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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。 

No.21

問合せ先 同志社大学　知的財産センター 

TEL：0774-65-6900　　FAX：0774-65-6773　　e-mail：jt-chiza@mail.doshisha.ac.jp

 

発明の概要 

竹材の繊維束を開繊した綿状の

竹繊維と、低融点の鞘部と高融点

の芯部とからなる複合樹脂繊維

を混合し、繊維間を互いに結着し

た吸音材。 

グラスウール吸音材と同条件下

で同等の吸音特性を持ち、環境

問題に適応した材料である。 

 

特 許 番 号／特許第4108512号 

適用分野用途／スピーカー用吸音材、その他吸音材全般に使用可能 

出 願 番 号／特願2003－72166  

 権 利 者／学校法人同志社 

登 録 日／2008年4月11日 

発明管理番号／知発1004

出 願 日／2003年3月17日 

発 明 者／小泉 孝之、辻内 伸好 

周波数【Hz】 

爆砕竹繊維材料 

竹繊維材料 

32kg/m3

グラスウール 
32kg/m3
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発明の名称 ●● 吸音材およびその製造方法 

発明の概要 

音波の波面に垂直となるようにスタックを設置し、音波をスタックに透過させる。

その時に音圧に応じた温度勾配が形成されるので、その勾配を計測すること

によって音圧を計測する。 

測定場の温湿度、振動、電気、磁気等の影響を受けることなく、また大きな音エ

ネルギーが入力されても従来法のように振動膜の破損を生じることなく確実

に音の物理的特性を計測できる。 

 

特 許 番 号／特許第4205005号 

出 願 番 号／特願2004－91684

権 利 者／学校法人同志社 

登 録 日／2008年10月24日 

発明管理番号／知発1064

出 願 日／2003年 3月26日 

発 明 者／渡辺 好章、坂本 眞一 

発明の名称 ●● 音計測装置 
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言葉でつむぐ新島襄の精神言葉でつむぐ新島襄の精神 
 
言葉でつむぐ新島襄の精神 
 

特集特集・座談会座談会 

研究者をたずねて 
鯵坂　　学　鯵坂　　学　社会学部社会学部 社会学科社会学科 教授教授 

■ 出口　博之　出口　博之　同志社大学同志社大学 知的財産センター知的財産センター 副所長副所長 

■ 国広　卓生　国広　卓生　アイアイ’エムセップ株式会社エムセップ株式会社 企画・知財企画・知財 

■ 松嶋　正義　松嶋　正義　JOHNANJOHNAN株式会社株式会社 新事業創成本部新事業創成本部 新商品開発部新商品開発部 主任技師主任技師 

■ 市川　裕則　市川　裕則　スキューズ株式会社スキューズ株式会社 取締役取締役 ロボット事業部長ロボット事業部長 研究開発責任者研究開発責任者 

 

 

宮本　博之　宮本　博之　理工学部理工学部 機械システム工学科機械システム工学科 教授教授 

同志社大学同志社大学『知的財産知的財産センター』 

知的財産の連携で知的財産の連携で 
新たな新たなイノベーション創出ン創出 
    
 

特集・座談会 

同志社大学『知的財産センター』 

知的財産の連携で 
新たなイノベーション創出 
  
 

プリアンプ 

熱伝変換器 

高温側熱交換器 
音センサ 

低温側熱交換器 
 

スタック 

周波数補正回路 

実効値検波 

動特性回路 

対数演算回路 
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鯵坂　　学　社会学部 社会学科 教授 
宮本　博之　理工学部 機械システム工学科 教授 

■ 出口　博之　同志社大学 知的財産センター 副所長 　　　 
■ 国広　卓生　アイ’エムセップ株式会社 企画・知財 
■ 松嶋　正義　JOHNAN株式会社 新事業創成本部 新商品開発部 主任技師 
■ 市川　裕則　スキューズ株式会社 取締役 ロボット事業部長 研究開発責任者 
 

 

「同志社ニ於てハ　儻不羈なる書生ヲ圧束せす務めて其の本性ニ従ひ之ヲ
順導す可きし以て天下の人物ヲ養成す可き事」
「同志社ニ於てハ　儻不羈なる書生ヲ圧束せす務めて其の本性ニ従ひ之ヲ
順導す可きし以て天下の人物ヲ養成す可き事」



 知的財産の連携で 
新たなイノベーション創出 

同志社大学『知的財産センター』 
 

 

 
 

 

同志社大学の知的財産活動に期待するもの 
梶原　淳治 

・2008年国内大学別特許登録件数…32位（7件） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　【私立大学中11位】 

・2008年国内大学別特許公開件数…32位（53件） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　【私立大学中6位】 

 

