また、電気バスを地区内に循環させたり、最寄駅に

電動アシスト自転車を用意して、駅から家までの道の

りをサイクルシェアリングできるようにしたりと、交通負

荷の低減に向けた計画も提案しています。 

 

 

ニュートラルな大学人としての役割 
 

 

エネルギーのトータルコストを考慮 
 
 

ソフトパスから見た持続可能な都市社会像 
 
 

 

Life Cycle Assessment（LCA）の考え方 

 

　もう一つ、経済産業省から指定を受けた「けいはん

なエコシティ次世代エネルギー・社会システム実証プ

ロジェクト」においては、京都大学大学院情報学研究

科の松山隆司教授の協力を得て“エネルギー・オン・

デマンド”、つまりエネルギーの“見える化”を進めてい

く予定です。究極のスマートグリッドというのは、電力や

ガスを需要する側が最適に制御すると同時に、供給

する側も制御して相互に最適化を図っていくこと。例

えば、各家庭のコンセントにスマートタップと呼ばれるタ

グを取り付け、その電力消費パターンや使用電力量を

解析すると、Aさんはどの時間にどんな行動をしている

のか、リビングでくつろいでいるのか、キッチンにいるの

か、あるいは空調やテレビがつけっぱなしになってい

ないかなど、さまざまな情報を知ることが可能になります。 

　過去のデータを見て、「Aさんはこの時間帯はあ

まり電力を使わないから、たくさん使うBさんの家に

分配しよう」というように家電製品をグリッド内でシ

ステム制御していく。さらに、太陽光で発電された

電力とコージェネレーションで発電された電力を起

源別にカラーリングして、安い電力を使って洗濯

機を回したり、お湯を沸かしたりする…。そんな最

先端の情報技術を、私たちが同志社山手で取り

組んでいるエコタウンプロジェクトと融合させて、大

きな成果を生み出していこうというのが狙いです。 

　もちろん、エネルギーの“見える化”というのは

一種の人間行動の監視に当たるので、どのように

して個人情報を保護するのか、情報管理をいかに厳

格に行うのかなど、きちんとしたコンプライアンスを定め

なければなりません。そうした社会システムを整備して

いくという意味でも、私たちの実証実験は非常に価値

のあるものだと思っています。 

　当初は、同志社山手地区100軒規模の家庭にお

いて、すべてのエネルギーをモニタリングすることから

始めたいと思っています。また、来年度には私たちが

解析している太陽光発電をはじめ、高性能ヒートポン

プや次世代型燃料電池タイプのコージェネレーションを

設置した超エコハウスを作って、定量的な比較実験

を行っていきます。将来的には、同志社山手地区だ

けでなく、その周辺の木津中央や精華台などの住宅

地にもエコタウンを広げていきたいですね。 

 

ホロニック・エネルギーシステムのイメージ 

同志社大学でのマイクログリッドのケーススタディ 

コージェネ（CGS）,ヒートポンプ（HP）太陽光発電（PV）の 
機器構成の最適化 

けいはんなエコシティプランの概要（平成21年12月策定） 

～環境に優しい町づくりのモデル事業～ 
 

エネルギーの可視化で家電機器を最適制御 
 
 

ジェクト 
 

同志社山手地区のエコタウンプロジェクト 
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　そのほか、これからの持続可能な都市社会の実

現に向けたさまざまな取り組みを進めています。昨

年度、けいはんな地域で経済産業省の委託事業と

して取り組んだ「有機性廃棄物エネルギー完全転

換装置による低炭素・ゼロエミ社会の構築」実証実

験では、各家庭から廃棄された食物残さなどを電気

自動車で回収し、過熱水蒸気炭化ガス化装置で完

全に無害化するプラントを作りま

した。このプラントから排出される

乾留ガスを発電に利用して、新た

に電気と熱を供給。熱はガス化

装置に還流して再利用し、電気

はバッテリーステーションに溜めて

電気自動車の動力源として使用

します。 

　このようにエネルギーが独立し

た形で、廃棄物の処理プロセスを

完全無害化・ゼロエミッション化す

ることによって、今まで郊外にしか

作れなかったゴミ焼却場を都市部に設置することが

可能になります。現在、1時間当たり50kgほどの処理

能力ですが、今後はさらに処理能力を10倍にスケー

ルアップしたシステムを京田辺市内に稼動させてい

く予定です。最近では、大手自動車メーカーなどから

も、自動車を廃棄処理したときに発生する熱を有効

に使いたいということで問合せが舞い込んでいます。 

 

