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摩擦変速機 摩擦変速機 

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。 

【発明の名称】　摩擦変速機 【出 願 日】　平成19年5月18日 

【出 願 番 号】　特願2007－132443 【公 開 日】　平成20年11月27日 

【公 開 番 号】　特開2008－286318 【発 明 者】　松岡　敬、岡村暉久夫 

【出 願 人】　学校法人同志社  

自動車・船舶等の変速機 

構成機械要素が少なく、組立て・分解が簡単で、製造コスト・生産性においても有利で、且つ、変速比が大きく、

低速でも大きいトルクを得ることのできる伝達効率の優れた変速機を提供する。 
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

摩擦伝動手段（装置） 知発1288

入力軸1と、入力軸と同心の出力軸2と、第一領域で入力軸1の回転を変速して出力軸2へ伝達する第一変

速手段3と、第二領域で入力軸1の回転を変速して出力軸2へ伝達する第二変速手段4とを備えている。 

第一変速手段は、入出力軸に対して公転しながら自転する円錐状の第一コーンと、第一コーンの伝動部

に摩擦係合する第一入力円板と、第一コーンの軌道面に摩擦係合する軌道リングと、第一コーンの変速面

に摩擦係合する第一変速リングとを備え、入力軸の回転が第一入力円板を介して第一コーンに伝達され、

第一変速リングが入出力軸の中心線方向へ第一コーンに

対して相対的に進退移動して、入力軸の回転を変速する。 

第二変速手段は、入出力軸に対して公転又は非公転の状態

で自転する複合円錐状の第二コーンと、第二コーンの伝動

面に摩擦係合する第二入力円板と、第二コーンの変速面に

摩擦係合する第二変速リングとを備え、入力軸の回転が第

二入力円板を介して第二コーンに伝達され、第二変速リン

グ及び第二入力円板が入出力軸の中心線方向へ第二コー

ンに対して相対的に進退移動して、入力軸の回転を変速する。 

第一及び第二変速手段3，4による出力軸2への夫々の伝達

を選択的に切り換える切換手段5と、第一及び第二変速手

段3，4による夫々の変速比が一致する際に、切換手段5に

よる切り換え動作を行う制御手段6とを備えている。 
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つじうち  のぶたか 

南 了太 NEDOフェロー ※NEDO技術開発機構が実施している「産業技術フェローシップ事業」において、産学連携を担う若手研究者 

みなみ  りょうた 

 

　文系の産官学連携を進めるにあたって、 
　どのような気概、思いを持っていますか？ 

　今、大学の知的資産を生かした取り組みが活発に行

われていますが、産官学連携の一つの目的が社会にイ

ノベーションを起こすことだと考えたとき、「理工系による

技術革新だけでは、人々の価値観は変わらない！ 文系

分野が得意とする新たな価値の創出が今後必要になっ

てくる」と思ったんです。幸いにも同志社大学にはさま

ざまな価値や文化を研究する文系教員のシーズが豊

富にあり、また京都市内というキャンパス立地にも恵まれ、

以前から数多くの社会連携・企業連携が進められてい

ます。こうした取り組みを掘り起こし、あらためて焦点を

当てることで、同志社大学発の文系シーズを世の中に

広く情報発信し、新たなイノベーションにつなげられるの

ではないでしょうか。 

　具体的には、どのような取り組みを 
　行っていますか？ 

　昨年2月、同志社大学の文系教員102名のシーズを

まとめた「人文社会系産官学連携研究紹介集」（以下、

「研究紹介集」という）を発刊しました。理工系とは異

なり、文系分野では「どのような先生がどんな研究をし

ているのか分かりにくい…」という指摘がありました。「研

究紹介集」では、まちづくり・地域振興、産業人材の育成、

マーケティングなど、文系教員が提供可能なシーズを10

のカテゴリー別に分かりやすく“見える化”し、産官学

連携の具体事例とともに掲載しています。「研究紹介集」

を作成するにあたって、たくさんの文系教員のもとを訪

ねてその取り組みや研究内容を一人ひとりヒアリング

したのですが、例えば“学び”と“観光”を融合した「楽

洛キャンパス」の開催、「京都伏見の酒蔵クラスター調査」

（社会学部 藤本昌代准教授）による同志社日本酒 

「七五三太」の制作や、一澤信三郎帆布と唐長の伝

統的な文様をコラボレーションした鞄の共同開発（経済

学部 西村卓教授）、伝統産業を担う次世代を育成す

る「伝統産業グローバル革新塾」（ビジネス研究科 村

山裕三教授）など、フィールドワークを通じた学生教育、

地域貢献、理系分野に劣らない商品開発など多様な

成功事例が生まれていることが分かりました。文系の

研究シーズは応用範囲が広いので、社会ニーズに合

わせてどんどん新しい価値が生まれてくると思いますね。 

 