大阪府立特許情報センター／特許流通アドバイザー 

　私は、工業所有権情報研修館の特許流通促進事業に基づき

大阪府へ派遣され、特許ライセンスの仲介を公的サービスと

して行う特許流通アドバイザー業務に11年間従事しております。

その間、企業を延べ約2500社訪問、契約を100件以上お世

話してきました。2006年文部科学省関西文化学術研究都市

地域知的クラスター創成事業で同志社大学の特許を企業にラ

イセンスする契約のお手伝いした事が縁で、2007年から現

在まで3年間同志社大発明評価委員会の委員として教員の出

願特許につき評価する機会を戴きました。それらの経験を踏

まえ、同志社大学の知的財産活動に期待することを述べさせ

て頂きます。 

　まず、同志社大学の知的財産活動を担っているリエゾンオ

フィス及び知的財産センターは、使命、目標等極めて明確であり、

また体制も他の大学と比較しても申し分のないものと思います。

しかし残念ながら、発明評価委員会における出願特許の評価

を通じて以下の課題があるように感じました。 

①限られた教員しか特許出願しない 

②発明の内容が、シーズオリエンテッド

　で実用性に乏しいものが多い 

　上記の①につきましては、リエゾンオフィスの活動と連携して、

より徹底して先生の知財マインドを高める活動が必要かと思

います。また、山中教授のips細胞とはいいませんが、知的財

産センターが中心となり、特定の教員と組んでインパクトのあ

る発明を生み出すよう支援し、産学連携や技術移転の成功事

例を作ることが、他の教員・学生への良い刺激になると思います。 

　上記②につきましては、早めの段階で発明の評価を行なっ

て実用性を見極めることが大切と思います。特許をホーム

ページや資料で開示又は展示会で展示するだけでなく、紹介

先企業を探して直接教員が企業の声を聞き、より実用的な内

容へブラッシュアップしていくことが有効かと思います。 

　知的財産センターには、多くの教員・学生からより質の高い

発明が出る仕掛け作りを期待いたします。 

 

　同志社大学では、2003年に『知的財産センター』を発足させ、リエゾンオフィスと二人三脚で、知的財産の発掘・権利化・
技術移転に関する多様な活動を行っています。最近では、本学単独の特許出願だけでなく、企業との共同出願の事例も増え
るなど、知的財産に対する関心は高まっているようです。 
　今回は、同志社大学と共同研究・出願を行っている企業担当者の皆さんをお招きし、知的財産とのかかわりやその活用方法、
同志社大学との連携などについて語ってもらいました。 

産学連携で生まれた特許シーズが 
大学と企業の魅力を高める付加価値に 
 

受付発明数 415 233 

承継確認数 406 229 

国内特許出願数 370 201 

国内特許登録 25 13 

外国出願発明数 55 33 

外国特許登録 13 5

総 件 数 共同出願 

（出典：特許庁 特許行政年次報告書2009年版） 

 

2009年12月末現在 

大学における著作権と商標権 
大神�正寿 同志社大学 リエゾンオフィス産学連携コーディネータ 

　同志社大学は文部科学省の平成20年度産学官連携戦略展

開事業（戦略展開プログラム）に採用され「大学における著作

権と商標権」の問題に取り組んでおります。取り組みを始めて

今年で丁度2年目を終了するに際して、現在までの活動状況に

ついて次の通り報告を行います。 

　活動を開始するに際して著作権並びに商標権についての問

題点の全体像を把握するために、先ず全国の全ての4年制大

学732校を対象としてアンケート調査を実施したところ44％

を超える高い回収率となり、各大学の著作権、商標権に対する

高い関心度を如実に示す結果となりました。次にアンケート調

査結果を元に、特に関心が高いと思われる大学や特徴のある

大学を三十数校選び出して、各大学を訪問し、大学の担当者と

意見交換を行いました。その結果、多くの大学で関心度は非常

に高いものの、具体的な取り組みまでには至っていないことが

判明しました。特に、各大学からは活動を行うに際して必要と

なる「大学における著作権管理規程や商標権管理規程の雛形」

と「大学内での有効な取組み事例」を示して欲しいとの要望が

強く出されました。 

　そこで、各大学でのヒアリング結果に

基づいて各規程の雛形を作成し、それ

を持って近隣の大学二十数校を訪問し

意見交換を行いました。その後、更に著作権や商標権の理論

面の専門家である大学教員や実務面で詳しい弁護士を訪問し、

アドバイスを貰い、その結果を受けて各規程内容の吟味を行っ

ています。同時に、比較的取り組みが進んでいる大学の事例に

ついての整理を行っています。 

　今までの調査結果から明確になったことは、著作権につい

ては「大学の教員が有する『既得権』『学問の自由』と『大学』

との関わりについての調和の取り方」に問題があることがわ

かりました。又、商標権については「大学が有するブランド管

理の重要性について学内の各部門や教職員等への周知徹底

の困難性」に問題が極めて大きいことがわかりました。これら

の面で「如何にして切り込みを行うか、についての具体的な提

言を行うこと」がこれからの残された1年間の課題であると

考えておりますので、関係各位のご助言、ご協力をお願い申し

上げます。 

 

埋もれた市場ニーズをつかみ取り 
社会的に有用な知的財産を発信 
 

 

 

 

