
LIAISONバックナンバーは、HPからダウンロードいただけます。 

東　京リエゾンオフィス｜〒１０８-００２３　東京都港区芝浦3-3-6　キャンパスイノベーションセンターサテライトキャンパス606 Tel：03-5440-9100　Fax：03-5440-9124

今出川リエゾンオフィス｜〒６０２-００２３　京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡町103　同志社大学今出川校地 寒梅館2F Tel：075-251-3147　Fax：075-251-3046

京田辺リエゾンオフィス｜〒６１０-０３９４　京都府京田辺市多々羅都谷1-3　同志社大学京田辺校地 ラウンジ棟1階 Tel：0774-65-6223　Fax：0774-65-6773 
 E-mail：jt-liais@mail.doshisha.ac.jp　URL http://liaison.doshisha.ac.jp

公開特許一覧ホームページアドレス　http://liaison.doshisha.ac.jp/doc/assist/patent.html

2010年1月発行（年4回発行）同志社大学リエゾンオフィスニューズレター　編集／発行　同志社大学リエゾンオフィス 

企業価値評価 企業価値評価 
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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。 
こうした知の情報を広く公開し、新産業創出や地域活性化につなげていきたいと考えています。 
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技術名称 

株主にとっての価値（利益獲得能力）、従業員にとっての価値（賃金支払能力）、債権者にとっての価値（利

子支払能力）、政府にとっての価値（税金支払能力）、社会にとっての価値（社会的貢献能力）を総合的に評

価できる。 

企業価値には、株主にとっての企業価値以外に、経営者、従業員、債権者、政府等にとっての企業価値が存在

する。これらの個別的な企業価値と、その合計額である社会的価値を、企業の安定性、成長性及び継続性

の観点から総合的に評価する方法を提供する。 

財務諸表数値、株価等を利用し、次の手続きで企業価値を評価する。 

①各社の企業力指数＝（収益力指数＋支払能力指数＋活力指数＋持

久力指数＋成長力指数）÷5を算出。 

②同一産業に属する企業につき、直近所定年数の平均値と平均成長

率に基づいて将来の当期純利益を予測し、その割引現在価値（＝株

主価値）と株式時価総額が一致する「平均企業継続期間」「平均割引

率」等を推計する。 

③賃金、支払利息、税金の直近所定年数の平均値、平均成長率、企業

力指数、平均企業継続期間に基づいてそれぞれの将来支給額を予測。

それをリスクフリーレート＋リスクプレミアムによって現在価値に割

り引き、従業員価値、債権者価値、政府価値とする（例示は従業員価

値のリスク調整）。 

④以上の手続きで算定した株主価値、従業員価値、債権者価値、政府

価値を合計して企業の社会的価値とする。 

 

企業評価、投資判断 
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平均リスク調整係数の算出 

従業員企業価値CVEのリスク調整 

エンド 

対象企業及び同一産業分野に 
属する企業群の各年度の 

賃金額成長率の標準偏差の算出 

各年度のリスク調整係数の算出 

同一産業分野に属する企業群の 
賃金額平均値の算出 

同一産業分野に属する企業群の 
平均賃金額成長率の算出 

同一産業分野に属する企業群の各年度 
の賃金額成長率の平均値の算出 
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「求めよ、さらば与えられん。」

言葉でつむぐ新島襄の精神言葉でつむぐ新島襄の精神 
 
「一国を維持するは、決して二三英雄の力に非ず、
実に一国を組織する教育あり、智識あり、品行ある人民の力に拠らざる可からず」

言葉でつむぐ新島襄の精神 
 

特集・インタビュー 

研究者をたずねて 
横山　勝彦　横山　勝彦　スポーツ健康科学部スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科スポーツ健康科学科 教授教授 

■ 村上　征勝　村上　征勝　文化情報学部文化情報学部 文化情報学科文化情報学科 教授／東アジア総合研究センター教授／東アジア総合研究センター センター長センター長 

■ 鄭　　躍軍　鄭　　躍軍　文化情報学部文化情報学部 文化情報学科文化情報学科 教授／東アジア総合研究センター教授／東アジア総合研究センター 副センター長副センター長 

 

横山　勝彦　スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 教授 

■ 村上　征勝　文化情報学部 文化情報学科 教授／東アジア総合研究センター センター長 
■ 鄭　　躍軍　文化情報学部 文化情報学科 教授／東アジア総合研究センター 副センター長 
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東アジア総合研究センター 

東アジアに関するあらゆる 
情報を集積・発信！　 
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東アジアに関するあらゆる 
情報を集積・発信！ 

 

 
 

 

