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発明の概要 

特 許 番 号／特許第4307177号 

出 願 番 号／特願2003－290325  

 権 利 者／学校法人同志社 

適用分野用途／介護 

登 録 日／2009年5月15日 

発明管理番号／知発1023

出 願 日／2003年8月20日 

発 明 者／藤井 透 

発明の名称 ●● 在宅者支援システム 

高齢者の話し相手をヴァーチャル的に創生することにより高齢者の精神的なケアを容易に実現すると共に、高齢者の独居生

活の安全を確保する。 

■解決手段　高齢者宅に設置されたクライアントPC1と、支援センター4に設置され、クライアントPC1と双方向通信可能

に接続されたホストPC2と、高齢者宅に設置され、クライアントPC1と接続されたマイクロフォン7a、スピーカ8aおよび

CCDカメラ9a、モニタ10aとを備え、高齢者の発言と行動によりマイ

クロフォン7aおよびCCDカメラ9aで取り込まれた高齢者の音声デー

タおよび映像データをクライアントPC1からホストPC2へ送信し、ホス

トPC2に蓄積されたデータベース6から高齢者の発言と行動に対応さ

せた音声データおよび映像データをそのホストPC2からクライアント

PC1へ返送してスピーカ8aおよびモニタ10aに出力する。 

発明の概要 

特 許 番 号／特許第4364032号 

出 願 番 号／特願2004－091686  

 権 利 者／学校法人同志社 

適用分野用途／熱音響冷却システム 

登 録 日／2009年8月28日 

発明管理番号／知発1065

出 願 日／2004年3月26日 

発 明 者／渡辺 好章、坂本 眞一 

発明の名称 ●● 熱音響装置 

音波の発生までの時間を短縮化するとともに、スタック内でうまく熱交換できる熱音響装置を

提供する。 

■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とを設け、第一高温側熱交換器4を加熱することによって定在波及び進行波を発生

させ、この定在波及び進行波によって第二低温側熱交換器7を冷却し、又は／及び、第一低

温側熱交換器5を冷却することによって定在波及び進行波を発生させ、この定在波及び進行

波によって第二高温側熱交換器6を加熱する熱音響装置1であって、ループ管内に音速が速

く、プラントル数が小さく、比重も小さいヘリウムを封入した状態で定在波及び進行波を発生

させ、その後、音速が遅く、プラントル数が大きく、比重も小さいアルゴンを注入する。 
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藤澤 義彦 同志社大学大学院 スポーツ健康科学研究科長/教授 

同志社大学大学院「スポーツ健康科学研究科」では、 
どのような人材育成をめざしていますか？ 
 高度な理論と知識を修得した研究者と社会の中で　　　 
即戦力となる高度専門職業人を育てるのが、私たちの使命です　　　 

社会的関心の高い分野であることから、 
これからの産学連携の可能性も大きく広がっていますね。 
 最先端の実験機器を使った 
共同研究、企業とのアライアンスに期待しています 

スポーツ健康科学について、 
専門領域の枠組みを超えた学際的な教育・研究が行われています。 
 
 同志社大学で培われたシーズとの融合で、 
新しい成果を発信していきたいですね 

研究分野：スポーツ測定評価・方法 

 

研究分野：スポーツ方法論 

 

研究分野：スポーツ生化学 研究分野：スポーツ政策 

 

研究分野：スポーツ運動学 

研究分野：公衆衛生学 

 

研究分野：整形外科学 

 

研究分野：アダプテッド・スポーツ 

 

研究分野：スポーツ生理学 

 

研究分野：運動処方 

 

 

研究分野：スポーツ・マーケティング 

 