◆出口　知的財産に対する関心が社会的に高まる中、

同志社大学『知的財産センター』では、本学の優れ

た技術や知識、ノウハウを世の中に広く発信していく

ために、知的財産の創出や権利化の推進、技術移

転など幅広い取り組みを行っています。現在、年間

50件ベースで特許出願が行われ、その内、企業との

共同出願が3分の2を占めるようになりました。これは、

リエゾンオフィスを中心として産学連携に力を注いで

きた成果だと考えています。各企業の皆さんは、知

的財産とのかかわりをどのように位置づけておられ

ますか？ 

◆市川　当社は『知的財産センター』立ち上げのとき

から、辻内伸好教授（理工学部機械システム工学科）

と共同で、低圧駆動型小型空気圧アクチュエーター（人

工筋肉）の研究開発を行い、現在その分野で二つ

の特許を取得しています。アクチュエーターというの

は成熟した技術なのですが、その中に高分子系など

最先端の素材がたくさん埋もれています。私たちは

こうした宝の山を掘り起こして、福祉機器や医療機

器に技術転用していこうと考えています。門外漢の

視点で、世の中の流れとは異なる研究にあえて挑戦

することで、新しい技術を生み出すことができた…。

当社にとって知的財産は、自分たちの権利を主張す

るツールというよりも、さまざまな企業や大学との付き

合いのすそ野を広げるパスポートのような存在だと考

えています。 

◆松嶋　もともと当社は半導体の製造などを手がけて

いましたが、5年ほど前から同志社大学の日高重助教

授（理工学部化学システム創成工学科）や　門進三

教授（理工学部電子工学科）、盛満正嗣准教授（理

工学部環境システム学科）からシーズをいただき、バイ

オディーゼル技術やお茶の粉砕技術、オゾン発生装

置の開発等に取り組んでいます。これまで知的財産

の重要性についてあまり意識しませんでしたが、『知

的財産センター』とのかかわりの中で、「開発した商品・

技術をどのように権利化していくのか？」「社会の中

で活用するにはどうすればいいか？」など幅広くアドバ

イスしていただきました。最近では、社内で知的財産

に関する勉強会が開かれるなど、社員一人ひとりの

意識も高まりつつあります。製造業からの脱却を掲げ

てきた当社としては、同志社大学との出会いは大きな

ターニングポイントとなりましたね。 

◆国広　当社は、同志社大学の伊藤靖彦教授（理工

学部環境システム学科）が長年にわたって研究され

てきた溶融塩電気化学プロセスをコアコンピタンスと

する、開発型ベンチャーです。モノでなく技術を売る

当社にとって知的財産は商品そのものです。さらに、

国や公的機関の競争的資金（補助金）の多くは、申

請時に特許を出願していることを条件にするなど、最

近では、出願すらしていない技術シーズは、それだけ

で国や企業から低く評価される時代になっています。 

　　もちろん、私たちはすべての特許がライセンスに結

びつくとは思っていませんし、知的財産の評価が難

しいことも知っています。しかし、当社のような社員

6～7人の小さなベンチャー企業でも、社員数千人の

大企業と対等に渡り合えるのは、技術シーズの独創

性だけでなく、特許とノウハウによって、しっかり守ら

れていることが大きいと思います。 

 

 

 

 

◆出口　同志社大学『知的財産センター』の特徴は、

実務経験豊富な知的財産コーディネータと、リエゾン

オフィスの産学連携コーディネータ、あるいは弁理士な

ど外部の専門家が一体となって、研究シーズの発掘

から出願申請サポート、実施許諾などの技術移転活

動まで行っていることでしょう。ただ単に研究成果を

権利化するだけでなく、市場ニーズを掘り起こし、実

用化の可能性を考慮しながら、できるだけ質の高い

社会的にも有用な知的財産を生み出していこうと考

えています。同志社大学はこれまでに400件ほどの

出願特許を行っていますが、その内容について第三

者機関などから極めて高い評価をいただいています。 

◆国広　松下幸之助氏の思想に、「金、借りるな。知恵、

借りよ」というのがあります。企業にとって100万円の

借金よりも、100万円を200万円にする知恵のほうが

はるかに重要です。このような意味で、『知的財産セ

ンター』は貴重な「知恵袋」です。コーディネータの皆

さんの豊富な経験に触れられることは、知財経験の

未熟な当社にとって大きな財産です。例えば、他社

から出願された類似特許の扱いや、発明をより強固

なものとするための方法などでは、教科書のどこにも

書かれていない戦術や戦略を教えていただきました。

『知的財産センター』の皆さんが、さまざまな問題に

対して、当社と一緒に、親身になって考えてくださる

ことに、いつも感謝しています。 

◆市川　特許を取得するためには、その商品・技術の

新規性や進歩性が重要視されますが、最近の特許

庁の傾向を見ると「外観が同じだから…」という理由

で拒絶されることも多いようです。特許出願の世界

というのは、審査官を納得させるような明細書や申

請書をどのように作成するかということがポイントとな

ります。以前、当社が同志社大学と共願したとき、繊

維の太さを表す“デニール”という単位を申請書の

中で用いたのですが、同志社大学の知的財産コー

ディネータの方から「現在は、“デシテックス”という単

位が国際基準になっている！」と指摘いただき助かっ

た経験があります。特に、化学系・繊維系の技術進

歩はめざましく、私たちは最先端のシーズを把握して

おかなければなりません。今後、産学両方の視点を

持ったコーディネータの役割は、ますます重要になっ

てくるでしょうね。 

◆松嶋　私たちの目的は特許出願の件数を増やすこ

とではなく、一つひとつのシーズを大切に育てて市

場化することだと考えています。今、同志社大学と四

つのテーマについて共同研究を行っていますが、企

業を取り巻く経済環境からもこれから研究を加速さ

せていくべき分野と、やむなく切り捨てていく分野を

見極めていく必要があるでしょう。知的財産コーディ

ネータや産学連携コーディネータの皆さんが一体と

なって、市場のブレークスルーとなるようなシーズを提

供していただけることを期待しています。今後、当社

は企業目的に沿ってアジア市場での環境事業展開

を考えていますが、特に海外において特許が強力な

武器になることは間違いありません。グローバル社会

に対応した特許戦略、知財戦略についても勉強して

いきたいですね。 

◆出口　今まで大学の教員は、どちらかと言えば論文

ありきで、権利化は後回しという風潮がありましたが、『知

的財産センター』が発足して7年が過ぎ、教員の意識

も徐々に変わりつつあります。知的財産の創出は、

大学や企業の価値を高めるだけでなく、学生諸君に

明確な研究目標を与えるという点においても効果的

です。今後も、企業の皆さんとの産学連携を強化し、

市場から本当に求められる研究成果を発信していく

ことで、同志社大学の魅力を磨き、教育研究への活

用はもちろん、新産業・技術の提供、社会貢献へとつ

なげていきたいと思います。 

　　本日はありがとうございました。 

02

特集｜同志社大学『知的財産センター』　知的財産の連携で新たなイノベーション創出 

特集｜同志社大学『知的財産センター』　知的財産の連携で新たなイノベーション創出 

特集 

04

01 Doshisha University LIAISON OFFICE NEWS LETTER  Vol.30／2010.3

03 Doshisha University LIAISON OFFICE NEWS LETTER  Vol.30／2010.3

出口 博之 
同志社大学 
知的財産センター 
副所長 

市川 裕則 
スキューズ株式会社 
取締役 
ロボット事業部長 
研究開発責任者 

松嶋 正義 
JOHNAN株式会社 
新事業創成本部 
新商品開発部 
主任技師 

国広 卓生 
アイ’エムセップ株式会社 
企画・知財 

知的財産センターの活動 

※1　NPO法人同志社大学産官学連携支援ネットワーク 
※2　D-egg（大学連携型起業家育成施設） 
※3　日本海地域大学イノベーション技術移転機能（KUTLO-NITT） 
 