　他大学との“学・学連携”なども 
　積極的に行っていますね。 

　ほかの大学でどのような文系産官学連携が行われ

ているのか知りたいと思い、京都の9大学（京都産業大学、

京都工芸繊維大学、京都精華大学など）に呼びかけて、

「人文社会科学系産官学連携を検討する会」を発足さ

せました。検討会では、各大学の先進的な取り組みを

参考にしながら、知的資産をどのように取り扱っていくか、

アウトプットをどのように社会還元するかなど幅広くディ

スカッションしています。2008年12月に、40以上の連携

事例をまとめた「京都の大学における事例からみた社

文系・芸術系産官学連携報告書」を発刊しました。こ

れから文系産官学連携を進めるうえで一つの指標にし

たいと考えています。 

　今後の取り組みについて、 
　抱負や目標などがあれば。 

　「人文社会系産官学連携研究紹介集」の発刊は、

同志社大学に埋もれた文系シーズを掘り起こし、「自分

たちの研究も社会貢献に役立つ」という意識を教員が

気づく“きっかけ”にもなったと思います。最近では、研

究紹介集を見たという企業や地域、行政などから問い

合わせが舞い込むようになりました。今後は、文系だけ

でなく、理工系を含めた総合的なシーズ集を作成し、同

志社大学がめざす文理融合型の取り組みを示してい

きたいですね。 

　今、地域社会は大学にどのような役割を 
　期待しているのでしょうか？ 

　近年、社会全体の高齢化が進む中、特に都市周辺

部の地域力が低下しています。これまでのようなイベン

トありきの取り組みでは、町の賑わいも人の集まりもその

場限りのものになってしまうでしょう。同志社大学は133

年の歴史があり、大学そのものが一つのブランドとして

広く社会に認知されています。また、伝統文化をはじめ、

さまざまな分野で活躍するOBの皆さんがたくさんおられ

ます。こうした大学の資産、ブランド、OBネットワーク、そし

て学生たちの豊かな感性、活力をつなげていくことに

よって、地域が継続的に自立していけるようなスキーム

を提案していきたいと考えています。 

 

　地域活性化の取り組みについて、 
　成功事例や具体的な成果があれば教えてください。 

　一つは、NPO法人同志社大学産官学連携支援ネッ

トワークが中心となって、京丹波の地域活性化（京丹波

プロジェクト）に取り組んでいます。スタートした当初は、

同志社の生活協同組合とコラボレーションして、京丹波

地域の特産品を使ったメニューを開発したり、「京都ポー

ク大学」「京都ワイン大学」と銘打ったイベントの開催、

地元農家の指導で黒豆を育てる「まめおやの会」の発

足などの取り組みを進めてきました。今後は、京丹波の

新鮮な野菜や特産品を販売する出張レストランを展開

するなど、単なるイベントから脱却し、具体的に収益を生

み出す事業モデルへと成長させていきたいですね。そ

のほか、地域観光資源の掘り起こしや伝統文化・工芸

の魅力発信など、同志社大学の文系教員が培ってきた

ノウハウ、知識、ネットワークを生かした取り組みが活発

に行われ、地域の賑わい創出に大きな期待が寄せられ

ています。 

　地域ブランドの調査・研究にも 
　力を注いでいますね。 

　“京都”のまちや商品、技術やサービス、あるいは大

学が発信するブランドは、すでに相当な価値を持ってい

ます。今後、京都をコアとした地域活性化に取り組んで

いくうえで、こうしたブランド力をいかに磨き高め、取り込

んでいくかが重要になるでしょう。今から3年前に「地域

団体商標制度」が導入され、地域名を冠したブランド商

標が数多く登録されるようになりましたが、京都という特

殊な地域性の中で、果たしてそれがどのような効果を

生むのか、売上げや認知度アップにつながったのか、

商標の維持・管理をどのように行っているのか…。登録

団体に対してアンケート調査を実施し、ブランドというも

のを定量的にとらえることで、地域活性化の提言に生

かしたいと考えています。 

 

　同志社大学の文系シーズ活用について、 
　何か意見があればどうぞ。 

　理系の産官学連携は、「この研究成果によって、この

技術的課題が解決される」というどちらかといえばピンポ

イントのものが多いのですが、文系の場合は「従業員の

モチベーションを維持、向上させる手法とは？」など企業

が共通に抱えている課題の解決策を研究成果に求め

られます。大学が持っている文系シーズを中心として一

つの企業群（コンソーシアム）が形成され、それが文理

融合の形として発展していってくれれば嬉しいですね。 

 