　2009年12月、同志社大学に「東アジア総合研究センター」が設置されました。 
　歴史を振り返れば、日本や中国、韓国、台湾など東アジアの国･地域は互いに
さまざまな影響を及ぼしてきましたが、それぞれの価値観やものの考え方、いわゆ
る文化の違いに焦点を当てた研究はほとんどなされてきませんでした。 
　「東アジア総合研究センター」では、東アジアの大学や研究機関と連携する
ことで、文化や経済、環境など多角的な情報を集積・蓄積し、そのデータ
ベースを積極的に活用しながら、東アジアについての相互理解を深め、
地域共同体としての意識を高めていこうと考えています。 
　今回の特集では、「東アジア総合研究センター」が東アジア研究に
おいてどのような役割を果たすのか、またこれまで文化情報学部の中で
培われてきた研究成果やノウハウをどのように生かしていくのか、センター
長と副センター長にお話を聞きました。 

村上◆私は「心を計量する」という視点で、数十年前か

ら国民性についての比較調査に参加し、日本人のものの

考え方がどのように変容してきたのかを調べてきました。

しかし、これまでの調査は欧米との比較が中心で、中国や

韓国、台湾など東アジアを対象とした研究はあまり進ん

でこなかったのが実情です。グローバル社会を迎えた今、

海外との経済・文化交流が盛んになっていますが、もの

の考え方や価値観の違いが摩擦を生み出すことも少なく

ありません。特に、東アジアの人々は日本人と顔が似てい

るので、つい自分たちと同じ考え方をしていると思ってし

まう。センターでは、東アジアの大学・研究機関などと連携し、

日本と東アジアの人々が持っている価値観、文化の違い

を調査・データベース化することで、東アジア研究のハブ（拠

点）機能を担っていきたいと考えています。特に、鄭先生

は東アジアの国民性調査などを幅広く手がけてこられた

ので、その研究成果をもとにしながら相互理解を深めるこ

とができると期待しているんですよ。 

鄭◆ヨーロッパでは数十年の年月をかけて欧州連合 

（EU）が、また北米では北米自由貿易協定（NAFTA）と

いう地域統合が実現しました。しかし、東アジアは経済の

発展は欧米に比肩できますが、一つの地域体としての意

識が醸成されていません。もう一度、東アジアとは何なの

かを根本的に問い直す必要があるのではないでしょうか。

私はセンターで、東アジアの「文化の変容」をキーワードと

した研究に取り組みたいと考えています。例えば、日本は

明治維新後、欧米からたくさんの文化を取り入れましたが、

―日本は漢字文化、儒教思想を持った国だ―という先入

観をずっと捨てない限り、日本文化の本質を理解できな

いでしょう。同じことは中国や韓国でも起こりうるでしょう。

同志社大学文化情報学部ではデータを活用して社会現象、

文化現象を探るという研究手法を大切にしています。こ

れまで培ってきた知的資産・ノウハウを生かして新たな情

報発信ができるのではないでしょうか。 

鄭◆村上センター長がおっしゃったように、さまざまな調査

データを集積した「東アジア情報アーカイブ」を構築して、

一連の研究成果を社会に積極的に公開していきたいで

すね。先ほども述べましたが、数年前から中国の企業が日

本の市場にどんどん進出するようになりました。今までは、

日本人が外国の文化を理解しようという意識が強かった

のですが、外国の人たちにももっと日本の文化や価値観を

理解してもらうことが必要でしょう。また、企業や民間機関

と共同で、当センター研究員の専門分野にかかわる特別

プロジェクトなどにも取り組んでいきます。今年3月20日～21

日には京田辺キャンパスで「東アジア総合研究センター設

立記念国際研究集会」を開催する予定です。同志社大

学と連携している東アジアの研究者を招いて、シンポジウ

ムや交流会を行いますので、ぜひ多くの企業、市民、行

政の皆様のご参加をお待ちしています。 

村上◆「東アジア総合研究センター」という名が示すように、

ある意味、東アジアに関する問題ならどんな研究でも挑

戦したいと思っています。例えば、私は源氏物語で用い

られる言葉の解析に取り組んできましたが、中国でも清

朝に書かれた「紅楼夢」と呼ばれる源氏物語に似た小

説があります。日本と中国の古典文学の比較を通して、

ものの考え方や価値観の違いを知ることができれば面

白いですね。どのような分野でもいいので、「こんな研究

をしてみたい！」という教員・研究者がおられたら、ぜひセ

ンターの活動に参加してほしいと思います。東アジアに

ついての研究はスタートしたばかり。過去何十年という

時間をかけて、東アジアの人たちとの信頼関係を築き上げ、

ようやく研究環境が整いました。もちろん、短期間で容易

に成果が生まれるものではありません。継続的な調査や

データ集積のプロセスを通して、社会に役立つ成果を提

供していきたいと思います。 

総合情報 
アーカイブの構築 

東アジア研究の 
方法論の開発 

東アジア研究の4本柱 
 

良きリーダーの資質 
（2001～2004年に実施した東アジア価値観比較調査により作成） 

東アジア主要都市における交流を深めるべき国際分野に対する考え方 
（2005～2006年に実施した環境意識調査により作成） 

産官学による 
共同研究の 
推進 

学術研究 
ネットワークの 

形成 

「東アジア総合研究センター」ならではのユニークな研究に注目が集まっています。 

今後、「東アジア総合研究センター」が果たす社会的役割に期待が寄せられています。 

袁　衛 

鄭◆これは各国の特有な企業文化にかかわる問題だと

言えます。例えば、日本企業の場合、社員を一人前になる

まで育てて、将来は会社を支える存在になってほしいと考

えます。しかし、中国ではせっかく育てた若

者が入社数年後に転職するのは当たり前

のことです。これは考え方の違いによるも

のです。もう一つの例を挙げましょう。日本

では、組織のリーダーというのはどちらかと

言えば、まとめ役としての能力が求められます。

しかし、中国では、自分よりも技術的・能力

的に優れていることがリーダーの条件とし

て重視されるのです。自分を認めてくれる

会社があれば、転職するのは当たり前。そ

れほど罪悪感はありません。私自身、東ア

ジアの人たちが持っている人生観や世界観、

価値観について、「それぞれの共通点は

何か？」「問題点は何か？」という研究を十

年以上にわたって続けてきました。センター

では、こうした社会文化、組織文化の違いを“データサイ

エンス”の立場で浮き彫りにしながら、グローバルな経済

活動を進めるための支援ができればと思っています。 

村上◆日本人のものの考え方の一つに、“義理・人情”

というものがありますね。アメリカ人にいくつかの質問を

ぶつけてみると、ある問いかけには義理・人情的な答え

を選択するし、別の問いにはそれとは正反対の答えを選ぶ。

どうやら、欧米人の考え方には、人間を信頼するかしない

かという軸がありそうだということが分かってきました。し

かし、これが東アジアの例になってくると、調査データがな

いのでまったく予想できません。例えば、日本人は仕事

以外のプライベートでも部下の面倒をみたりします。会社

が忙しいとき、上司から「残業してくれ」と頼まれれば、部

下は「普段、お世話になっているから…」と無理を聞くこ

とも多いでしょう。しかし、東アジアの人が同じようにしてく

れるとは限りません。「仕事とプライベートは別」と残業を

断ることがあるかもしれない。今、東アジアに進出する日

本企業が増えていますが、こうした考え方の違い、文化

の違いを理解していれば、不要なトラブルを避けることも

可能になるでしょう。 

 