研究分野：スポーツ・バイオメカニクス 研究分野：スポーツ心理学 研究分野：スポーツ栄養学 

　わが国では、2000年に「スポーツ振興基本計画」

が策定され、スポーツを通じて、子どもたちの基礎体

力向上や高齢者の健康増進に役立てようという取り

組みが行われてきました。スポーツが、私たちの生活

に質的充実をもたらすという意識は徐々に浸透しつ

つありますが、その一方で、スポーツの社会的な地位

は欧米諸国に比べてまだまだ低く、スポーツをするこ

とは、単なる「あそび」というイメージが根強くあるのも

事実です。 

　同志社大学では、今から2年前にスポーツ健康科

学部を開設し、「スポーツと健康・予防医学」をコンセ

プトとした教育・研究を行ってきました。現在、スポーツ

が果たすべき役割にますます期待が高まっている中、

学士課程で学んだ知識・スキルを、実験・実証をとも

なう高度な大学院教育でさらに発展させ、社会の中

で実践的に運用できる人材が必要であると考えます。 

　では、同志社大学大学院「スポーツ健康科学研

究科」が育成をめざす人材像は？ まず一つ目は、スポー

ツ健康科学の高度な理論と知識を修得した研究者

の育成です。スポーツ健康科学という、わが国では

歴史の浅い学問を、欧米に匹敵するような高度に進

化させるためには、研究者の育成は必要不可欠です。

もう一つは、即戦力の高度専門職業人の育成です。

例えば、教育現場や企業、自治体で、スポーツにかか

わる施策、事業に取り組むことによって、スポーツの

地位向上、あるいは普及・発展に寄与していく…。た

だ単に「スポーツが得意」というのではなく、企画から

プロデュースまで総合的な見地でかかわることのでき

る人材育成をめざしています。「スポーツは生活の一

部」という考えを社会に定着させることで、世の中を

変えていくような大きなインパクトが与えられないかと

考えています。 

　スポーツ競技力の向上に主眼を置いた学部・研

究科が多い中、同志社大学大学院「スポーツ健康

科学研究科」では、「健康科学」「トレーニング科学」

「スポーツ・マネジメント」という3つの分野のカリキュ

ラムを一体的に連携させ、理論と実践の双方向から

教育・研究を行っていきます。 

　「スポーツ健康科学研究科」は、健康とスポーツ

活動及び、それらを取り巻く社会環境など、問題点

をさまざまな視点から科学的に解き明かし、かつ解

決することを理念としています。その結果、スポーツ

を通じた「健康づくり」や「生きがいづくり」を実現で

きるスポーツリーダーを養成し、スポーツ・健康教育の

制度や社会的環境を整備し、より発展させることが

本研究科の目的です。 

　教員スタッフは、バラエティに富んでいます。これ

は本研究科の一つの特徴です。スポーツ選手とし

て第一線で活躍してきた教員、臨床現場で治療に

あたっている整形外科医、生化学や運動生理学の

スペシャリストまで、各分野の専門家が経験に裏打

ちされた教育・研究環境の整備・充実に向け努力し

ています。また、それぞれの専門研究領域で優れた

業績をあげている若手教員も多く任用して、ベテラン

から若手まで、バランスのとれた教員の年齢構成に

より教育研究水準の維持向上及び教育研究の活

性化を図っています。　　 

　ちなみに、私は「スポーツ測定方法論」という科目

を担当しています。同じような体格のスポーツ選手が、

同じような食事をし、同じような練習をこなしている

のに、競技成績や能力に差が生じるのはなぜでしょ

うか？ 心肺機能や筋力、骨密度…、あらゆる角度か

らスポーツ選手の体力や運動能力に関する測定・評

価を行うことで、どこかにその競技を左右する「資質」

が見つかるかもしれません。その資質を解析評価して、

劣っている部分を補うためにどんなトレーニングが有

効なのかを考えようというものです。今まで、フェンシ

ングのジュニア選手を中心に研究を行ってきましたが、

生命医科学部の松川真美教授と共同で、優秀なスポー

ツ選手の骨密度を測定するなど、さまざまな形で学

内連携を進めています。同志社大学で培われてき

た豊富な知的資産を融合することで、新たな研究成

果が発信できるのではないでしょうか。 

　現代の体育学を研究する場合、その周辺のさまざ

まな研究領域の理解が求められます。現在、本研究

科では他研究領域から、学生が関心のある科目を6

単位まで自由に選択できるカリキュラムを用意してい

ます。自分が専門とする領域だけでなく、例えば細胞

レベルの研究から器官、心理学、マクロレベルの公衆

衛生システムなど、そのすそ野に広がっている学問分

野に幅広く目を向け、自分の専門領域の知識やスキ

ルをさらに磨き高めるきっかけにしてほしいと思いま

すね。 

　同志社大学では「健康体力科学研究センター」を

立ち上げ、産学連携の研究拠点の一つとしてさまざ

まな取り組みを進めています。 

　例えば、ある企業からの研究依頼で、面白い研究

課題に取り組んでいるグループがあります。この企業

は、総合的ヘルスケア産業部門で最先端に位置す

る企業で、その中の食品関連に関する研究部門から

の研究依頼です。一般的に血糖値の上がりやすい

食事は肥満を促進させるといわれています。しかし

ながら、近年、食事を構成する3大栄養素の割合が

どうであれ、摂取エネルギー量が同じであれば、減量

効果は同じであるとの研究結果が示されました。この

矛盾を解くために研究を行っています。このような研

究から、各自の食嗜好に合わせたダイエット食が提案

できるかもしれません。 

　そのほかにも、下着メーカーなどから、開発商品が

身体に及ぼす効果・影響について、科学的に検証

してほしいという依頼が舞い込んでいます。また、スポー

ツ用品メーカーから、商品の販売促進のために、地

域社会とどのようにかかわればいいのか、どんな戦

略を組めばいいのか、スポーツ科学の研究者の視点

からアドバイスしてほしいという相談も寄せられます。 

　本研究科のある磐上館には、最新鋭の実験機器

がたくさん揃っています。 

　例えば、「人工環境制御室」は多様な環境条件を

人工的に再現できる装置で、空気中の酸素濃度を

増減させてスポーツを行うことで、人体にどのような

影響が表れるかを研究することができます。酸素分

圧が低い高所トレーニングなどに対応することが可

能です。また、併設の「ヒューマンカロリメータ」では、

室内の人間が消費するエネルギーの代謝測定を行

うことができます。そう言えば、運動生理学実験室に

ある「低酸素室」をサポーティング・スタッフの一人、早

狩実紀選手（陸上3000m障害日本記録保持者）も

競技会の前によく利用しています。今後、こうした実

験機器を有効に使った産学連携のニーズ（例えば、

トレーニングウェアの開発や運動器具の効果の検証

など）、企業や行政機関などとのアライアンスは増え

てくるのではないでしょうか。昨今のスポーツ熱の高

まりにより、産学連携の可能性も広がっていくでしょう。 

　冒頭でも述べましたが、同志社大学大学院「スポー

ツ健康科学研究科」では、健康と予防医学、そして

スポーツとのかかわりを、自然科学的ならびに人文・

社会科学的な視点で総合的に解き明かそうと考え

ています。どのような産業分野とも関連性の深い知

的資産がたくさん埋もれていますので、ぜひ気軽に

相談していただければと思います。 
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　今、人生に豊かさをもたらすスポーツの役割に期待が高まっています。ただ
単に勝ち負けを競うだけでなく、スポーツを健康の維持・増進や生きがいづくり、
生活の質（QOL）の向上に役立てようという動きが活発になっています。 

　2010年4月、同志社大学大学院では「スポーツ健康科学研究科」を
新たに設置し、これまで学部で培われてきた教育・研究成果を生かして、
健康・予防医学とスポーツとのかかわり、あるいは地域社会とのかかわり
の中から、スポーツの社会的地位の向上と発展に取り組んでいこうと考
えています。 
　今回は、藤澤義彦同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科長が、
育成をめざす人材像やユニークなカリキュラム内容、産学連携の可能
性などを紹介します。 

02

特集｜同志社大学大学院『スポーツ健康科学研究科』開設  社会にインパクトを与えるスポーツリーダーの育成！ 
 
 
 
 
 

特集｜同志社大学大学院『スポーツ健康科学研究科』開設  社会にインパクトを与えるスポーツリーダーの育成！ 
 
 
 
 
 

特集 

04

01 Doshisha University LIAISON OFFICE NEWS LETTER  Vol.31／2010.7

03 Doshisha University LIAISON OFFICE NEWS LETTER  Vol.31／2010.7

キーワード 

資質判定／体力測定／トレーニング 

 

研究科長　教授 ● 藤澤　義彦 
 

キーワード 

競技力向上／トレーニング方法／ 
卓球 

教授 ● 田阪　登紀夫 
 

キーワード 

脂質代謝／脂肪組織／生活習慣病 
 

教授 ● 井澤　鉄也 
 

キーワード 

スポーツ文化／ライフ・スキル／ 
ソーシャル・キャピタル 
 

教授 ● 横山　勝彦 
 

キーワード 

スポーツ運動技術／スポーツ指導方法／ 
スポーツ運動の効果・影響 
 

教授 ● 田附　俊一 
 

キーワード 

予防医学／運動疫学／栄養管理 
 

教授 ● 柳田　昌彦 
 
 キーワード 

物理療法／末梢神経再生／軟骨再生 
 

教授 ● 北條　達也 
 

キーワード 

障がい者／インクルージョン／ 
障がい者スポーツ指導者養成 
 

教授 ● 藤田　紀昭 
 

キーワード 

高所トレーニング／持久力トレーニング／ 
エネルギー代謝 
 

教授 ● 竹田　正樹 
 

キーワード 

発育発達／加齢・老化／ 
エネルギー代謝 
 

教授 ● 石井　好二郎 

キーワード 

スポーツ消費者行動／マーケティング・リサーチ／ 
スポーツ・ツーリズム 
 

教授 ● 二宮　浩彰 
 

キーワード 

准教授 ● 中村　康雄 

キーワード 

運動技能学習／モデリング／ 
社会的スキル 
 

動作解析／スポーツ用具／ 
肩関節の運動 
 

准教授 ● 石倉　忠夫 

キーワード 

二重標識水／ヒューマンカロリメータ／ 
身体活動量 
 

専任講師 ● 海老根　直之 

同志社大学大学院 
スポーツ健康科学研究科　教員紹介 
 



 

