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照明システム 照明システム 

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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【発明の名称】　照明システム 【出 願 日】　平成19年 3月30日 

【出 願 番 号】　特願2007－90897 【公 開 日】　平成20年10月16日 

【公 開 番 号】　特開2008－251337 【発 明 者】　三木光範 

【出 願 人】　学校法人同志社  

展示場、図書館、会議場、事務室、作業場等広い空間室の照明 

目　　的 

効　　果 

技術分野 発明管理番号 

技術概要 

適用分野 

特許出願 

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

照明制御 

任意の場所を任意の色光で照明し得る照明システムを提供する。 

知発1276

 

技術名称 

任意の場所を環境に適合した照明状態、作業に適した照明状態、好みの照明にすることができるので、そ

れぞれの場所の照明効果向上、作業者の作業効率の向上、利用者の精神状態の安定化等を図ることができる。 

赤青緑の3色の蛍光灯11を1組とした複数組の照明装置3と各蛍光灯の発光光度を制御する照明制御装

置4と、照度及び色度を測定し得ると共に目標照度・目標色度を設定し得る移動式色彩照度センサ5と、各

照明制御装置と色彩照度センサとの間でデータの受け渡しを行うネットワーク回線6から構成される。 

移動式色彩照度センサ5から現在照度・現在色度と目標照度・目標色度とを照明制御装置4に送信し、各蛍

光灯の発光を、目標に対する照度差及び色度差を考慮した評価式（1）を用いて、自律的に目標照度・目標

色度に制御する。 
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社会の期待社会の期待を背負背負って誕生誕生！ 
 

雨谷　昭弘雨谷　昭弘    理工学部理工学部 電気工学科電気工学科 教授教授 

研究者をたずねて研究者をたずねて 

関谷　直人関谷　直人    神学部神学部 神学科神学科 教授教授 

雨谷　昭弘  理工学部 電気工学科 教授 
関谷　直人  神学部 神学科 教授 
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「男児志を決して千里を馳す」

言葉でつむぐ新島襄の精神言葉でつむぐ新島襄の精神 
 
「男児志を決して千里を馳す」

言葉でつむぐ新島襄の精神 
 

特集・対談 

同志社大学同志社大学 心理学部か心理学部から 
新たな新たな研究成果研究成果を発信発信 
■ 内山　伊知郎内山　伊知郎　心理学部心理学科教授／心理学部長心理学部心理学科教授／心理学部長 

■ 小山　雅子小山　雅子 
 

京都府警察本部生活安全部京都府警察本部生活安全部 生活安全対策課生活安全対策課 
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社会の期待を背負って誕生！ 

 同志社大学 心理学部から 
新たな研究成果を発信 
 ～人間の“こころ”の働きを科学する～ 
 同志社大学心理学部心理学科教授 
心理学部長 
 

　2009年4月、同志社大学心理学部が京田辺キャンパ

スに誕生しました。これは従来の文学部心理学科を発

展的に改組充実させたものです。これまで培ってきた基

礎心理学の研究成果を土台にしながら、さらに脳・神経

科学や臨床心理学、社会心理学や発達心理学など、幅

広い視点から人間を総合的に科学する“ヒューマン・サ

イエンス”の確立をめざしています。 

　また、生命医科学部やスポーツ健康科学部、文化情

報学部などとの学内連携、あるいは企業や地域社会、

行政機関との積極的なコラボレーションによって、世の

中から求められる研究成果の発信、社会貢献を進めて

いこうと考えています。 

　今回は、同志社大学心理学部長の内山伊知郎教授と、

同志社大学で心理学を学び、卒業後は京都府警の第

一線で活躍されている小山雅子さんとの対談を通して、

心理学部が取り組もうとする研究内容や産学官連携の

方向性などを紹介します。 

　学生たちの「創造力」「コミュニケーション力」「実行力」を養い、社会の幅広い分野で活躍できる人材を育てる

ために、同志社大学が開発導入している実践型の授業です。地域や企業、福祉・医療機関などと連携しながら、社

会に横たわるさまざまな問題について心理学的にアプローチ可能な課題を設定し、学術的発見や新たな製品開発、

サービス・プログラムの提案などにつなげます。 

 

●科学技術の安全・安心とリスク認知の研究 
●3次元WEB空間設計・活用 
●創造的思考を促進する人的・環境条件の研究 
 

●感情ロボットを活用した創造力育成講座設計 
●感情対応型快適生活空間の設計 
●感情制御の観点による京都観光・環境資源マップの作成 
 

●医療機関連携育児支援プログラムの開発と実践 
●生け花による感情活性・ストレス対処プログラムの開発 
●親子のコミュニケーションを活性する絵本や玩具の開発 

産業界 

教育機関 

医療・保健 
機関 

地域社会 

同志社大学 心理学部 
学内連携機関 
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●神経・行動心理学コース 
●臨床・社会心理学コース 
●発達・教育心理学コース 

 

●理工学部 
●生命医科学部 

●文化情報学部 
●スポーツ健康科学部 

京田辺校地 

 

●同志社大学 こころの生涯発達研究センター 
●同志社大学 感情・ストレス・健康研究センター 
●同志社大学 赤ちゃん学研究センター 

研究センター 

●人文・社会科学系学部 
今出川校地 

特集 対談 

特集 同志社大学 研究センター紹介 

内山 伊知郎 うちやま  いちろう 
京都府警察本部生活安全部 生活安全対策課 
子どもと女性を守る特命捜査室長／京都府警視 
 

小山 雅子 こやま  まさこ 

※1978年3月 同志社大学文学部文化学科心理学専攻卒業 

　神経・行動心理学コース 

　近年、めざましい発展をみせている最新の脳科学や行動科学を学びます。

先進的な技術と装置を用いた高度な実験を実施し、こころと行動の神経・

生理的な基盤と行動そのもののメカニズムを解明します。脳科学をはじ

めとする生物学的な観点や行動科学的な観点から、こころと行動につい

て理解する能力に秀でた人材育成をめざします。 

 
　臨床・社会心理学コース 

　社会的な要請に応えて、臨床・社会系の教育・研究を一層充実します。

このコースでは、こころの問題の解決をめざす臨床心理学、そして社会

におけるこころと行動の理解をめざす社会心理学を学びます。こころの

問題の原因を正しく理解し、それを解決する能力と、心理学の知識を対

人関係の中で生かす能力に優れた人材育成をめざします。 

 
　発達・教育心理学コース 

　人を育て、成長させるために、心理学がどのようにかかわり応用されて

いくかを学ぶコースです。生涯にわたる発達と教育現場での学びに関して、

適切な理解と支援を行う能力に秀でた人材育成をめざします。社会のあ

らゆる場面で、今後ますます重要性が高まることが予測されています。 

プロジェクト型演習 
 

認知領域 

■プロジェクトの参考例 

感情領域 
 

適応領域 
 

学部長 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

時代ニーズに合わせて 
心理学もどんどんと変化して 
いかなければならないんです 

内山■同志社大学では今年4月、京田辺キャンパスに新

たに心理学部を開設しました。今、社会のさまざまな場面

において、心の働きが分かる人、心理学を学んだ人に対

するニーズが高まってきています。例えば新聞を広げると「な

ぜ、こんな犯罪が起こるのだろう？」と首を傾げたくなるよ

うな事件や事故が毎日のように起こっていますね。特に、

何か動機があるわけでなく、ちょっと心の状態が不安定

になって、本来はそんなことをするはずのない人が罪を

犯してしまう…。私たちは“ヒューマン・サイエンス”と呼ん

でいますが、人間の心と行動の関連性 ― 人間がどのよ

うに考え、感じ、ふるまうのかを明らかにしていくことで、犯

罪を未然に防ぐようなことも可能になると考えています。 

小山■おっしゃるとおりですね。私は、子どもが成長する

過程にかかわっていきたいと考えて、同志社大学で野辺

地正之先生のゼミに入って発達心理学を勉強したんです。

卒論では、小さな子どもが人間の表情をどのように判断し

ているかを調べたのですが、幼稚園や保育園を走り回って、

一日中子どもたちの相手をしなければなりません。泣いて

いる子をなだめたりあやしたり、それこそ研究どころじゃな

かった思い出がありますね。野辺地先生は子どもの精神

分析を中心とした臨床研究を積極的に行っておられた

方で、当時注目されつつあったカウンセリング手法などと

ても興味深く学ぶことができました。私自身、警察で中学

生や高校生などからいろんな相談を受けることが多いの

ですが、大学で学んだことが直接役立っていることも多

いですね。今日の私があるのも、心理学を学んだおかげ

だと感謝しているんですよ。 

内山■私たちの研究は、決して机上だけにとどまるので

はなく、社会ニーズに合わせて敏感に対応しなければな

らないと思っているんです。例えば、心理学部では基礎

的研究と応用分野を結ぶ「プロジェクト型演習」を設置し、

社会の中で実際に心理学を生かして活躍している方を

訪ねて、現場体験をしようという実践型授業を展開して

います。病院や障害者施設など臨床系はもちろん、企業

の研究所では「どのように消費者ニーズをとらえているの

か？」「消費者の購買意欲を高めるにはどうすればいい

のか？」といった消費者心理を学ぶこともあります。ますま

す多様化・複雑化する世の中において、むしろ今までの

心理学では解決できない問題も数多く出てきています。

私たちは従来とは異なる新しい観点から、そうした部分に

メスを入れたいと考えています。 

小山■なるほど。私は以前、ハイテク犯罪対策室にいた

のですが、インターネットというのは匿名性が高いので、人

間の別の心理を引き出すような効果があるように思います。

最近では、インターネットで犯行予告をするという事件が

増えているのですが、犯人を検挙すると「まさか、本当に

つかまるとは思わなかった」と口を揃えて言うんです。自

分だけは大丈夫だろうと思っているんでしょう。被害者の

ほうも、オークション詐欺などに遭っても「インターネットだか

ら仕方がない…」と、なぜかあきらめてしまう人が少なくあ

りません。これはインターネット特有で、他の犯罪にはあま

り見られない傾向です。内山先生がおっしゃるように、社

会変化に合わせて心理学もどんどん研究の幅を広げて

いかなければなりませんね。 

内山■文学部（心理学科）が心理学部に生まれ変わって、

研究のすそ野が大きく広がりました。教員の数も18名に

増え、企業現場や学校現場に密接にかかわってこられた

先生、あるいは消費者心理について詳しく研究してこら

れた先生など、バラエティ豊かな顔ぶれが揃っています。

特に、心理学部のある京田辺キャンパスには、生命医科

学部やスポーツ健康科学部、文化情報学部などがあり、

それぞれ先端的な研究が行われています。生命医科学

部ではどちらかと言えば身体的・生理的なメカニズムの

解明に重きが置かれていますが、そこに心理学の要素が

結びつくことによって、「なぜ、人がそのような行動をする

のか？」を考え、より多面的に人間を語ることができる学問 

―“ヒューマン・サイエンス”が確立できると考えています。

もう一つ、同志社大学心理学部は文系学部でありながら、

基礎心理学に関するさまざまな実証実験を行っているの

が特長でしょう。例えば、ポリグラフ（うそ発見器）を使った

実験では、被験者の手のひらに電極をつけてもらい、ど

のような質問をすればうそが見抜けるのかを検証したり、

さまざまな映像を見てもらって、感情が喚起される場面で

被験者の生理指標にどのような変化を示すかを調べて

います。人間の心にかか

わるさまざまな場面において、

こうしたデータベースを蓄

積して積極的に生かすこ

とで社会貢献につながれ

ばと考えています。 

 

心の奥底に潜むサインに 
気づいてあげることも 
カウンセラーの大切な仕事です 

小山■最近、少年による犯罪が増加していますが、京都

府警においても臨床心理士の資格を持ったカウンセラー

が数人勤務しており、保護者や子どもたちのさまざまな相

談に応じています。中には、自分の思いをうまく伝えられ

ない子どももいるので、そんなときは心理学ツールの一つ

である「箱庭」を使ったカウンセリングを行うこともあります。

これは、砂を敷いた小さな箱の中に、人形や木などで自

分の好きな世界を表現してもらい、そこに隠されたさまざま

な心の動きを読み解こうという手法です。以前、箱庭に

大小二つの家を作った子どもがいましたが、彼にとってそ

れは離れて暮らしているお父さんとお母さんを表したもの

だったのです。子どもたちが抱えている悩みや問題行動

のサインに気づいてあげることも、犯罪防止のために重要

なことではないでしょうか。 

内山■なるほど。犯人を検挙するだけでなく、心の問題

を解決することで犯罪を未然に防止する努力が大切で

すね。最近では、犯罪被害者の心のケアの問題も注目さ

れています。警察官は犯人検挙のために被害者に事情

聴取を行いますが、被害者にとっては思い出したくない

ことを何度も聞かれて、さらに深い心の傷を負ってしまう

こともあります。「心的外傷後ストレス障害（PTSD）」とい

う言葉も頻繁に聞かれるようになりました。今後、心理学

を専門的に学んだ人材に寄せられる社会的な期待は、ま

すます大きなものになってくるでしょうね。 

小山■私が所属している「子どもと女性を守る特命捜査室」

では、子どもたちや女性が凶悪事件の被害者になる前の

つきまといや声掛けといった段階で、犯人を検挙あるい

は指導できないかと考えています。そのためには、犯人

像を絞り込むプロファイリングが不可欠です。不審者情報

が寄せられた場所や犯罪が行われた場所を地図に落と

し込んでいくと、どんな犯罪がどのあたりで何時ごろ行わ

れたかということが明らかになってきます。例えば、夕方

の6時前後に犯罪が集中して起こっていれば、「犯人は

サラリーマンで仕事帰りに立ち寄っているのではないか…」

と推測できるでしょう。犯人の心理を研究することで、これ

まで見えなかったことに気づくことも多いですね。一つひ

とつ情報を分析しながら、容疑者を割り出していくのは

大変な作業ですが、その分やりがいも大きいですよ。 

内山■箱庭やプロファイリングなど、社会のいろいろな場

面で心理学の研究成果が応用されていることが分かります。

そういう意味では、これから産学官連携の可能性は無限

に広がっているのではないでしょうか。すでに土木工学

の世界では、心理学との融合が積極的に進められてい

ます。例えば、道路にブロックのような立体的な絵が描か

れていて、思わず自動車のスピードを緩めたという経験

があるかもしれませんね。同志社大学心理学部において

も「安全・安心の心理学」「交通心理学」というカリキュラ

ムを用意していますが、人間の知覚や錯覚を利用するこ

とによって、交通安全に役立てようという取り組みに注目

が集まっています。そのほか、飲酒運転をどのようにして

防止するかという試みも始まりつつあります。お酒を飲ん

で運転してはいけないと誰もが分かっていながら、「まあ、

少しぐらいはいいだろう」と思ってしまうのはなぜか？ まさに、

人間の心の動きや働きにスポットを当てた研究といえるで

しょう。 

小山■交通安全もそうですが、防犯の面においても人間

心理を活用することができますね。ひと昔前までは、京都

の路地には砂利が敷いてあって、誰かが来たら足音です

ぐに分かったものです。目立つような音や光を嫌う犯罪

者心理をうまく突いたもので、あらためて先人の智恵はす

ごいなと感心しますね。最近、学校現場での犯罪が問題

になっている中、今までのように廊下の奥まったところに

職員室を作るのではなく、できるだけグラウンドに面したと

ころに設置しようという取り組みも行われています。先生

がちょっと顔を上げれば、グラウンドを見渡せる。誰が見て

いるか分からないという環境を生み出すことによって、犯

罪を未然に防止できるのではないかと期待されています。

「戸締まりはきちんとしましょう！」というソフト面での広報・

啓発活動も大切ですが、都市計画の中に心理学的な要

素をうまく取り入れることによって、安全・安心なまちづく

りが実現できるのではないでしょうか。 

 