 

　もう一つ、環境省のプロジェクトにおいて京都

府笠置町と共同で取り組んでいるのが、低炭素

地域づくり面的対策推進事業「地産地消型資

源循環―次世代植物工場」の実証実験です。

笠置町の間伐材を使って名産のシイタケを栽培・

販売、各家庭で消費された食物残さや腐敗した

間伐材をガス化装置でガス発電しようというもの。

発電によって発生した電力・熱やCO2は、地域

内に設置された植物工場に供給される仕組み

です。あるデータによると、照明波長・温度やCO2

濃度など各種条件が合致すれば、光合成が促

進され野菜の成長速度は3倍になるといわれて

います。天候によるリスクを受けず、安定した野

菜の生産・供給を見込むことができるようになるでしょ

う。地域特性を活かしたゼロエミッションの取り組みは、

地域活性化にもつながっていくと期待をしています。 

　低炭素社会を実現するためには、省エネ技術や

再生可能エネルギーの開発など自然科学（工学分野）

の知見が求められると同時に、社会イノベーションシ

ステムの確立や地域コミュニティの活性化など、社会

科学・人文科学の視点を加えた“三位一体”のアプ

ローチが必要になってきます。今後、ますます環境

意識が高まりを見せる中で、これまで同志社大学が培っ

てきた総合科学の研究成果を活かすことで、持続

可能な都市社会の実現に向けた取り組みを加速さ

せていきたいと考えています。 

 

有機性廃棄物エネルギー完全転換装置　（k2-PEC）システム構成図 

環境省―低炭素地域づくり面的対策推進事業 
「京都府笠置町環境経済好循環推進協議会」 

ガス発電で有機性廃棄物を完全無害化 
 
 

 地域性を活かしたゼロエミッションシステム　　　　 
 
 

　独立行政法人都市再生機構（以下、「ＵＲ」という）は、京田

辺市同志社山手において、「安心」、「子育て・教育」、「環境」

の三つのまちづくりコンセプトのもと、同志社大学及び同志

社女子大学と連携してまちづくりを進めております。特に「環

境」では、産学官で構成する「同志社山手サスティナブルアー

バンシティ協議会」（以下、「ＳＵＣ協議会」という）の委員長

に理工学部千田教授にご就任いただき、同志社山手エコタウ

ンプロジェクトを推進しているところです。 

　ＳＵＣ協議会の平成21年度とりまとめとして、2020年ま

でに同志社山手において、各世帯から排出される二酸化炭

素排出量を現状比50％削減するという目標を掲げました。

これを達成するために、①低炭素住宅の建設誘導、②住民主

体のエコタウンづくりの拠点となるエココミュニティプラザ

の整備、③環境にやさしいスマートライフスタイルの創造、④

地域エネルギーマネジメントの構築、⑤低炭素交通体系への

誘導を今後行うこととしています。この中で、②については、

今年度、住民や大学の皆様と意見交換を行い、使う側からの

視点でエココミュニティプラザの基本プランをとりまとめて、

建築工事に着手するところです。さらに、来年からは、愛称で

ある「同志社山手」が、当地区の町名となる予定です。 

　このように、住民主体のまちづくりを行うには、三つのまち

づくりコンセプトのもとに、同志社大学及び同志社女子大学

との連携を更に深め、住民や学生が共に学び、大学の様々な

ノウハウを新しいまちづくりに活かしつつ、住民、大学、ＵＲが

一体となって、今後のまちづくりを進めて行くことが肝要で

あると考えております。そのためには、千田先生に、引続き大

学と連携した新たなまちづくりをご指導いただきたくお願い

する次第です。 

 