同志社大学大学院同志社大学大学院 
 
 
 

『スポーツ健康科学研究科健康科学研究科』開設開設 
 
 
 
 
 

社会社会にインパクトを与える 
スポーツリーダーの育成育成！ 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

藤澤 義彦 同志社大学大学院 スポーツ健康科学研究科長/教授 

同志社大学大学院「スポーツ健康科学研究科」では、 
どのような人材育成をめざしていますか？ 
 高度な理論と知識を修得した研究者と社会の中で　　　 
即戦力となる高度専門職業人を育てるのが、私たちの使命です　　　 

社会的関心の高い分野であることから、 
これからの産学連携の可能性も大きく広がっていますね。 
 最先端の実験機器を使った 
共同研究、企業とのアライアンスに期待しています 

スポーツ健康科学について、 
専門領域の枠組みを超えた学際的な教育・研究が行われています。 
 
 同志社大学で培われたシーズとの融合で、 
新しい成果を発信していきたいですね 

研究分野：スポーツ測定評価・方法 

 

研究分野：スポーツ方法論 

 

研究分野：スポーツ生化学 研究分野：スポーツ政策 

 

研究分野：スポーツ運動学 

研究分野：公衆衛生学 

 

研究分野：整形外科学 

 

研究分野：アダプテッド・スポーツ 

 

研究分野：スポーツ生理学 

 

研究分野：運動処方 

 

 

研究分野：スポーツ・マーケティング 

 