学内研究センターとの連携で 
より幅広い地域貢献を 
実現したいですね 

内山■地域社会とのインターフェイスという意味において、

同志社大学心理学部では「赤ちゃん学研究センター」や「感

情・ストレス・健康研究センター」、「こころの生涯発達研究

センター」などと連携しながら、社会のさまざまな問題の解決、

あるいは情報発信に取り組んで

いきたいと考えています。昨年

には、京都府交通安全協会と「こ

ころの生涯発達研究センター」

が共同で、お母さんや小さな子ど

もたちが自転車に乗るときに、ど

うすればヘルメット着用率を高

められるかというアンケート調査・

分析を行いました。その結果、「ほ

かの人が着用していれば、自分

も抵抗感なく着用できる」「事故

が起こったとき、安全度が高まる

なら着用したい」という回答が得

られるなど、ヘルメット着用率を

高めるためのヒントを浮き彫りに

することができました。そのほか、「感情・ストレス・健康研

究センター」では、病院や患者さんたちとコラボレーションし

ながら、どうすれば無理なく禁煙することができるかという

研究も行っています。大学と地域を結ぶ窓口として、研

究センターを軸としたさまざまな社会連携が広がっている

ようです。 

小山■子どもと女性を守る部署にいる者として、「赤ちゃ

ん学研究センター」の取り組みに興味がわきますね。私

自身、学生時代に幼稚園や保育園で子どもたちの発達

心理を勉強していましたから…。赤ちゃんのことを専門に

研究する、全国で初めての研究センターと聞きましたが、

具体的にどのような研究をされているのですか？ 

内山■アメリカでは赤ちゃんの研究は盛んに行われてい

るんです。日本では今から10年ほど前に赤ちゃん学の学

会が設立されました。そのときの発起人の一人・小西行

郎先生をセンター長とした「赤ちゃん学研究センター」を中

核として、けいはんな地域から赤ちゃん学の情報発信を

していこうと考えています。心理学をはじめ、小児科学、

ロボット工学など多面的な領域から赤ちゃんの研究を行い、

子育てに悩む

お母さんなどに

フィードバックし

ていくことで社

会貢献につなげ

られればと思っ

ているんです。 

小山■大学は研究・教育を行うだけでなく、地域社会に

いかに貢献するのかということが求められるようになって

います。そういう意味では、同志社大学の研究センターが

地域のさまざまな問題を取り扱う窓口としての機能を果

たしているのは素晴らしいことだと思います。これだけ社

会ニーズが多様になってくると、心理学という一つの枠

組みの中にとどまっているだけでは社会との融合はでき

ないのではないでしょうか。警察行政というのは、人間と

真正面から向き合う仕事です。例えば、ドメスティックバイ

オレンスの問題やインターネット犯罪など、そこには常識で

は考えられないような人間心理が介在しています。私た

ち自身、大学で取り組まれている最先端の研究成果に目

を向けながら、現場に臨まなければならないと思っています。 

内山■何度も言うように、同志社大学心理学部の特長は、

ただ教科書を開いて講義を聞く従来型のスタイルではなく、

一つひとつのデータを積み重ねて科学的に検証してい

く“ヒューマン・サイエンス”の視点を取り入れているという

ことでしょう。臨床系の実習においても、どのように患者さ

んの心が癒されるのか、そのプロセスやメカニズムをしっ

かりと見極めていくことが大切です。今、あらためて人間

の心と行動について大きな注目が集まっています。これ

からも地域や企業などとの連携を視野に入れながら、より

社会貢献に結びつくような人材育成、研究成果の発信を

行っていこうと考えています。本日は、どうもありがとうござ

いました。 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

内山伊知郎 教授　　専門領域 ： 発達心理学 

　　　　 ●乳幼児の自己空間移動と感情・認知発達 
　　　　 ●感情の発達心理学的研究 
　　　　 ●交通安全行動に関する心理学的研究 
 
鈴木　直人 教授　　専門領域 ： 感情心理学、環境心理学 

　　　　 ●ポジティブ感情の機能に関する研究 
　　　　 ●働きたくなる職場環境の創成 
　　　　 ●校庭の芝生化が子どもの精神的健康に及ぼす効果 
 
佐藤　　豪 教授　　専門領域 ： 臨床心理学 

　　　　 ●タイプA行動パターンと心臓血管系反応の関連についての研究 
　　　　 ●心身症の心理行動特徴の研究 
 
中谷内一也 教授　　専門領域 ： 社会心理学、リスク心理学 

　　　　 ●信頼構築、リスク不安についての研究 
 
神山　貴弥 教授　　専門領域 ： 学校心理学 

　　　　 ●開発的・予防的生徒指導と心理・社会的発達 
　　　　 ●態度形成・変容に関する研究 
 
杉若　弘子 教授　　専門領域 ： パーソナリティ心理学、行動臨床心理学 

　　　　 ●セルフ・コントロールのタイプと個人差 
　　　　 ●情緒喚起とアサーション（主張行動） 
 
余語　真夫 教授　　専門領域 ： 感情心理学、臨床社会心理学 

　　　　 ●感情の意識化のプロセス 
　　　　 ●感情の自己制御と社会環境制御 
　　　　 ●ネガティブ感情の効用 
 
青山謙二郎 教授　　専門領域 ： 学習心理学、行動分析学 

　　　　 ●食べる行動への学習の影響 
　　　　 ●セルフ・コントロールと選択行動 
 
興津真理子 准教授　専門領域 ： 家族心理学、臨床心理学 

　　　　 ●家族造形法についての基礎的研究と心理臨床における活用 
　　　　 ●障害のある子どもを持つ家族への心理的支援 
 
畑　　敏道 准教授　専門領域 ： 生理心理学、行動学的神経科学 

　　　　 ●時間認知の生理心理学的研究 
　　　　 ●脳内報酬系に関する研究 
 
田中あゆみ 講師　　専門領域 ： ヒューマン・モティベーション 

　　　　 ●達成目標と自己調整学習 
　　　　 ●接近－回避動機づけに関する研究 
 
上北　朋子 助教　　専門領域 ： 生理心理学 

　　　　 ●げっ歯類の学習やコミュニケーションの生理心理学 
 

科学的視点を取り入れた 
赤ちゃん研究で育児不安を解消 
 

小西 行郎 
心理学研究科 
チェアプロフェッサー教授 
 

　これまで、生まれたばかりの赤ちゃんはまっ白な状態で、

お母さんが世話してあげないと何もできない…と考えられて

きました。でも、本当にそうでしょうか？ 例えば、お母さんのお

腹の中にいる赤ちゃんを観察すると、時々笑っているような

仕草を見せることがあります。これは、生まれたときにお母さ

んから「かわいいね」と思ってもらうために、笑顔をつくる練

習をしているのです。私たちは“スタートアップ・プログラム”

と呼んでいますが、実は赤ちゃんというのはこうした潜在的

な能力を生まれながら身につけているのです。 

　「同志社大学 赤ちゃん学研究センター」では、赤ちゃんを

従来の小児科学や心理学だけでとらえるのではなく、脳科

学や発達神経学、ロボット工学といった異分野の視点を融

合することで多面的に研究していこうと考えています。今、

育児不安や幼児虐待などの問題がクローズアップされてい

ますが、赤ちゃんのことをよく知らなければ育児不安は解消

できないでしょう。「子どもを育てるためにはこうしなければ

ならない…」というお仕着せの育児論ではなく、科学的に

検証された研究成果を地域の皆さんに幅広くフィードバック

していくことで、子育てに悩むお父さん、お母さんの心の負

担を少しでも軽減したいと考えています。 

　当研究センターが位置する学研都市地域には、赤ちゃん

研究に関心を持つ最先端企業がたくさん集積しています。

これから赤ちゃん市場がますます広がっていく中で、きちん

と科学的根拠に基づいて開発されたベビー用品や玩具、

学習教材などへのニーズは高まっていくでしょう。将来的には、

企業との共同研究によって、赤ちゃんの脳機能を測定する

機器の開発などにも取り組んでいきたいと考えています。

赤ちゃん学というフィールドを確立することで、同志社大

学ならではのユニークな研究成果を残していきたいですね。 

モニターに映像を映し出し、
赤ちゃんがお母さんと他人の
顔をどのように区別している
かを研究。非接触型の視線
計測装置を使って、赤ちゃん
の目の動きを調べる。 

センター長 

　感情やストレスの基礎的メカニズムの研究、感情やストレス

と健康の関係に関する研究、疾病予防や健康増進のための介

入研究を推進し、それらの知見に基づいた啓蒙・教育活動や

臨床的支援活動を展開しています。 

主な研究プロジェクト 

●基礎研究領域 
 
 
 
 
 
 
 
●環境相互作用研究領域 
 
 
 
 
 
 
 
 

●介入研究領域 

感情・ストレス・健康研究センター 

主な研究プロジェクト 

●子どもの発達支援研究プロジェクト 
乳幼児の発達メカニズムを明らかにし、健やかな発達を支
援します。 

 
 
 
 
 
 
●教育支援研究プロジェクト 
教育現場での問題の解決とよりよい支援のあり方を検討し
ます。 
 
 
 
 

●食行動研究プロジェクト 
食行動のメカニズムを実験を通して探り、健康と食の問題
の解明をめざしています。 

佐藤　豪 （心理学部教授） 
 

センター長 

　生涯発達の観点に立ち、脳科学・行動科学的な基礎研究から、

子どもの発達支援、子育て支援、高齢者支援を視野に入れた

実践的研究まで、幅広い研究を展開しています。 

こころの生涯発達研究センター 内山 伊知郎 （心理学部教授） 
 

センター長 

●乳児の運動発達と認知・感情発現について 
●乳児の深さ知覚についての研究 
●乳幼児における絵本共有についての研究 
●乳幼児の自己発現について 
●障害児の診断と発達支援について　など 
 

●喜怒哀楽を脳活動の画像化でとらえる 
●情動・ストレスにともなう自律神経系の作動を知る 
●情動・ストレスにともなう内分泌系と免疫系の振る舞いを知る  
●喜怒哀楽の表情・音声表出の特徴を知る  
●前頭連合野の認知機能と情動・ストレスの関係を知る  
●情動・ストレスの処理様式、パーソナリティと健康の関係を知る 
 

●安心・信頼感の形成過程を解明する 

●情動体験の個人記憶と集合的記憶の形成過程と機能を知る 

●喪失体験・トラウマ的体験の心理学的影響と対処過程を調べる 

●ソーシャルサポートによるストレス緩和効果を調べる 

●幸福感、スピリチュアリティと健康の関係を探る 

●モチベーション・自己効力感の機能と効用を知る 

 

●生活習慣病の予防・治療プログラムを開発・実践する 

●依存行動のメカニズムとその解消法を見つける 

●情動・ストレスのセルフコントロールのメカニズムを知る 

●子どもの対人スキル学習プログラムを開発・実践する 

●心身機能の活性のための化粧療法、筆記療法などの技法を 

　開発する 

●ITを利用した臨床心理学診断・ケアプログラムを開発する 

●健康教育方法論を開発する 

●テレビ視聴と肥満の関係 
●ゆっくり食べることがダイエットに有効であるか 
●食行動への社会的影響 
●食事の規則性および運動が食行動に与える影響 
●ビアテイスト飲料（ノンアルコール・ビール）の摂取が認知能 
　力に与える影響 
●コーヒーおよびカフェインレス・コーヒーの摂取が認知能力に 
　与える影響 
●「うまみ」が心理的満足感および間食に与える影響 
●食行動における飽和の進行プロセスの解明 
　（食行動のセッション内変動） ●子どもの学校適応と社会的欲求充足との関連の検討 

●理科に対する興味を高めるための教材開発の試み 
●e-learning の効果と動機づけとの関連について 
 

　子どもの発達のメカニズムを科学的に解明し、その結果を育児や

保育、教育にフィードバックすることを目的として設立されました。

テーマを赤ちゃんに特化した全国で初めての研究センターです。

企業との連携による新技術開発はもちろん、地域の皆さんを対象と

した育児相談や発達障害児の療育・指導などにも取り組んでいます。 

主な研究プロジェクト  
●胎児・未熟児あるいは新生児から乳幼児までの脳機能の測定 
光トポグラフィー、多チャンネル脳波計、アイトラッカー（視線
計測装置）などを用いて赤ちゃんの脳機能の測定を行う。 

●発達障害児の診断方法の開発 
実験心理学などの研究を改良して、臨床の場で使用できる
ようなバッテリーを作成し、注意欠陥多動性障害や自閉症な
どの発達障害児の早期診断に役立てる。 

●発達障害児の療育方法の開発 
医療における音楽療法の研究などを通じて、発達障害児の
療育方法を検討開発する。 

●脳機能計測装置の開発 
胎児の行動観察のための3D超音波診断装置の改良、胎児
の脳機能計測用のMRIなどの機器を企業と共同で開発する。 

●地域育児支援士の育成 
赤ちゃん学を育児や保育に生かしていくため、京都府などと
協力して地域社会において子育てを支援する地域育児支援
士の養成講座を開催していく。 

（ ） 

20082008年 
1010月1日 
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同志社大学 心理学部　教員紹介 

 

 

個人要因 

センターの研究分野 

遺伝・気質・体質・パーソナリティー・生活様式・価値観など 

感情・ストレス・健康に関わる諸要因とセンターの研究領域 

健康・疾病 
●精神健康・疾病 
●身体健康・疾病 
●社会的適応・不適応 

感情・ストレス 
●知覚・認知課程 
●中枢・抹消生理 
●行動 

制御・対処 
●認知処理 
●行動変容 
●心理学的介入 

環境要因 
出来事・環境変化・対人関係・ソーシャルサポートなど 
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社会の期待を背負って誕生！ 
同志社大学 心理学部から新たな研究成果を発信 
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同志社大学 心理学部から新たな研究成果を発信 

 

社会の期待を背負って誕生！ 

 同志社大学 心理学部から 
新たな研究成果を発信 
 ～人間の“こころ”の働きを科学する～ 
 同志社大学心理学部心理学科教授 
心理学部長 
 

　2009年4月、同志社大学心理学部が京田辺キャンパ

スに誕生しました。これは従来の文学部心理学科を発

展的に改組充実させたものです。これまで培ってきた基

礎心理学の研究成果を土台にしながら、さらに脳・神経

科学や臨床心理学、社会心理学や発達心理学など、幅

広い視点から人間を総合的に科学する“ヒューマン・サ

イエンス”の確立をめざしています。 

　また、生命医科学部やスポーツ健康科学部、文化情

報学部などとの学内連携、あるいは企業や地域社会、

行政機関との積極的なコラボレーションによって、世の

中から求められる研究成果の発信、社会貢献を進めて

いこうと考えています。 

　今回は、同志社大学心理学部長の内山伊知郎教授と、

同志社大学で心理学を学び、卒業後は京都府警の第

一線で活躍されている小山雅子さんとの対談を通して、

心理学部が取り組もうとする研究内容や産学官連携の

方向性などを紹介します。 

　学生たちの「創造力」「コミュニケーション力」「実行力」を養い、社会の幅広い分野で活躍できる人材を育てる

ために、同志社大学が開発導入している実践型の授業です。地域や企業、福祉・医療機関などと連携しながら、社

会に横たわるさまざまな問題について心理学的にアプローチ可能な課題を設定し、学術的発見や新たな製品開発、

サービス・プログラムの提案などにつなげます。 

 

●科学技術の安全・安心とリスク認知の研究 
●3次元WEB空間設計・活用 
●創造的思考を促進する人的・環境条件の研究 
 

●感情ロボットを活用した創造力育成講座設計 
●感情対応型快適生活空間の設計 
●感情制御の観点による京都観光・環境資源マップの作成 
 

●医療機関連携育児支援プログラムの開発と実践 
●生け花による感情活性・ストレス対処プログラムの開発 
●親子のコミュニケーションを活性する絵本や玩具の開発 

産業界 

教育機関 

医療・保健 
機関 

地域社会 

同志社大学 心理学部 
学内連携機関 
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●神経・行動心理学コース 
●臨床・社会心理学コース 
●発達・教育心理学コース 

 

●理工学部 
●生命医科学部 

●文化情報学部 
●スポーツ健康科学部 

京田辺校地 

 