　来年１月から、同志社山手の住宅で「エネルギ－の見える化

実証」がスタ－トする。御家庭の電気やガスの使用量を計測して、

その御家庭の皆さんに見えるようにして、省エネに役立ててい

ただく実証である。 

　最近、スマ－トグリッドが話題になっているが、その日本版モ

デルを確立し、大幅なＣＯ2削減と、新しい日本の産業の育成を

目指す国家プロジェクトが、けいはんなを含む、全国四つの地

域で動き出した。同志社山手の「見える化実証」は、けいはん

な地域で予定されている多くの実証のなかで、一番最初のトッ

プバッタ－になる。 

　2010年10月2日に住民説明会が開催されたが、この「見

える化実証」の代表を務めるのが同志社大学の千田先生で、

大切な切込み隊長の重責を担っていただいている。4地域の

選定は今年の4月だが、3月に東京で行われた選考会に、千田

先生も参加し、委員の厳しい質問にテキパキと答えて、けいは

んなの選定に大いに貢献いただいた。スマ－トグリッドの実証は、

太陽光発電を大規模に導入し、家とビルと電気自動車のエネ

ルギ－を管理・コントロ－ルする地域全体のエネルギ－マネジ

メントシステムを、実際に作って動かすことにより、積極的な省

エネの推進と、ＣＯ2の大幅削減を目指している。 

　千田先生は、同志社山手地区を環境にやさしい持続可能な

街にするためのＳＵＣ協議会の代表でもあり、その事務局であ

るＵＲ都市機構と、目標実現のため日々奮闘されている。 

　（財）関西文化学術研究都市推進機構は、京都府をはじめ、

実証に参加する企業の皆様方、地元の自治体、関係機関・団体

と力を合わせて、けいはんな学研都市を世界的な「エコシテイ」

のモデルにするために全力をあげており、千田先生には、是非、

そのリ－ダ－の一人になっていただきたい。そして、住民の皆

さんや企業、大学、研究所、そして行政などが一体となって、け

いはんなの力を結集し、世界に打って出ていきましょう。 

 

 

同志社大学理工学部 
千田二郎先生に期待すること 
 独立行政法人都市再生機構 

関西文化学術研究都市事業本部 
事業計画第二課長 
 
 

財団法人関西文化学術研究都市推進機構 
参与（エコシテイ担当）　 
 

山田　格 
 

同志社山手 
エコタウンプロジェクト 
 

中大窪　茂 
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多極化世界における 
ニッポンの経営戦略を 
異文化コミュニケーションの 
観点から考える 
亀田　尚己（かめだ　なおき）　 

欧米式の三段論法で 
メッセージを分かりやすく伝える 
 

単文で短文がポイント 
平易な英語の実践でライバルに差をつける 
 

多様なグローバル社会をかたちづくる 
共通語としてのビジネス英語 
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同志社大学 商学部 商学科 教授 

移植後に多数の角膜内皮細胞が 
認められた 

 

 

 