研究分野：スポーツ・バイオメカニクス 研究分野：スポーツ心理学 研究分野：スポーツ栄養学 

　わが国では、2000年に「スポーツ振興基本計画」

が策定され、スポーツを通じて、子どもたちの基礎体

力向上や高齢者の健康増進に役立てようという取り

組みが行われてきました。スポーツが、私たちの生活

に質的充実をもたらすという意識は徐々に浸透しつ

つありますが、その一方で、スポーツの社会的な地位

は欧米諸国に比べてまだまだ低く、スポーツをするこ

とは、単なる「あそび」というイメージが根強くあるのも

事実です。 

　同志社大学では、今から2年前にスポーツ健康科

学部を開設し、「スポーツと健康・予防医学」をコンセ

プトとした教育・研究を行ってきました。現在、スポーツ

が果たすべき役割にますます期待が高まっている中、

学士課程で学んだ知識・スキルを、実験・実証をとも

なう高度な大学院教育でさらに発展させ、社会の中

で実践的に運用できる人材が必要であると考えます。 

　では、同志社大学大学院「スポーツ健康科学研

究科」が育成をめざす人材像は？ まず一つ目は、スポー

ツ健康科学の高度な理論と知識を修得した研究者

の育成です。スポーツ健康科学という、わが国では

歴史の浅い学問を、欧米に匹敵するような高度に進

化させるためには、研究者の育成は必要不可欠です。

もう一つは、即戦力の高度専門職業人の育成です。

例えば、教育現場や企業、自治体で、スポーツにかか

わる施策、事業に取り組むことによって、スポーツの

地位向上、あるいは普及・発展に寄与していく…。た

だ単に「スポーツが得意」というのではなく、企画から

プロデュースまで総合的な見地でかかわることのでき

る人材育成をめざしています。「スポーツは生活の一

部」という考えを社会に定着させることで、世の中を

変えていくような大きなインパクトが与えられないかと

考えています。 

　スポーツ競技力の向上に主眼を置いた学部・研

究科が多い中、同志社大学大学院「スポーツ健康

科学研究科」では、「健康科学」「トレーニング科学」

「スポーツ・マネジメント」という3つの分野のカリキュ

ラムを一体的に連携させ、理論と実践の双方向から

教育・研究を行っていきます。 

　「スポーツ健康科学研究科」は、健康とスポーツ

活動及び、それらを取り巻く社会環境など、問題点

をさまざまな視点から科学的に解き明かし、かつ解

決することを理念としています。その結果、スポーツ

を通じた「健康づくり」や「生きがいづくり」を実現で

きるスポーツリーダーを養成し、スポーツ・健康教育の

制度や社会的環境を整備し、より発展させることが

本研究科の目的です。 

　教員スタッフは、バラエティに富んでいます。これ

は本研究科の一つの特徴です。スポーツ選手とし

て第一線で活躍してきた教員、臨床現場で治療に

あたっている整形外科医、生化学や運動生理学の

スペシャリストまで、各分野の専門家が経験に裏打

ちされた教育・研究環境の整備・充実に向け努力し

ています。また、それぞれの専門研究領域で優れた

業績をあげている若手教員も多く任用して、ベテラン

から若手まで、バランスのとれた教員の年齢構成に

より教育研究水準の維持向上及び教育研究の活

性化を図っています。　　 

　ちなみに、私は「スポーツ測定方法論」という科目

を担当しています。同じような体格のスポーツ選手が、

同じような食事をし、同じような練習をこなしている

のに、競技成績や能力に差が生じるのはなぜでしょ

うか？ 心肺機能や筋力、骨密度…、あらゆる角度か

らスポーツ選手の体力や運動能力に関する測定・評

価を行うことで、どこかにその競技を左右する「資質」

が見つかるかもしれません。その資質を解析評価して、

劣っている部分を補うためにどんなトレーニングが有

効なのかを考えようというものです。今まで、フェンシ

ングのジュニア選手を中心に研究を行ってきましたが、

生命医科学部の松川真美教授と共同で、優秀なスポー

ツ選手の骨密度を測定するなど、さまざまな形で学

内連携を進めています。同志社大学で培われてき

た豊富な知的資産を融合することで、新たな研究成

果が発信できるのではないでしょうか。 

　現代の体育学を研究する場合、その周辺のさまざ

まな研究領域の理解が求められます。現在、本研究

科では他研究領域から、学生が関心のある科目を6

単位まで自由に選択できるカリキュラムを用意してい

ます。自分が専門とする領域だけでなく、例えば細胞

レベルの研究から器官、心理学、マクロレベルの公衆

衛生システムなど、そのすそ野に広がっている学問分

野に幅広く目を向け、自分の専門領域の知識やスキ

ルをさらに磨き高めるきっかけにしてほしいと思いま

すね。 

　同志社大学では「健康体力科学研究センター」を

立ち上げ、産学連携の研究拠点の一つとしてさまざ

まな取り組みを進めています。 

　例えば、ある企業からの研究依頼で、面白い研究

課題に取り組んでいるグループがあります。この企業

は、総合的ヘルスケア産業部門で最先端に位置す

る企業で、その中の食品関連に関する研究部門から

の研究依頼です。一般的に血糖値の上がりやすい

食事は肥満を促進させるといわれています。しかし

ながら、近年、食事を構成する3大栄養素の割合が

どうであれ、摂取エネルギー量が同じであれば、減量

効果は同じであるとの研究結果が示されました。この

矛盾を解くために研究を行っています。このような研

究から、各自の食嗜好に合わせたダイエット食が提案

できるかもしれません。 

　そのほかにも、下着メーカーなどから、開発商品が

身体に及ぼす効果・影響について、科学的に検証

してほしいという依頼が舞い込んでいます。また、スポー

ツ用品メーカーから、商品の販売促進のために、地

域社会とどのようにかかわればいいのか、どんな戦

略を組めばいいのか、スポーツ科学の研究者の視点

からアドバイスしてほしいという相談も寄せられます。 

　本研究科のある磐上館には、最新鋭の実験機器

がたくさん揃っています。 

　例えば、「人工環境制御室」は多様な環境条件を

人工的に再現できる装置で、空気中の酸素濃度を

増減させてスポーツを行うことで、人体にどのような

影響が表れるかを研究することができます。酸素分

圧が低い高所トレーニングなどに対応することが可

能です。また、併設の「ヒューマンカロリメータ」では、

室内の人間が消費するエネルギーの代謝測定を行

うことができます。そう言えば、運動生理学実験室に

ある「低酸素室」をサポーティング・スタッフの一人、早

狩実紀選手（陸上3000m障害日本記録保持者）も

競技会の前によく利用しています。今後、こうした実

験機器を有効に使った産学連携のニーズ（例えば、

トレーニングウェアの開発や運動器具の効果の検証

など）、企業や行政機関などとのアライアンスは増え

てくるのではないでしょうか。昨今のスポーツ熱の高

まりにより、産学連携の可能性も広がっていくでしょう。 

　冒頭でも述べましたが、同志社大学大学院「スポー

ツ健康科学研究科」では、健康と予防医学、そして

スポーツとのかかわりを、自然科学的ならびに人文・

社会科学的な視点で総合的に解き明かそうと考え

ています。どのような産業分野とも関連性の深い知

的資産がたくさん埋もれていますので、ぜひ気軽に

相談していただければと思います。 
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　今、人生に豊かさをもたらすスポーツの役割に期待が高まっています。ただ
単に勝ち負けを競うだけでなく、スポーツを健康の維持・増進や生きがいづくり、
生活の質（QOL）の向上に役立てようという動きが活発になっています。 

　2010年4月、同志社大学大学院では「スポーツ健康科学研究科」を
新たに設置し、これまで学部で培われてきた教育・研究成果を生かして、
健康・予防医学とスポーツとのかかわり、あるいは地域社会とのかかわり
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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） 

　千田二郎教授（理工学部エネルギー機械工学科）の研究成果をもとに、

株式会社堀場製作所で行った独創的シーズ展開事業・委託開発の開発

課題「減圧沸騰噴霧による気化供給装置」について、JST（独立行政

法人 科学技術振興機構）からその開発結果が成功と認定されました。 

　この新技術により次世代ＤＲＡＭのキャパシタ材料とみられる高誘電率

材料の五酸化ニオブなどの蒸気圧が低い原料の供給が可能となります。

　そのため、ＬＳＩのさらなる高集積化が可能になることでコンピュータや

携帯電話などの高機能化へつながります。また、Ｓｉデバイス分野に限らず、

太陽電池分野や有機ＥＬ分野などへの成膜装置に応用展開が期待されます。 

「減圧沸騰噴霧による気化供給装置」の 
 成功認定について 
 

期待される分野 

 

 

伊吹　和泰 

 
リエゾンオフィス 副所長 
（理工学部機能分子・生命化学科 教授） 

田中　一夫 
知的財産センター 
知的財産コーディネータ 

　生まれは名古屋。高校を卒業後30数年の同

志社生活ですっかり関西人となりました。高校時

代は『教員にはなりたくない』との思いから、最

も縁遠いと思われる工学部に進みました。本当

は心理学が勉強したかったのですが、残念なが

ら文系科目が不得意であったことも選択理由の

一つでした。学部時代は電子工学を専攻しまし

たが、研究室定員の都合により大学で最初に出会っ

た教員の研究室がある電気工学に鞍替えし、今

に至っております。今回も縁あって、リエゾンオフィ

ス・知的財産センター所長を務めることとなりま

した。我が人生を振り返ってみますと、その時の

縁で進む方向を決めてきた感があります。この

ような道を歩んできたせいか、時々の環境への

順応力は養われたように思われます。 

　大学の資産は、在学生・卒業生そして教職員の

人的資産と、教育研究から生まれる知的財産です。

これらの資産を学内にとどめることなく、産官学

そして地域との連携を深め、同志社大学の資産

を社会で有効に活用していただくことが小職の

役目であると考えております。これには、皆様の

ご援助が不可欠です。今後とも、より一層のご協

力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

　同志社新町キャンパスの学生会館が見える家

に生まれ、現在も住み続けていますが、学生時代

を過ごしたのは、京都西方の立命館大学、大学院

で街の東にある京都大学にうつり、就職したのは

北の京都工芸繊維大学、その後同志社大学に職

を得て、1年にして今出川から京田辺へ移転。京

都の東西南北と中央を転々としてきました。 

　専門は溶液の物理化学で、これまで理学的な

スタンスで研究をしてきました。大学とは基礎の

基礎を研究するところと考えてきた私にリエゾ

ンオフィス副所長というお話がきたときには、少

なからず驚きましたが、「学問の世界に閉じこも

らず、社会と積極的に関わるように」という天の

声が降りてきたと感じています。 

　大学は研究と教育の場です。産官学連携が盛

んになることは、研究活動がより多様によりアクティ

ブになるだけでなく、社会と関わった研究内容を

通して学生の好奇心と向学心をかき立て、教育

にも非常にプラスになることは明らかです。その

ような、学生も教員も企業も手を携えて上をめざ

せる活動がスムーズに行えるよう、お役に立ちた

いと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

 