●同志社大学 こころの生涯発達研究センター 
●同志社大学 感情・ストレス・健康研究センター 
●同志社大学 赤ちゃん学研究センター 

研究センター 

●人文・社会科学系学部 
今出川校地 

特集 対談 

特集 同志社大学 研究センター紹介 

内山 伊知郎 うちやま  いちろう 
京都府警察本部生活安全部 生活安全対策課 
子どもと女性を守る特命捜査室長／京都府警視 
 

小山 雅子 こやま  まさこ 

※1978年3月 同志社大学文学部文化学科心理学専攻卒業 

　神経・行動心理学コース 

　近年、めざましい発展をみせている最新の脳科学や行動科学を学びます。

先進的な技術と装置を用いた高度な実験を実施し、こころと行動の神経・

生理的な基盤と行動そのもののメカニズムを解明します。脳科学をはじ

めとする生物学的な観点や行動科学的な観点から、こころと行動につい

て理解する能力に秀でた人材育成をめざします。 

 
　臨床・社会心理学コース 

　社会的な要請に応えて、臨床・社会系の教育・研究を一層充実します。

このコースでは、こころの問題の解決をめざす臨床心理学、そして社会

におけるこころと行動の理解をめざす社会心理学を学びます。こころの

問題の原因を正しく理解し、それを解決する能力と、心理学の知識を対

人関係の中で生かす能力に優れた人材育成をめざします。 

 
　発達・教育心理学コース 

　人を育て、成長させるために、心理学がどのようにかかわり応用されて

いくかを学ぶコースです。生涯にわたる発達と教育現場での学びに関して、

適切な理解と支援を行う能力に秀でた人材育成をめざします。社会のあ

らゆる場面で、今後ますます重要性が高まることが予測されています。 

プロジェクト型演習 
 

認知領域 

■プロジェクトの参考例 

感情領域 
 

適応領域 
 

学部長 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

時代ニーズに合わせて 
心理学もどんどんと変化して 
いかなければならないんです 

内山■同志社大学では今年4月、京田辺キャンパスに新

たに心理学部を開設しました。今、社会のさまざまな場面

において、心の働きが分かる人、心理学を学んだ人に対

するニーズが高まってきています。例えば新聞を広げると「な

ぜ、こんな犯罪が起こるのだろう？」と首を傾げたくなるよ

うな事件や事故が毎日のように起こっていますね。特に、

何か動機があるわけでなく、ちょっと心の状態が不安定

になって、本来はそんなことをするはずのない人が罪を

犯してしまう…。私たちは“ヒューマン・サイエンス”と呼ん

でいますが、人間の心と行動の関連性 ― 人間がどのよ

うに考え、感じ、ふるまうのかを明らかにしていくことで、犯

罪を未然に防ぐようなことも可能になると考えています。 

小山■おっしゃるとおりですね。私は、子どもが成長する

過程にかかわっていきたいと考えて、同志社大学で野辺

地正之先生のゼミに入って発達心理学を勉強したんです。

卒論では、小さな子どもが人間の表情をどのように判断し

ているかを調べたのですが、幼稚園や保育園を走り回って、

一日中子どもたちの相手をしなければなりません。泣いて

いる子をなだめたりあやしたり、それこそ研究どころじゃな

かった思い出がありますね。野辺地先生は子どもの精神

分析を中心とした臨床研究を積極的に行っておられた

方で、当時注目されつつあったカウンセリング手法などと

ても興味深く学ぶことができました。私自身、警察で中学

生や高校生などからいろんな相談を受けることが多いの

ですが、大学で学んだことが直接役立っていることも多

いですね。今日の私があるのも、心理学を学んだおかげ

だと感謝しているんですよ。 

内山■私たちの研究は、決して机上だけにとどまるので

はなく、社会ニーズに合わせて敏感に対応しなければな

らないと思っているんです。例えば、心理学部では基礎

的研究と応用分野を結ぶ「プロジェクト型演習」を設置し、

社会の中で実際に心理学を生かして活躍している方を

訪ねて、現場体験をしようという実践型授業を展開して

います。病院や障害者施設など臨床系はもちろん、企業

の研究所では「どのように消費者ニーズをとらえているの

か？」「消費者の購買意欲を高めるにはどうすればいい

のか？」といった消費者心理を学ぶこともあります。ますま

す多様化・複雑化する世の中において、むしろ今までの

心理学では解決できない問題も数多く出てきています。

私たちは従来とは異なる新しい観点から、そうした部分に

メスを入れたいと考えています。 

小山■なるほど。私は以前、ハイテク犯罪対策室にいた

のですが、インターネットというのは匿名性が高いので、人

間の別の心理を引き出すような効果があるように思います。

最近では、インターネットで犯行予告をするという事件が

増えているのですが、犯人を検挙すると「まさか、本当に

つかまるとは思わなかった」と口を揃えて言うんです。自

分だけは大丈夫だろうと思っているんでしょう。被害者の

ほうも、オークション詐欺などに遭っても「インターネットだか

ら仕方がない…」と、なぜかあきらめてしまう人が少なくあ

りません。これはインターネット特有で、他の犯罪にはあま

り見られない傾向です。内山先生がおっしゃるように、社

会変化に合わせて心理学もどんどん研究の幅を広げて

いかなければなりませんね。 

内山■文学部（心理学科）が心理学部に生まれ変わって、

研究のすそ野が大きく広がりました。教員の数も18名に

増え、企業現場や学校現場に密接にかかわってこられた

先生、あるいは消費者心理について詳しく研究してこら

れた先生など、バラエティ豊かな顔ぶれが揃っています。

特に、心理学部のある京田辺キャンパスには、生命医科

学部やスポーツ健康科学部、文化情報学部などがあり、

それぞれ先端的な研究が行われています。生命医科学

部ではどちらかと言えば身体的・生理的なメカニズムの

解明に重きが置かれていますが、そこに心理学の要素が

結びつくことによって、「なぜ、人がそのような行動をする

のか？」を考え、より多面的に人間を語ることができる学問 

―“ヒューマン・サイエンス”が確立できると考えています。

もう一つ、同志社大学心理学部は文系学部でありながら、

基礎心理学に関するさまざまな実証実験を行っているの

が特長でしょう。例えば、ポリグラフ（うそ発見器）を使った

実験では、被験者の手のひらに電極をつけてもらい、ど

のような質問をすればうそが見抜けるのかを検証したり、

さまざまな映像を見てもらって、感情が喚起される場面で

被験者の生理指標にどのような変化を示すかを調べて

います。人間の心にかか

わるさまざまな場面において、

こうしたデータベースを蓄

積して積極的に生かすこ

とで社会貢献につながれ

ばと考えています。 

 

心の奥底に潜むサインに 
気づいてあげることも 
カウンセラーの大切な仕事です 

小山■最近、少年による犯罪が増加していますが、京都

府警においても臨床心理士の資格を持ったカウンセラー

が数人勤務しており、保護者や子どもたちのさまざまな相

談に応じています。中には、自分の思いをうまく伝えられ

ない子どももいるので、そんなときは心理学ツールの一つ

である「箱庭」を使ったカウンセリングを行うこともあります。

これは、砂を敷いた小さな箱の中に、人形や木などで自

分の好きな世界を表現してもらい、そこに隠されたさまざま

な心の動きを読み解こうという手法です。以前、箱庭に

大小二つの家を作った子どもがいましたが、彼にとってそ

れは離れて暮らしているお父さんとお母さんを表したもの

だったのです。子どもたちが抱えている悩みや問題行動

のサインに気づいてあげることも、犯罪防止のために重要

なことではないでしょうか。 

内山■なるほど。犯人を検挙するだけでなく、心の問題

を解決することで犯罪を未然に防止する努力が大切で

すね。最近では、犯罪被害者の心のケアの問題も注目さ

れています。警察官は犯人検挙のために被害者に事情

聴取を行いますが、被害者にとっては思い出したくない

ことを何度も聞かれて、さらに深い心の傷を負ってしまう

こともあります。「心的外傷後ストレス障害（PTSD）」とい

う言葉も頻繁に聞かれるようになりました。今後、心理学

を専門的に学んだ人材に寄せられる社会的な期待は、ま

すます大きなものになってくるでしょうね。 

小山■私が所属している「子どもと女性を守る特命捜査室」

では、子どもたちや女性が凶悪事件の被害者になる前の

つきまといや声掛けといった段階で、犯人を検挙あるい

は指導できないかと考えています。そのためには、犯人

像を絞り込むプロファイリングが不可欠です。不審者情報

が寄せられた場所や犯罪が行われた場所を地図に落と

し込んでいくと、どんな犯罪がどのあたりで何時ごろ行わ

れたかということが明らかになってきます。例えば、夕方

の6時前後に犯罪が集中して起こっていれば、「犯人は

サラリーマンで仕事帰りに立ち寄っているのではないか…」

と推測できるでしょう。犯人の心理を研究することで、これ

まで見えなかったことに気づくことも多いですね。一つひ

とつ情報を分析しながら、容疑者を割り出していくのは

大変な作業ですが、その分やりがいも大きいですよ。 

内山■箱庭やプロファイリングなど、社会のいろいろな場

面で心理学の研究成果が応用されていることが分かります。

そういう意味では、これから産学官連携の可能性は無限

に広がっているのではないでしょうか。すでに土木工学

の世界では、心理学との融合が積極的に進められてい

ます。例えば、道路にブロックのような立体的な絵が描か

れていて、思わず自動車のスピードを緩めたという経験

があるかもしれませんね。同志社大学心理学部において

も「安全・安心の心理学」「交通心理学」というカリキュラ

ムを用意していますが、人間の知覚や錯覚を利用するこ

とによって、交通安全に役立てようという取り組みに注目

が集まっています。そのほか、飲酒運転をどのようにして

防止するかという試みも始まりつつあります。お酒を飲ん

で運転してはいけないと誰もが分かっていながら、「まあ、

少しぐらいはいいだろう」と思ってしまうのはなぜか？ まさに、

人間の心の動きや働きにスポットを当てた研究といえるで

しょう。 

小山■交通安全もそうですが、防犯の面においても人間

心理を活用することができますね。ひと昔前までは、京都

の路地には砂利が敷いてあって、誰かが来たら足音です

ぐに分かったものです。目立つような音や光を嫌う犯罪

者心理をうまく突いたもので、あらためて先人の智恵はす

ごいなと感心しますね。最近、学校現場での犯罪が問題

になっている中、今までのように廊下の奥まったところに

職員室を作るのではなく、できるだけグラウンドに面したと

ころに設置しようという取り組みも行われています。先生

がちょっと顔を上げれば、グラウンドを見渡せる。誰が見て

いるか分からないという環境を生み出すことによって、犯

罪を未然に防止できるのではないかと期待されています。

「戸締まりはきちんとしましょう！」というソフト面での広報・

啓発活動も大切ですが、都市計画の中に心理学的な要

素をうまく取り入れることによって、安全・安心なまちづく

りが実現できるのではないでしょうか。 

 

学内研究センターとの連携で 
より幅広い地域貢献を 
実現したいですね 

内山■地域社会とのインターフェイスという意味において、

同志社大学心理学部では「赤ちゃん学研究センター」や「感

情・ストレス・健康研究センター」、「こころの生涯発達研究

センター」などと連携しながら、社会のさまざまな問題の解決、

あるいは情報発信に取り組んで

いきたいと考えています。昨年

には、京都府交通安全協会と「こ

ころの生涯発達研究センター」

が共同で、お母さんや小さな子ど

もたちが自転車に乗るときに、ど

うすればヘルメット着用率を高

められるかというアンケート調査・

分析を行いました。その結果、「ほ

かの人が着用していれば、自分

も抵抗感なく着用できる」「事故

が起こったとき、安全度が高まる

なら着用したい」という回答が得

られるなど、ヘルメット着用率を

高めるためのヒントを浮き彫りに

することができました。そのほか、「感情・ストレス・健康研

究センター」では、病院や患者さんたちとコラボレーションし

ながら、どうすれば無理なく禁煙することができるかという

研究も行っています。大学と地域を結ぶ窓口として、研

究センターを軸としたさまざまな社会連携が広がっている

ようです。 

小山■子どもと女性を守る部署にいる者として、「赤ちゃ

ん学研究センター」の取り組みに興味がわきますね。私

自身、学生時代に幼稚園や保育園で子どもたちの発達

心理を勉強していましたから…。赤ちゃんのことを専門に

研究する、全国で初めての研究センターと聞きましたが、

具体的にどのような研究をされているのですか？ 

内山■アメリカでは赤ちゃんの研究は盛んに行われてい

るんです。日本では今から10年ほど前に赤ちゃん学の学

会が設立されました。そのときの発起人の一人・小西行

郎先生をセンター長とした「赤ちゃん学研究センター」を中

核として、けいはんな地域から赤ちゃん学の情報発信を

していこうと考えています。心理学をはじめ、小児科学、

ロボット工学など多面的な領域から赤ちゃんの研究を行い、

子育てに悩む

お母さんなどに

フィードバックし

ていくことで社

会貢献につなげ

られればと思っ

ているんです。 

小山■大学は研究・教育を行うだけでなく、地域社会に

いかに貢献するのかということが求められるようになって

います。そういう意味では、同志社大学の研究センターが

地域のさまざまな問題を取り扱う窓口としての機能を果

たしているのは素晴らしいことだと思います。これだけ社

会ニーズが多様になってくると、心理学という一つの枠

組みの中にとどまっているだけでは社会との融合はでき

ないのではないでしょうか。警察行政というのは、人間と

真正面から向き合う仕事です。例えば、ドメスティックバイ

オレンスの問題やインターネット犯罪など、そこには常識で

は考えられないような人間心理が介在しています。私た

ち自身、大学で取り組まれている最先端の研究成果に目

を向けながら、現場に臨まなければならないと思っています。 

内山■何度も言うように、同志社大学心理学部の特長は、

ただ教科書を開いて講義を聞く従来型のスタイルではなく、

一つひとつのデータを積み重ねて科学的に検証してい

く“ヒューマン・サイエンス”の視点を取り入れているという

ことでしょう。臨床系の実習においても、どのように患者さ

んの心が癒されるのか、そのプロセスやメカニズムをしっ

かりと見極めていくことが大切です。今、あらためて人間

の心と行動について大きな注目が集まっています。これ

からも地域や企業などとの連携を視野に入れながら、より

社会貢献に結びつくような人材育成、研究成果の発信を

行っていこうと考えています。本日は、どうもありがとうござ

いました。 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 
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内山伊知郎 教授　　専門領域 ： 発達心理学 

　　　　 ●乳幼児の自己空間移動と感情・認知発達 
　　　　 ●感情の発達心理学的研究 
　　　　 ●交通安全行動に関する心理学的研究 
 
鈴木　直人 教授　　専門領域 ： 感情心理学、環境心理学 

　　　　 ●ポジティブ感情の機能に関する研究 
　　　　 ●働きたくなる職場環境の創成 
　　　　 ●校庭の芝生化が子どもの精神的健康に及ぼす効果 
 
佐藤　　豪 教授　　専門領域 ： 臨床心理学 

　　　　 ●タイプA行動パターンと心臓血管系反応の関連についての研究 
　　　　 ●心身症の心理行動特徴の研究 
 
中谷内一也 教授　　専門領域 ： 社会心理学、リスク心理学 

　　　　 ●信頼構築、リスク不安についての研究 
 
神山　貴弥 教授　　専門領域 ： 学校心理学 

　　　　 ●開発的・予防的生徒指導と心理・社会的発達 
　　　　 ●態度形成・変容に関する研究 
 
杉若　弘子 教授　　専門領域 ： パーソナリティ心理学、行動臨床心理学 

　　　　 ●セルフ・コントロールのタイプと個人差 
　　　　 ●情緒喚起とアサーション（主張行動） 
 
余語　真夫 教授　　専門領域 ： 感情心理学、臨床社会心理学 

　　　　 ●感情の意識化のプロセス 
　　　　 ●感情の自己制御と社会環境制御 
　　　　 ●ネガティブ感情の効用 
 
青山謙二郎 教授　　専門領域 ： 学習心理学、行動分析学 

　　　　 ●食べる行動への学習の影響 
　　　　 ●セルフ・コントロールと選択行動 
 
興津真理子 准教授　専門領域 ： 家族心理学、臨床心理学 

　　　　 ●家族造形法についての基礎的研究と心理臨床における活用 
　　　　 ●障害のある子どもを持つ家族への心理的支援 
 
畑　　敏道 准教授　専門領域 ： 生理心理学、行動学的神経科学 

　　　　 ●時間認知の生理心理学的研究 
　　　　 ●脳内報酬系に関する研究 
 
田中あゆみ 講師　　専門領域 ： ヒューマン・モティベーション 

　　　　 ●達成目標と自己調整学習 
　　　　 ●接近－回避動機づけに関する研究 
 
上北　朋子 助教　　専門領域 ： 生理心理学 

　　　　 ●げっ歯類の学習やコミュニケーションの生理心理学 
 

科学的視点を取り入れた 
赤ちゃん研究で育児不安を解消 
 

小西 行郎 
心理学研究科 
チェアプロフェッサー教授 
 

　これまで、生まれたばかりの赤ちゃんはまっ白な状態で、

お母さんが世話してあげないと何もできない…と考えられて

きました。でも、本当にそうでしょうか？ 例えば、お母さんのお

腹の中にいる赤ちゃんを観察すると、時々笑っているような

仕草を見せることがあります。これは、生まれたときにお母さ

んから「かわいいね」と思ってもらうために、笑顔をつくる練

習をしているのです。私たちは“スタートアップ・プログラム”