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 

知的財産センター 
 

リエゾンオフィス 
 

NPO法人との連携開始※1 
 

インキュベーション施設との連携開始※2 
 
 

日本海地域大学との連携開始※3 
 
 文部科学省　産学官連携戦略展開事業 

戦略展開プログラム 
 

文系研究成紹介集発行 
 

理系研究成紹介集発行 
 

文部科学省　知的クラスター創成事業  
京都環境ナノクラスター 

 
文部科学省 　関西文化学術研究都市地域　知的クラスター創成事業 
 

（独）科学技術振興機構　京都府地域結集型共同研究事業 
 

同志社大学 特許・出願数等データ 

発明委員会設置 
 

発明評価委員会設置 
 



 知的財産の連携で 
新たなイノベーション創出 

同志社大学『知的財産センター』 
 

 

 
 

 

同志社大学の知的財産活動に期待するもの 
梶原　淳治 

・2008年国内大学別特許登録件数…32位（7件） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　【私立大学中11位】 

・2008年国内大学別特許公開件数…32位（53件） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　【私立大学中6位】 

 

大阪府立特許情報センター／特許流通アドバイザー 

　私は、工業所有権情報研修館の特許流通促進事業に基づき

大阪府へ派遣され、特許ライセンスの仲介を公的サービスと

して行う特許流通アドバイザー業務に11年間従事しております。

その間、企業を延べ約2500社訪問、契約を100件以上お世

話してきました。2006年文部科学省関西文化学術研究都市

地域知的クラスター創成事業で同志社大学の特許を企業にラ

イセンスする契約のお手伝いした事が縁で、2007年から現

在まで3年間同志社大発明評価委員会の委員として教員の出

願特許につき評価する機会を戴きました。それらの経験を踏

まえ、同志社大学の知的財産活動に期待することを述べさせ

て頂きます。 

　まず、同志社大学の知的財産活動を担っているリエゾンオ

フィス及び知的財産センターは、使命、目標等極めて明確であり、

また体制も他の大学と比較しても申し分のないものと思います。

しかし残念ながら、発明評価委員会における出願特許の評価

を通じて以下の課題があるように感じました。 

①限られた教員しか特許出願しない 

②発明の内容が、シーズオリエンテッド

　で実用性に乏しいものが多い 

　上記の①につきましては、リエゾンオフィスの活動と連携して、

より徹底して先生の知財マインドを高める活動が必要かと思

います。また、山中教授のips細胞とはいいませんが、知的財

産センターが中心となり、特定の教員と組んでインパクトのあ

る発明を生み出すよう支援し、産学連携や技術移転の成功事

例を作ることが、他の教員・学生への良い刺激になると思います。 

　上記②につきましては、早めの段階で発明の評価を行なっ
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ページや資料で開示又は展示会で展示するだけでなく、紹介
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　同志社大学では、2003年に『知的財産センター』を発足させ、リエゾンオフィスと二人三脚で、知的財産の発掘・権利化・
技術移転に関する多様な活動を行っています。最近では、本学単独の特許出願だけでなく、企業との共同出願の事例も増え
るなど、知的財産に対する関心は高まっているようです。 
　今回は、同志社大学と共同研究・出願を行っている企業担当者の皆さんをお招きし、知的財産とのかかわりやその活用方法、
同志社大学との連携などについて語ってもらいました。 

産学連携で生まれた特許シーズが 
大学と企業の魅力を高める付加価値に 
 

受付発明数 415 233 

承継確認数 406 229 

国内特許出願数 370 201 

国内特許登録 25 13 

外国出願発明数 55 33 

外国特許登録 13 5

総 件 数 共同出願 

（出典：特許庁 特許行政年次報告書2009年版） 

 

2009年12月末現在 

大学における著作権と商標権 
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埋もれた市場ニーズをつかみ取り 
社会的に有用な知的財産を発信 
 

 

 

 

◆出口　知的財産に対する関心が社会的に高まる中、
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と共同で、低圧駆動型小型空気圧アクチュエーター（人
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出口 博之 
同志社大学 
知的財産センター 
副所長 

市川 裕則 
スキューズ株式会社 
取締役 
ロボット事業部長 
研究開発責任者 

松嶋 正義 
JOHNAN株式会社 
新事業創成本部 
新商品開発部 
主任技師 

国広 卓生 
アイ’エムセップ株式会社 
企画・知財 

知的財産センターの活動 

※1　NPO法人同志社大学産官学連携支援ネットワーク 
※2　D-egg（大学連携型起業家育成施設） 
※3　日本海地域大学イノベーション技術移転機能（KUTLO-NITT） 
 

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 

知的財産センター 
 

リエゾンオフィス 
 

NPO法人との連携開始※1 
 

インキュベーション施設との連携開始※2 
 
 