　生まれも育ちも大阪市内ですが、JR環状線の

外側に位置しており、昔は交通の便も悪く、その

ころの交通手段はトロリーバスのみという辺鄙

な地域でした。大学は京都市内でしたので、同志

社大学には親しみを持っております。 

　学生時代の専門領域は高分子材料関連であり、

研究職を目指して某化学メーカーに就職しまし

たが、事業への寄与が少なかったせいか、15年

目に研究所を放り出され、知的財産部に配属さ

れました。知的財産部においては、経営に貢献で

きる特許を如何に権利化するか、という点に腐心

して日々を過ごし、気がついたら20年が経過し

ておりました。 

　この2月に定年退職を迎え、3月から同志社大

学知的財産センターにお世話になっておりますが、

最初は、企業と大学との知的財産活動の違いに

戸惑う毎日でした。最近は、気持ちに余裕もでき、

充実した生活を送っております。今後も、本学の

知的財産活動に貢献したいと考えておりますので、

どうか宜しくお願いします。 

同志社大学大学院 スポーツ健康科学研究科 

 

http://sports.doshisha.ac.jp/graduate/

　同志社大学大学院「スポーツ健康科学研究科」では、健康とスポーツ活動、それらを取り巻く社会環境に関する諸問題をさまざまな

視点から科学的に解明していきます。多様化するスポーツ健康科学に関する知見・理論を修得するために、生命科学や理工学領域など

との連携を視野に入れた教育研究を展開し、卓越した専門知識を有する研究者、社会の即戦力となる高度専門職業人を育成します。 

　カリキュラムは「健康科学」「トレーニング科学」「スポーツ・マネジメント」の3分野を設定し、理論と実践、講義と演習の相互学修を

通じて、研究課題の追究と幅広い知見の獲得をめざします。 

　「健康」と「スポーツ」を切り離さず、両者を有機的に結合した健康体力科学につい

て自然科学から人文社会科学まで総合的・体系的に研究し、健康の維持・増進とスポー

ツの社会的発展に寄与・貢献します。 

　本センターは、産学連携の研究拠点としての役割も果たしています。 

健康と密接に関連する医・科学の基礎知識を修得し、健康を維持・増進するための

理論や知識、制度を研究します。スポーツ医学、スポーツ生化学、公衆衛生学、運動

処方論、スポーツ栄養学などの科目を設置します。 

 

 

 

的確なスポーツ・運動の実践方法や競技力向上の方策とともに、生涯スポーツに関

する運動習慣の獲得方法なども研究します。スポーツ生理学、スポーツ心理学、ス

ポーツ・バイオメカニクス、スポーツ運動・技術論、スポーツ測定方法論などの科目

を設置します。 

 

 

 

地域におけるスポーツ振興の政策、社会スポーツの管理運営や環境整備、ビジネス

としてのスポーツ経営などを多角的に研究します。スポーツ政策論、スポーツ・マー

ケティング・リサーチ、アダプテッド・スポーツ社会環境などの科目を設置します。 

同志社大学 研究センター紹介 

健康体力科学研究センター センター長／藤澤義彦 

 

3つの研究分野が有機的に連携して、 

プロジェクトの対応や研究の立案に対応。 

健康とスポーツの増進に貢献できる多様な取り組みを展開します。 

 

「健康」と「スポーツ」に関する社会ニーズの増大に 
フレキシブルに対応！ 
 

健康科学分野 
 

トレーニング科学分野 

スポーツ・マネジメント分野 
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生活習慣病の予防・改善、介護予防、発育発達、スポーツ障害に関する分野を中心に、健康の獲得及び

体力の維持・向上とスポーツ・身体活動との関連について研究活動を行う。 

 

運動生理学やスポーツ心理学など、競技力向上や子どもから高齢者までを対象とする生涯スポーツに

関する研究活動を行う。 

 

ビジネスとしてのスポーツの運営・経営方法、ならびにスポーツを取り巻く社会環境の充実、社会スポー

ツ発展のための政策などに関する研究活動を行う。 

健康科学分野 
 

トレーニング科学分野 
 

スポーツ・マネジメント分野 
 

 

（参考ＨＰ）http://www.doshisha.ac.jp/news/index.php?i=4288

●研究者 

スポーツ健康科学研究科 

生命医科学研究科 
工学研究科 
心理学研究科 

社会科学系研究科 
など 

政策 
社会 

集団 

個体 

器官 組織 
細胞 

遺伝子 

●高度専門職業人 

健康科学研究 

スポーツ・ 
マネジメント研究 

トレーニング 
科学研究 

運動と健康 

スポーツを取り巻く 
環境 

パフォーマンスと 
運動行動 

生命医科学部 
理工学部 
心理学部 
社会学部  など 

社会人 他大学 

●健康科学　●トレーニング科学　●スポーツ・マネジメント スポーツ健康科学部 
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同志社大学リエゾンオフィス・知的財産センター  着任紹介 

独創的シーズ展開事業・委託開発の開発課題 

2010年4月開設 

 

圧送 

原料 

真空排気 

＋ 

低沸点材料 

微粒化噴霧の実現 
特徴③ 

原料には二相領域の概念を 
取り入れた混合溶液を使用 

特徴② ： 
噴射弁を成膜室に 
設置。気化器不要。 
原料加熱なし 

成膜室 

特徴① ： 

「減圧沸騰噴霧気化」方式 

特徴④ 

 パルス供給による 
精密制御可能 

噴射弁 

混合溶液 

不活性ガス 
加圧ガス 

噴霧気化 
Si基盤 
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リエゾン 
カフェ 

代表取締役 伊藤　靖彦 

坩堝でたぎる技術シーズの数々 

所在地 ： 〒６００-８０１３ 京都市下京区中堂寺南町１３４番地 
ＴＥＬ ： ０７７４-６３-２０５１　ＦＡＸ ： ０７７４-６５-７７６８　E-mail ： http://www.imsep.co.jp

　弊社は同志社大学教授が代表取締役を務める開発型ベンチャー企業です。「溶融塩

電気化学プロセス」をコア技術として、新素材の創生や新しいプロセスの開発を行い、環

境・エネルギー・ナノテクノロジー等の諸分野に展開しています。 

　最近では、「革新的炭素めっき技術」が経済産業省「平成21年度戦略的基盤技術高度

化支援事業（補正予算）」に、「プラズマ誘起電解法によるタンタルナノ粒子連続製造シ

ステム」が独立行政法人科学技術振興機構

「本格研究開発ステージ実用化挑戦タイプ（中

小・ベンチャー開発）に採択されました。 

 

 

連絡先 同志社大学D-egg  IM室 
TEL:0774-68-1378　FAX:0774-68-1372 http:/ /www.d-egg.jp/

〒610-0332 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地　 

緻密質炭素めっき膜 

る   つぼ 

アイ’エムセップ株式会社 

　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。 

未来の新産業を創る。 

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 

● 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 



角膜再生医療で 
光を取り戻す 

小泉　範子（こいずみ　のりこ）　 

 

 

 