と呼んでいますが、実は赤ちゃんというのはこうした潜在的

な能力を生まれながら身につけているのです。 

　「同志社大学 赤ちゃん学研究センター」では、赤ちゃんを

従来の小児科学や心理学だけでとらえるのではなく、脳科

学や発達神経学、ロボット工学といった異分野の視点を融

合することで多面的に研究していこうと考えています。今、

育児不安や幼児虐待などの問題がクローズアップされてい

ますが、赤ちゃんのことをよく知らなければ育児不安は解消

できないでしょう。「子どもを育てるためにはこうしなければ

ならない…」というお仕着せの育児論ではなく、科学的に

検証された研究成果を地域の皆さんに幅広くフィードバック

していくことで、子育てに悩むお父さん、お母さんの心の負

担を少しでも軽減したいと考えています。 

　当研究センターが位置する学研都市地域には、赤ちゃん

研究に関心を持つ最先端企業がたくさん集積しています。

これから赤ちゃん市場がますます広がっていく中で、きちん

と科学的根拠に基づいて開発されたベビー用品や玩具、

学習教材などへのニーズは高まっていくでしょう。将来的には、

企業との共同研究によって、赤ちゃんの脳機能を測定する

機器の開発などにも取り組んでいきたいと考えています。

赤ちゃん学というフィールドを確立することで、同志社大

学ならではのユニークな研究成果を残していきたいですね。 

モニターに映像を映し出し、
赤ちゃんがお母さんと他人の
顔をどのように区別している
かを研究。非接触型の視線
計測装置を使って、赤ちゃん
の目の動きを調べる。 

センター長 

　感情やストレスの基礎的メカニズムの研究、感情やストレス

と健康の関係に関する研究、疾病予防や健康増進のための介

入研究を推進し、それらの知見に基づいた啓蒙・教育活動や

臨床的支援活動を展開しています。 

主な研究プロジェクト 

●基礎研究領域 
 
 
 
 
 
 
 
●環境相互作用研究領域 
 
 
 
 
 
 
 
 

●介入研究領域 

感情・ストレス・健康研究センター 

主な研究プロジェクト 

●子どもの発達支援研究プロジェクト 
乳幼児の発達メカニズムを明らかにし、健やかな発達を支
援します。 

 
 
 
 
 
 
●教育支援研究プロジェクト 
教育現場での問題の解決とよりよい支援のあり方を検討し
ます。 
 
 
 
 

●食行動研究プロジェクト 
食行動のメカニズムを実験を通して探り、健康と食の問題
の解明をめざしています。 

佐藤　豪 （心理学部教授） 
 

センター長 

　生涯発達の観点に立ち、脳科学・行動科学的な基礎研究から、

子どもの発達支援、子育て支援、高齢者支援を視野に入れた

実践的研究まで、幅広い研究を展開しています。 

こころの生涯発達研究センター 内山 伊知郎 （心理学部教授） 
 

センター長 

●乳児の運動発達と認知・感情発現について 
●乳児の深さ知覚についての研究 
●乳幼児における絵本共有についての研究 
●乳幼児の自己発現について 
●障害児の診断と発達支援について　など 
 

●喜怒哀楽を脳活動の画像化でとらえる 
●情動・ストレスにともなう自律神経系の作動を知る 
●情動・ストレスにともなう内分泌系と免疫系の振る舞いを知る  
●喜怒哀楽の表情・音声表出の特徴を知る  
●前頭連合野の認知機能と情動・ストレスの関係を知る  
●情動・ストレスの処理様式、パーソナリティと健康の関係を知る 
 

●安心・信頼感の形成過程を解明する 

●情動体験の個人記憶と集合的記憶の形成過程と機能を知る 

●喪失体験・トラウマ的体験の心理学的影響と対処過程を調べる 

●ソーシャルサポートによるストレス緩和効果を調べる 

●幸福感、スピリチュアリティと健康の関係を探る 

●モチベーション・自己効力感の機能と効用を知る 

 

●生活習慣病の予防・治療プログラムを開発・実践する 

●依存行動のメカニズムとその解消法を見つける 

●情動・ストレスのセルフコントロールのメカニズムを知る 

●子どもの対人スキル学習プログラムを開発・実践する 

●心身機能の活性のための化粧療法、筆記療法などの技法を 

　開発する 

●ITを利用した臨床心理学診断・ケアプログラムを開発する 

●健康教育方法論を開発する 

●テレビ視聴と肥満の関係 
●ゆっくり食べることがダイエットに有効であるか 
●食行動への社会的影響 
●食事の規則性および運動が食行動に与える影響 
●ビアテイスト飲料（ノンアルコール・ビール）の摂取が認知能 
　力に与える影響 
●コーヒーおよびカフェインレス・コーヒーの摂取が認知能力に 
　与える影響 
●「うまみ」が心理的満足感および間食に与える影響 
●食行動における飽和の進行プロセスの解明 
　（食行動のセッション内変動） ●子どもの学校適応と社会的欲求充足との関連の検討 

●理科に対する興味を高めるための教材開発の試み 
●e-learning の効果と動機づけとの関連について 
 

　子どもの発達のメカニズムを科学的に解明し、その結果を育児や

保育、教育にフィードバックすることを目的として設立されました。

テーマを赤ちゃんに特化した全国で初めての研究センターです。

企業との連携による新技術開発はもちろん、地域の皆さんを対象と

した育児相談や発達障害児の療育・指導などにも取り組んでいます。 

主な研究プロジェクト  
●胎児・未熟児あるいは新生児から乳幼児までの脳機能の測定 
光トポグラフィー、多チャンネル脳波計、アイトラッカー（視線
計測装置）などを用いて赤ちゃんの脳機能の測定を行う。 

●発達障害児の診断方法の開発 
実験心理学などの研究を改良して、臨床の場で使用できる
ようなバッテリーを作成し、注意欠陥多動性障害や自閉症な
どの発達障害児の早期診断に役立てる。 

●発達障害児の療育方法の開発 
医療における音楽療法の研究などを通じて、発達障害児の
療育方法を検討開発する。 

●脳機能計測装置の開発 
胎児の行動観察のための3D超音波診断装置の改良、胎児
の脳機能計測用のMRIなどの機器を企業と共同で開発する。 

●地域育児支援士の育成 
赤ちゃん学を育児や保育に生かしていくため、京都府などと
協力して地域社会において子育てを支援する地域育児支援
士の養成講座を開催していく。 

（ ） 

20082008年 
1010月1日 
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赤ちゃん学研究センター 
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個人要因 

センターの研究分野 

遺伝・気質・体質・パーソナリティー・生活様式・価値観など 

感情・ストレス・健康に関わる諸要因とセンターの研究領域 

健康・疾病 
●精神健康・疾病 
●身体健康・疾病 
●社会的適応・不適応 

感情・ストレス 
●知覚・認知課程 
●中枢・抹消生理 
●行動 

制御・対処 
●認知処理 
●行動変容 
●心理学的介入 

環境要因 
出来事・環境変化・対人関係・ソーシャルサポートなど 
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社会の期待を背負って誕生！ 
同志社大学 心理学部から新たな研究成果を発信 

社会の期待を背負って誕生！ 
同志社大学 心理学部から新たな研究成果を発信 

 

社会の期待を背負って誕生！ 

 同志社大学 心理学部から 
新たな研究成果を発信 
 ～人間の“こころ”の働きを科学する～ 
 同志社大学心理学部心理学科教授 
心理学部長 
 

　2009年4月、同志社大学心理学部が京田辺キャンパ

スに誕生しました。これは従来の文学部心理学科を発

展的に改組充実させたものです。これまで培ってきた基

礎心理学の研究成果を土台にしながら、さらに脳・神経

科学や臨床心理学、社会心理学や発達心理学など、幅

広い視点から人間を総合的に科学する“ヒューマン・サ

イエンス”の確立をめざしています。 

　また、生命医科学部やスポーツ健康科学部、文化情

報学部などとの学内連携、あるいは企業や地域社会、

行政機関との積極的なコラボレーションによって、世の

中から求められる研究成果の発信、社会貢献を進めて

いこうと考えています。 

　今回は、同志社大学心理学部長の内山伊知郎教授と、

同志社大学で心理学を学び、卒業後は京都府警の第

一線で活躍されている小山雅子さんとの対談を通して、

心理学部が取り組もうとする研究内容や産学官連携の

方向性などを紹介します。 

　学生たちの「創造力」「コミュニケーション力」「実行力」を養い、社会の幅広い分野で活躍できる人材を育てる

ために、同志社大学が開発導入している実践型の授業です。地域や企業、福祉・医療機関などと連携しながら、社

会に横たわるさまざまな問題について心理学的にアプローチ可能な課題を設定し、学術的発見や新たな製品開発、

サービス・プログラムの提案などにつなげます。 

 

●科学技術の安全・安心とリスク認知の研究 
●3次元WEB空間設計・活用 
●創造的思考を促進する人的・環境条件の研究 
 

●感情ロボットを活用した創造力育成講座設計 
●感情対応型快適生活空間の設計 
●感情制御の観点による京都観光・環境資源マップの作成 
 

●医療機関連携育児支援プログラムの開発と実践 
●生け花による感情活性・ストレス対処プログラムの開発 
●親子のコミュニケーションを活性する絵本や玩具の開発 

産業界 

教育機関 

医療・保健 
機関 

地域社会 

同志社大学 心理学部 
学内連携機関 

A
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●神経・行動心理学コース 
●臨床・社会心理学コース 
●発達・教育心理学コース 

 

●理工学部 
●生命医科学部 

●文化情報学部 
●スポーツ健康科学部 

京田辺校地 

 

●同志社大学 こころの生涯発達研究センター 
●同志社大学 感情・ストレス・健康研究センター 
●同志社大学 赤ちゃん学研究センター 

研究センター 

●人文・社会科学系学部 
今出川校地 

特集 対談 

特集 同志社大学 研究センター紹介 

内山 伊知郎 うちやま  いちろう 
京都府警察本部生活安全部 生活安全対策課 
子どもと女性を守る特命捜査室長／京都府警視 
 

小山 雅子 こやま  まさこ 

※1978年3月 同志社大学文学部文化学科心理学専攻卒業 

　神経・行動心理学コース 

　近年、めざましい発展をみせている最新の脳科学や行動科学を学びます。

先進的な技術と装置を用いた高度な実験を実施し、こころと行動の神経・

生理的な基盤と行動そのもののメカニズムを解明します。脳科学をはじ

めとする生物学的な観点や行動科学的な観点から、こころと行動につい

て理解する能力に秀でた人材育成をめざします。 

 
　臨床・社会心理学コース 

　社会的な要請に応えて、臨床・社会系の教育・研究を一層充実します。

このコースでは、こころの問題の解決をめざす臨床心理学、そして社会

におけるこころと行動の理解をめざす社会心理学を学びます。こころの

問題の原因を正しく理解し、それを解決する能力と、心理学の知識を対

人関係の中で生かす能力に優れた人材育成をめざします。 

 
　発達・教育心理学コース 

　人を育て、成長させるために、心理学がどのようにかかわり応用されて

いくかを学ぶコースです。生涯にわたる発達と教育現場での学びに関して、

適切な理解と支援を行う能力に秀でた人材育成をめざします。社会のあ

らゆる場面で、今後ますます重要性が高まることが予測されています。 

プロジェクト型演習 
 

認知領域 

■プロジェクトの参考例 

感情領域 
 

適応領域 
 

学部長 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

時代ニーズに合わせて 
心理学もどんどんと変化して 
いかなければならないんです 

内山■同志社大学では今年4月、京田辺キャンパスに新

たに心理学部を開設しました。今、社会のさまざまな場面

において、心の働きが分かる人、心理学を学んだ人に対

するニーズが高まってきています。例えば新聞を広げると「な

ぜ、こんな犯罪が起こるのだろう？」と首を傾げたくなるよ

うな事件や事故が毎日のように起こっていますね。特に、

何か動機があるわけでなく、ちょっと心の状態が不安定

になって、本来はそんなことをするはずのない人が罪を

犯してしまう…。私たちは“ヒューマン・サイエンス”と呼ん

でいますが、人間の心と行動の関連性 ― 人間がどのよ

うに考え、感じ、ふるまうのかを明らかにしていくことで、犯

罪を未然に防ぐようなことも可能になると考えています。 

小山■おっしゃるとおりですね。私は、子どもが成長する

過程にかかわっていきたいと考えて、同志社大学で野辺

地正之先生のゼミに入って発達心理学を勉強したんです。

卒論では、小さな子どもが人間の表情をどのように判断し

ているかを調べたのですが、幼稚園や保育園を走り回って、

一日中子どもたちの相手をしなければなりません。泣いて

いる子をなだめたりあやしたり、それこそ研究どころじゃな

かった思い出がありますね。野辺地先生は子どもの精神

分析を中心とした臨床研究を積極的に行っておられた

方で、当時注目されつつあったカウンセリング手法などと

ても興味深く学ぶことができました。私自身、警察で中学

生や高校生などからいろんな相談を受けることが多いの

ですが、大学で学んだことが直接役立っていることも多

いですね。今日の私があるのも、心理学を学んだおかげ

だと感謝しているんですよ。 

内山■私たちの研究は、決して机上だけにとどまるので

はなく、社会ニーズに合わせて敏感に対応しなければな

らないと思っているんです。例えば、心理学部では基礎

的研究と応用分野を結ぶ「プロジェクト型演習」を設置し、

社会の中で実際に心理学を生かして活躍している方を

訪ねて、現場体験をしようという実践型授業を展開して

います。病院や障害者施設など臨床系はもちろん、企業

の研究所では「どのように消費者ニーズをとらえているの

か？」「消費者の購買意欲を高めるにはどうすればいい

のか？」といった消費者心理を学ぶこともあります。ますま

す多様化・複雑化する世の中において、むしろ今までの

心理学では解決できない問題も数多く出てきています。

私たちは従来とは異なる新しい観点から、そうした部分に

メスを入れたいと考えています。 

小山■なるほど。私は以前、ハイテク犯罪対策室にいた

のですが、インターネットというのは匿名性が高いので、人

間の別の心理を引き出すような効果があるように思います。

最近では、インターネットで犯行予告をするという事件が

増えているのですが、犯人を検挙すると「まさか、本当に

つかまるとは思わなかった」と口を揃えて言うんです。自

分だけは大丈夫だろうと思っているんでしょう。被害者の

ほうも、オークション詐欺などに遭っても「インターネットだか

ら仕方がない…」と、なぜかあきらめてしまう人が少なくあ

りません。これはインターネット特有で、他の犯罪にはあま

り見られない傾向です。内山先生がおっしゃるように、社

会変化に合わせて心理学もどんどん研究の幅を広げて

いかなければなりませんね。 

内山■文学部（心理学科）が心理学部に生まれ変わって、

研究のすそ野が大きく広がりました。教員の数も18名に

増え、企業現場や学校現場に密接にかかわってこられた

先生、あるいは消費者心理について詳しく研究してこら

れた先生など、バラエティ豊かな顔ぶれが揃っています。

特に、心理学部のある京田辺キャンパスには、生命医科

学部やスポーツ健康科学部、文化情報学部などがあり、

それぞれ先端的な研究が行われています。生命医科学

部ではどちらかと言えば身体的・生理的なメカニズムの

解明に重きが置かれていますが、そこに心理学の要素が

結びつくことによって、「なぜ、人がそのような行動をする

のか？」を考え、より多面的に人間を語ることができる学問 

―“ヒューマン・サイエンス”が確立できると考えています。

もう一つ、同志社大学心理学部は文系学部でありながら、

基礎心理学に関するさまざまな実証実験を行っているの

が特長でしょう。例えば、ポリグラフ（うそ発見器）を使った

実験では、被験者の手のひらに電極をつけてもらい、ど

のような質問をすればうそが見抜けるのかを検証したり、

さまざまな映像を見てもらって、感情が喚起される場面で

被験者の生理指標にどのような変化を示すかを調べて

います。人間の心にかか

わるさまざまな場面において、

こうしたデータベースを蓄

積して積極的に生かすこ

とで社会貢献につながれ

ばと考えています。 

 