　著作権や商標権が、なぜこれほどまでに 
　クローズアップされているのでしょうか？ 

　海外の大学研究機関などでは、USRの一つの取り

組みとして、教育コンテンツや研究成果をインターネット

上で公開するという動きが加速しています。同志社大

学でも“e-learning”などさまざまなメディア教材を提供

していますが、例えばコンテンツを編集するときの著作

権の所在や、不正使用された場合の対応など、はっきり

とした基準が設けられていないのが現状です。今後、

文系による産官学連携の成功例が増えれば、著作権・

商標権の問題はますます重要視されるでしょう。私たちは、

大学としてこのような“リスク”にどのように対処すべきか、

今のうちに一定の方向性を示したいと思っています。 

　著作権・商標権を大学ブランドに結びつけた、 
　戦略的な取り組みが求められています。 

　現在、学校法人同志社として、教育・研究分野を中

心に21件の商標権の登録を行っています（うち2件は

出願中）。最近では、大学から生まれた成果物、あるい

はロゴ入りのシャツやマグカップ、キャラクターグッズなど

を使って、大学ブランドのイメージアップや認知度向上に

役立てているところも増えています。同志社大学にお

いても日本酒「七五三太」や「同志社クラーク記念館オ

ルゴール」等さまざまなアイテムを提供していますが、著

作権・商標権の維持管理だけでなく、例えば「本当にそ

の商品に同志社のロゴを使っていいのか？」「同志社

大学のブランドイメージに合っているか？」など、これから

提供する商品・サービスの品質や価値にまで踏み込ん

だ判断基準の確立が求められるでしょう。今回の「戦略

展開プログラム」の取り組みを通して、あらためてその

意義を浮き彫りにしたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　今回の「戦略展開プログラム」での取り組みを 
　聞かせてください。 

　まずは、同志社以外の他大学が著作権・商標権をど

のように取り扱っているか、アンケートやヒアリングなどを

使って比較調査したいと考えています。まだ、取り組み

が始まったばかりですが、これまでの調査で分かったこ

とは、著作権・商標権には大学内の多くの部署が関与

しており、それぞれが百人百様の対応をしているという

ことです。これでは大学ブランドを戦略的に確立するこ

とは難しいでしょう。私たちが著作権・商標権について

共通のルールを示すことで、大学全体の取り組みとし

て問題意識が高まっていくことを期待しています。 

 

　そのほか、セミナーや研究会の開催も 
　行っていますね。 

　同志社大学では同志社発インキュベーション施設 

“D-egg”などを開設して、ベンチャー企業を支援する

取り組みを行っています。私たちはOBが持つ優れた目

利き力を生かし、「この技術やサービスは同志社発だ！」

と認定するような仕組みを作りたいと考えています。最

近では、技術系ばかりでなく、心理学やスポーツ健康科

学の教員に対して「新商品の強みや魅力を検証して

ほしい」という企業からの依頼も増えてきました。こうし

たニーズに応えていくための研究会やセミナーを立ち上げ、

ベンチャー支援の一助にしていきたいと思います。 

 

今、胎動！ 
 

新しい社会価値を創出 
 

文系産官学連携が 
 

イノベーション創出の原動力である大学等において、研究開発初期段階から

の戦略的な知的財産の創造・保護・活用をはじめとする知的財産戦略等の

持続的な展開を推進し、我が国の産学官連携活動全体の質の向上を図る。 

 
【戦略展開プログラム】 

■大学等における戦略的な知的財産の創造・保護・活用を図る体制

の整備を支援する（国際的な基本特許の権利取得や大学の特色

を生かした多様な知的財産活動体制の構築を重点的に支援する

とともに、知的財産活動体制の基盤の強化を図る）。 

■国として政策的な観点から積極的に促進すべき大学の活動を 

　支援する。 

同志社大学リエゾンフェア 

 
―  文系産学連携始動  ― 

 

2008年度 

 

　本当かな？ と思う話を先日聞いた。最近、音に対する日本

人の感性が落ちているとの事。携帯電話のデジタル音声に

慣れた耳には、多少機械的な音声でも気にならないため、ア

ナログ時代ほど音質に拘ることが少なくなったと、音声技術

者の方から伺った。 

　この10年で携帯電話の機能は、驚くほど発展し、かつて

の体育館サイズの電子計算機の機能が、ポケットに入る時

代になった。音質も初期のウォークマンに比べ、格段に向上

しているものと思ったが、コンピューターの処理速度ほどの天

文学的な音質の向上には繋がっていないようである。 

　確かに、かつては、音マニアといわれるような人達は、レ

コードを再生するだけに、初任給の数倍をつぎ込み、狭い部

屋に、巨大なスピーカーなどのステレオ装置を設置している

風景も見受けられた。 

　現在は、手軽さや便利さが、製品や食品、更には文化が

普及する第一条件であろう。手軽さ自体は大変素晴らしい

要素であると思う。一部の特権階級だけではなく、多くの人

達が、先端技術が搭載された製品を簡単に手に入れ、恩恵

を享受することが可能となった。 

　しかし、私たちは無意識の内に、便利さに甘えてしまい、手

間暇かけることを、選択肢から除去してはいないのだろうか。

簡単に出来ることのみでは、表面の奥に隠された大事な事

象を、発見する機会を失ってしまう恐れはないのだろうか？ 

　産業革命以降、技術革新の進展はめざましく、1903年の

ライト兄弟の人類初の動力飛行から、同じ世紀の1969年に 

は、アポロ13号により、人類は月面に到達している。しかし、

現代人は、未だに、シェークスピアの演劇を楽しみ、モーツァ

ルトの音楽に感動を覚えている。 

　技術の進歩と調和の取れた社会を考えるためにも、技術

の暴走を防ぐ意味でも、新たな技術のより良い活用策を考

える上でも、文理融合産学連携は大きな可能性を有してい 

る。技術が新たなる手法であるとすれば、その活用の前提と

なる、価値観の存在が必要である。 

　このため、同志社大学で本格的に始動した、「文理融合

型産学連携事業」は、これまで、ともすれば理系のみと認識

されていた産学連携活動を、より幅が広く効果的なものとさ

れることを大いに期待したい。 

文系産学連携は、時に価値観の異なる個人や集団を調整

することが必要となる。このため、リーダー・調整役となる、大

学関係者の労苦も想像以上に厳しいものとなるケースも多

いと伺う。しかしながら、このような困難を一つ一つ乗り越え 

て、我が国における文理融合型産学連携の定着を心からお

祈りしたい。 
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　本フェアは、同志社大学が平成20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）」の実施機関に採択されたこ