村上◆センターの最大の特徴は、東アジアの大学や研究

機関と一緒になって現地調査を行うということでしょう。

現在、中国の北京大学や中国人民大学、香港の香港城

市大学、韓国の慶煕大学、台湾の輔仁大学や中興大学

などとの共同研究を継続しています。私たちの研究で最

も重要になるのは、いかに信頼できるデータを集めるかと

いうことです。考え方の比較調査なので、日本人にしたの

と同じ質問を東アジアの人たちにも行わなければなりません。

例えば、義理・人情という言葉をどのように翻訳するのか…。

データの精度を高めるために、私たちは行う調査におい

て“face-to-face”というような聞き取り方法にこだわって

おり、あらゆる努力を行っています。東アジアの文化、社会、

経済、環境などさまざまな調査データや情報を集積するこ

とによって、同志社大学が東アジア研究のリーダーシップ

を発揮できればと思っています。 

鄭◆文化、社会、経済はいずれも重要な課題ですが、私は、

環境に対する国家間の認識の違いの比較分析に力を

入れたいと考えています。日本のような豊かな国では人々

がより質の高い生活を求めるのは当然です。しかし、途

上国にしてみれば、経済の発展、収入の安定が第一で、

環境問題は後回しということになります。では、環境につ

いてお互いが協力できる可能性はどこにあるのでしょうか。

例えば、中国の現状を見ると、5年ほど前から環境に対す

る関心が市民レベルで徐々に高くなっていて、「先進国

が犯してきた過ちを同じように繰り返していいのか？」とい

う議論が活発に行われるようになっています。センターでは、

東アジアの人たちがどのような環境意識を持っているか

を調査することで、市民や企業、行政それぞれが果たす

べき役割を明らかにし、地球環境に貢献する手法を示し

ていきたいと思っています。また、環境と経済、この二つ

の要素をいかに両立させるかが課題となるでしょうね。 

　同志社大学「東アジア総合研究セ

ンター」の発足に心より祝意を表します。

　今日の東アジアは経済規模が世界

の約五分の一に近づいており、今後

ますます世界の政治、経済、社会、文

化および環境などのあらゆる分野に

重要な役割を果たすことには疑う余

地はありません。東アジア総合研究セ

ンターは「現地調査」および「データ

サイエンス」という強力な手法により同地域の文化、社会、経済、

環境などの問題について調査・分析することをめざしています。

このような新しい挑戦は社会の各界に科学的情報の提供や

学術ネットワークの形成だけでなく、東アジアにおける国際交

流の促進にも積極的な役割を果たすことが大いに期待でき

ます。 

　わが大学に設置されている中国調査・データセンター長と

しては、貴研究センターとの協力関係をより一層強化し、“東

アジア総合社会調査プログラム”などの大型実証研究プロ

ジェクトに参画し、東アジア各国の繁栄と発展に貢献するこ

とを願っています。 

　統計数理研究所では「データの科学」

を、各種の社会調査の企画からデータ

解析までの一連の過程において具現

化することに努めてきた。これは、林

知己夫や水野坦をはじめとする先人

が戦後の早い時期から、現実から遊

離した数理統計学に反発し、時に｢統

計数理｣と呼び、また時には｢行動計

量学｣、「多次元データ解析」、「調査

の科学」と称した、現実を重視する統計哲学の発展を志向し

ている。近年では、文化の「連鎖的比較方法論」や「文化多

様体解析」など、異文化間の相互理解を通した平和の創造と

発展という大義を掲げ、人々の意識の国際比較調査を展開し

ている。最近のアジア情勢の変化から、「東アジア共同体」が

現実的なものとして唱えられているが、我々の研究は「東アジ

ア多様体」の解析へと向けられている。 

　新設された同志社大学「東アジア総合研究センター」は、村

上センター長を含め、この流れを汲む優れたスタッフと国内外

の人材の協調ネットワークを構成することで、急変する東アジ

アの歴史、政治・経済、環境問題など幅広い意味での社会、

文化の情勢を掴み、世界の平和と繁栄をめざす政策立案の

基礎情報を提供することが期待されている。 
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　2009年12月、同志社大学に「東アジア総合研究センター」が設置されました。 
　歴史を振り返れば、日本や中国、韓国、台湾など東アジアの国･地域は互いに
さまざまな影響を及ぼしてきましたが、それぞれの価値観やものの考え方、いわゆ
る文化の違いに焦点を当てた研究はほとんどなされてきませんでした。 
　「東アジア総合研究センター」では、東アジアの大学や研究機関と連携する
ことで、文化や経済、環境など多角的な情報を集積・蓄積し、そのデータ
ベースを積極的に活用しながら、東アジアについての相互理解を深め、
地域共同体としての意識を高めていこうと考えています。 
　今回の特集では、「東アジア総合研究センター」が東アジア研究に
おいてどのような役割を果たすのか、またこれまで文化情報学部の中で
培われてきた研究成果やノウハウをどのように生かしていくのか、センター
長と副センター長にお話を聞きました。 
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ら国民性についての比較調査に参加し、日本人のものの

考え方がどのように変容してきたのかを調べてきました。
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「東アジア総合研究センター」ならではのユニークな研究に注目が集まっています。 

今後、「東アジア総合研究センター」が果たす社会的役割に期待が寄せられています。 
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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　 

 