日本海地域大学との連携開始※3 
 
 文部科学省　産学官連携戦略展開事業 

戦略展開プログラム 
 

文系研究成紹介集発行 
 

理系研究成紹介集発行 
 

文部科学省　知的クラスター創成事業  
京都環境ナノクラスター 

 
文部科学省 　関西文化学術研究都市地域　知的クラスター創成事業 
 

（独）科学技術振興機構　京都府地域結集型共同研究事業 
 

同志社大学 特許・出願数等データ 

発明委員会設置 
 

発明評価委員会設置 
 



ニュートン力学応用した計量器 

代表取締役 高崎　薫 

所在地 ： 〒６１０-０３３２ 
京田辺市興戸地蔵谷１番地 
D-egg １０３・１０４号室 

ＴＥＬ ： ０７７４-６４-２７１６　ＦＡＸ ： ０７７４-６４-２７１７ 
E-mail ： http://www.sensing-kyoto.com/

　当社は、光を用いて1000万分の1秒の速さで“力”と“加速度”を計

測する技術と、運動を解析する「モデル化しない理論」を組み合わせて、

新しい原理の“はかり”を開発しました。この革新的な開発により、地球の

重力を利用したこれまでのはかりでは測定できなかった状況でも、重量

ではなく質量を計ることができます。実用化することによって、そのもた

らす効果が認められ近畿経済産業局の「関西フロントランナー大賞」を

受賞しました。 

　今出川校地では「タカラトミーに学ぶ商品企画・マーケティング戦略力」というテーマで渡辺公貴氏に講演を

いただきました。2008年開催の北海道洞爺湖サミットで話題をさらった「i-SOBOT」や人気商品の開発エピ

ソードを通して、おもちゃ業界の知的財産権の保護や環境整備について説明があり、60名を越える参加者が熱

心に聞き入りました。講演後は多数の個別質問に並ぶ学生の姿が見られ、参加者から満足の声が聞かれました。 

　「出会いは革新の始発駅～食と技のコラボレーション～」をテーマに、「農＝食品、

農林水産業関連」「商＝健康･環境、生活、IT関連」「工＝電気、機械、化学関連」、行政

や大学等の研究機関など197の企業･団体

が展示を行いました。本学は産学連携活動

の組織体制と、京都府地域力再生プロジェ

クト支援採択プログラム「京丹波プロジェクト」

を紹介しました。D-eggからは株式会社シン

･コーポレーションが出展し、高圧食品加工

処理装置「まるごとエキス」の紹介、試食を

行い、来場者の関心を集めていました。 

横浜－同志社産学交流サロン
 

【日時】3月12日（金）  15:00～17:30 

【場所】（財）横浜企業経営
支援財団大会議室 

ケータイ国際フォーラム 

【日時】3月16日（火）～17日（水） 
10:00～19:00

【場所】相国寺承天閣美術
館、 

同志社大学今出川校地クラ
ーク記念館、 

けいはんなプラザ　他 

キラリと光る！ 

京都やましろ元気な企業フェ
ア 

【日時】3月19日（金）  13:30～17:00 

【場所】京都大学 宇治おう
ばくプラザ 

 

【日時】2009年12月12日（土）　【場所】同志社大学 今出川校地 新町キャンパス 臨光館 201番教室（京都市） 

 

　京田辺校地では「『ひらめきを生む力、発明へと育てる力』～インクジェット高精細吐出技術誕生秘話～」とい

うテーマで、中島一浩氏から講演をいただきました。今では世界中で発売されているインクジェットプリンタが生

まれる裏にあった偶然のできごとから、製品開発に至るまでの苦難のエピソードを紹介されました。また、学生に対

して「ネアカ　イキイキ　ヘコタレズ」の精神で夢に向かってほしいというメッセージが送られました。 

【日時】2009年12月2日（水）　【場所】同志社大学 京田辺校地 夢告館 MK203番教室（京都府京田辺市） 

【講師】中島一浩氏（キヤノン株式会社 インクジェット技術開発センター担当部長） 

【日時】2009年12月8日（火）　【場所】マイドームおおさか（大阪市中央区） 

 