とをきっかけとして、本学の文系産官学連携の取り組み内容、先進

事例を幅広く知っていただくことを目的に開催したものです。会場

には150名を超える来場者が訪れ、文系シーズの注目の高さを伺

うことができました。 

　まず最初、小谷和浩氏（文部科学省 研究振興局研究環境・産学連

携課技術移転推進室長）、谷明人氏（経済産業省 産業技術環境局 

大学連携推進課長）のご挨拶に続いて、野口和義氏（㈱JTB西日本 

常務取締役）より、「観光業からみた大学の文系産官学連携の展開

について」というテーマで基調講演がありました。野口氏は「多様

な観光ニーズに応えるため、大学資産を活用した新しいコンテンツ

を発信していかなければならない」と強調。「楽洛キャンパス」など、

文系コンテンツと観光産業との連携で生まれた成功モデルを紹介

しました。その後、辻内伸好リエゾンオフィス所長が壇上に立ち、本

学リエゾンオフィスの文系産官学連携の戦略と今後の展開について

説明を行いました。 

　フェアの後半は、「同志社大学の文系産官学連携事例紹介」と題し、

3名の本学教授・准教授による取り組み紹介がありました。まず、西

村卓副学長（経済学部教授）が「地域活性化における大学の役割」

について講演。京都の伝統職人によるコラボレーションで生み出さ

れる新しい付加価値、大学が果たすべきプロデューサー機能の重要

性について説明がありました。引き続き、山口洋典准教授（総合政策

科学研究科）は「大学発コミュニティーベンチャーを求めて」をテー

マに、地域資源の有効活用をめざした「京丹波プロジェクト」や「イ

ンドネシア技術交流プロジェクト」の概要と成果について紹介、また

藤本昌代准教授（社会学部）は「京都伏見日本酒クラスター研究の

成果と教育」について、学生のマンパワーを巻き込んだ地域活動を

取り上げました。締めくくりは、「大学と商標」と題して特別講演が行

われ、徳岡修二氏（特許業務法人みのり特許事務所 所長・弁理士）

が大学に求められる商標戦略、その維持・管理について分かりやす

く説明されました。 

　フェア終了後は場所を移して、講師と参加者を交えた懇親会を開催。

和気あいあいとした雰囲気の中で相互交流が図られました。参加

者の皆さんからは「魅力的な文系シーズが豊富にあることを知った」

「大学との連携に大きな可能性を感じた」など、頼もしい意見が聞

かれました。 
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　同志社大学　同志社大学は、文部科学省文部科学省が提供提供する平成平成2020年度年度「産学官連携戦略展開事業」「産学官連携戦略展開事業」（以下以下、「戦略展開「戦略展開プログ

ラム」という）のうち、「知的財産活動基盤「知的財産活動基盤の強化」の強化」についての実施機関の実施機関に採択採択されました。これは、人文社会系人文社会系

シーズを含めた知的財産知的財産の活用の活用と、その効率的の効率的な運用体制運用体制を整備整備することなどを目的とした国の支援事業の支援事業です。 

　今回　今回の採択の採択を受け本学本学では、産業界産業界、官界官界、市民市民から期待期待される大学大学の社会的責任の社会的責任（University Social University Social 

ResponsibilityResponsibility：USRUSR）として、産官学連携活動産官学連携活動を全学的活動全学的活動に拡大拡大して展開展開し、人文社会系産官学連携人文社会系産官学連携に