　本オフィス開設の2002年から毎年開催しているリエゾンフェア。7回

目を迎えた今回は、平成21年度文部科学省「産学官連携戦略展開事業（戦

略展開プログラム）」の委託事業として実施されました。社会起業家創

出に産学連携が果たす意義について議論を深めるため「文系産学連携

を通じた社会起業家創出の意義～スポーツを視点に～」をテーマに行われ、

関連企業・団体・学生など100名を越える参加者が熱心に聴講しました。 

　片山傳生副学長（生命医科学部教授）の挨拶、横山勝彦教授（スポーツ

健康科学部）の主旨説明に続いて、今里滋教授（総合政策科学研究科）、

平尾誠二氏（神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャー兼総監督）より

基調講演がありました。今里教授は「社会起業の持つ意義～文系産学連

携を中心に～」をテーマに、社会起業を「ビジネス的手法で社会的価値

を創出すること」と定義し、その活動の根底にある良心は本学の建学理

念に合致すると解説。文系学生は「公共問題や制度矛盾に敏感で社会起

業志向が強い」と分析し、自身やゼミ生の取り組みなどを紹介しました。

平尾氏は「社会起業家創出のヒント～スポーツNPO法人SCIXを中心に～」

をテーマに、経験と視覚などを駆使した判断能力がスポーツ以外の分野

でも大切で「やりたくないことは疲弊するだけで続かない」と自然体の

重要性を強調しました。 

　後半は「キーノートレクチャー『思いを形に…』」と題して、東富彦氏（日

本電気株式会社CSR推進部社会貢献室室長）、木村修氏（農事組合法人

伊賀の里モクモク手づくりファーム代表社長理事）、佐合達矢氏（京都府

商工労働観光部理事）が社会起業のありように関してそれぞれの取り組

みを紹介。最後に横山・今里両教授を交えたクロストークで、産業界・大学・

行政・地域間の連携の必要性について意見を交換し、「産官学の連携を

通じて社会起業家創出に取り組むことが有益である」と締めくくりました。 

　講演終了後は場所を移し、講師と参加者を交えた懇親会を開催。和や

かな雰囲気の中、相

互交流が図られ、参

加者からは「社会起

業の意義を理解で

きた」「多くの実例

が大変参考になった」

など高い評価をい

ただきました。 「京都産学公連携フォーラム2009」を開催 
 

　今年で8回目を数える本フォーラムは、本年度も「京都発。新産業・新技術の創出を目指して」をメインテーマに、京

都府、京都市、地元理工・医系7大学と京都商工会議所による“オール京都体制”で開催されました。 

　本学からは、土屋活美教授（理工学部）が、「アルコールの濃縮分離・回収に向けた超音波霧化プロセスの開発」を発表。

環境負荷の低減と省エネルギーを実現する新たな分離方法の創出に向けて「超音波霧化分離」

を提案し、回収プロセスを含めた連続型超音波霧化装置の開発をめざすとしました。また、後藤

琢也准教授（理工学部）が「乾式電解プロセスによる機能性薄膜形成とその環境・エネルギー

分野への応用」を発表。乾式電解プロセスでは、往来の水溶液や有機溶媒を用いた電解では、

形成が不可能であった元素の成膜が可能になること、またその応用についても報告しました。 

　懇親会では、発表者と参加者がパネルを囲んで身近に交流し、研究シーズに対する質問や実

用化への可能性などの意見交換が活発に行われました。 

 

 

　第6回目を迎えた本フォーラムは、「今後の連携・国際戦略展開～10私大の総合力～」をテーマに開催

されました。 

　古川亨教授（慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科）による「日本の大学における国際産学連携

のあり方」についての基調講演の後、「私大が切りひらく産学連携」をテーマに、パネルディスカッションを