　角膜は、目の表面にある透明な組織で、目の中に光

を取り込む窓の役割を果たしている。なかでも、角膜

内皮は、含水率を一定に保つことによって、角膜の透

明性を維持する重要な細胞。ヒトやサルなどの霊長類

の角膜内皮細胞は再生能が低いため、外傷や病気で

傷ついたり減ったりすると、角膜が膨潤して濁ってしま

う｢水疱性角膜症｣となり、視力が著しく障害される。

一般に、健康な成人の角膜内皮密度は、1平方ミリあた

り2000～3000個。だが、それが500個以下に減ると、

角膜が濁って重症の視力障害となってしまう。水疱性

角膜症は、外傷や遺伝性疾患のほか、白内障や緑内障

などの眼科の手術に関連して生じることも多く、高齢

化が進む社会において、患者数の増加が深刻な問題と

なっている。 

　水疱性角膜症に対して、現在行われている唯一の

治療法は角膜移植であるが、水疱性角膜症に対する

角膜移植の長期成績は満足できるものではない。 

　「体外で培養した角膜内皮細胞の組織幹細胞を、患

者さんの角膜に移植することによって、長期間角膜内

皮の機能を再生させる方法を研究しています」と話す

のは、生命医科学部の小泉範子教授。京都府立医科

大学、滋賀医科大学、千寿製薬株式会社などと連携し

て取り組んだのが、Ⅰ型コラーゲンシートというキャリ

ア（土台）の上に内皮細胞を増殖させ、機能不全に陥っ

た角膜に移植する方法。ヒトと同様に、角膜内皮細胞

が増殖しにくいカニクイザルで有用性を検討した。そ

の結果、濁っていた角膜が2週間ほどで透明になり、ポ

ンプ機能もバリア機能も正常に発現するようになった

という。 

　だが、予想していなかったことが起こった。「移植後、

しばらくして角膜内皮シートが角膜から脱落してしま

ったのです」。なぜ、シートは剥がれ落ちてしまったの

だろうか？ 研究を進めるうち、生体外で培養した角膜

内皮細胞は、目の中に戻した後も増殖しながら角膜周

辺部へと広がっていくことが分かった。十分に内皮細

胞が広がったために、内皮シートはまるで瘡蓋（かさぶた）

が剥がれ落ちるように脱落したのだ。これは、霊長類

の角膜内皮細胞が体内でも増殖する可能性があるこ

とを示した、世界で初めての報告となった（2007年）。

「失敗だと思ったことが、新たな発見につながりました」。

現在では、京都大学再生医科学研究所と共同で生分

解性シートの素材開発を行うなど、さらなるステップに

向けた取り組みを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　サルの角膜内皮細胞の培養では、一定の成果を上

げることができた。培養角膜内皮細胞移植を臨床応用

するためには、サル以上に困難とされるヒトの角膜内

皮培養法を確立しなくてはならない。2007年、理化学

研究所神戸研究所の研究グループが、Rhoキナーゼ阻

害剤（ROCK阻害剤）の一種の化合物Y-27632が、ヒ

トES細胞の培養に有用であることを発表した。ROCK

阻害剤は、すでに心疾患治療薬として臨床応用されて

おり、眼科領域では緑内障治療薬としても研究開発が

進められている。こうした研究成果をヒトの角膜内皮

細胞の培養に応用できないだろうか…。早速、サルの

内皮細胞を使って実験を行ってみると、Y-27632には、

細胞接着と細胞増殖を促進させ、アポトーシス（細胞死）

を抑制する効果が認められたという。試行錯誤を繰り

返し、現在では、Y-27632を用いることにより、小泉教

授らのグループでは移植可能なヒトの培養角膜内皮

細胞を培養することができるようになった。 

　「フラスコの中で細胞が接着するなら、角膜内皮細

胞の注入治療にも効果があると考えました」。実は、小

泉教授は以前、培養した内皮細胞を角膜内面（前房内）

に注入したことがあるが、このとき内皮細胞は角膜内

面に十分に生着しなかったという。今回の実験では、

Y-27632を添加した培養液に混ぜた培養角膜内皮細

胞を、内皮掻爬したウサギの角膜内面に注入する方法

をとった。その後、わずか3時間ほどで移植した角膜内

皮細胞が、ウサギの角膜内面に生着するという顕著な

効果が見られ、角膜の膨潤が改善されたという。細胞

は注射で移植することができるので、手術時間が短く

患者の身体的負担が軽い。 

　しかし、メリットはそれだけではない。「キャリアを使

わないので、透明度が高く、光透過の面でもクオリティ

の高い視力が得られます」と小泉教授は笑みをこぼす。

培養角膜内皮細胞の注入移植は、数年以内の臨床応

用をめざして、厚生労働省のガイドラインに従った方法

での移植法を確立するための研究を進めている。 

     

 

 

 

　現在、小泉教授らが進めている最先端の研究は、患

者の目の中に残っている角膜内皮細胞の増殖を促進

させる点眼薬の開発である。経角膜冷凍凝固という方

法でサルの角膜内皮細胞を部分的に脱落させた後、

Y-27632の目薬を数日間点眼したところ、角膜内皮細

胞を増殖させて、内皮損傷の治癒を早める効果がある

ことが分かった。今年4月には京都府立医科大学で、初

期の水疱性角膜症に対するROCK阻害剤点眼の臨床

研究が開始され、小泉教授も眼科医として治療に臨ん

でいる。 

　「角膜内皮疾患は患者さんの日常生活を困難にする、

大変深刻な病気なのですが、治療法の開発につなが

る基礎研究をしているグループは世界でもわずかしか

ありません。多くの人たちの期待をひしひしと感じて

います」。生命医科学部で生まれた基礎研究の成果が、

今まさに角膜障害で苦しむ患者さんたちを救おうとし

ているようだ。 

 

世界初、霊長類での 
再生角膜内皮シート移植に成功 
 

臨床応用に向けたヒト内皮培養法の開発が 
新たな治療法開発のヒントに 
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同志社大学 生命医科学部 医工学科 教授 

水疱性角膜症を目薬で治療する 
全く新しいコンセプトの治療法に挑戦 
 

移植後に多数の角膜内皮細胞が 
認められた 

研究テーマは
、再生医学的

手法を用い
た難治性角膜

疾患治療法の
開発。1999

年には京都府
立医科大学

（眼科学）の
木下茂教授

のもとで、損
傷した眼表面

を

羊膜を用い
て再生する「

培養角膜上
皮幹細胞シ

ート

移植」の臨床
応用を開始。

現在では10
0例以上の患

者の治療に用
いられている

。生命医科学
部では、より

患者数の多い
重症疾患であ

る角膜内皮機
能不全の治

療法開発に挑
む。臨床現場

に立つ眼科専
門医として

も活躍。患者
さんとのコミ

ュニケーショ
ンを大切にし

ている。「学
生さんたちと

議論し、ユニ
ークなアイデ

アや意見を吸
収するのが元

気の素！」。国
際的な研究

室をめざして
おり、2009年

に学部間協定
を結んだカー

ディフ大学視
覚光学部（英

国）や、エル
ランゲン大学

眼科（ドイツ
）との共同研

究を推進し、
大学院生の相

互

派遣を行って
いる。 

Professor's 
Profile

Noriko Koizumi



人間の内面を豊かに幸せにする 
「魂の教育」を実践 
人間の内面を豊かに幸せにする 
「魂の教育」を実践 

「人ひとりを大切に」の言葉に込められた 
人間愛への思い 
 

「人ひとりを大切に」の言葉に込められた 
人間愛への思い 
 

巨大ひずみによる結晶粒超微細化 

新島襄が残した“志”から 
現代社会を生き抜くヒントを探る 

本井　康博（もとい　やすひろ） 
 同志社大学 神学部 神学科 教授 
 

 