心の奥底に潜むサインに 
気づいてあげることも 
カウンセラーの大切な仕事です 

小山■最近、少年による犯罪が増加していますが、京都

府警においても臨床心理士の資格を持ったカウンセラー

が数人勤務しており、保護者や子どもたちのさまざまな相

談に応じています。中には、自分の思いをうまく伝えられ

ない子どももいるので、そんなときは心理学ツールの一つ

である「箱庭」を使ったカウンセリングを行うこともあります。

これは、砂を敷いた小さな箱の中に、人形や木などで自

分の好きな世界を表現してもらい、そこに隠されたさまざま

な心の動きを読み解こうという手法です。以前、箱庭に

大小二つの家を作った子どもがいましたが、彼にとってそ

れは離れて暮らしているお父さんとお母さんを表したもの

だったのです。子どもたちが抱えている悩みや問題行動

のサインに気づいてあげることも、犯罪防止のために重要

なことではないでしょうか。 

内山■なるほど。犯人を検挙するだけでなく、心の問題

を解決することで犯罪を未然に防止する努力が大切で

すね。最近では、犯罪被害者の心のケアの問題も注目さ

れています。警察官は犯人検挙のために被害者に事情

聴取を行いますが、被害者にとっては思い出したくない

ことを何度も聞かれて、さらに深い心の傷を負ってしまう

こともあります。「心的外傷後ストレス障害（PTSD）」とい

う言葉も頻繁に聞かれるようになりました。今後、心理学

を専門的に学んだ人材に寄せられる社会的な期待は、ま

すます大きなものになってくるでしょうね。 

小山■私が所属している「子どもと女性を守る特命捜査室」

では、子どもたちや女性が凶悪事件の被害者になる前の

つきまといや声掛けといった段階で、犯人を検挙あるい

は指導できないかと考えています。そのためには、犯人

像を絞り込むプロファイリングが不可欠です。不審者情報

が寄せられた場所や犯罪が行われた場所を地図に落と

し込んでいくと、どんな犯罪がどのあたりで何時ごろ行わ

れたかということが明らかになってきます。例えば、夕方

の6時前後に犯罪が集中して起こっていれば、「犯人は

サラリーマンで仕事帰りに立ち寄っているのではないか…」

と推測できるでしょう。犯人の心理を研究することで、これ

まで見えなかったことに気づくことも多いですね。一つひ

とつ情報を分析しながら、容疑者を割り出していくのは

大変な作業ですが、その分やりがいも大きいですよ。 

内山■箱庭やプロファイリングなど、社会のいろいろな場

面で心理学の研究成果が応用されていることが分かります。

そういう意味では、これから産学官連携の可能性は無限

に広がっているのではないでしょうか。すでに土木工学

の世界では、心理学との融合が積極的に進められてい

ます。例えば、道路にブロックのような立体的な絵が描か

れていて、思わず自動車のスピードを緩めたという経験

があるかもしれませんね。同志社大学心理学部において

も「安全・安心の心理学」「交通心理学」というカリキュラ

ムを用意していますが、人間の知覚や錯覚を利用するこ

とによって、交通安全に役立てようという取り組みに注目

が集まっています。そのほか、飲酒運転をどのようにして

防止するかという試みも始まりつつあります。お酒を飲ん

で運転してはいけないと誰もが分かっていながら、「まあ、

少しぐらいはいいだろう」と思ってしまうのはなぜか？ まさに、

人間の心の動きや働きにスポットを当てた研究といえるで

しょう。 

小山■交通安全もそうですが、防犯の面においても人間

心理を活用することができますね。ひと昔前までは、京都

の路地には砂利が敷いてあって、誰かが来たら足音です

ぐに分かったものです。目立つような音や光を嫌う犯罪

者心理をうまく突いたもので、あらためて先人の智恵はす

ごいなと感心しますね。最近、学校現場での犯罪が問題

になっている中、今までのように廊下の奥まったところに

職員室を作るのではなく、できるだけグラウンドに面したと

ころに設置しようという取り組みも行われています。先生

がちょっと顔を上げれば、グラウンドを見渡せる。誰が見て

いるか分からないという環境を生み出すことによって、犯

罪を未然に防止できるのではないかと期待されています。

「戸締まりはきちんとしましょう！」というソフト面での広報・

啓発活動も大切ですが、都市計画の中に心理学的な要

素をうまく取り入れることによって、安全・安心なまちづく

りが実現できるのではないでしょうか。 

 

学内研究センターとの連携で 
より幅広い地域貢献を 
実現したいですね 

内山■地域社会とのインターフェイスという意味において、

同志社大学心理学部では「赤ちゃん学研究センター」や「感

情・ストレス・健康研究センター」、「こころの生涯発達研究

センター」などと連携しながら、社会のさまざまな問題の解決、

あるいは情報発信に取り組んで

いきたいと考えています。昨年

には、京都府交通安全協会と「こ

ころの生涯発達研究センター」

が共同で、お母さんや小さな子ど

もたちが自転車に乗るときに、ど

うすればヘルメット着用率を高

められるかというアンケート調査・

分析を行いました。その結果、「ほ

かの人が着用していれば、自分

も抵抗感なく着用できる」「事故

が起こったとき、安全度が高まる

なら着用したい」という回答が得

られるなど、ヘルメット着用率を

高めるためのヒントを浮き彫りに

することができました。そのほか、「感情・ストレス・健康研

究センター」では、病院や患者さんたちとコラボレーションし

ながら、どうすれば無理なく禁煙することができるかという

研究も行っています。大学と地域を結ぶ窓口として、研

究センターを軸としたさまざまな社会連携が広がっている

ようです。 

小山■子どもと女性を守る部署にいる者として、「赤ちゃ

ん学研究センター」の取り組みに興味がわきますね。私

自身、学生時代に幼稚園や保育園で子どもたちの発達

心理を勉強していましたから…。赤ちゃんのことを専門に

研究する、全国で初めての研究センターと聞きましたが、

具体的にどのような研究をされているのですか？ 

内山■アメリカでは赤ちゃんの研究は盛んに行われてい

るんです。日本では今から10年ほど前に赤ちゃん学の学

会が設立されました。そのときの発起人の一人・小西行

郎先生をセンター長とした「赤ちゃん学研究センター」を中

核として、けいはんな地域から赤ちゃん学の情報発信を

していこうと考えています。心理学をはじめ、小児科学、

ロボット工学など多面的な領域から赤ちゃんの研究を行い、

子育てに悩む

お母さんなどに

フィードバックし

ていくことで社

会貢献につなげ

られればと思っ

ているんです。 

小山■大学は研究・教育を行うだけでなく、地域社会に

いかに貢献するのかということが求められるようになって

います。そういう意味では、同志社大学の研究センターが

地域のさまざまな問題を取り扱う窓口としての機能を果

たしているのは素晴らしいことだと思います。これだけ社

会ニーズが多様になってくると、心理学という一つの枠

組みの中にとどまっているだけでは社会との融合はでき

ないのではないでしょうか。警察行政というのは、人間と

真正面から向き合う仕事です。例えば、ドメスティックバイ

オレンスの問題やインターネット犯罪など、そこには常識で

は考えられないような人間心理が介在しています。私た

ち自身、大学で取り組まれている最先端の研究成果に目

を向けながら、現場に臨まなければならないと思っています。 

内山■何度も言うように、同志社大学心理学部の特長は、

ただ教科書を開いて講義を聞く従来型のスタイルではなく、

一つひとつのデータを積み重ねて科学的に検証してい

く“ヒューマン・サイエンス”の視点を取り入れているという

ことでしょう。臨床系の実習においても、どのように患者さ

んの心が癒されるのか、そのプロセスやメカニズムをしっ

かりと見極めていくことが大切です。今、あらためて人間

の心と行動について大きな注目が集まっています。これ

からも地域や企業などとの連携を視野に入れながら、より

社会貢献に結びつくような人材育成、研究成果の発信を

行っていこうと考えています。本日は、どうもありがとうござ

いました。 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

内山伊知郎 教授　　専門領域 ： 発達心理学 

　　　　 ●乳幼児の自己空間移動と感情・認知発達 
　　　　 ●感情の発達心理学的研究 
　　　　 ●交通安全行動に関する心理学的研究 
 
鈴木　直人 教授　　専門領域 ： 感情心理学、環境心理学 

　　　　 ●ポジティブ感情の機能に関する研究 
　　　　 ●働きたくなる職場環境の創成 
　　　　 ●校庭の芝生化が子どもの精神的健康に及ぼす効果 
 
佐藤　　豪 教授　　専門領域 ： 臨床心理学 

　　　　 ●タイプA行動パターンと心臓血管系反応の関連についての研究 
　　　　 ●心身症の心理行動特徴の研究 
 
中谷内一也 教授　　専門領域 ： 社会心理学、リスク心理学 

　　　　 ●信頼構築、リスク不安についての研究 
 
神山　貴弥 教授　　専門領域 ： 学校心理学 

　　　　 ●開発的・予防的生徒指導と心理・社会的発達 
　　　　 ●態度形成・変容に関する研究 
 
杉若　弘子 教授　　専門領域 ： パーソナリティ心理学、行動臨床心理学 

　　　　 ●セルフ・コントロールのタイプと個人差 
　　　　 ●情緒喚起とアサーション（主張行動） 
 
余語　真夫 教授　　専門領域 ： 感情心理学、臨床社会心理学 

　　　　 ●感情の意識化のプロセス 
　　　　 ●感情の自己制御と社会環境制御 
　　　　 ●ネガティブ感情の効用 
 
青山謙二郎 教授　　専門領域 ： 学習心理学、行動分析学 

　　　　 ●食べる行動への学習の影響 
　　　　 ●セルフ・コントロールと選択行動 
 
興津真理子 准教授　専門領域 ： 家族心理学、臨床心理学 

　　　　 ●家族造形法についての基礎的研究と心理臨床における活用 
　　　　 ●障害のある子どもを持つ家族への心理的支援 
 
畑　　敏道 准教授　専門領域 ： 生理心理学、行動学的神経科学 

　　　　 ●時間認知の生理心理学的研究 
　　　　 ●脳内報酬系に関する研究 
 
田中あゆみ 講師　　専門領域 ： ヒューマン・モティベーション 

　　　　 ●達成目標と自己調整学習 
　　　　 ●接近－回避動機づけに関する研究 
 
上北　朋子 助教　　専門領域 ： 生理心理学 

　　　　 ●げっ歯類の学習やコミュニケーションの生理心理学 
 

科学的視点を取り入れた 
赤ちゃん研究で育児不安を解消 
 

小西 行郎 
心理学研究科 
チェアプロフェッサー教授 
 

　これまで、生まれたばかりの赤ちゃんはまっ白な状態で、

お母さんが世話してあげないと何もできない…と考えられて

きました。でも、本当にそうでしょうか？ 例えば、お母さんのお

腹の中にいる赤ちゃんを観察すると、時々笑っているような

仕草を見せることがあります。これは、生まれたときにお母さ

んから「かわいいね」と思ってもらうために、笑顔をつくる練

習をしているのです。私たちは“スタートアップ・プログラム”

と呼んでいますが、実は赤ちゃんというのはこうした潜在的

な能力を生まれながら身につけているのです。 

　「同志社大学 赤ちゃん学研究センター」では、赤ちゃんを

従来の小児科学や心理学だけでとらえるのではなく、脳科

学や発達神経学、ロボット工学といった異分野の視点を融

合することで多面的に研究していこうと考えています。今、

育児不安や幼児虐待などの問題がクローズアップされてい

ますが、赤ちゃんのことをよく知らなければ育児不安は解消

できないでしょう。「子どもを育てるためにはこうしなければ

ならない…」というお仕着せの育児論ではなく、科学的に

検証された研究成果を地域の皆さんに幅広くフィードバック

していくことで、子育てに悩むお父さん、お母さんの心の負

担を少しでも軽減したいと考えています。 

　当研究センターが位置する学研都市地域には、赤ちゃん

研究に関心を持つ最先端企業がたくさん集積しています。

これから赤ちゃん市場がますます広がっていく中で、きちん

と科学的根拠に基づいて開発されたベビー用品や玩具、

学習教材などへのニーズは高まっていくでしょう。将来的には、

企業との共同研究によって、赤ちゃんの脳機能を測定する

機器の開発などにも取り組んでいきたいと考えています。

赤ちゃん学というフィールドを確立することで、同志社大

学ならではのユニークな研究成果を残していきたいですね。 

モニターに映像を映し出し、
赤ちゃんがお母さんと他人の
顔をどのように区別している
かを研究。非接触型の視線
計測装置を使って、赤ちゃん
の目の動きを調べる。 

センター長 

　感情やストレスの基礎的メカニズムの研究、感情やストレス

と健康の関係に関する研究、疾病予防や健康増進のための介

入研究を推進し、それらの知見に基づいた啓蒙・教育活動や

臨床的支援活動を展開しています。 

主な研究プロジェクト 

●基礎研究領域 
 
 
 
 
 
 
 
●環境相互作用研究領域 
 
 
 
 
 
 
 
 

●介入研究領域 

感情・ストレス・健康研究センター 

主な研究プロジェクト 

●子どもの発達支援研究プロジェクト 
乳幼児の発達メカニズムを明らかにし、健やかな発達を支
援します。 

 
 
 
 
 
 
●教育支援研究プロジェクト 
教育現場での問題の解決とよりよい支援のあり方を検討し
ます。 
 
 
 
 

●食行動研究プロジェクト 
食行動のメカニズムを実験を通して探り、健康と食の問題
の解明をめざしています。 

佐藤　豪 （心理学部教授） 
 

センター長 

　生涯発達の観点に立ち、脳科学・行動科学的な基礎研究から、

子どもの発達支援、子育て支援、高齢者支援を視野に入れた

実践的研究まで、幅広い研究を展開しています。 

こころの生涯発達研究センター 内山 伊知郎 （心理学部教授） 
 

センター長 

●乳児の運動発達と認知・感情発現について 
●乳児の深さ知覚についての研究 
●乳幼児における絵本共有についての研究 
●乳幼児の自己発現について 
●障害児の診断と発達支援について　など 
 

●喜怒哀楽を脳活動の画像化でとらえる 
●情動・ストレスにともなう自律神経系の作動を知る 
●情動・ストレスにともなう内分泌系と免疫系の振る舞いを知る  
●喜怒哀楽の表情・音声表出の特徴を知る  
●前頭連合野の認知機能と情動・ストレスの関係を知る  
●情動・ストレスの処理様式、パーソナリティと健康の関係を知る 
 

●安心・信頼感の形成過程を解明する 

●情動体験の個人記憶と集合的記憶の形成過程と機能を知る 

●喪失体験・トラウマ的体験の心理学的影響と対処過程を調べる 

●ソーシャルサポートによるストレス緩和効果を調べる 

●幸福感、スピリチュアリティと健康の関係を探る 

●モチベーション・自己効力感の機能と効用を知る 

 

●生活習慣病の予防・治療プログラムを開発・実践する 

●依存行動のメカニズムとその解消法を見つける 

●情動・ストレスのセルフコントロールのメカニズムを知る 

●子どもの対人スキル学習プログラムを開発・実践する 

●心身機能の活性のための化粧療法、筆記療法などの技法を 

　開発する 

●ITを利用した臨床心理学診断・ケアプログラムを開発する 

●健康教育方法論を開発する 

●テレビ視聴と肥満の関係 
●ゆっくり食べることがダイエットに有効であるか 
●食行動への社会的影響 
●食事の規則性および運動が食行動に与える影響 
●ビアテイスト飲料（ノンアルコール・ビール）の摂取が認知能 
　力に与える影響 
●コーヒーおよびカフェインレス・コーヒーの摂取が認知能力に 
　与える影響 
●「うまみ」が心理的満足感および間食に与える影響 
●食行動における飽和の進行プロセスの解明 
　（食行動のセッション内変動） ●子どもの学校適応と社会的欲求充足との関連の検討 

●理科に対する興味を高めるための教材開発の試み 
●e-learning の効果と動機づけとの関連について 
 

　子どもの発達のメカニズムを科学的に解明し、その結果を育児や

保育、教育にフィードバックすることを目的として設立されました。

テーマを赤ちゃんに特化した全国で初めての研究センターです。

企業との連携による新技術開発はもちろん、地域の皆さんを対象と

した育児相談や発達障害児の療育・指導などにも取り組んでいます。 

主な研究プロジェクト  
●胎児・未熟児あるいは新生児から乳幼児までの脳機能の測定 
光トポグラフィー、多チャンネル脳波計、アイトラッカー（視線
計測装置）などを用いて赤ちゃんの脳機能の測定を行う。 

●発達障害児の診断方法の開発 
実験心理学などの研究を改良して、臨床の場で使用できる
ようなバッテリーを作成し、注意欠陥多動性障害や自閉症な
どの発達障害児の早期診断に役立てる。 

●発達障害児の療育方法の開発 
医療における音楽療法の研究などを通じて、発達障害児の
療育方法を検討開発する。 

●脳機能計測装置の開発 
胎児の行動観察のための3D超音波診断装置の改良、胎児
の脳機能計測用のMRIなどの機器を企業と共同で開発する。 

●地域育児支援士の育成 
赤ちゃん学を育児や保育に生かしていくため、京都府などと
協力して地域社会において子育てを支援する地域育児支援
士の養成講座を開催していく。 

（ ） 

20082008年 
1010月1日 

 
開設開設 

赤ちゃん学研究センター 
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個人要因 

センターの研究分野 

遺伝・気質・体質・パーソナリティー・生活様式・価値観など 

感情・ストレス・健康に関わる諸要因とセンターの研究領域 

健康・疾病 
●精神健康・疾病 
●身体健康・疾病 
●社会的適応・不適応 

感情・ストレス 
●知覚・認知課程 
●中枢・抹消生理 
●行動 

制御・対処 
●認知処理 
●行動変容 
●心理学的介入 

環境要因 
出来事・環境変化・対人関係・ソーシャルサポートなど 
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社会の期待を背負って誕生！ 