　国をまたがり文化をまたがって、多様なコミュニケー

ションが行われるようになった。しかも、ビジネスの世

界においては、単なるモノの売り買いだけでなく、経営

についての分野や投資家へのアプローチなど、そのす

そ野はどんどん広がっている。「異文化間のコミュニケー

ションにビジネスの視点を加えたのが、私が研究する

異文化ビジネスコミュニケーションです」と亀田尚己

商学部教授。 

　例えば、日本語的スタイルとコミュニケーションギャッ

プの問題。日本のあるビジネスマンが、「韓国で白御影

石の輸出規制がある。だから、私はオーストラリアへ行く」

という英文ビジネスメールを書いた。一見、おかしなと

ころはないようだが、欧米人にとってこのテキストは理

解しづらい内容だという。「欧米の論理は三段論法。

大前提、小前提、結論という順序でメッセージを伝えな

ければなりません」。つまり、「白御影石の輸出規制が

ある」というのは大前提。このメールでは、結論に至る

前の、「私はどこか他の供給先を探さなければならない。

オーストラリアには豊富な供給源があると聞いた」とい

う小前提が抜けている。「これを中抜けの論理と呼ん

でいます」と亀田教授は説明する。 

　欧米の三段論法は、三角形のロジックで考えると

分かりやすい。三角形を描いて、それぞれの頂点を「主

張」「証拠（データ）」「論拠」というように置き換え

てみる。先ほどのメールで言うと、「私はオーストラリ

アに行く」が主張。

その証拠として「白

御影石の輸出規制

がある」、その主張

と証拠を結びつけ

る論拠が「他の供

給源を探さなけれ

ばならない。オース

トラリアには豊富な供給源があると聞いた」に当たる。

日本人は、すべてを言わなくても、相手が察してくれ

るだろうという「察しの文化」の中で生きてきた。だが、

その価値観の違いがビジネスの世界では思わぬ誤解

を生む可能性がある。「言わなくても分かってくれる

と思っている部分を言語化しないと、相手に伝わらな

いことがある」と強調する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　では、競争の激しいグローバル市場で、ライバルに差

をつける英文メールを書くには、どうすればいいのだ

ろうか？ まず一つ目は、何を書いて何を書かないか、そ

してそれをどんな順序で伝えるかを事前によく推敲す

ること。「70％のエネルギーと時間を考えることに費

やすべき」と亀田教授。「これを70％ルールと呼んで

います」。書かないというのは、勇気がいることかもし

れない。しかし、このメールは、どれそれの件について

の問合せ、議論というように目的を絞ったほうが効果

的なことも多い。ワンサブジェクト・ワンレターが、ビジ

ネスレターの原則だ。さて、最初の70％で大まかなア

ウトラインがつかめたら、20％のエネルギーと時間でテ

キストを書き、残り10％は見直しや書き直しに当てる。

もし重要度の高いものであれば、自分の書いたものを

同僚や上司など第三者にチェックしてもらう、つまり発

信前の事前監査を受けることが肝心。彼らが理解でき

ない文章は、取引相手にも伝わらないだろう。 

　テキストを書く上で大切なことは、「単文で短文」を

心がけること。単文とは、接続詞のない文章を言う。例

えば、Because I am Japanese, I like practicing 

judo.（私は日本人だから、柔道が好きだ）という英文。

これは、I am Japanese. I like practicing judo.と言っ

たほうがすっきりとする。「日本人は、andやbut、be-

causeやalthoughなどの接続詞をつけたがるが、意味

のないことです」。 

　もう一つは、短文。これはワンセンテンスを平均で

20語以内に収めるのが原則だという。米国ではWrite 

as you talk（話すように書く）と勧められるが、それに

も相通ずることである。多忙なビジネスマン同士のや

り取りでは、わざわざ読み返さなくても、さっと一読す

ればその意味が理解できることが大切だ。アメリカの

ホワイトハウスでも、「プレインイングリッシュ（平易な

英語）」運動が推進されている。「ビジネスメールを書

くときには、ビクトリア時代の堅苦しい英語表現は、忘

れたほうがいい」と亀田教授は指摘する。。 

     

 

 

 