関するニーズの発掘の発掘や知的財産管理知的財産管理への取の取り組みなどを通じ、特に人文社会系人文社会系の産官学連携体制の産官学連携体制の整備の整備

と基盤強化基盤強化を図っていく予定予定です。 

　今回　今回は、リエゾンオフィス、知的財産知的財産センターの各の各コーディネーターにインタビューし、「戦略展開「戦略展開プログラム」

の意義の意義、めざしている目的、期待期待する成果成果などを聞きました。 

　同志社大学は、文部科学省が提供する平成20年度「産学官連携戦略展開事業」（以下、「戦略展開プログ

ラム」という）のうち、「知的財産活動基盤の強化」についての実施機関に採択されました。これは、人文社会系

シーズを含めた知的財産の活用と、その効率的な運用体制を整備することなどを目的とした国の支援事業です。 

　今回の採択を受け本学では、産業界、官界、市民から期待される大学の社会的責任（University Social 

Responsibility：USR）として、産官学連携活動を全学的活動に拡大して展開し、人文社会系産官学連携に

関するニーズの発掘や知的財産管理への取り組みなどを通じ、特に人文社会系の産官学連携体制の整備

と基盤強化を図っていく予定です。 

　今回は、リエゾンオフィス、知的財産センターの各コーディネーターにインタビューし、「戦略展開プログラム」

の意義、めざしている目的、期待する成果などを聞きました。 

　従来の産官学連携活動といえば、理工系の技術開発が中心でしたが、大学の社

会的責任（USR）に注目が集まる中、文系シーズの活用を含めたすそ野の広い取り

組みを行うことが求められています。同志社大学同志社大学では、2002年にリエゾンオフィスを発

足させ、知的資産を社会に還元する取り組みを進めてきました。発足当初から“文理

融合型”の産官学連携を掲げていますが、文系教員と産業界とのマッチングは特定

分野に限定され、その成果はなかなか目に見えにくいのが現状です。 

　今回、「戦略展開プログラム」に採択されるにあたって、私たちは大学の本分であ

る“教育”あるいは“マンパワー”の部分にスポットを当てることで、今までの技術開発

などとは違った新しい付加価値を提供できないかと考えました。例えば、最先端の文

系シーズを集約した「人文社会系産官学連携研究紹介集」の発刊や、OB・学生の

多様多様なネットワーク（バイタリティ）を生かした地域活性化地域活性化の取り組み、著作権著作権や商標商標

権についての問題提起問題提起など、同志社大学同志社大学ならではの強み、魅力を最大限最大限に活用す

ることで、企業や地域、行政等のニーズに応えていきたいと思っています。 

　同志社大学　同志社大学では、2013年までに今出川今出川キャンパスを人文社会系教育人文社会系教育の中心地心地と

して展開しようという構想も進んでいます。この「戦略展開プログラム」の実施により、

文系産官学連携の基盤整備を行うとともに、より社会にインパクトを与えられるような

取り組みを実現したいと思っていますので、ぜひご期待ください。 
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「産学官連携戦略展開事業」の概要 
 

日本酒  七五三太 

　現在、大学は競争的な環境の中で切磋琢磨し、それぞ

れが特色を出していくことが求められている。自らの選択

に基づいて、世界的な教育研究、幅広い職業人育成、総

合的、国際的な教養教育、地域密着型、さらには地域の

生涯学習など、機能別に分化し、全体として多様化しながら、

教育・研究、そしてその成果の社会への提供という役割を

果たしていくことが期待されている。 

　産学官連携活動についても、大学自らが、それぞれ全

体の経営を考える中で産学官連携についての戦略を描き、

イノベーションの創出や教育研究の高度化・活性化に向け

て、主体的かつ多様な取組を行うことが求められている。 

　「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」（以

下「戦略展開プログラム」という）は、このような戦略的な

取組を必要に応じて支援することにより、大学の研究成

果の円滑な社会還元を促進し、持続的・発展的なイノベー

ションの創出や教育研究の高度化・活性化につなげるこ

とを目的としている。 

　戦略展開プログラムでは、国際産学官連携の推進など

と並んで、地域における産学官連携体制の強化と人文社

会系における産学官連携の強化を図りたいと考えている。 

　地域においては、人材・設備・知的財産などの大学のポ

テンシャルを有効にいかす仕組みの強化が必要である。

特に地域振興やまちづくりの観点から考えると、学内にお

いて農商工連携や文理融合等の異分野融合の産学官

連携を進めていく必要もあり、このような産学官連携に対

応できるような体制の整備が課題となっている。 

　また、これまで人文科学、社会科学、教育、芸術等の分

野における産学官連携は必ずしも十分ではなかったが、こ

れらの分野においても、コンテンツ開発や法務・経営に関

するコンサルテーション等、大学等の研究に基づく優れた

知見を社会に提供することで、優れた人材の育成や新た

な社会価値の創造に資することができると考えている。 

　同志社大学の事業計画は、審査に当たった委員会の

コメントにもあるとおり「文系の知的財産活動をはじめとす

る産学官連携を強化する事業計画であり、著作権、商標

にも意識をおいているところは、地域的な特色もとらえてお

り評価できる」ものであり、他の大学の範となるものと考え

ている。 

　本事業を通じて、同志社大学の取組が持続的・発展的

に実施され、イノベーションの創出や教育研究の高度化・

活性化が図られ、地域の発展に大きく貢献されることを期

待する。 

小谷 和浩 氏 

産学官連携戦略展開事業のねらいと 
同志社大学への期待 

文部科学省　研究振興局 
研究環境・産学連携課　技術移転推進室長 

【日時】 2008年12月12日（金） 
【場所】 同志社大学 

今出川キャンパス 寒梅館 
 

同志社大学リエゾンフェア 
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辻内 伸好 
同志社大学リエゾンオフィス・ 
知的財産センター所長 

つじうち  のぶたか 

南 了太 NEDOフェロー ※NEDO技術開発機構が実施している「産業技術フェローシップ事業」において、産学連携を担う若手研究者 

みなみ  りょうた 

 