 同志社大学 心理学部から 
新たな研究成果を発信 
 ～人間の“こころ”の働きを科学する～ 
 同志社大学心理学部心理学科教授 
心理学部長 
 

　2009年4月、同志社大学心理学部が京田辺キャンパ

スに誕生しました。これは従来の文学部心理学科を発

展的に改組充実させたものです。これまで培ってきた基

礎心理学の研究成果を土台にしながら、さらに脳・神経

科学や臨床心理学、社会心理学や発達心理学など、幅

広い視点から人間を総合的に科学する“ヒューマン・サ

イエンス”の確立をめざしています。 

　また、生命医科学部やスポーツ健康科学部、文化情

報学部などとの学内連携、あるいは企業や地域社会、

行政機関との積極的なコラボレーションによって、世の

中から求められる研究成果の発信、社会貢献を進めて

いこうと考えています。 

　今回は、同志社大学心理学部長の内山伊知郎教授と、

同志社大学で心理学を学び、卒業後は京都府警の第

一線で活躍されている小山雅子さんとの対談を通して、

心理学部が取り組もうとする研究内容や産学官連携の

方向性などを紹介します。 

　学生たちの「創造力」「コミュニケーション力」「実行力」を養い、社会の幅広い分野で活躍できる人材を育てる

ために、同志社大学が開発導入している実践型の授業です。地域や企業、福祉・医療機関などと連携しながら、社

会に横たわるさまざまな問題について心理学的にアプローチ可能な課題を設定し、学術的発見や新たな製品開発、

サービス・プログラムの提案などにつなげます。 

 

●科学技術の安全・安心とリスク認知の研究 
●3次元WEB空間設計・活用 
●創造的思考を促進する人的・環境条件の研究 
 

●感情ロボットを活用した創造力育成講座設計 
●感情対応型快適生活空間の設計 
●感情制御の観点による京都観光・環境資源マップの作成 
 

●医療機関連携育児支援プログラムの開発と実践 
●生け花による感情活性・ストレス対処プログラムの開発 
●親子のコミュニケーションを活性する絵本や玩具の開発 

産業界 

教育機関 

医療・保健 
機関 

地域社会 

同志社大学 心理学部 
学内連携機関 

A
ACTION

SCIENCE RESEARCH
S R

●神経・行動心理学コース 
●臨床・社会心理学コース 
●発達・教育心理学コース 

 

●理工学部 
●生命医科学部 

●文化情報学部 
●スポーツ健康科学部 

京田辺校地 

 

●同志社大学 こころの生涯発達研究センター 
●同志社大学 感情・ストレス・健康研究センター 
●同志社大学 赤ちゃん学研究センター 

研究センター 

●人文・社会科学系学部 
今出川校地 

特集 対談 

特集 同志社大学 研究センター紹介 

内山 伊知郎 うちやま  いちろう 
京都府警察本部生活安全部 生活安全対策課 
子どもと女性を守る特命捜査室長／京都府警視 
 

小山 雅子 こやま  まさこ 

※1978年3月 同志社大学文学部文化学科心理学専攻卒業 

　神経・行動心理学コース 

　近年、めざましい発展をみせている最新の脳科学や行動科学を学びます。

先進的な技術と装置を用いた高度な実験を実施し、こころと行動の神経・

生理的な基盤と行動そのもののメカニズムを解明します。脳科学をはじ

めとする生物学的な観点や行動科学的な観点から、こころと行動につい

て理解する能力に秀でた人材育成をめざします。 

 
　臨床・社会心理学コース 

　社会的な要請に応えて、臨床・社会系の教育・研究を一層充実します。

このコースでは、こころの問題の解決をめざす臨床心理学、そして社会

におけるこころと行動の理解をめざす社会心理学を学びます。こころの

問題の原因を正しく理解し、それを解決する能力と、心理学の知識を対

人関係の中で生かす能力に優れた人材育成をめざします。 

 
　発達・教育心理学コース 

　人を育て、成長させるために、心理学がどのようにかかわり応用されて

いくかを学ぶコースです。生涯にわたる発達と教育現場での学びに関して、

適切な理解と支援を行う能力に秀でた人材育成をめざします。社会のあ

らゆる場面で、今後ますます重要性が高まることが予測されています。 

プロジェクト型演習 
 

認知領域 

■プロジェクトの参考例 

感情領域 
 

適応領域 
 

学部長 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

時代ニーズに合わせて 
心理学もどんどんと変化して 
いかなければならないんです 

内山■同志社大学では今年4月、京田辺キャンパスに新

たに心理学部を開設しました。今、社会のさまざまな場面

において、心の働きが分かる人、心理学を学んだ人に対

するニーズが高まってきています。例えば新聞を広げると「な

ぜ、こんな犯罪が起こるのだろう？」と首を傾げたくなるよ

うな事件や事故が毎日のように起こっていますね。特に、

何か動機があるわけでなく、ちょっと心の状態が不安定

になって、本来はそんなことをするはずのない人が罪を

犯してしまう…。私たちは“ヒューマン・サイエンス”と呼ん

でいますが、人間の心と行動の関連性 ― 人間がどのよ

うに考え、感じ、ふるまうのかを明らかにしていくことで、犯

罪を未然に防ぐようなことも可能になると考えています。 

小山■おっしゃるとおりですね。私は、子どもが成長する

過程にかかわっていきたいと考えて、同志社大学で野辺

地正之先生のゼミに入って発達心理学を勉強したんです。

卒論では、小さな子どもが人間の表情をどのように判断し

ているかを調べたのですが、幼稚園や保育園を走り回って、

一日中子どもたちの相手をしなければなりません。泣いて

いる子をなだめたりあやしたり、それこそ研究どころじゃな

かった思い出がありますね。野辺地先生は子どもの精神

分析を中心とした臨床研究を積極的に行っておられた

方で、当時注目されつつあったカウンセリング手法などと

ても興味深く学ぶことができました。私自身、警察で中学

生や高校生などからいろんな相談を受けることが多いの

ですが、大学で学んだことが直接役立っていることも多

いですね。今日の私があるのも、心理学を学んだおかげ

だと感謝しているんですよ。 

内山■私たちの研究は、決して机上だけにとどまるので

はなく、社会ニーズに合わせて敏感に対応しなければな

らないと思っているんです。例えば、心理学部では基礎

的研究と応用分野を結ぶ「プロジェクト型演習」を設置し、

社会の中で実際に心理学を生かして活躍している方を

訪ねて、現場体験をしようという実践型授業を展開して

います。病院や障害者施設など臨床系はもちろん、企業

の研究所では「どのように消費者ニーズをとらえているの

か？」「消費者の購買意欲を高めるにはどうすればいい

のか？」といった消費者心理を学ぶこともあります。ますま

す多様化・複雑化する世の中において、むしろ今までの

心理学では解決できない問題も数多く出てきています。

私たちは従来とは異なる新しい観点から、そうした部分に

メスを入れたいと考えています。 

小山■なるほど。私は以前、ハイテク犯罪対策室にいた

のですが、インターネットというのは匿名性が高いので、人

間の別の心理を引き出すような効果があるように思います。

最近では、インターネットで犯行予告をするという事件が

増えているのですが、犯人を検挙すると「まさか、本当に

つかまるとは思わなかった」と口を揃えて言うんです。自

分だけは大丈夫だろうと思っているんでしょう。被害者の

ほうも、オークション詐欺などに遭っても「インターネットだか

ら仕方がない…」と、なぜかあきらめてしまう人が少なくあ

りません。これはインターネット特有で、他の犯罪にはあま

り見られない傾向です。内山先生がおっしゃるように、社

会変化に合わせて心理学もどんどん研究の幅を広げて

いかなければなりませんね。 

内山■文学部（心理学科）が心理学部に生まれ変わって、

研究のすそ野が大きく広がりました。教員の数も18名に

増え、企業現場や学校現場に密接にかかわってこられた

先生、あるいは消費者心理について詳しく研究してこら

れた先生など、バラエティ豊かな顔ぶれが揃っています。

特に、心理学部のある京田辺キャンパスには、生命医科

学部やスポーツ健康科学部、文化情報学部などがあり、

それぞれ先端的な研究が行われています。生命医科学

部ではどちらかと言えば身体的・生理的なメカニズムの

解明に重きが置かれていますが、そこに心理学の要素が

結びつくことによって、「なぜ、人がそのような行動をする

のか？」を考え、より多面的に人間を語ることができる学問 

―“ヒューマン・サイエンス”が確立できると考えています。

もう一つ、同志社大学心理学部は文系学部でありながら、

基礎心理学に関するさまざまな実証実験を行っているの

が特長でしょう。例えば、ポリグラフ（うそ発見器）を使った

実験では、被験者の手のひらに電極をつけてもらい、ど

のような質問をすればうそが見抜けるのかを検証したり、

さまざまな映像を見てもらって、感情が喚起される場面で

被験者の生理指標にどのような変化を示すかを調べて

います。人間の心にかか

わるさまざまな場面において、

こうしたデータベースを蓄

積して積極的に生かすこ

とで社会貢献につながれ

ばと考えています。 

 

心の奥底に潜むサインに 
気づいてあげることも 
カウンセラーの大切な仕事です 

小山■最近、少年による犯罪が増加していますが、京都

府警においても臨床心理士の資格を持ったカウンセラー

が数人勤務しており、保護者や子どもたちのさまざまな相

談に応じています。中には、自分の思いをうまく伝えられ

ない子どももいるので、そんなときは心理学ツールの一つ

である「箱庭」を使ったカウンセリングを行うこともあります。

これは、砂を敷いた小さな箱の中に、人形や木などで自

分の好きな世界を表現してもらい、そこに隠されたさまざま

な心の動きを読み解こうという手法です。以前、箱庭に

大小二つの家を作った子どもがいましたが、彼にとってそ

れは離れて暮らしているお父さんとお母さんを表したもの

だったのです。子どもたちが抱えている悩みや問題行動

のサインに気づいてあげることも、犯罪防止のために重要

なことではないでしょうか。 

内山■なるほど。犯人を検挙するだけでなく、心の問題

を解決することで犯罪を未然に防止する努力が大切で

すね。最近では、犯罪被害者の心のケアの問題も注目さ

れています。警察官は犯人検挙のために被害者に事情

聴取を行いますが、被害者にとっては思い出したくない

ことを何度も聞かれて、さらに深い心の傷を負ってしまう

こともあります。「心的外傷後ストレス障害（PTSD）」とい

う言葉も頻繁に聞かれるようになりました。今後、心理学

を専門的に学んだ人材に寄せられる社会的な期待は、ま

すます大きなものになってくるでしょうね。 

小山■私が所属している「子どもと女性を守る特命捜査室」

では、子どもたちや女性が凶悪事件の被害者になる前の

つきまといや声掛けといった段階で、犯人を検挙あるい

は指導できないかと考えています。そのためには、犯人

像を絞り込むプロファイリングが不可欠です。不審者情報

が寄せられた場所や犯罪が行われた場所を地図に落と

し込んでいくと、どんな犯罪がどのあたりで何時ごろ行わ

れたかということが明らかになってきます。例えば、夕方

の6時前後に犯罪が集中して起こっていれば、「犯人は

サラリーマンで仕事帰りに立ち寄っているのではないか…」

と推測できるでしょう。犯人の心理を研究することで、これ

まで見えなかったことに気づくことも多いですね。一つひ

とつ情報を分析しながら、容疑者を割り出していくのは

大変な作業ですが、その分やりがいも大きいですよ。 

内山■箱庭やプロファイリングなど、社会のいろいろな場

面で心理学の研究成果が応用されていることが分かります。

そういう意味では、これから産学官連携の可能性は無限

に広がっているのではないでしょうか。すでに土木工学

の世界では、心理学との融合が積極的に進められてい

ます。例えば、道路にブロックのような立体的な絵が描か

れていて、思わず自動車のスピードを緩めたという経験

があるかもしれませんね。同志社大学心理学部において

も「安全・安心の心理学」「交通心理学」というカリキュラ

ムを用意していますが、人間の知覚や錯覚を利用するこ

とによって、交通安全に役立てようという取り組みに注目

が集まっています。そのほか、飲酒運転をどのようにして

防止するかという試みも始まりつつあります。お酒を飲ん

で運転してはいけないと誰もが分かっていながら、「まあ、

少しぐらいはいいだろう」と思ってしまうのはなぜか？ まさに、

人間の心の動きや働きにスポットを当てた研究といえるで

しょう。 

小山■交通安全もそうですが、防犯の面においても人間

心理を活用することができますね。ひと昔前までは、京都

の路地には砂利が敷いてあって、誰かが来たら足音です

ぐに分かったものです。目立つような音や光を嫌う犯罪

者心理をうまく突いたもので、あらためて先人の智恵はす

ごいなと感心しますね。最近、学校現場での犯罪が問題

になっている中、今までのように廊下の奥まったところに

職員室を作るのではなく、できるだけグラウンドに面したと

ころに設置しようという取り組みも行われています。先生

がちょっと顔を上げれば、グラウンドを見渡せる。誰が見て

いるか分からないという環境を生み出すことによって、犯

罪を未然に防止できるのではないかと期待されています。

「戸締まりはきちんとしましょう！」というソフト面での広報・

啓発活動も大切ですが、都市計画の中に心理学的な要

素をうまく取り入れることによって、安全・安心なまちづく

りが実現できるのではないでしょうか。 

 