 

専門分野は、近代日本のプロテスタント史。自ら「新島襄の追っかけ」と称す

るように、同志社史、新島研究の第一人者として知られる。学内の「同志社

科目」はもちろん、学外でも新島襄の思想と生き方を紹介する講座（東京オ

フィス）を年10回開催。同志社OBだけでなく、学生や主婦など多くの人たち

が受講する。本井教授の話を聞いて、「自分の進路に自信が持てた」「人生

の迷いが吹き飛んだ」という人も多い。これまでの3回にわたるアメリカ足跡

ツアーに続いて、今年8月30日から8泊10日で、新島襄の足跡を辿るヨーロッ

パツアー（ドイツ・スイス・イタリア）を催行予定。 

 

研究者をたずねて 
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　本井康博教授は近代日本のプロテスタント史、な
かでも会衆主義と呼ばれる教派の歴史研究を主な
フィールドとしている。会衆主義というのは、牧師や
役員、信徒、洗礼を受けていないメンバーが同じ立場、
フラットな立場で教会を運営する、極めて民主的・平
等的な組織なのだという。「同志社は会衆主義を実
践する、全国でも稀有な大学です。自由・自治という
我が校の教育理念や校風は、まさにそこから派生し
ています」と目を細める。 
　本井教授は、同志社を創設した新島襄の研究者
としても知られている。新島は21歳まで、上州安中
藩の江戸屋敷で反りの合わない主君に仕え、鬱々と
した日々を過ごしていた。だが、一冊の本との出合
いが彼のその後の人生を大きく変えることになる。
宣教師が漢文で著した『連邦志略』というアメリカ
の入門書。「アメリカでは人民が大統領を選ぶ…と
書かれているのを見て、新島はカルチャーショックを
受けます」。アメリカへ行きたい！ だが、国禁を犯し
て渡海するには、家を捨て、藩を捨て、国を捨てる覚
悟が必要だった。 
　幸いにも、函館から密出国できた彼は上海で、船長
からJoeという名前を与えられ、それまでの七五三太
という名を捨てる。「安中藩士の七五三太は、上海
で死んだも同然です」。がんじがらめの封建社会に
あって、新島は自由な世界に憧れ、冒険者の気持ち
で日本を飛び出していった。現状を打破して、何か
をやり遂げようとする気概。「そのパイオニア精神は、
現代に生きる私たちも学ぶべき点が多い」と本井教
授は話す。 

 
 
 
　明治7年（1874）、新島は10年ぶりに帰国、その
翌年に同志社英学校を開校し初代校長に就任した。
こんな話がある。新島が勝海舟のもとを訪れ、同志
社への支援を乞うたとき、海舟は「お前さん、何年で
同志社を完成させるんだい？」と聞いた。新島が「200
年です」と答えると、海舟は「よし、分かった！」と納
得したという。では、新島が200年かけて完成させ
ようとしたことは何だったのだろう？「自分を犠牲
にして、他者に仕える社会奉仕の精神」と本井教授
は説明する。新島のボストン時代の養父・ハーディー
は熱心な会衆派の信徒であり、船舶会社を経営する
企業家でもあった。彼は、経済活動で得た利益をも
とに学校や病院、教会、ミッションを支援するなど、
社会福祉の発展に貢献した「フィランソロピスト」（慈
善活動家）だったという。新島はハーディーの生き
方に深く共感し、その“志”を同志社教育において
実現しようとしたに違いない。 
　「新島は『心育』という言葉を使って、人間の内面
を変えようと考えました」。欧米化が急激に進んだ
明治時代、単に欧米の社会・経済システム、物質的
な豊かさを真似しただけでは、人間は幸せになれな

い。外面的な近代化ではなく、もっと内面的・精神的
な近代化を進めるべきではないか…。知識や技術
だけを詰め込み主義的に教えていたのでは、自己中
心的な人材が生まれてしまうだろう。新島は「切れ
るナイフ」と表現しているが、頭をシャープにすると
切れ味はどんどん鋭くなるが、その能力を社会のた
めに使うのか、自分の利益のために使うのかは本人
の気持ち次第である。1円でも多く儲けよう、1点で
も多く得点を稼ごうという風潮がある中、「スピード
が出る車ほど、強力なブレーキを備えなければなり
ません」と本井教授は強調する。今、企業の社会的
責任やコンプライアンスの問題が注目されているが、
新島の考え方、生き方に触れることで、新たな企業
経営のヒントが見えてくるかもしれない。 
 
 
 
 
　同志社の根底にあるのは、「人ひとりを大切にす
る教育」だという。新島は同志社英学校の校長となっ
てからも、妻のことを「八重さん」、用務員に対して
も「五平さん」などと親しみを込めて呼んだ。「彼
の人間愛は、特に社会的弱者に対して向けられて
いました」。同志社創立10周年の記念式典のとき、
京都府知事や多数の来賓が列席する中で、新島は「私
がアメリカに出かけている間、7人の生徒が退学になっ
た。彼らは今、どんな思いで過ごしているのでしょう
か」と訴え、はらはらと涙を流したという。確かに、
明治の近代化で世の中は便利で豊かになった。し
かし、その豊かな社会を支えているのは一人ひとり
の人間であり、新島の言葉を借りれば「米粒を一つ
ひとつ潰して良質な糊を作るように」、人ひとりを

大切に、時間をかけて育てていかなければならない
…。まさに、同志社の全人教育の姿勢を端的に表し
たエピソードだろう。 
　新島は、「寒梅は敢えて風雪を侵して開く」「寒
梅は笑うて風雪を侵して開く」という内容の、二編
の漢詩を残している。「彼自身の境遇を梅の花に重
ね合わせた作品です」と本井教授。寒梅はまだ雪が
残っている中、まっ先に、しかも自然体で花を咲かせる。
寒さで枯れてしまうかもしれない、失敗するかもし
れないが、誰かがチャレンジしなければ世の中は前
進しないだろう。自分がやらなければという使命感
―私的な利益のためでなく、自己犠牲の精神―を貫
く、しかも「笑うて」貫くことによって、やがて百の花
のトップ（百花の魁）に立つことができるのだ。「新
島の言葉が130年後の私たちの心に今なお響くのは、
彼の志が普遍的なものだったからでしょう。私は新
島に代わって、その生涯や言葉を伝える“語り部”
でありたい」と微笑む。 
 

  

 

し　め　た 

新町キャンパス校舎壁面に 
彫られた新島の文言 

新島が作詞した「寒梅」の詩 

Yasuhiro Motoi
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　人間の考え方、感じ方、行動は、その個人を取り巻く人