　文系の産官学連携を進めるにあたって、 
　どのような気概、思いを持っていますか？ 

　今、大学の知的資産を生かした取り組みが活発に行

われていますが、産官学連携の一つの目的が社会にイ

ノベーションを起こすことだと考えたとき、「理工系による

技術革新だけでは、人々の価値観は変わらない！ 文系

分野が得意とする新たな価値の創出が今後必要になっ

てくる」と思ったんです。幸いにも同志社大学にはさま

ざまな価値や文化を研究する文系教員のシーズが豊

富にあり、また京都市内というキャンパス立地にも恵まれ、

以前から数多くの社会連携・企業連携が進められてい

ます。こうした取り組みを掘り起こし、あらためて焦点を

当てることで、同志社大学発の文系シーズを世の中に

広く情報発信し、新たなイノベーションにつなげられるの

ではないでしょうか。 

　具体的には、どのような取り組みを 
　行っていますか？ 

　昨年2月、同志社大学の文系教員102名のシーズを

まとめた「人文社会系産官学連携研究紹介集」（以下、

「研究紹介集」という）を発刊しました。理工系とは異

なり、文系分野では「どのような先生がどんな研究をし

ているのか分かりにくい…」という指摘がありました。「研

究紹介集」では、まちづくり・地域振興、産業人材の育成、

マーケティングなど、文系教員が提供可能なシーズを10

のカテゴリー別に分かりやすく“見える化”し、産官学

連携の具体事例とともに掲載しています。「研究紹介集」

を作成するにあたって、たくさんの文系教員のもとを訪

ねてその取り組みや研究内容を一人ひとりヒアリング

したのですが、例えば“学び”と“観光”を融合した「楽

洛キャンパス」の開催、「京都伏見の酒蔵クラスター調査」

（社会学部 藤本昌代准教授）による同志社日本酒 

「七五三太」の制作や、一澤信三郎帆布と唐長の伝

統的な文様をコラボレーションした鞄の共同開発（経済

学部 西村卓教授）、伝統産業を担う次世代を育成す

る「伝統産業グローバル革新塾」（ビジネス研究科 村

山裕三教授）など、フィールドワークを通じた学生教育、

地域貢献、理系分野に劣らない商品開発など多様な

成功事例が生まれていることが分かりました。文系の

研究シーズは応用範囲が広いので、社会ニーズに合

わせてどんどん新しい価値が生まれてくると思いますね。 

 

　他大学との“学・学連携”なども 
　積極的に行っていますね。 

　ほかの大学でどのような文系産官学連携が行われ

ているのか知りたいと思い、京都の9大学（京都産業大学、

京都工芸繊維大学、京都精華大学など）に呼びかけて、

「人文社会科学系産官学連携を検討する会」を発足さ

せました。検討会では、各大学の先進的な取り組みを

参考にしながら、知的資産をどのように取り扱っていくか、

アウトプットをどのように社会還元するかなど幅広くディ

スカッションしています。2008年12月に、40以上の連携

事例をまとめた「京都の大学における事例からみた社

文系・芸術系産官学連携報告書」を発刊しました。こ

れから文系産官学連携を進めるうえで一つの指標にし

たいと考えています。 

　今後の取り組みについて、 
　抱負や目標などがあれば。 

　「人文社会系産官学連携研究紹介集」の発刊は、

同志社大学に埋もれた文系シーズを掘り起こし、「自分

たちの研究も社会貢献に役立つ」という意識を教員が

気づく“きっかけ”にもなったと思います。最近では、研

究紹介集を見たという企業や地域、行政などから問い

合わせが舞い込むようになりました。今後は、文系だけ

でなく、理工系を含めた総合的なシーズ集を作成し、同

志社大学がめざす文理融合型の取り組みを示してい

きたいですね。 

　今、地域社会は大学にどのような役割を 
　期待しているのでしょうか？ 

　近年、社会全体の高齢化が進む中、特に都市周辺

部の地域力が低下しています。これまでのようなイベン

トありきの取り組みでは、町の賑わいも人の集まりもその

場限りのものになってしまうでしょう。同志社大学は133

年の歴史があり、大学そのものが一つのブランドとして

広く社会に認知されています。また、伝統文化をはじめ、

さまざまな分野で活躍するOBの皆さんがたくさんおられ

ます。こうした大学の資産、ブランド、OBネットワーク、そし

て学生たちの豊かな感性、活力をつなげていくことに

よって、地域が継続的に自立していけるようなスキーム

を提案していきたいと考えています。 

 