学内研究センターとの連携で 
より幅広い地域貢献を 
実現したいですね 

内山■地域社会とのインターフェイスという意味において、

同志社大学心理学部では「赤ちゃん学研究センター」や「感

情・ストレス・健康研究センター」、「こころの生涯発達研究

センター」などと連携しながら、社会のさまざまな問題の解決、

あるいは情報発信に取り組んで

いきたいと考えています。昨年

には、京都府交通安全協会と「こ

ころの生涯発達研究センター」

が共同で、お母さんや小さな子ど

もたちが自転車に乗るときに、ど

うすればヘルメット着用率を高

められるかというアンケート調査・

分析を行いました。その結果、「ほ

かの人が着用していれば、自分

も抵抗感なく着用できる」「事故

が起こったとき、安全度が高まる

なら着用したい」という回答が得

られるなど、ヘルメット着用率を

高めるためのヒントを浮き彫りに

することができました。そのほか、「感情・ストレス・健康研

究センター」では、病院や患者さんたちとコラボレーションし

ながら、どうすれば無理なく禁煙することができるかという

研究も行っています。大学と地域を結ぶ窓口として、研

究センターを軸としたさまざまな社会連携が広がっている

ようです。 

小山■子どもと女性を守る部署にいる者として、「赤ちゃ

ん学研究センター」の取り組みに興味がわきますね。私

自身、学生時代に幼稚園や保育園で子どもたちの発達

心理を勉強していましたから…。赤ちゃんのことを専門に

研究する、全国で初めての研究センターと聞きましたが、

具体的にどのような研究をされているのですか？ 

内山■アメリカでは赤ちゃんの研究は盛んに行われてい

るんです。日本では今から10年ほど前に赤ちゃん学の学

会が設立されました。そのときの発起人の一人・小西行

郎先生をセンター長とした「赤ちゃん学研究センター」を中

核として、けいはんな地域から赤ちゃん学の情報発信を

していこうと考えています。心理学をはじめ、小児科学、

ロボット工学など多面的な領域から赤ちゃんの研究を行い、

子育てに悩む

お母さんなどに

フィードバックし

ていくことで社

会貢献につなげ

られればと思っ

ているんです。 

小山■大学は研究・教育を行うだけでなく、地域社会に

いかに貢献するのかということが求められるようになって

います。そういう意味では、同志社大学の研究センターが

地域のさまざまな問題を取り扱う窓口としての機能を果

たしているのは素晴らしいことだと思います。これだけ社

会ニーズが多様になってくると、心理学という一つの枠

組みの中にとどまっているだけでは社会との融合はでき

ないのではないでしょうか。警察行政というのは、人間と

真正面から向き合う仕事です。例えば、ドメスティックバイ

オレンスの問題やインターネット犯罪など、そこには常識で

は考えられないような人間心理が介在しています。私た

ち自身、大学で取り組まれている最先端の研究成果に目

を向けながら、現場に臨まなければならないと思っています。 

内山■何度も言うように、同志社大学心理学部の特長は、

ただ教科書を開いて講義を聞く従来型のスタイルではなく、

一つひとつのデータを積み重ねて科学的に検証してい

く“ヒューマン・サイエンス”の視点を取り入れているという

ことでしょう。臨床系の実習においても、どのように患者さ

んの心が癒されるのか、そのプロセスやメカニズムをしっ

かりと見極めていくことが大切です。今、あらためて人間

の心と行動について大きな注目が集まっています。これ

からも地域や企業などとの連携を視野に入れながら、より

社会貢献に結びつくような人材育成、研究成果の発信を

行っていこうと考えています。本日は、どうもありがとうござ

いました。 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

研究テーマ 

内山伊知郎 教授　　専門領域 ： 発達心理学 

　　　　 ●乳幼児の自己空間移動と感情・認知発達 
　　　　 ●感情の発達心理学的研究 
　　　　 ●交通安全行動に関する心理学的研究 
 
鈴木　直人 教授　　専門領域 ： 感情心理学、環境心理学 

　　　　 ●ポジティブ感情の機能に関する研究 
　　　　 ●働きたくなる職場環境の創成 
　　　　 ●校庭の芝生化が子どもの精神的健康に及ぼす効果 
 
佐藤　　豪 教授　　専門領域 ： 臨床心理学 

　　　　 ●タイプA行動パターンと心臓血管系反応の関連についての研究 
　　　　 ●心身症の心理行動特徴の研究 
 
中谷内一也 教授　　専門領域 ： 社会心理学、リスク心理学 

　　　　 ●信頼構築、リスク不安についての研究 
 
神山　貴弥 教授　　専門領域 ： 学校心理学 

　　　　 ●開発的・予防的生徒指導と心理・社会的発達 
　　　　 ●態度形成・変容に関する研究 
 
杉若　弘子 教授　　専門領域 ： パーソナリティ心理学、行動臨床心理学 

　　　　 ●セルフ・コントロールのタイプと個人差 
　　　　 ●情緒喚起とアサーション（主張行動） 
 
余語　真夫 教授　　専門領域 ： 感情心理学、臨床社会心理学 

　　　　 ●感情の意識化のプロセス 
　　　　 ●感情の自己制御と社会環境制御 
　　　　 ●ネガティブ感情の効用 
 
青山謙二郎 教授　　専門領域 ： 学習心理学、行動分析学 

　　　　 ●食べる行動への学習の影響 
　　　　 ●セルフ・コントロールと選択行動 
 
興津真理子 准教授　専門領域 ： 家族心理学、臨床心理学 

　　　　 ●家族造形法についての基礎的研究と心理臨床における活用 
　　　　 ●障害のある子どもを持つ家族への心理的支援 
 
畑　　敏道 准教授　専門領域 ： 生理心理学、行動学的神経科学 

　　　　 ●時間認知の生理心理学的研究 
　　　　 ●脳内報酬系に関する研究 
 
田中あゆみ 講師　　専門領域 ： ヒューマン・モティベーション 

　　　　 ●達成目標と自己調整学習 
　　　　 ●接近－回避動機づけに関する研究 
 
上北　朋子 助教　　専門領域 ： 生理心理学 

　　　　 ●げっ歯類の学習やコミュニケーションの生理心理学 
 

科学的視点を取り入れた 
赤ちゃん研究で育児不安を解消 
 

小西 行郎 
心理学研究科 
チェアプロフェッサー教授 
 

　これまで、生まれたばかりの赤ちゃんはまっ白な状態で、

お母さんが世話してあげないと何もできない…と考えられて

きました。でも、本当にそうでしょうか？ 例えば、お母さんのお

腹の中にいる赤ちゃんを観察すると、時々笑っているような

仕草を見せることがあります。これは、生まれたときにお母さ

んから「かわいいね」と思ってもらうために、笑顔をつくる練

習をしているのです。私たちは“スタートアップ・プログラム”

と呼んでいますが、実は赤ちゃんというのはこうした潜在的

な能力を生まれながら身につけているのです。 

　「同志社大学 赤ちゃん学研究センター」では、赤ちゃんを

従来の小児科学や心理学だけでとらえるのではなく、脳科

学や発達神経学、ロボット工学といった異分野の視点を融

合することで多面的に研究していこうと考えています。今、

育児不安や幼児虐待などの問題がクローズアップされてい

ますが、赤ちゃんのことをよく知らなければ育児不安は解消

できないでしょう。「子どもを育てるためにはこうしなければ

ならない…」というお仕着せの育児論ではなく、科学的に

検証された研究成果を地域の皆さんに幅広くフィードバック

していくことで、子育てに悩むお父さん、お母さんの心の負

担を少しでも軽減したいと考えています。 

　当研究センターが位置する学研都市地域には、赤ちゃん

研究に関心を持つ最先端企業がたくさん集積しています。

これから赤ちゃん市場がますます広がっていく中で、きちん

と科学的根拠に基づいて開発されたベビー用品や玩具、

学習教材などへのニーズは高まっていくでしょう。将来的には、

企業との共同研究によって、赤ちゃんの脳機能を測定する

機器の開発などにも取り組んでいきたいと考えています。

赤ちゃん学というフィールドを確立することで、同志社大

学ならではのユニークな研究成果を残していきたいですね。 

モニターに映像を映し出し、
赤ちゃんがお母さんと他人の
顔をどのように区別している
かを研究。非接触型の視線
計測装置を使って、赤ちゃん
の目の動きを調べる。 

センター長 

　感情やストレスの基礎的メカニズムの研究、感情やストレス

と健康の関係に関する研究、疾病予防や健康増進のための介

入研究を推進し、それらの知見に基づいた啓蒙・教育活動や

臨床的支援活動を展開しています。 

主な研究プロジェクト 

●基礎研究領域 
 
 
 
 
 
 
 
●環境相互作用研究領域 
 
 
 
 
 
 
 
 

●介入研究領域 

感情・ストレス・健康研究センター 

主な研究プロジェクト 

●子どもの発達支援研究プロジェクト 
乳幼児の発達メカニズムを明らかにし、健やかな発達を支
援します。 

 
 
 
 
 
 
●教育支援研究プロジェクト 
教育現場での問題の解決とよりよい支援のあり方を検討し
ます。 
 
 
 
 

●食行動研究プロジェクト 
食行動のメカニズムを実験を通して探り、健康と食の問題
の解明をめざしています。 

佐藤　豪 （心理学部教授） 
 

センター長 

　生涯発達の観点に立ち、脳科学・行動科学的な基礎研究から、

子どもの発達支援、子育て支援、高齢者支援を視野に入れた

実践的研究まで、幅広い研究を展開しています。 

こころの生涯発達研究センター 内山 伊知郎 （心理学部教授） 
 

センター長 

●乳児の運動発達と認知・感情発現について 
●乳児の深さ知覚についての研究 
●乳幼児における絵本共有についての研究 
●乳幼児の自己発現について 
●障害児の診断と発達支援について　など 
 

●喜怒哀楽を脳活動の画像化でとらえる 
●情動・ストレスにともなう自律神経系の作動を知る 
●情動・ストレスにともなう内分泌系と免疫系の振る舞いを知る  
●喜怒哀楽の表情・音声表出の特徴を知る  
●前頭連合野の認知機能と情動・ストレスの関係を知る  
●情動・ストレスの処理様式、パーソナリティと健康の関係を知る 
 

●安心・信頼感の形成過程を解明する 

●情動体験の個人記憶と集合的記憶の形成過程と機能を知る 

●喪失体験・トラウマ的体験の心理学的影響と対処過程を調べる 

●ソーシャルサポートによるストレス緩和効果を調べる 

●幸福感、スピリチュアリティと健康の関係を探る 

●モチベーション・自己効力感の機能と効用を知る 

 

●生活習慣病の予防・治療プログラムを開発・実践する 

●依存行動のメカニズムとその解消法を見つける 

●情動・ストレスのセルフコントロールのメカニズムを知る 

●子どもの対人スキル学習プログラムを開発・実践する 

●心身機能の活性のための化粧療法、筆記療法などの技法を 

　開発する 

●ITを利用した臨床心理学診断・ケアプログラムを開発する 

●健康教育方法論を開発する 

●テレビ視聴と肥満の関係 
●ゆっくり食べることがダイエットに有効であるか 
●食行動への社会的影響 
●食事の規則性および運動が食行動に与える影響 
●ビアテイスト飲料（ノンアルコール・ビール）の摂取が認知能 
　力に与える影響 
●コーヒーおよびカフェインレス・コーヒーの摂取が認知能力に 
　与える影響 
●「うまみ」が心理的満足感および間食に与える影響 
●食行動における飽和の進行プロセスの解明 
　（食行動のセッション内変動） ●子どもの学校適応と社会的欲求充足との関連の検討 

●理科に対する興味を高めるための教材開発の試み 
●e-learning の効果と動機づけとの関連について 
 

　子どもの発達のメカニズムを科学的に解明し、その結果を育児や

保育、教育にフィードバックすることを目的として設立されました。

テーマを赤ちゃんに特化した全国で初めての研究センターです。

企業との連携による新技術開発はもちろん、地域の皆さんを対象と

した育児相談や発達障害児の療育・指導などにも取り組んでいます。 

主な研究プロジェクト  
●胎児・未熟児あるいは新生児から乳幼児までの脳機能の測定 
光トポグラフィー、多チャンネル脳波計、アイトラッカー（視線
計測装置）などを用いて赤ちゃんの脳機能の測定を行う。 

●発達障害児の診断方法の開発 
実験心理学などの研究を改良して、臨床の場で使用できる
ようなバッテリーを作成し、注意欠陥多動性障害や自閉症な
どの発達障害児の早期診断に役立てる。 

●発達障害児の療育方法の開発 
医療における音楽療法の研究などを通じて、発達障害児の
療育方法を検討開発する。 

●脳機能計測装置の開発 
胎児の行動観察のための3D超音波診断装置の改良、胎児
の脳機能計測用のMRIなどの機器を企業と共同で開発する。 

●地域育児支援士の育成 
赤ちゃん学を育児や保育に生かしていくため、京都府などと
協力して地域社会において子育てを支援する地域育児支援
士の養成講座を開催していく。 

（ ） 

20082008年 
1010月1日 
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同志社大学 心理学部　教員紹介 

 

 

個人要因 

センターの研究分野 

遺伝・気質・体質・パーソナリティー・生活様式・価値観など 

感情・ストレス・健康に関わる諸要因とセンターの研究領域 

健康・疾病 
●精神健康・疾病 
●身体健康・疾病 
●社会的適応・不適応 

感情・ストレス 
●知覚・認知課程 
●中枢・抹消生理 
●行動 

制御・対処 
●認知処理 
●行動変容 
●心理学的介入 

環境要因 
出来事・環境変化・対人関係・ソーシャルサポートなど 
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未来の新産業を創る。 

同志社大学D-egg　IM室 
http://www.d-egg.jp/

〒610-0332 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地

TEL:0774-68-1378　FAX:0774-68-1372

日時 ● 7月16日（木）　10：00 ～ 17：00 
場所 ● けいはんなプラザ 
 

けいはんなビジネスメッセ 

日時 ● 7月24日（金）　10：00 ～ 17：00 
場所 ● キャンパス・イノベーションセンター東京 

キャンパス・イノベーションセンター東京　新技術説明会 

＊その他、出展等の最新情報は 　http://liaison.doshisha.ac.jp/doc/event/calender.htmlをご覧ください。 
 

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㎡） 

｜入｜居｜案｜内｜ 心身への安心・環境の安全を第一に 

㈱オクダ・コーポレーション 
入居者 
紹　介 

代表取締役 

奥田  勝彦 
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　5月16日（土）、今出川キャンパスで関西ネットワークシステム（通称KNS）

の定例会が開催されました。当日は、クラーク館2階チャペルで第1部を行い、

和田元研究開発推進機構長による挨拶の後、辻内伸好リエゾンオフィス所長

から「同志社大学のリエゾン活動」の紹介、八木匡教授（経済学部）より「コン

テンツ産業とブランド化」、藤原浩一准教授（ビジネス研究科）より「京都工業

会でのテクノロジー＆マネジメント研究会」の事例報告と多岐にわたる文系

研究活動の紹介がありました。 

　第2部は、場所を寒梅館法科大学院3教室に移して大プレゼン大会が開催

され、本学学生団体を含めたさまざまなジャンルの産学官民メンバー33人が、

思いの丈を語りました。 

　当日はあいにくの曇天にもかかわらず190名の参加をいただき、懇親会

場でありますHamac de Paradis（アマーク・ド・パラディ）寒梅館は、会場内

を移動するのも憚られるほどの盛り上がりとなりました。 

 

　幼少は兵庫県姫路市で育ち、物心がついてからは、大

阪府に住んでおります。同志社大学法学部を卒業後、同

志社大学職員として働き、9年目になります。 

　大学職員として、まず配属となったのが、事務システム課事務システム係（現・

情報企画課情報開発係）です。6年間、大型計算機システム（教務・入試・学費・

図書館システムなど）の開発・保守・運用、WEBシステム（就職システムなど）

の開発・保守・運用業務に携わっておりました。 

　その後、2007年6月より独立行政法人日本学術振興会へ出向となり、研究

事業部研究助成第二課にて、科研費関係の業務に携わっておりました。ここでは、

審査・評価方法であるピアレビュー制度とは何かを学ぶとともに、科学技術政

策を含め高等教育政策がさらに競争的資金へシフトしていることを肌で感じ

ました。 

　そして、大学に戻り、研究開発推進課（リエゾンオフィス）に配属となりました。

実際に企業とのマッチングを行うコーディネータと共に産学連携・地域連携を

推進するとともに、研究者が研究する上で必要かつ適切な競争的資金を得る

ためには何が必要か、どのような体制が必要かを考えていきたいと思ってお

ります。一人前のリエゾンオフィス職員になるよう、日々努めてまいりますので、

何卒よろしくお願い申し上げます。 

ホームページをリニューアルしました！ 

 

　2008年3月、同志社校友会大阪支部・産官学部会（同志社大学卒業生有

志による産学連携サポーター組織）が新しいプロジェクトとして、「東大阪リ

エゾン倶楽部（HLC）」を立ち上げました。 

　OB企業からの課題を題材にした勉強会をはじめ、具体的に技術ならびに

製品開発をめざして定例会を開催してきましたが、この3月で発足一周年を

迎えることになりました。 

　一周年を記念して、去る3月23日に開催された例会では、まず最初にHLC

の清水義道氏（代表世話人・オーエッチ工業社長）からご挨拶を賜り、HLCの

一年の歩みと今後の取り組み、ならびに大学との強い結束によりさらなる発

展をさせていく決意を表明されました。 

　また今回は、特別講演として辻内伸好リエゾンオフィス所長より「同志社大

学産学連携の方向について」、次に次世代オフィスイノベーションの第一人者

である三木光範教授（理工学部）から「知的オフィス環境の実現と中小企業の

役割について」のお話をいただき、多数ご出席のOB企業トップの方々にとっ

てかなりのインパクトがあり、産学連携に相応しい記念例会でありました。 

　例会後の懇親会では、原幸一郎氏（校友会副会長・大阪支部長）にも参加い

ただき、同志社人との交友を深め、先輩・後輩ともども和気あいあいと忌憚な

く学生気分で語り合い、

有益な時間を過ごし、

吉田米次郎氏（校友

会大阪支部常任理事）

のご挨拶で会を締め

くくりました。 

同志社発インキュベーション施設 

 D-eggD-egg

研究開発推進係 

▲研究シーズ・特許データベース　トップページ 
http://liaison.doshisha.ac.jp/appli/search.php 
※人文社会系分野の検索が可能になりました 
 

土佐  卓司（とさ  たくじ） 

 

　平安京のころより京都に住む一族。地方に出ること

なく京都で生まれ、京都で育った京都人です。現在は、

長岡京市に在住。都をさかのぼっているようです。 

　経歴としましては、同志社中学に入学しそのまま高校、大学と進学。大学は

法学部を卒業しました。卒業後、2年間教育委員会に属し、生涯学習などを担当。

その後、同志社大学学生支援課を経て、リエゾンオフィスに所属しております。 

大学時代には、数社のベンチャー企業を友人数名と立上げ、学費や生活費を

捻出したりしておりました。その経験を生かし、前職は同志社大学内唯一のイ

ンキュベーションマネージャーとしてベンチャー企業支援に従事し、同志社大

学連携型起業家育成施設「D-egg」の設計・建築からスタートし、建物が完成

するまでに情報収集と営業活動を行い、オープン後2年で入居率100％を達

成しました。外部資金の導入や、商品の開発、また販売ルートなどのサポートで、

いくつかの商品が市場に流れるまでになりました。 

　今年度からは、産学連携コーディネーターとなり、企業様と大学の技術の橋

渡し役として頑張っております。目標は、やはり『MADE IN DOSHISHA』。

最新の技術や製品に我が同志社の文字が入るよう、これからも努力してま

いります。 

文部科学省 産学官連携コーディネーター 

一井  啓良（いちい  よしあき） 

 