　「今、共通語としてのビジネス英語（BELF）の重要

性がクローズアップされています」。かつては、イギリス

や北アメリカの人たちが話すスタンダードイングリッシュ、

それ以外の人たちが話すノンスタンダードイングリッシュ

というように分けられていたが、多様な人種・民族が一

つの国や地域の中で共存する時代、単純な二項対立

では言い表せなくなっている。“Englishes”というよ

うに、英語を複数形で表記することもある。 

　それぞれの国の言語文化、コミュニケーション文化

の違いが、取り違いや誤解の原因となることも少なく

ない。例えば、月面に浮かび上がる模様を、私たちはウ

サギの餅つきだと考える。しかし、パキスタンやインド

ではヤギの乳を搾る女、タイでは農夫が木を切ってい

る姿に見えるという。つまり、同じビジネス英語を用い

ていても、この月影の見方の違いにも表れるように、も

とになる母語の言語文化がそれぞれ異なっていれば、

物事のとらえ方がまったく異なってしまう。「青信号は

進め、赤信号は止まれというのは、万国共通のルール

です。ビジネス英語の世界においても、言葉や記号に

与える意味を規定し、

世界中のビジネスマン

が認知することによって、

お互いが誤解せずに商

取引できるようになり

ます」と話す。 

　今後、亀田教授は韓国企業の強さと、その背景にあ

る社内の英語公用語化について調査を進めたいと考

えている。儒教の思想が徹底している韓国では、言葉

遣い一つとっても上下関係が非常に厳しい縦社会な

のだという。「社内の言語を英語化することによって、

若い人がどんどん発言できる雰囲気が醸成されてい

るのでは…」。コミュニケーションという観点で新たな

ビジネス戦略のヒントを見出そうとする亀田教授。まさ

に、頑張るビジネスマンのSavior（救世主）であろう。 

 

専門は、異文
化ビジネスコ

ミュニケーシ
ョンの研究な

ど。

グローバル時
代に求められ

るビジネス英
語について、

BELF（共通
語としての英

語）の視点か
ら論証しよう

と考えている
。企業人とし

ての経験・経
歴が豊富で

、

これまで訪れ
た国は世界4

0カ国以上に
のぼる。産学

両方の立場を
生かした、分

かりやすい講
義が学生たち

に人気。プラ
イベートでは

、剣道と英語
をこよなく愛

する。特に英
語は、学生時

代の3年間で
27回の英語

弁論大会に参
加。優勝、準

優勝は数知れ
ず。母校の総

長杯争奪英語
弁論大会に3

年間連続優勝
し、総長から

銀製の優勝杯
を永久下賜さ

れた経験を持
つ。今なお、

国際学会など
で世界中を忙

しく飛び回る
。 

Professor's 
Profile

Naoki Kameda



オンライン世界の楽しみを広げる 
次世代型のアイテムリコメンドエンジン 
 

オンライン世界の楽しみを広げる 
次世代型のアイテムリコメンドエンジン 
 

検索エンジンの効率化で 
グリーンITの推進に貢献 
 

検索エンジンの効率化で 
グリーンITの推進に貢献 
 

「格納」「検索」「活用」の視点で 
情報化社会をより豊かに、便利に 
 
波多野　賢治（はたの　けんじ） 
 同志社大学 文化情報学部 文化情報学科 准教授 

 

 

研究課題は、大規模XMLデータに対する検索処理、Webデー

タに対する情報検索、次世代のデジタルライブラリなど。大

量複雑なデータを「格納」「検索」「活用」という三つの観

点から多様な研究を行っている。最先端のレコメンドエンジ

ンの開発など産学連携に取り組んでいるほか、文化情報学

部の膨大なデータをいかに有効活用するかという課題にもチャ

レンジしている。名物の食べ歩きが趣味。鳥取県や島根県で

食べた岩牡蠣の味が忘れられないという。休みの日には、サ

イクリングにも出かける。こちらは、もっぱらカロリーの消費が

目的とか。 

 