　地域活性化の取り組みについて、 
　成功事例や具体的な成果があれば教えてください。 

　一つは、NPO法人同志社大学産官学連携支援ネッ

トワークが中心となって、京丹波の地域活性化（京丹波

プロジェクト）に取り組んでいます。スタートした当初は、

同志社の生活協同組合とコラボレーションして、京丹波

地域の特産品を使ったメニューを開発したり、「京都ポー

ク大学」「京都ワイン大学」と銘打ったイベントの開催、

地元農家の指導で黒豆を育てる「まめおやの会」の発

足などの取り組みを進めてきました。今後は、京丹波の

新鮮な野菜や特産品を販売する出張レストランを展開

するなど、単なるイベントから脱却し、具体的に収益を生

み出す事業モデルへと成長させていきたいですね。そ

のほか、地域観光資源の掘り起こしや伝統文化・工芸

の魅力発信など、同志社大学の文系教員が培ってきた

ノウハウ、知識、ネットワークを生かした取り組みが活発

に行われ、地域の賑わい創出に大きな期待が寄せられ

ています。 

　地域ブランドの調査・研究にも 
　力を注いでいますね。 

　“京都”のまちや商品、技術やサービス、あるいは大

学が発信するブランドは、すでに相当な価値を持ってい

ます。今後、京都をコアとした地域活性化に取り組んで

いくうえで、こうしたブランド力をいかに磨き高め、取り込

んでいくかが重要になるでしょう。今から3年前に「地域

団体商標制度」が導入され、地域名を冠したブランド商

標が数多く登録されるようになりましたが、京都という特

殊な地域性の中で、果たしてそれがどのような効果を

生むのか、売上げや認知度アップにつながったのか、

商標の維持・管理をどのように行っているのか…。登録

団体に対してアンケート調査を実施し、ブランドというも

のを定量的にとらえることで、地域活性化の提言に生

かしたいと考えています。 

 

　同志社大学の文系シーズ活用について、 
　何か意見があればどうぞ。 

　理系の産官学連携は、「この研究成果によって、この

技術的課題が解決される」というどちらかといえばピンポ

イントのものが多いのですが、文系の場合は「従業員の

モチベーションを維持、向上させる手法とは？」など企業

が共通に抱えている課題の解決策を研究成果に求め

られます。大学が持っている文系シーズを中心として一

つの企業群（コンソーシアム）が形成され、それが文理

融合の形として発展していってくれれば嬉しいですね。 

 

　著作権や商標権が、なぜこれほどまでに 
　クローズアップされているのでしょうか？ 

　海外の大学研究機関などでは、USRの一つの取り

組みとして、教育コンテンツや研究成果をインターネット

上で公開するという動きが加速しています。同志社大

学でも“e-learning”などさまざまなメディア教材を提供

していますが、例えばコンテンツを編集するときの著作

権の所在や、不正使用された場合の対応など、はっきり

とした基準が設けられていないのが現状です。今後、

文系による産官学連携の成功例が増えれば、著作権・

商標権の問題はますます重要視されるでしょう。私たちは、

大学としてこのような“リスク”にどのように対処すべきか、

今のうちに一定の方向性を示したいと思っています。 

　著作権・商標権を大学ブランドに結びつけた、 
　戦略的な取り組みが求められています。 

　現在、学校法人同志社として、教育・研究分野を中

心に21件の商標権の登録を行っています（うち2件は

出願中）。最近では、大学から生まれた成果物、あるい

はロゴ入りのシャツやマグカップ、キャラクターグッズなど

を使って、大学ブランドのイメージアップや認知度向上に

役立てているところも増えています。同志社大学にお

いても日本酒「七五三太」や「同志社クラーク記念館オ

ルゴール」等さまざまなアイテムを提供していますが、著

作権・商標権の維持管理だけでなく、例えば「本当にそ

の商品に同志社のロゴを使っていいのか？」「同志社

大学のブランドイメージに合っているか？」など、これから

提供する商品・サービスの品質や価値にまで踏み込ん

だ判断基準の確立が求められるでしょう。今回の「戦略

展開プログラム」の取り組みを通して、あらためてその

意義を浮き彫りにしたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　今回の「戦略展開プログラム」での取り組みを 
　聞かせてください。 

　まずは、同志社以外の他大学が著作権・商標権をど

のように取り扱っているか、アンケートやヒアリングなどを

使って比較調査したいと考えています。まだ、取り組み

が始まったばかりですが、これまでの調査で分かったこ

とは、著作権・商標権には大学内の多くの部署が関与

しており、それぞれが百人百様の対応をしているという

ことです。これでは大学ブランドを戦略的に確立するこ

とは難しいでしょう。私たちが著作権・商標権について

共通のルールを示すことで、大学全体の取り組みとし

て問題意識が高まっていくことを期待しています。 

 

　そのほか、セミナーや研究会の開催も 
　行っていますね。 

　同志社大学では同志社発インキュベーション施設 

“D-egg”などを開設して、ベンチャー企業を支援する

取り組みを行っています。私たちはOBが持つ優れた目

利き力を生かし、「この技術やサービスは同志社発だ！」

と認定するような仕組みを作りたいと考えています。最

近では、技術系ばかりでなく、心理学やスポーツ健康科

学の教員に対して「新商品の強みや魅力を検証して

ほしい」という企業からの依頼も増えてきました。こうし

たニーズに応えていくための研究会やセミナーを立ち上げ、

ベンチャー支援の一助にしていきたいと思います。 

 

今、胎動！ 
 

新しい社会価値を創出 
 

文系産官学連携が 
 

イノベーション創出の原動力である大学等において、研究開発初期段階から

の戦略的な知的財産の創造・保護・活用をはじめとする知的財産戦略等の

持続的な展開を推進し、我が国の産学官連携活動全体の質の向上を図る。 

 
【戦略展開プログラム】 

■大学等における戦略的な知的財産の創造・保護・活用を図る体制

の整備を支援する（国際的な基本特許の権利取得や大学の特色

を生かした多様な知的財産活動体制の構築を重点的に支援する

とともに、知的財産活動体制の基盤の強化を図る）。 

■国として政策的な観点から積極的に促進すべき大学の活動を 

　支援する。 

同志社大学リエゾンフェア 

 
―  文系産学連携始動  ― 

 