　「ビジネス・アトリエ」とは社会起業家、IT起業家を招き、それぞれの事業を紹介

し異業種交流の機会を設けるイベントで、NPO法人同志社大学産官学連携支援

ネットワークの主催で、毎月1回行われています。 

　社会的な課題をビジネスの手法で継続的に解決していこうとする「社会起業家」

と、業務の効率化、情報インフラの整備など新しいサービスを提供し続ける「IT

起業家」。この異業種の起業家が相互に抱える課題をオープンにし、解決方法

を模索し、事業発展につなげようという主旨のもと、開催されています。 

　町家ならではのアットホームな雰囲気の中、「社会起業家」と「IT起業家」そ

れぞれ1名のプレゼンターを招き、発表後は、参加者と座敷机を囲む円卓交流

会を行っています。一般の社会人、学生の方々も参加し、気軽に意見交換で

きる場を設けておりますので、皆様奮ってご参加ください。 

2位 
3位 

審査員特別賞 

オーディエンス賞 

　毎年多くの“想い”が集まるビジネスプランコンテスト。6年目を迎えた今回も100組を超える応募があり、予選を勝

ち抜いた6組によるプレゼンテーションが行われました。 

　優勝と来場者からの投票によるオーディエンス賞には、Happy Beauty Projectさん

による「『抗ガン剤の副作用』や『脱毛症』による脱毛でお悩みの方の為のトータルビュー

ティーケアサポートサービス『Wing Project』」が選ばれました。社会起業家という言葉が

広く浸透してきた影響か、今年は優勝者のプランだけではなく、社会貢献を事業の中心と

するプランが多く見られました。また、プレゼンテーションの後に、山根弘照氏（株式会社ス

ポットライト代表取締役）に「ベンチャー人生～想いは叶う」と題してご講演をいただき、来

場者は熱心に耳を傾けていました。 

　最後に、株式会社南都銀行様、株式会社池田銀行様、同志社校

友会大阪支部産官学部会（ＬＣＣ）様にご協賛をいただきましたこ

とを、あらためまして深く御礼申し上げます。 

日時：2010年3月10日(水) 
　　　19:00～21:00 
場所：京町家さいりん館（京都市中京区） 
 

プレゼンター（予定）：高田 実氏（有限会社篠ファーム） 
宇都 将人氏（株式会社F-Style） 

 http://www.doshisha-net.org/business_atelier/index.html 
 

次回開催予定 

同志社発インキュベーション施設 

 未来の新産業を創る。 D-egg入居案内 

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 

　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。 

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　 

　このたび、京田辺・学研都市キャンパスを中心に研究を展開している教員の研究内容を地域社会・官公庁・企業の方々

によりよく知っていただくために、「同志社大学自然科学系産官学連携研究紹介集」を発行いたします。自然科学系（理

系・文理融合系）を中心とした各教員の研究内容を分かりやすく詳細に掲載しておりますので、ぜひ手にとってご覧

ください。また、同内容につきましては、本学リエゾンオフィスのホームページでもご覧いただけます。 

　この研究紹介集により、より多くの共同研究・受託研究等が始まり、産官学連携活動がより一層盛んになることを

期待しております。 

※本研究紹介集の送付をご希望の方は、最終ページに掲載しております京田辺リエゾンオフィスまでご連絡ください。 

「同志社大学 自然科学系産官学連携研究紹介集」発行！！ 

「同志社大学ビジネスプランコンテスト 
 ～Doshisha New Island Contest～2009　」開催 

「〈ナント〉農商工 
　　　ビジネスフェア2009」に出展 

モッタイナイ　NKP

Life Holic Creations

Ruler

「抗ガン剤の副作用」や「脱毛症」による脱
毛でお悩みの方の為のトータルビューティー
ケアサポートサービス「Wing Project」 

修理・メンテナンスの情報データベース 

web説明会 

レンタル傘 

チーム名 順位 

■入賞者 

プラン名 

社会起業家とIT起業家が京町家で集う 
「ビジネス・アトリエ」を開催 

「知的財産セミナー」を開催 

1位 
Happy Beauty Project

株式会社センシング京都 入居者紹介 

ゆ  め 

【日時】2009年11月6日（金）　【場所】同志社大学 今出川校地 至誠館 S3番教室（京都市） 

【講師】渡辺公貴氏（株式会社タカラトミー開発本部 戦略開発室 シーズ開発グループ グループリーダー） 
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都市の基層を掘り起こして 
「まち」を社会学的に 
検証する 
鯵坂　学（あじさか　まなぶ）　 

 
 
 
　その「まち」を町たらしめている“基層”を掘り起こ
す…。鯵坂学教授は、そんなユニークな視点から都
市社会や地域社会を総合的にとらえようと考えている。
例えば、京都の町は一般的に、観光文化で成り立って
いるというイメージがある。今から2年ほど前、鯵坂教
授は『京都の「まち」の社会学』という本を上梓する
にあたって、中京区や東山区、西京区など5地域の京
都市民およそ１000人を対象に「京都らしさを感じる
もの」についてアンケートを実施した。その結果、「寺
社や仏閣」「祇園祭や葵祭などの祭り」と答える人が
多かったという。 
　「しかし…」と鯵坂教授は指摘する。京都の町の産
業構成比率を見ると、製造業の占める割合が全国でも
6～7番目と非常に高いことが分かる。「しかも、単な
るモノづくりではなく、そこには長い間培われた伝統
や文化が含まれています」。和装産業はもちろん、京焼・
清水焼、仏壇仏具、京菓子や京料理、寺社の建築…。
多品種・少量生産に特化した、高度で繊細なモノづくり
によって独自のブランド価値が生み出され、京セラ、ワ
コール、任天堂などの先端企業にも生かされ、町の魅
力が形成されてきた。優れた技術やノウハウは脈々と
引き継がれ、時代や社会環境が変わっても再生産でき
るシステムが構築されている。「京都に良いもの、ほん
まもんがあるからこそ、多くの人が集まってくる。つまり、
モノづくりと観光文化の発展は密接につながっている
のです」と説明する。 

 
 
 
　鯵坂教授のもう一つのテーマは、「町内会」につい
て研究すること。京都の地図を広げると、上京区や中
京区、下京区などいわゆる町の中心部に当たる地域は、
細かく複雑に入り組んだ町割がなされていることに気
づくだろう。郵便番号一つとっても、他都市と違って町
内ごとに実に細かく分類されているのが分かる。京都
の町は、世帯別の出火率が他の大都市に比べて低い
という統計があるが、「これは近隣のコミュニティが今
も生きているからでしょう」と分析する。都市に埋も
れた基層をのぞけば、そこにはたくさんの知的好奇心
がこぼれているようで面白い。 
　かつて、呉服問屋が並ぶ室町では、町家の表で商
売をし、奥で家族が生活をする…、あるいは西洞院か
ら千本通り周辺の友禅が盛んな地域では、前が店、
裏が工場という“職住一体”が地域を支える礎となっ
ていた。祇園祭など伝統文化の担い手は、紛れもな
く彼ら町衆であったはずだ。しかし、時代の移り変わ
りとともに、古い町家は失われ、背の高いマンション
が建ち、ニューファミリーがどんどん入居するなど、人
口の都心回帰が起こっている。旧来の住民と新しい住
民がいかに調和し、地域コミュニティや伝統文化をど
のように守っていくのか、創造していくのか、これから
の大きな課題になるといえるだろう。 
　こうした問題はお隣の大阪でも同じように起こって
いるという。北区中崎地域は昔ながらのしっとりとし
た風情が残る町だが、最近では若い人たちが空家を利
用してギャラリーやカフェ、雑貨屋を開くなど、新たな
お洒落スポットとして注目が集まっている。「面白いのは、
若い人たちは地域住民とうまくやっていると思ってい
ること」。しかし、古くから町内で暮らす人がそうした
町の変化を素直に受け入れているかというと、必ずし
もそうではないという。
では、コミュニティの溝を
埋める方法はあるのだ
ろうか？「例えば、定年
退職などで地域に戻って
きた人を新たなリーダー
に迎えられないでしょうか。
その地域で生まれ育った
人なのでそこに“根っこ”
が残っているし、周りから
受け入れられやすいの
では」。鯵坂教授は地域
再生のヒントについて語る。 