研究者をたずねて 

Associate Professor's ProfileAssociate Professor's Profile

Associate Professor's Profile

複雑なデータを木構造で表現することで 
ユーザが求める情報を素早く抽出 
 

複雑なデータを木構造で表現することで 
ユーザが求める情報を素早く抽出 
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　さまざまな情報が氾濫する世の中において、ユーザ
にとって何が有用で何が有用でないかを見極めなけれ
ばならない。「自分にとって価値のあるデータ、それを
情報といいます」と話すのは、文化情報学部の波多野
賢治准教授。ただ単にハードディスクにデータを保存
しておくのではなく、それらをうまく整理した形で格納
し、そこから必要な情報を抽出して活用していくこと
が求められる。シンプルなデータであれば、すべてのデー
タを単にリレーショナルデータベース（RDB）に格納す
ればいいが、データ量が膨大かつ複雑になっている今、
「データを木構造（ツリー構造）で表現し、それを格納
したほうがよい場合も多い」と言う。木構造というのは、
例えるなら木の幹がいくつも枝分
かれし、たくさんの葉をつけるように、
複数のデータを階層的に配置した
構造のことを指す。 
　検索エンジンで、A、B、Cというキー
ワードを打ち込んだとする。検索結
果を見ると、「AB……C」「A……BC」
などと表示される場合がある。ABC
が関連していれば何も問題はないが、
AとB、あるいはBとCがまったく別の
意味で使われていることも多い。こ
れは、文書というものを単語の集合
ととらえ、単にキーワードが含まれて
いるかどうかで判断しているからだ。
だが、この方法ではユーザが本当に
ほしい情報を正しく得られないので
はないか…。 
　例えば、私たちが文書を書くとき、
読み手に意味が伝わるように論理

的な組立てを考える。同じように、世の中に存在する
文書には、単にデータからなる「データ指向文書」と、
人間が書き表したような「文書指向文書」があるという。
「文書の意味的な組立てが、木のような構造をしてい
ると考えれば分かりやすい」。文書という根があって、
枝の部分に1章、2章、3章というような段落があり、さ
らに葉の部分にはいくつもパラグラフがある…。葉に
当たる部分にどのような文字列が含まれているか。単
純な値の羅列なのか、あるいは意味や関連性を持った
ものかを分析することによって、より具体的なデータの
抽出・活用が可能になるだろう。「今後は、文書を木構
造で表現するというデータ工学の視点と、そのデータ
を検索する情報検索という視点、その両面からこの問
題を考えていく必要がありますね」と強調する。 

 
 
 
　今、波多野准教授がワインコミュニティサイトと共同
で取り組んでいるのが、次世代リコメンドエンジンの開
発である。リコメンドエンジンというのは、ユーザがコ
ンピュータに何かを要求したとき、「あなたにお薦めの
商品はこれですね」というように表示してくれるシス
テム。例えば、Aさんが1、2、3という商品を買い、Bさん
が1と3を買ったとする。AさんとBさんは嗜好が類似
しているので、Bさんにも2の商品を薦めるというもの
だ。だが、それらの判断基準となるのは、ユーザが何を
買ったのか、どのアイテムを閲覧したのかというログの
み。その商品を何のために買ったのか、どのように使っ
たのかなどは考慮されない。「ユーザからもっと細か
い情報をフィードバックしてもらうことで、ニーズに応
じたきめ細かなお薦めができないでしょうか」と意欲
を示す。 
　では、波多野准教授らは、どんな情報を集めようと
しているのだろうか？ ワイン愛好家は自分だけのこだ
わり、薀蓄を
持っている人
が多い。香り
の強いワイン
を好む人、酸
味の利いた
ワインを飲む
人、どこそこ
のブドウで作
られたワイン
にこだわる
人…。「テイ
スティングノー
トなどで得ら

れたデータをもとに、ユーザをいろんな軸で評価し、そ
の傾向を把握したいと思っています」。ユーザをさまざ
まな観点からグループ分けし、さらに過去の試飲ログ
などを参考にしながら個人の感覚や感性を定量化し
た上で、最適なリコメンドアイテムを見つけ出すような、
これまでにないアイテムリコメンドエンジンの開発をめ
ざしている。「将来的には、ワイン以外にも種類を増や
していきたいですね」。もし、この技術が確立されれば、
オンラインショッピングがより便利で楽しいものになる
だろう。 
 
 
 