行いました。本学からは、辻内伸好教授（理工学部）が本学における産学連携活動を紹介し、他大学から選出されたパネリストとともに、「今後も10私大

の総合力を発揮しグローバルな視点に立った産学連携を推進していきたい」と締めくくりました。 

 

　「関西の元気、日本の元気」をテーマに、関西有数の技術力を誇る89の企業をはじめ、最先端の技術・

知見を誇る11の大学・研究機関やベンチャー企業などが、高度な技術、独自性にあふれた製品・サービ

スを披露しました。本学からは、「エレクトロニクス」のテーマで、D-egg入居企業「ノベリオンシステムズ」

と連携して開発した化合物半導体製造装置および、核融合実験炉等で用いる耐熱材料の作成技術を紹

介しました。 

インプラント手術の手技向上をめざす 

株式会社エーモデル 
入居者 
紹　介 

代表取締役 後藤　秀明 

所在地：〒６１０-０３６１ 京田辺市河原受田４０-１７ 
ＴＥＬ ： ０７７４-６３-８６０８　ＦＡＸ ： ０７７４-３９-４８７８ 
E-mail ： h-goto@a-model.net 
 

　当社は歯科医師ならびに当該学生および看護士、歯科衛生士など

の実技教育用の教材として生体を真似た模型の開発をしています。 

　生体模型はトレーニングに使用され、皮膚や粘膜を切開したときの

感触、縫合したときの伸びる感じ、歯などを削ったときの感覚など、よ

り人間に近い感触が求められます。現在当社では、主に歯科の領域で

の模型の製造開発を行っております。特に近年、歯科領域でのインプ

ラントによる治療が急速に普及しています。 

　今後は、今以上に生体に近い素材の開発を進めたいと思っております。 

　生まれも育ちも東京のため、長く「ひ」と

「し」の区分けに苦労しました。大学（商学部）

では管理会計を専攻しましたが、今見ると

恥ずかしい限りです。就職してからはずっ

と関西暮らしで、企業に34年間おりました。

化学メーカーの繊維部門です。もっとも、

入社したときは繊維中心の会社でした。

20年間営業部門（輸出のみ）におり、国ごとに合わせた新商品

開発および新規市場開拓に注力。世界の繊維の栄枯盛衰を肌で

味わいました。ちなみに外国語はまったく駄目です。6年間シス

テム部門（ERP導入）、8年間管理部門（2年間財団に出向し、イ

ンキュベーション・マネージャーの資格取得）このときすっかり

ベンチャーの世界に魅了され、今般転職しました。 

　ベンチャーの世界は非常に厳しいものですが、胸躍る緊張感が

あります。厳しい世界に果敢に挑戦する起業家に対し、限りなく尊

敬しております。起業家の皆様に少しでもご支援したいとの思い

で一杯です。 

　ぜひとも、同志社大学および先生方の保有する知的財産が結実

するように頑張ります。 

曽 我    篤 

 

  龍谷大学&同志社大学 ジョイントセミナー 

日時 ■ 2010年2月15日（月） 
14:00 ～ 18:00 

場所 ■ クリエイション・コア東大阪（東大阪市） 

  平成21年度 戦略展開プログラム中間発表会 
兼コーディネーター会議 

日時 ■ 2010年2月22日（月） 
14:00 ～ 16:30 

場所 ■ 同志社大学今出川校地 寒梅館 
（京都市） 

  BusinessLink商売繁盛 in INTEX OSAKA  

日時 ■ 2010年2月19日（金） 
9:30 ～ 17:10 

場所 ■ インテックス大阪（大阪市） 

  ビジネスフェアin京たなべ2010 

日時 ■ 2010年2月25日（木） 
10:00 ～ 16:00 

場所 ■ 同志社大学京田辺校地 ローム記念館（京田辺市） 

  ビジネスアトリエ 

日時 ■ 2010年2月18日（木）、3月10日（水） 
19：00 ～ 21：00 

場所 ■ 京町家さいりん館（京都市） 
 

イ ベ ン ト の ご 案 内 

【日時】2009年11月5日（木）　【場所】京都工業会館（京都市） 

 