間環境や生活環境、所属する社会・文化的環境の影響を

受けやすい。余語真夫教授は、個人レベルと社会・文化レ

ベルの双方から、感情の喚起・変容プロセスを探究すると

ともに、認知や生体の機能に対する感情の作用につい

て調べている。 

　欧米人との比較で、日本人は感情を顔に表したり語っ

たりしない傾向があるといわれる。「でも、それは本当で

しょうか？」。余語教授らの比較文化調査（Rime, Yogo, 

& Pennebaker,1996）によると、アジア文化圏であれ欧

米文化圏であれ80%以上の人々はネガティブ感情体験

を誰かに語っている。データをさらに分析すると、欧米圏

の人々は感情を経験すると速やかに誰かに語る傾向が

あるが、日本人は悲しみや怒りの感情体験を誰かに語り

出すまでに時間をおく傾向があることが分かった。「日本

人もたいてい誰かに感情を打ち明けているのです」と説

明する。 

　世の中にはポジティブ感情を経験することは有益で、

ネガティブ感情を経験することは有害であると考える人々

がいる。余語教授は、ネガティブ感情そのものが有害と

いうよりも、ネガティブ感情に価値を認めずポジティブ感

情のみを追求することの弊害が、健康問題を含むさまざ

まな社会的問題の背景にあると考えている。 

 

 

 

　感情体験の中には、話したくても話せないものもある。

道徳や倫理、法律に違反する体験。発覚すると傷ついた

り、差別されたり、命を奪われたりするような事実。自分

にとってはハッピーであるが、人に知られると妬まれたり

恨まれたりするような出来事。話し相手がいない人、異

文化で気持ちを表現できずに苦しむ人、経済的理由でカ

ウンセリングを受けられない人もいる。苦痛な感情体験

を暴露しないよう隠すことは、精神的苦痛を強めるだけ

でなく、交感神経系の過度の興奮を持続させ、結果とし

て生体機能を損傷していく可能性があるという。 

　「“書く”ことで、苦痛な感情や観念、思考を処理でき

ないでしょうか」。余語教授が提唱しているのは、筆記療

法(expressive writing)と呼ばれる手法だ。1回20分間、

思い浮かんだ感情や思考を紙に書き綴る課題を3回か4

回、日を変えて実行する。苦痛な経験を書き綴ると、やが

て感情の安定、健康自覚症状の改善、免疫応答性の改善、

認知機能の改善などさまざまな恩恵が生じるという。米

国で実施された臨床試験では、癌患者の苦痛の緩和、喘

息症状やリウマチ関節炎症状の改善などの効果が認め

られている。 

　余語教授の実験室でも、ネガティブな感情経験を一定

時間書き綴ることで認知機能が改善することが分かった

（Yogo & Fujihara, 2008）。筆記療法の実施前、1週間

後と4週間後に、ワーキングメモリ機能（脳の前頭葉のは

たらきの一つであり、「実行（遂行）機能」とも呼ばれる）

が測定された（図1）。平凡な話題やポジティブな話題を

書いた場合と比較して、ネガティブな話題を書いた場合

にワーキングメモリのスコアが上昇した。 

　ワーキングメモリ機能は、目標を成し遂げるために注

意を維持し、情報と行動を選択するという高度な処理を

担っている。「ネガティブな感情体験を書き綴ると、未分

化な感情が言葉と文に変換されて情報量が圧縮され、

ワーキングメモリにかかる負荷が減じるのかもしれない」。 

筆記療法はお金も人手もいらない。「留学生、駐在員な

ど海外で暮らす人々の心身健康の維持やケアなどにも

役立つでしょう。通信情報処理技術と、この方法を融合

させることで、健康維持のための支援装置をつくること

ができるはずです」。複雑多様な時代に対応する新たな

セルフ・コントロール、メンタルケアの手法として、今後の

産学連携の可能性に期待が広がっている。 

 

 

 

　京都はさまざまな伝統文化の発祥の地であり、スペシ

ャリストがそろっている。「華道を華道家だけのものにし

ておくのはもったいないかも」。最近、余語教授は華道

家の中野恭心氏（華道本能寺流家元総務、京都いけば

な協会副会長）、浜崎英子氏（華道本能寺流家元華務職）

らと「華道と心理学の融合プロジェクト」を展開し、いけ

ばなの本質を探り、医療や介護、教育などに活用する可

能性を追求している。 

　花は五感を刺激し感情を喚起する。花材の選択と組

み合わせで空間を創出するいけばなは目標指向的行動

であり、各種の精神機能と手指を中心にした身体運動機

能が動員されて実現する。「華道では枯れた花や枝、虫

食った葉など、物悲しさや嫌悪感を催すような材料も柔

軟に取り入れることができる。美しくきれいな花材だけ

でなく枯れたり、朽ちたり、形の悪い花材も作品に組み

込むことで、空間の広がりと時間の流れが表現される。

ポジティブな感情だけでなく、ネガティブな感情をも味わ

う訓練になる」。 

　医療・介護・教育などのフィールドでの臨床実践研究

も進行中だ。例えば、医療法人三幸会（京都市左京区）

の協力を得て、認知症高齢者を対象にした集団いけば

な療法プログラムを開発・実践している。「反応が鈍くな

っていた方が、花きりばさみを持った途端、いきいきと手

を動かされることもあります」。花に触れることで、昔の

記憶が呼び覚まされる効果もあるという。「いけばな療

法はバリアフリーで誰もが取り組め、時間と感情の共有

を促進する素晴らしい条件を備えている。医療・介護・教

育などさまざまな生活場面でいけばなの活用を普及さ

せていきたい」と意欲を示す。 

　文理融合のユニークな視点で、感情や行動の不思議

を解き明かそうとする余語教授。人間の心の性質と作

用を浮き彫りにすることで、新たな研究シーズが生まれ

ようとしている。 
専門分野は、臨床社会心理学、感情心理学、行動医学。

国内外の研究者と共同研究体制をつくり、感情の生成

と変容のメカニズムの解明をめざす研究を中心に、多様

な課題に取り組んでいる。同志社大学「感情・ストレス・

健康研究センター」副センター長として、化粧品業界、

法律事務所、医療機関、華道界などとの社会連携にも

積極的。（社）日本心理学会代議員、（社）京都府医師

会委員会委員、（NPO）フラワー・サイコロジー協会理事

長など。趣味は芸術鑑賞、水彩画、散策、ドライブ。寺田

寅彦を敬愛する。 
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人は感情を語るいきもの 
 

伝統文化の技術移転 
 

ありのままの気持ちや考えを書き綴ると 
心身機能が改善する 
 

筆記療法によるワーキング・メモリ機能（オペーレーション・スパン課
題の遂行成績の平均値）の変化 

（M.Yogo,＆ S.Fujihara, 2008, Working memory capacity can be 
improved by expressive writing: A randomized experiment in a 
Japanese sample.　British Journal of Health Psychology, 13,77-80） 

図1
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北大路書房1996