　今年度から、新たにコンピュータの省エネ化につい
ての研究なども行っている。最近、「グリーンIT」とい
う言葉が聞かれるようになったが、例えば、ユーザのニー
ズに応じて、稼動するCPUの個数を制御できれば、消
費電力の低減につながるだろう。波多野准教授はデー
タ工学という視点から、検索システムの効率化を進め
ようと考えている。コンピュータで何か調べたいとき、
多くの一般的なユーザはあまりディープな検索をしな
いという。つまり、一般ユーザには簡易な検索インデッ
クスを、ヘビーユーザにはクオリティの高いインデック
スを提供する。インデックスのサイズを目的・用途よっ
て変更するだけでも、大きな省エネ効果が生まれると
いう。 
　「子どもの頃から、世の中の役に立ちたいという思
いがありました」。情報処理の技術は日進月歩の勢い
で進歩しているが、その反面、デジタルデバイド（情報
格差）などさまざまな問題も起こっている。「人間とコ
ンピュータが対話することによって、こうした問題を解
決できれば素晴らしいことですね」。波多野准教授の
研究を支えているのは、尽きせぬ社会貢献の意欲と未
来に向けた飽くなきチャレンジ精神である。 
 

 

 

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 
 

重要箇所のハイライト 
 
 
 

Kenji Hatano



 

 

 

 今、バイオテクノロジーを活かして、新しい薬剤や機能

性食品を創製しようという取り組みが盛んに行われて

いる。しかし、微生物や酵素を用いた生物反応では、「培

養液そのものが複雑な組成を持っているため、そこから

必要な物質を“分ける”技術が求められています」と話

すのは、「生物分離工学」の第一人者として知られる松

本道明教授。例えば、乳酸やジオールなどのモノマーを

エステル結合して作られる、生分解性のバイオベースプ

ラスチック。実は、乳酸を醗酵させる技術はある程度確

立されているが、培養液の中からピュアな乳酸だけを効

率よく取り出して重合させるには、手間もコストもかかっ

てしまうという。 

　松本教授がある材料メーカーと産学共同で取り組ん

だのが、イオン液体を使った乳酸分離法の研究である。

イオン液体というのは常温でも液体で存在する“塩”で、

カチオン（陽イオン）とアニオン（陰イオン）の組み合わ

せにより、物性を調節できる特長があるという。松本教授

は、イオン液体を含浸させた多孔質のポリフッ化ビニリデ

ン（PVDF）を透過膜として用い、培養液を接触させるこ

とで、乳酸だけを選択的に分離しようと考えた。しかし、

従来の技術では、乳酸はナトリウム塩として得られるため、

重合プロセスに移行するには“脱塩”という手間をかけ

なければならない。「アルカリではなく、酸水溶液として

回収できないか」。松本教授は、透過側の触媒を塩酸と

置き換えることで、選択的に乳酸を分離することに成功

した。脱塩プロセスが不要で、分離を行うための操作性

も高い。「今までの常識の外にブレークスルーがありま

した」と笑顔を見せる。 

 

 

 

　バイオディーゼルを作るとき、グリセリンという化合物

が大量に複製されるが、現在のところグリセリンそのも

のに大きな需要はなく、その多くが破棄されているという。

グリセリンの中から、社会にとって有用な物質を限定的

に取り出せないだろうか？ その答えの一つとなるのが、

「1,3-プロパンジオール」と呼ばれる化合物。バイオベ

ースプラスチックのモノマー原料として、俄然脚光を浴び

ているという。 

　「イオン液体を触媒として反応させる分離方法を研

究しています」と松本教授。1,3-プロパンジオールはC（炭

素）が三つ、両端にOH基（水酸基）が一つずつ付いた構

造をしているが、OH基はイオン化しない性質があるため、

そのままでは化学的な分配が起こらず、分離回収するこ

とが圧倒的に難しいのだという。松本教授は、1,3-プロ

パンジオールそのものではなく、アルデヒドとプロパン

ジオールを反応させ、アセタールという化合物を作って

有機層に分配することで、触媒反応を加速させようと考

えている。「原理的にいえば、50％程度の回収率。今後

は、pHなど反応物質の物性をコントロールすることで、

回収率を高めていきたいですね」と話す。ゼロエミッシ

ョンの取り組みが地球規模で進められる中、松本教授の

アトムエコノミーな研究ニーズはますます高まっていく

に違いない。 

 

 

 

 