「2009年度 同志社大学リエゾンフェア」を開催 
【日時】2009年10月30日（金）　【場所】キャンパスプラザ京都（京都市） 

 

「第6回 関東・関西10私大産学連携フォーラム」を開催 
【日時】2009年12月1日（火）　【場所】慶應義塾大学三田キャンパス（東京都港区） 

【主催】関東（慶應義塾大学、中央大学、東京電機大学、日本大学、明治大学、早稲田大学） 

関西（関西大学、関西学院大学、立命館大学、同志社大学） 

 

「第10回〈池田銀行〉TOYROビジネスマッチングフェア2009」に出展 
【日時】2009年10月15日（木）、16日（金）　【場所】マイドームおおさか（大阪市） 

 

D-egg インキュベーション・マネージャー 

着 任 紹 介着 任 紹 介 着 任 紹 介 
あつし そ が 

私の目標　短期） 入居企業の支援および入居率の向上 

　　　　　中期） 地域復興 

　　　　　長期） 大学ブランド価値の更なる向上 

 



スポーツが持つ魅力を 
ソーシャルキャピタルの 
視点で追求 
横山　勝彦（よこやま　かつひこ）　 

 

 

 

　今、私たちの暮らしは便利で豊かになった反面、そ

こにはさまざまな矛盾や問題も起こっている。「世の

中の逼塞感を打破するヒントはスポーツにある！」と

話すのは横山勝彦教授。スポーツがソーシャルキャ

ピタル（社会関係資本）を構築するための新たな“ハ

ブ”になると考えている。ソーシャルキャピタルには、

ハードパワーとソフトパワーの2つの要素があるという。

ハードパワーとは、近代国家の基盤となる経済力や軍

事力のこと。それに対して、ソフトパワーは、互酬性や

モラル（社会規範）、ネットワークなど、いわゆる“情”

の部分を指す。ソーシャルキャピタル論では、このソフ

ト部分を磨くことで地域社会を活性化できると説く。

最近では、ハードパワーとソフトパワーを融合させたス

マートパワーという概念も注目されている。 

　かつて、わが国の高度成長を支えていたのは、終身

雇用や年功序列など日本型の雇用システムだった。

そこには和を尊ぶ精神や相互のコミュニケーション

機能が醸成されていた。これらは私たちが言葉に出

さなくても、お互いに阿吽の呼吸（暗黙知）で伝わって

いたものだ。「スポーツに置き換えると、チーム・ビル

ディングの発想です」。例えば、アメリカではスポーツ

の第一線で活躍した人材が、企業組織の中でも重要

なポジションを占めていることが多い。チームを引っ

張っていくためには、協

調性やカリスマ性をバ

ランスよく備えた「リー

ダーパワー」が要求さ

れる。横山教授は「ス

ポーツでの経験がリー

ダーとしての素質を養

うことにつながる」と話す。 

 

 

 

　最近は、本来、阿吽の呼吸で伝わっていたものが、

だんだんと伝わらなくなってきた。「日本型の意思伝

達システムが崩壊しつつある今、重要となるのはライ

フスキル教育」と横山教授。例えば、日本のスポーツ

界というのは、同じ時間の中で同じ価値観を持った固

い結束を求めるソーシャルキャピタルを形成してきた。「ス

ポーツマンシップ」というが、スポーツマンの反社会的

な行動が問題になることも少なくない。しかし、アメリ

カでは一流のフットボール選手が、練習後に福祉施設

を慰問したり、地元の小中学生に英語を教えていると

いう。また、ミーティングに少しでも遅れれば、試合に

出られないなどペナルティを課されることもある。「ア

メリカではスポーツ選手が国のロールモデル（お手本）

になっている」。つまり、生きるために必要なスキル、

―例えば、ネゴシエーション（対話・交渉力）やプレゼ

ンテーション（表現力）、時間や資金のマネジメントな

ど―をきちんとプログラム化し、スポーツを通して学

びましょうというのが、横山教授がめざすライフスキル

教育の本質といえるだろう。 

　「目に見えない暗黙知（ソフトパワー）を目に見え

る形式知（ハードパワー）に変換し、相手にしっかりと

伝え、その上で、互いに暗黙知として内面化していく

仕組みを作ることが大切」。横山教授はある社会実

験の中で、10代から70代までの年齢の離れた人を

集めてバスケットボールを行ってもらった。最初、プ

レーヤーは何を話していいか分からなかったが、お互

いにインタビューを行い、戦略について意見を交換

するうち、次第にコミュニケーションの輪が広がって

いったという。グローバル社会を迎えた今、価値観の

違う人、文化、社会とどのように

向き合うかが問われている。こ

れからは一つの価値観にこだ

わるのではなく、“ミックスカク

テル型”の多様なインターカル

チャーを受け入れる必要がある

だろう。「スポーツに国境など

ありません。目に見ない暗黙知

はスポーツをすることで自然に

伝わっていくはず」と横山教授

は目を細める。 

 