 
 
 
　鯵坂教授は25年ほど前から、社会学的な観点で都
市移住者と同郷団体（組織）についての調査研究を進
めている。「なかでも、仕事を求めて移住する就業移
住者に注目しています」。かつて、地方から出てくる移
住者が頼りにしたのは、都会で一定の成功を収めた先
輩たち、つまり同郷の“ツテ”だった。以前、鯵坂教授が
全国3200余りの市町村を対象にアンケート調査を実
施したところ、ほぼ5割程度の市町村の出身者が、移
住先の都市で同郷団体を組織していることが分かった。
例えば、山形県米沢市の出身者らで構成される「米沢
有為会」という組織は、東京や京都、仙台、札幌などに
格安で宿泊できる学生寮を作って、米沢から都会に出
てきた人を支援しているという。「出身地域のつなが
りが都会で生き抜いていく力となり、今も意味を持って
います」と話す。 
  都市移住者の研究調査を進めているうち、鯵坂教授
は大阪の銭湯（公衆浴場）と同郷会の関係に興味を持
つようになった。1970年代、大阪には2000件を越え
る銭湯があったが、そのうち4割以上の経営者が石川
県からの都市移住者だったという。鯵坂教授は「大阪
加賀浴友会」の協力を得て、小松市・加賀市の周辺か
ら大阪に移住して銭湯を営む三つの家族・親族ネット
ワークを追跡調査した。「銭湯を始めるために資金面
で融通しあったり、営業のノウハウを提供したりと、相
互扶助の精神が生かされていることが分かった」という。
また、成功者が親族や後輩を呼び寄せる“連鎖移住”
（Chain Migration）が起こっていることも確認できた。 
　「基層を見れば、地域社会の深層が見えてきます！」。
鯵坂教授のフィールド研究が、複雑多様化する社会
環境、人間関係をひも解く道筋を開いてくれるに違
いない。 

高度で繊細なモノづくりが 
町の魅力を際立たせる 

“職住一体”のシステムが 
地域の活力を生み出す原動力に 
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同志社大学 社会学部 社会学科 教授 

今も都会で生き続ける 
同郷の相互扶助精神 
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５７ 

４８ 

４７ 

＊富山県から 

HSK家 

MED家より 

東住吉区 

東住吉区 西成区 

守口市 門真市 外国 

旅行会 
 

住之 
 社・社長 

伊丹市 
 住吉区 江区 （ ） 守口市 

 
門真市 
 

住之江区 
 

（奈良県大和高田） 
借風呂→滋賀県へ 

男性 《凡例》 

←漢数字は大阪圏への移住年（西暦） 

←算用数字は年齢 

←小松市の出身集落在住を意味する 

（2002年8月現在） 出典 ： 鯵坂 学『都市移住者の社会学的研究』 法律文化社（2009）より 

女性 故人 

スタンド 
経営 

池田市 

加賀浴友会にみられる家族・親族を媒介とした同業のネットワーク（一部） 

専門分野は、
都市社会学、

地域社会学。
「地図を片

手

に町を調べ歩
くフィールドワ

ーカー！」を自
負するように

、

面白い店や
ユニークな人

を見つけては
インタビュー

するという機
動力の持ち

主。町内会の
研究では行政

や地域社会と
連携しながら

研究を行って
いる。趣味は

、

意外にも花づ
くり、野菜づ

くり。簡易温
室を作って、

月

下美人やミニ
サボテンなど

手塩にかけて
育てている

という。野菜
はほうれん草

やなす、きゅ
うりなどオー

ルマイティー
。学生諸君に

ご馳走したほ
うれん草のソ

テーは大好評
だったとか。
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Profile

Manabu A isaka



希釈効果と応力の分散効果を活用し 
材料の腐食耐性を高める 
希釈効果と応力の分散効果を活用し 
材料の腐食耐性を高める 

巨大ひずみによる結晶粒超微細化 

界面・粒界の三重結晶モデル（分子シミュレーション） 

ナノ結晶材料の“界面”に潜む 
特異な現象を材料工学に応用 

宮本　博之（みやもと　ひろゆき） 
 同志社大学 理工学部 機械システム工学科 教授 

 

 

専門分野は、金属材料の組織制御、機械的性質の研究など。強

ひずみ加工法による結晶組織微細化や金属の腐食疲労に関す

る研究などで成果を上げる。趣味は、「ダイエットを兼ねたサイク

リング」。とは言え、マウンテンバイクとスポーツバイク、クロスバ

イクの3車種を持ち、TPOに応じて乗り分けるほどの本格派。も

ちろん、同志社大学にも自転車で通う。これまでに琵琶湖を一周

したり、瀬戸内海に架かるしまなみ海道（西瀬戸自動車道）を縦

断したこともあるとか。 

研究者をたずねて 

Professor's ProfileProfessor's Profile

Associate Professor's Profile

巨大ひずみによる結晶粒超微細化で 
強くて丈夫な材料を創製 
巨大ひずみによる結晶粒超微細化で 
強くて丈夫な材料を創製 
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基礎研究の地道な積み重ねで 
粒界工学の前途を切り拓く 
基礎研究の地道な積み重ねで 
粒界工学の前途を切り拓く 

 
 