　小・中・高・大とずっと京都で過ごしてきました。学生

時代からハンドボールとともに歩んできた筋金入りの

体育会系です。（洛北高校Ⅲ類卒） 

　大学卒業後はウエディングドレスメーカーでマーチャンダイジングの仕事を

した後、今年の3月までは某大学で、産学連携業務全般（研究室の資金獲得計

画から企業とのマッチング、公募申請・受託研究・共同研究・奨学寄附金・プロ

ジェクト管理・検査対応・人事任用・権利化など）を一通り行った後、主に経産省・

NEDOのプロジェクトに携わる仕事を担当しておりました。ここでは産学連携

業務の一連の流れとノウハウを学ぶとともに国の施策や国家プロジェクト特

有の資金の扱い方、事業の管理方法を習得しました。 

　今年度から同志社大学の研究開発推進課に所属しておりましたが、7月から

はNEDOの産業技術コンダクターとして同志社大学とNEDOの橋渡し的役

割を果たしつつ、広域的な産官学連携の推進をめざして活動していきたいと

考えております。 

　これまでの経験を生かしつつ、体育会ならではの粘り強さ、フットワークの

よさで独自の支援スタイルを築き、同志社大学の産学連携の発展に寄与でき

るよう頑張ります。どうぞよろしくお願い致します。 

NEDO産業技術コンダクター 

高野  由希子（たかの ゆきこ） 

 

着 任 紹 介 

より分かりやすいページ構成・デザインにリニューアルしました。 

また「研究シーズ・特許データベース」も改訂しました。 

　弊社は、抗菌、防虫、防カビ、防炎剤の開発及び、

手作り化粧石鹸製造販売を行っております。 

　主に抗菌段ボール・抗菌ケーキ箱（紙製品の

抗菌加工方法）を特許取得し、段ボールメーカー・

紙器メーカーと協力しながら幅広く市場に展開。 

また、環境にも肌にもやさ

しい化粧石鹸『かぐや姫』は、

敏感肌や成分にこだわった方にご使用いただい

ております。 

　今後の安心・安全を求め、社会

のニーズに合った製品と技術の

開発に努めていきたいと考えて

います。 
所在地：〒６１０-０３３２ 
　　　　京田辺市興戸地蔵谷1番地  
　　　　D-egg２０６ 
ＴＥＬ：0774-62-6917 
ＦＡＸ：0774-62-0250 
E-mail：info☆kso-jb.com 
ＵＲＬ：http://www.kso-jb.com

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を達成できるよう、定

期的な交流を保ち日々のサポートを行います。 

▲リエゾンオフィス　トップページ 
http://liaison.doshisha.ac.jp/

▲知的財産センタートップページ 
http://liaison.doshisha.ac.jp/chizai/

■主催　・関西ネットワークシステム（KNS） 

■共催　・同志社大学リエゾンオフィス 
　　　　・NPO同志社大学産官学連携支援ネットワーク 

■後援　・近畿経済産業局 
　　　　・独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿支部 
　　　　・京都市 
　　　　・京都産学公連携機構 

東大阪リエゾン倶楽部（HLC） 
一周年記念例会　開催 

関西ネットワークシステム（KNS） 
第25回定例会 in 同志社大学　開催 

 

連絡先 

イ ベ ン ト の ご 案 内 
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多様化する 
電力インフラを支える 
最先端プログラムを開発 
雨谷　昭弘（あめたに　あきひろ）　　同志社大学 理工学部 電気工学科 教授 

 

 

 

　例えば、蛍光灯のような簡単な電気回路一つとっても、

スイッチを入れたとき電圧がどれくらい発生して、電

流がどれくらい流れるのか…ということをあらかじめ

考えておかなければ最適設計はできないだろう。もし

これが、私たちの社会生活に必要不可欠な発電所や

変電所など大規模電力システムの設計だとしたら、ど

うだろうか？  

　現在、世界中で広く用いられている電気回路に関する

現象解析シミュレーションプログラム、それが“EMTP”

(Electro Magnetic Transients Program)と呼ばれ

るもの。同志社大学理工学部の雨谷昭弘教授は今か

ら30年ほど前、アメリカ政府エネルギー省ボンネビル

電力庁（BPA）のコンサルタントとして招かれ、約12万

行からなる解析プログラムの開発に力を尽くした。当時、

同志社大学をはじめ、アメリカやイギリスの研究グルー

プがEMTPのプログラム開発を競っていたが、電柱に

架かる電力線の静電容量（キャパシタンス）や誘導係

数（インダクタンス）など基本素子は扱えても、大都市

圏に急速に普及しつつあった地中ケーブルに対応す

る理論式が確立されていなかったという。「ケーブル

の断面積、物理定数などを考慮し、R（抵抗）、L（電圧）、

C（コンデンサ）がどんな値を持つか一つひとつの理

論を体系化していきました」。 

　どれだけ高度なプログラムを開発しても、限られた

一部のケースしかシミュレーションできないというので

は意味がない。雨谷教授が開発に携わったEMTPの特

長は、与えられたパラメータの数値を変えればどのよ

うなケースでも解を導き出せるという点にある。こう

した功績が認められ、雨谷教授はアメリカ政府から電気・

電子分野を研究する日本人として初めて“Uniquely 

Qualified”（世界で唯一）という評価を得た。 

  

 

 

　大電力消費時代を迎え、さまざまな電気・電子回路

の設計において、EMTPによる解析シミュレーション

の手法は一般化されている。しかし、「ただ単にソフト

ウェアを使いこなすだけでは役に立ちません」と雨谷

教授は指摘する。現在でも、雨谷教授のもとには、世

界各国から電力関連施設の回路現象をシミュレーショ

ンしてほしい、あるいはその結果を分析・判断してほ

しいという要望が頻繁に舞い込むという。 

　今から数年前、香港の火力発電所で電線が盗まれる

という事件が起こった。最も太い地上ケーブルが切断

され、10機ある発電機はすべて停止。ケーブルを保護

する装置も壊れてしまったという。実は、香港の発電所

は本島の外に設置され、電力はすべて海底ケーブルに

よって各家庭に送られている。修復にあたり、この海底

ケーブルに異常があるかどうか確認しなければならない。

もし、海底ケーブルまで損傷しているなら、その修復コ

ストは莫大なものになるだろう。雨谷教授はEMTPを

使ったシミュレーションを行い、海底ケーブルにどのよ

うな過電圧がかかったか、発電機はどのような応答を

示したかなど具体的にモデリングし、その結果「海底

ケーブルは問題なし」という結論を導き出した。発電

施設の事故処理などさまざまな場面でEMTPが活用

され、すそ野が広がっていることを示す一例だ。 

　そのほか、東京の電力会社が世界最大規模の送電

線（110万ボルト）を建設するにあたって、産

学共同で事前の数値シミュレーションを行った。

今では、首都圏3500万人の暮らしを支える

インフラの要となっている。これまで誰も挑

戦したことのないプロジェクトを成功させる

には、雨谷教授のような豊富な経験者、斯界

の第一人者の視点が必要だ。「なぜそうな

るのか、仕組みを理解することが大切。その

解析結果が正しいかどうか、最終的に判断

するのは私たち人間自身なのです」と話す。 

 

 

  

　エコ時代を象徴する発電システムとして、クリーン

な風力発電が注目されている。しかし、落雷など天候

リスクが大きいためなかなか普及しないのが実情だ。「悪

天候に強い新システムを設計するためにも、EMTPは

有用なツールになり得ます」と雨谷教授。現在、和歌

山県御坊市に設置が予定されている風力発電システ

ムの基本シミュレーションを手がけているという。風

力発電の土台（脚）部分の特性をもとに、落雷があった

ときの異常電圧や異常電流（雷サージ）を解析し、ど

のような設計をすれば安定電力が供給できるかを検証。

理論的な数値を追うだけでなく、同志社大学学研都市

キャンパスにある快風館に実験装置を用意し、雷と同

じような電圧波形を発生させて、風力発電に及ぼす影

響を確かめている。「実証実験を繰り返すことで、

EMTPを使いこなすセンスを身に付けることができます」

と強調する。 

　雨谷教授は2007年、学内に「インフラストラク

チャー研究センター」（IRC）を立ち上げ、日本におけ

るEMTP研究拠点として「日本EMTP委員会」（委員

長は長岡直人理工学部教授）を設置、数多くの企業・

大学機関のメンバーが参加して最先端研究を行って

いるほか、ボローニャ大学やスイス工科大学などとグ

ローバルワイドに連携しながら、電力系統解析にかか

わる幅広い研究を積極的に進めている。 

　今や、社会生活に関するすべてのものが電気・電子

回路で制御される時代となった。カードキーで制御さ

れたオフィスビル、センサ式のオートライト、温度を自動

調節してくれるエアコン。もしも、制御機能が正常に

働かなくなったら…。その便利さの裏に隠れたリスク

を忘れてはならないだろう。「今こそ、こうした問題に

向き合う時期に差しかかっています」。電気・電子研究

の嚆矢を拓いた雨谷教授の言葉には重みがある。 

大電力化時代に対応した 
最適設計ツールを提案 

数値解析のすそ野を広げ 
国際舞台で産学連携 

次世代型のエネルギーシステム 
を側面支援 
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風力発電はクリーンな発電システムとして注目 
 

自然条件は時々刻々変化 ●風況変化への対応 
落雷頻度が高い ●接地系を含めた雷害対策 
系統との連系 ●ケーブル充電・サージ特性 
 

EMTPによる総合的な 
シミュレーション 

●コストパフォーマンスの向上 
 
●安定な電力供給に貢献 
 

シミュレーション（EMTP法）の概要 

しかしながら… 

そこで… 

電気学会平成5年11月号「過渡現象解析プログラムEMTPの最近

の動向」雨谷昭弘によれば、EMTPはアメリカ政府エネルギー省で

開発され、その汎用性、精度の高さおよびア

メリカ政府の公開主義原則により世界各国

で広く利用されている。 

電気・電子回路の基本的素子の大半、制御系

モデルおよび論理演算・アナログ計算機の機

能などを包括しているため、現在では電力系

統だけではなく、半導体回路、制御系あるい

は機械系などを含む電気・電子回路の解析に

多方面で利用されている。 

 

風力発電システムのシミュレーション 

研究分野は
、分布定数回

路、過渡現象
、高調波、数

値

解析法など。
電気・電子系

統に関する回
路現象解析シ

ミュレーショ
ンプログラム

EMTPの世
界的権威。国

内

だけでなく、
海外企業・大

学研究機関
との連携、講

演

普及活動な
ども積極的に

こなす。趣味
は研究。趣味

だからこそ、「
40年もの間

、一つの研究
に打ち込んで

こられた」と
笑顔を見せる

。「本業は？」
の問いかけに

は「秘密？」と
謎めかす。 

Professor's 
Profile

Akihiro Ametani



高度医療化時代に求められる 
感性豊かな人材育成 
高度医療化時代に求められる 
感性豊かな人材育成 

キリスト教精神の実践で 
地域社会の多様なニーズに応える 

関谷　直人（せきや　なおと） 
 同志社大学 神学部 神学科 教授 

 

 

専門分野は、実践神学とキリスト教文化学。スピリチュアルケ

アについての研究と病院でのチャプレン育成などを行っている。

かつては、本格的な音楽バンドを組み、プロのアーティストをめ

ざしていたという異色の経歴の持ち主。牧師になったのは、うど

んを食べながら聖書を勉強する会に参加したとき、「あんた、牧

師やり！」と教会のおばさんたちに勧められたのがきっかけだとか。

内面からあふれ出る魅力は、多様な経験の中で磨かれたもの

に違いない。 

研究者をたずねて 

 

 

 

　一口に“神学”と言っても、キリスト教の歴史を学ん

だり、聖書の教義や哲学を研究したりと、その学問領

域は多岐にわたっている。なかでも、同志社大学神学

部の関谷直人教授が力を注いでいるのは“実践神学”

といわれるもの。「地域社会の中に積極的に飛び出

していって、キリスト教主義をより具体的に実践してい

こうという試みです」。 

　関谷教授の取り組みの一つが、病院や学校施設で

カウンセリングなどを行う人材（チャプレン）の育成で

ある。例えば、病気などで長期の入院を強いられてい

る患者は、肉体的・精神的な痛みだけでなく、「なぜ、私

が病気にならなければならないのか？」「何のために

生きているのか？」といった“スピリチュアル”（霊的）

な痛みを感じている。医師は病気の治療はしてくれるが、

こうした霊的次元の問題にはなかなか答えてくれな

いだろう。病院内だけの問題ではない。なぜ、私がリス

トラされなければならないのか。なぜ、人間関係がうま

くいかないのか…。人間の問題というのは、家族や職場、

地域社会の中で横軸に広がっている。しかし、実は縦

軸の関係―神と人間、自分を超えた存在を意識する

ことで、「自分は生

かされているんだと

いうことに気づく。

縦軸を見直すことで、

横軸の問題を修復

できるのです」と関

谷教授は目を細める。 

 

 

 

 関谷教授は毎週1回、大学院の学生たちを連れて日

本バプテスト病院（京都市左京区）を訪れ、さまざまな

入院患者と接し、会話する機会を持つことで、より実践

的なチャプレンを育成しようと考えている。患者の中

には、難病を抱えた人、終末期を迎えた人もいる。例えば、

ある患者から「天国ってどんなところ？」と聞かれたとき、

多くの学生は聖書を開いて「このように書いてあります」

と説明するだろう。しかし、患者は本当に天国の存在

を尋ねているのだろうか。問いかけに込められたメッ

セージは何だろう？ 関谷教授は「相手が伝えようと

していることを読み取る力が求められています」と話す。 

　病院での研修は、学生と患者の会話を話されたまま

記録する“バーベータム”（逐語記録）を中心に行われる。

そのバーベータムを持ち寄って、ロールプレイングを

中心としたグループワークを行うことで、なぜ患者の

問いかけに答えられなかったか、自分ならどのように

答えるかなど多角的に検討していくという。「感極まっ

て泣き出す学生もいる。こうした臨床、牧会、訓練のサ

イクルを繰り返すことで、彼らの感性はダイナミックに

磨き上げられていくのです」。人間そのものを診る“全

人医療”が注目される中、関谷教授のこうした人材育

成の取り組みはますます重要になってくるだろう。 

  

 

 

　もう一つ、関谷教授は欧米のポップカルチャーとキ

リスト教との関連について研究している。アメリカには 

“Contemporary Christian Music”という確立され

たジャンルがあり、ジーザス・ロックやメタル、ポップス、

ジャズといったさまざまな音楽が若者の支持を集めて

いるという。最も権威あるグラミー賞の中にゴスペル

部門が設けられるなど、欧米の人たちにとって宗教音

楽は身近な存在だ。例えば、有名な黒人霊歌“Swing 

Low Sweet Chariot”の中に、「ヨルダン川を越えて

天国に行こう…」という歌詞がある。これは、黒人奴

隷が自由を求めてアメリカ北部へ逃れる風景を、聖書

で数々の奇蹟が行われたヨルダン川に重ねて歌った

ものだという。「音楽だけでなく、映画や小説、マンガ

など、あらゆる文化にキリスト教の影響が見られます。

キリスト教を知ることで、欧米カルチャーはもっと奥深

いものになるはず」と説明する。 

　数年前には「同志社大学一神教学際研究センター」

の主催で、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教ゆかりの宗

教音楽を奏でるコンサートを開いた。関谷教授自身も

自慢のギターの腕前を披露したそうで、学内外からた

くさんの来場者が訪れるなど「私たちの取り組みを知

ってもらう素晴らしい機会になりました」と笑みをこ

ぼす。今後も、地域の人たちを巻き込んだ情報発信型

の取り組みを進めていきたいと意欲を示す。 

  

 

 

　関谷教授自身、京都府木津市の教会を応援している。「教

会での活動そのものが地域連携です」。アメリカでは

メガ・チャーチと呼ばれる巨大な教会にあらゆる社会

層の人たちが集まってくるという。そこでは定例的な

礼拝のほかに、貧困やシングルマザーの問題など社会

に横たわるさまざまな課題を話し合うワークショップ

が開催されている。また、信者がボランティアで講師を

しながら、「一日英語教室」や「簡単車修理教室」を開

くなど、その活動のすそ野は大きく広がっているという。 

「日本では教会の存在はそれほど一般的ではありませ

んが、さまざまな社会ニーズに応えるポテンシャルを

持っているのでは」。例えば、わが国でも増加している

といわれるアスペルガー症候群（高機能自閉症）の子

どもたち。病気に対する知識と理解力不足から、彼ら

を支援する社会的仕組みは必ずしも十分でない。「教

会学校（日曜午前中に開催されるのが一般的）での活

動を通して、自分の居場所を見出した子どももいます。

教会を中心としたコミュニティが生まれつつあります」

と話す。 

　新島襄の建学精神を今に伝える同志社大学神学部。

ますます多様化・複雑化する現代社会において、実践

神学を掲げキリ

スト教主義を具

現化しようとす

る関谷教授の

背に寄せられ

る期待は大きい。 
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いっ しん きょう 
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