 

  

　国連が提唱するグローバル・コンパクト（企業が守

るべき国際的規範）の要件の一つに、スポーツ貢献も

含まれているという。今、企業のCSR（社会的責任）

が社会的に注目されている中、「スポーツが文化装置

として新たなコンテンツになり得る」と横山教授。例

えば、阪神・淡路大震災が起こったとき、地元企業のラ

グビー部が中心となって子ども向けのラグビー教室

を開催するなど話題を呼んだ。また、アメリカでは「ア

スレチック・デパートメント」という組織が作られ、アト

ランタオリンピックのときには企業や大学が所有する

施設がアスリートたちに開放されたという。スポーツと

地域が連携して成功した社会貢献の代表事例といえる。

「企業のスポーツ文化支援に対するスキームの変革

が求められます」。スポーツを公共の財産ととらえ、従

来の業種・業態や利害関係の枠を超えて幅広くサポー

トしていく必要があるだろう。 

　横山教授は、スポーツがこれまで培ってきたノウハウ、

エッセンスを生かして、新たなソーシャルベンチャーの

仕組みを作ろうと考えている。今、社会の課題を事業

によって解決するというソーシャルアントレプレナー（社

会起業家）が注目を集めているが、「例えば、シンポジ

ウムやセミナー、スポーツ教室の開催、あるいはスポー

ツファンドなどを立ち上げ、持続可能性の高いロハス

的な発想で社会の中に倫理観・道徳観を広めていきたい」

と意気込む。 

　スポーツの語源はラテン語の「デポルターレ」。こ

れは「不安を取り除く」という意味だという。横山教授

のスポーツ政策研究が、近代社会に横たわる諸問題を

解決する「デポルターレ」になっていくに違いない。 

出典 ： 野中郁次郎ほか「知識創造企業」東洋経済新報社（1996） 

スポーツを通して 
リーダーの資質を醸成する 

ライフスキル教育の実践で 
目に見えない暗黙知を伝える 

文化装置のコンテンツとしての 
新たなCSRの扉を開く 
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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 

専門分野は、
スポーツ政策

論など。スポ
ーツ文化を通

したライフス
キル教育やソ

ーシャルキャ
ピタルの形成

について研
究を行ってい

る。ラグビー
選手や野球

選

手などトップ
アスリートと

の親交も深い
。弁舌爽やか

で思わず聞
き入ってしま

うほどの「コ
ミュニケーシ

ョ

ン力」が持ち
味。趣味は、

みんなでわい
わいとお酒を

飲むこと。「
いつでも、誰

でも、どこで
でも！」という

の

が信条。楽し
い会話の場

で、新しいア
イデアを得る

こ

とも多いとか
。 

Professor's 
Profile

Katsuhiko Yokoyama

暗黙知 

 

暗黙知 

 

形式知 

①共同化 

 Socialization 

 

②表出化 

 Externalization

④内面化 

 Internalization 

 

③連結化 
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社会資本と経済の関係を 
“芸術”の視点から解きほぐす 

八木　匡（やぎ　ただし） 
 同志社大学 経済学部 経済学科 教授 

純粋邦楽と融合邦楽に対する支払い意志額（ドイツ） 純粋邦楽と融合邦楽に対する支払い意志額（米国） 

 

 

研究分野は、公共投資理論、人的資本論、所得分配論など多方

面に及ぶ。アート性を取り入れた企業戦略の提唱など、ユニーク

な視点から日本の国際競争力を高めるための研究を行っている。

「趣味はやっぱりアートの研究」。特に、ジョン・レノンのファンで、

「彼が作った歌詞には、聞く人の心を震わせるインパクトがある！」

と目を輝かせる。 
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人間同士の心の絆が 
幸福感の認識につながる 
人間同士の心の絆が 
幸福感の認識につながる 

 
 
 
　商品を購入するとき、私たちは何を基準に選んでい
るのだろうか？ かつては、機能性や価格が重要なファ
クターだったが、今ではどんな商品も最低限の機能が
備わっており、しかも中国などで安くて品質の良いも
のがどんどん作られるようになった。「これからは、感
性に訴える商品が競争力を持つようになる」と話すの
は八木匡教授。感性はアート性と結びつくのだという。
例えば、Apple社のiPodは、これまでのMP3プレーヤ
とはまったく異なるデザイン、カラーで爆発的な人気を
得た。「革新的なアート性を持った商品が、消費者に感
動や喜び、満足感を与え、機能性や価格とは違った魅
力を生み出している」と強調する。 
　今後、日本の国際競争力を高めていくために、コン
テンツ産業とのコラボレーションが重要になってくる
という。韓国では映画産業を盛んにするための国家
戦略が進められ、その結果、韓流ブームが巻き起こった。
日本人の韓国文化に対する関心を高めるとともに、“メ
イド・イン・韓国”の親近性を深めることにも役立った。
コンテンツ産業が経済的な影響力を高めた事例とい
えるだろう。1990年代の終わりごろから、アニメやマ