 
　宮本博之教授の研究テーマの一つは、「強ひずみ加
工法（SPD法）による結晶粒超微細化」である。この
SPD法の一つであるECAP法は押し出し加工の一種で、
強度のせん断ひずみにより結晶組織を微細化する方法。
結晶粒を細かくすると、結晶粒界（二つ以上の結晶間
に存在する界面）の数が増えていくが、材料に加わっ
た応力はこの結晶粒界に分散して伝わっていくため、
強くて丈夫な加工が可能になるという。一度の押し出
し（1パス）で与えられるひずみが、一般的な圧延加工
法（材料に圧力を加えて引き延ばす加工法）の1.6倍
に相当することから、「10パスなら相当ひずみは1.6
の10乗。つまり、1ミリの材料を10万分の1ミリの厚み
にできます」。普通、金属材料というのは、低温下では
もろく割れやすくなるが、結晶組織を微細化することで、
強度が高くかつ折れにくいなど優れた靱性が得られ
るという。 
　実は、結晶粒を微細化すれば、特異な性質が得られ
るということは以前から知られていた。しかし、薄膜な
どナノサイズの素材はこの手法で作れるが、バルク材
料（構造材）のような大きなもの
への応用が難しかったという。「ナ
ノ結晶材で得られた効果をその
ままバルク材料に期待すること
はできません（サイズ効果）。微
細化のメカニズムや結晶粒界形
成のプロセス、金属材料の機械的
性質を調べて明らかにしていく
のが私の仕事です」と宮本教授
は話す。 

 
 
 
　結晶粒を微細化すれば、材料が強く丈夫になるこ
とは分かった。しかし、一般的なバルク材料は、例え
ば海水や酸、油脂など、何らかの腐食環境下にさら
されている。結晶粒界というのは原子が規則正しく
並んだ結晶の境界、つまり原子が乱れたところで、原
子のポテンシャルエネルギーが高く不安定なため、
腐食環境下では他分子と反応しやすくなり、粒界の
性格によっては亀裂の発生や伝播を担う場所となる
のだという。特に、ECAP法では巨大ひずみを加えな
がら結晶粒を細かくしていくので、その結晶粒界は
欠陥を含んだ非平衡なものである。「結晶粒を細か
くしながら、かつ平衡な粒界を作れないでしょうか」。
宮本教授が注目したのは、静水圧熱処理によって低
エネルギーの粒界を増加させる方法だった。非平衡
な粒界は原子の隙間（粒界体積）が大きい。200メ
ガパスカル程度の高い静水圧をかけながら大変形を
加えると、規則正しく並んだ結晶粒界と、隙間を持っ
た非平衡な結晶粒界のエネルギー差が高まり、相対
的に平衡粒界の割合が増えていくのだという。従来

にはないユニークな粒界性質制御
の方法として内外から脚光を浴びて
いる。 
　もう一つ、腐食環境下において問
題になるのは、結晶粒界に含まれる不
純物の問題だという。例えば、鉄には
イオウやリンなどの不純物が含まれ、
これが粒界に偏析して腐食に影響を
与えている。結晶粒径が10ミクロンの金属では、平均
的な濃度に比べて約1000倍の不純物が結晶粒界に
偏析しているという。宮本教授は独自の視点から研究
を進めた結果、結晶粒を細かくすれば不純物の濃度を
希釈し、かつ応力を分散する効果があることを突き止
めた。結晶粒径を20ナノミクロンにすることで、偏析
濃度は100分の1に薄められるという。「結晶粒界が
腐食され、割れていくような応力腐食割れと呼ばれる
現象は、希釈効果と応力の分散効果で一定の抑止が
できることが分かりました」。今では、腐食環境にない
一般条件下の材料と比べても、決して遜色のない安
定的な実験成果が得られるようになったという。今後
の実用化に向けて大きな期待が寄せられている。 
 
 
 
 
　結晶粒界の性質を知るために、宮本教授は双結晶
試験片の回転軸と腐食面の関係性について調べている。
双結晶とは、異なる二つの結晶粒からなる結晶体のこと。
二つのモデル結晶を合わせる角度、つまり結晶粒の方
位差（Misorientation）が上がれば、単純に粒界エネ
ルギーが高まり粒界が乱れるわけでなく、「ある角度
において、特定的に耐食性に優れた面が表れます」。

銅を使った実験では、70.5°と108.0°の角度において
粒界エネルギーが端的に低く、粒界の耐食性が著しく
高いことが分かった。これは向かい合う双結晶の3個
のうち1個の原子がマッチング（Σ3）することから説
明できる。「さまざまなアプローチから粒界の性質を
変え、腐食に強い材料を作るという考え方ができつつ
あります」と目を細める。 
　そのほかにも宮本教授は、エレクトロデポジション（電
着法）によるナノ結晶Ni（ニッケル）と軟質なCu（銅）
微粒子、または硬質のSiO2微粒子等とのコンポジット
の研究などを進めている。例えば、材料にかかる応力
集中による亀裂発生を防ぐため、軟質なCuナノ粒子
を練り込んで拡散させ、結晶粒界の応力を緩和しよう
というもの。引っ張り強度や弾性など各種物性が高ま
るなど材質的なメリットだけでなく、ナノ結晶材料の変
形機構に関する知見が得られる。これからの産学連
携の可能性が大きく広がっているようだ。今、粒界制
御や粒界工学という研究分野が注目を集めているが、
まさに宮本教授の取り組みはサイエンスの最先端を
牽引するものだろう。「結晶粒界に埋もれた知的資産
を掘り起こして、社会に有用な成果を発表していきた
いですね」。サブミクロンの世界を解き明かすことで、
世の中が変わるかもしれない…。宮本教授は紛れも
なくイノベーションの担い手の一人なのである。 

 

 

Hiroyuki Miyamoto