　ユニークな研究シーズというのは、ひょんなことから

生まれる。最初は、ほんの遊び心からだった。松本教授

が所属する「生物化学工学研究室」のある学生が、竹の

繊維を糖分離膜に練り込んで実験したところ、ほんのわ

ずかだがグルコースの透過速度が増した。糖と竹繊維

の間に、何か相互作用が働いているのではないか…。試

しに、竹の樹皮を微細化して糖の廃液の中に入れてみ

ると、グルコースが吸着・分解されて、最終的には炭酸ガ

スと水になったという。この研究は、低コストで汎用性に

富んだ糖吸着剤という形で特許化され、医薬・薬学分野

において今後の応用化が期待されている（本誌「知の軌

跡」を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　「樹皮そのものに物質を吸着する機能があるのでは」

と松本教授。樹皮というのは基本的にセルロースがたく

さん含まれている。研究の結果、このセルロースの中に

あるOH基が重金属と結合して吸着することが分かって

きた。松本教授がある発表会でこうした成果を報告した

ところ、すぐに興味を示す企業が現れ、産学連携の取り

組みが始まったという。「金属の吸着能をつけた、付加価

値の高い濾紙を開発しています」。原料となるパルプに

杉や竹の樹皮を混ぜた、これまでにない機能性素材で、

モリブデンやバナジウムなどを吸着する効果があるとい

う。産業廃棄物などから排出される重金属の処理が厳

しく求められている今、濾紙に廃液を透過させるだけで

目的の金属を除去できる技術が確立されれば、社会に

大きなインパクトを与えることになるだろう。「さらに研

究を進めて、金属の選択性や反応性の幅を広げていき

たいですね」と目を細める。 

 

 

 

　松本教授が今、企業とのコラボレーションで新たに取

り組んでいるのは、うどんやパスタなどを煮たときに発

生する廃液処理の研究。讃岐うどんの本場といえば香

川県だが、大量の煮汁を処理するための有効な方法が

いまだ確立されていないのが現状だ。「オクラの粉末を

煮汁の中に入れると、COD（化学的酸素要求量）の値が

劇的に下がるという特許があります」。なぜ、オクラでな

ければならないのか？ オクラに代わる方法はないのか？ 

松本教授はさまざまな天然素材を使って、実証的な実験

を繰り返している。 

　「社会的なニーズばかりを追い求めるのではなく、原

理原則に基づいた現象の解明にも力を注いでいきたい」。

“分ける”をキーワードに、環境負荷の低減に役立つさま

ざまな技術開発に取り組む松本教授。10年先、20年先、

その先のずっと未来へと紡がれていく研究シーズは、ひ

と際異彩を放ち続けている。 

研究課題は、生成物分離を伴うバイオリアクターシステムの開発、

有機溶媒耐性微生物に関する研究、廃液からの糖回収プロセ

スの開発など。生物学と化学、工学という三つの視点から、さま

ざまな化合物の分離精製法の研究に取り組んでいる。産学連

携の実績も多数。社会的な環境ニーズに応える、さまざまな研

究成果を発信している。趣味は、鉄道に乗ること。学生時代は、

国鉄、私鉄を乗り継いで、全国を巡ったとか。「男鹿半島（秋田

県）に行くとき、間違って手前で降りたあの美しい駅の風景が

忘れられません」。時折、ふと柔らかな表情を見せる。 

Professor's ProfileProfessor's Profile

Michiaki Matsumoto

化学プロセスを利用して 
環境に優しい新素材を分けて、取り出す 

松本　道明（まつもと　みちあき）　同志社大学 理工学部 化学システム創成工学科 教授 
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イオン溶液の特性に注目し 
ピュアな乳酸を選択的に分離 
 

新たな分離技術の確立で 
不要なものの中から宝を掘り出す 
 

天然素材が持つ不思議な力 
重金属の吸着除去に一役買う 
 

高分子膜透過装置 

オクラの効用で 
煮汁のCOD値を改善する！？ 
 

竹の樹皮への金属イオンの吸着量 