ンガに代表される日本のコンテンツ産業は、世界各国
で大きな影響力を持つようになった。「コンテンツ産
業と既存の産業が融合することで、感性に訴えるよう
な商品やサービスを発信できるのでは」と話す。 
 
 
 
　八木教授は科学研究費等のプロジェクトの中で、
どうすれば日本文化を海外に浸透させられるのか、
実証的な研究を行っている。今から数年前、京都の
邦楽グループとカナダのジャズピアニストの協力を
得て、ミシガン（アメリカ）とフランクフルト（ドイツ）で
仮想市場評価法（CVM）によるフィールド調査を実
施した。コンサートは二部構成で、前半は尺八や箏
などを用いた純粋な邦楽を、後半ではジャズピアニ
ストを交えてフュージョン風にアレンジした和洋融合
邦楽を演奏。コンサート終了後、来場者に対して「もし、
純粋邦楽と和洋融合邦楽のCDを買うとしたら、それ
ぞれにいくら支払いますか？」というアンケート調査
を行い、支払い意思額の推計を行った。その結果、ア
メリカでは純粋邦楽を積極的に理解しようとする傾
向が強かったが、ドイツでは相対的に日本の伝統文
化を容易には受け入れない傾向が見られたという。 

　「アメリカは移民国家で、多文化共生の社会である
が故に、異なった文化を理解しようとする意志がある。 
一方、ドイツは自国の伝統文化に対する強い誇りが、異
文化受容力を低めているのでは…」と八木教授は分
析する。この文化浸透度調査でも分かるように、日本
文化をそのまま紹介するのではなく、国によってはユ
ニバーサルな価値を持つ文化と融合させたほうが有
効な場合もある。日本の商品を海外に広めていくとき、
それぞれの国の文化受容性の違いに留意する必要が
あるだろう。「日本的な要素を差別化の強みとしなが
らも、いかにその国にローカライズされた戦略を考え
るか。今後のグローバル・マーケットを生き抜く鍵となる」
と指摘する。 
 
 
 
　八木教授は、2008年12月に設立された「同志社大
学ライフリスク研究センター」のメンバーの一員として、
幸福感の調査・分析に取り組んでいる。「国民が感じ
ている幸福度とGDP（国内総生産）との関係を見ると、
これらは必ずしも比例関係にない」ことがこれまでの
既存研究で指摘されている（イースタリン逆説）。八木
教授は社会科学の分野で注目されつつある“ソーシャ
ルキャピタル”というキーワードを使って、この逆説を
解き明かそうと考えている。 
　例えば、1970年代の日本は“一億総中流社会”とい
われた。しかし、当時の国民の平均所得が総中流社会
という言葉に象徴されるほど豊かであったかといえば、
必ずしもそうではない。「70年代の日本は、一つのコ
ミュニティの中でいろんなタイプの人たちが自負心を
持って、それぞれの役割を果たしてきた」。近所の子
どもたちに読み書きを教えるおじさん、味噌や醤油を

貸してくれるおばさん、遅くまで子どもの面倒を見て
くれる隣のお母さん…。そこには勝ち組・負け組みの
区別などなく、人間同士の心のつながり、相互扶助の
精神があった。「彼らに幸せかと聞けば、きっと“Yes”
と答えたでしょう」。こうしたソーシャルキャピタルの
機能をもう一度きちんと見直すことで、私たちの幸福
感を高めることができると訴える。 
 
 
 
　地域コミュニティの復活に向けた具体的な取り組み
も進められている。八木教授がゼミ生らに呼びかけた
ところ、多くの学生がこの問題に関心を持ち、どうすれ
ばソーシャルキャピタル機能を向上できるか議論を始
めた。当プロジェクトには、イオンモールも参画。「社
会連携の一つのモデルにしたい」と意気込む。今年1
月21日には学生たちによるプレゼンテーションが行われ、
若者らしい斬新なアイデアが披露された。 
　また、昨年11月には「同志社大学技術・企業・国際競
争力研究センター（ITEC）」と共同で、第2回マルチレ
イヤーフォーラムを開催。これは「大学が社会の共通
プラットフォームとしての機能を果たすべき」というコ
ンセプトで開かれたもので、産・官・学それぞれの立場
の有識者が参加し、「技術マネジメントを企業競争力
に生かすにはどうすればいいか？」「ワーク・ライフ・バ
ランスが企業競争力に及ぼす影響はどのようなものか？」
など、多面的な角度からディスカッションが行われた。「グ
ローバリズムが進展する中、社会科学の研究成果を発
信することで、企業競争力の向上や地域におけるライ
フリスクの軽減に役立てたい」。八木教授は夢を膨ら
ませる。 
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