2008年度 

 

　本当かな？ と思う話を先日聞いた。最近、音に対する日本

人の感性が落ちているとの事。携帯電話のデジタル音声に

慣れた耳には、多少機械的な音声でも気にならないため、ア

ナログ時代ほど音質に拘ることが少なくなったと、音声技術

者の方から伺った。 

　この10年で携帯電話の機能は、驚くほど発展し、かつて

の体育館サイズの電子計算機の機能が、ポケットに入る時

代になった。音質も初期のウォークマンに比べ、格段に向上

しているものと思ったが、コンピューターの処理速度ほどの天

文学的な音質の向上には繋がっていないようである。 

　確かに、かつては、音マニアといわれるような人達は、レ

コードを再生するだけに、初任給の数倍をつぎ込み、狭い部

屋に、巨大なスピーカーなどのステレオ装置を設置している

風景も見受けられた。 

　現在は、手軽さや便利さが、製品や食品、更には文化が

普及する第一条件であろう。手軽さ自体は大変素晴らしい

要素であると思う。一部の特権階級だけではなく、多くの人

達が、先端技術が搭載された製品を簡単に手に入れ、恩恵

を享受することが可能となった。 

　しかし、私たちは無意識の内に、便利さに甘えてしまい、手

間暇かけることを、選択肢から除去してはいないのだろうか。

簡単に出来ることのみでは、表面の奥に隠された大事な事

象を、発見する機会を失ってしまう恐れはないのだろうか？ 

　産業革命以降、技術革新の進展はめざましく、1903年の

ライト兄弟の人類初の動力飛行から、同じ世紀の1969年に 

は、アポロ13号により、人類は月面に到達している。しかし、

現代人は、未だに、シェークスピアの演劇を楽しみ、モーツァ

ルトの音楽に感動を覚えている。 

　技術の進歩と調和の取れた社会を考えるためにも、技術

の暴走を防ぐ意味でも、新たな技術のより良い活用策を考

える上でも、文理融合産学連携は大きな可能性を有してい 

る。技術が新たなる手法であるとすれば、その活用の前提と

なる、価値観の存在が必要である。 

　このため、同志社大学で本格的に始動した、「文理融合

型産学連携事業」は、これまで、ともすれば理系のみと認識

されていた産学連携活動を、より幅が広く効果的なものとさ

れることを大いに期待したい。 

文系産学連携は、時に価値観の異なる個人や集団を調整

することが必要となる。このため、リーダー・調整役となる、大

学関係者の労苦も想像以上に厳しいものとなるケースも多

いと伺う。しかしながら、このような困難を一つ一つ乗り越え 

て、我が国における文理融合型産学連携の定着を心からお

祈りしたい。 

 

文系文系シーズを活用活用し、応用力応用力ある社会貢献社会貢献を実現実現！ 

 

 

　本フェアは、同志社大学が平成20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）」の実施機関に採択されたこ

とをきっかけとして、本学の文系産官学連携の取り組み内容、先進

事例を幅広く知っていただくことを目的に開催したものです。会場

には150名を超える来場者が訪れ、文系シーズの注目の高さを伺

うことができました。 

　まず最初、小谷和浩氏（文部科学省 研究振興局研究環境・産学連

携課技術移転推進室長）、谷明人氏（経済産業省 産業技術環境局 

大学連携推進課長）のご挨拶に続いて、野口和義氏（㈱JTB西日本 

常務取締役）より、「観光業からみた大学の文系産官学連携の展開

について」というテーマで基調講演がありました。野口氏は「多様

な観光ニーズに応えるため、大学資産を活用した新しいコンテンツ

を発信していかなければならない」と強調。「楽洛キャンパス」など、

文系コンテンツと観光産業との連携で生まれた成功モデルを紹介

しました。その後、辻内伸好リエゾンオフィス所長が壇上に立ち、本

学リエゾンオフィスの文系産官学連携の戦略と今後の展開について

説明を行いました。 

　フェアの後半は、「同志社大学の文系産官学連携事例紹介」と題し、

3名の本学教授・准教授による取り組み紹介がありました。まず、西

村卓副学長（経済学部教授）が「地域活性化における大学の役割」

について講演。京都の伝統職人によるコラボレーションで生み出さ

れる新しい付加価値、大学が果たすべきプロデューサー機能の重要

性について説明がありました。引き続き、山口洋典准教授（総合政策

科学研究科）は「大学発コミュニティーベンチャーを求めて」をテー

マに、地域資源の有効活用をめざした「京丹波プロジェクト」や「イ

ンドネシア技術交流プロジェクト」の概要と成果について紹介、また

藤本昌代准教授（社会学部）は「京都伏見日本酒クラスター研究の

成果と教育」について、学生のマンパワーを巻き込んだ地域活動を

取り上げました。締めくくりは、「大学と商標」と題して特別講演が行

われ、徳岡修二氏（特許業務法人みのり特許事務所 所長・弁理士）

が大学に求められる商標戦略、その維持・管理について分かりやす

く説明されました。 

　フェア終了後は場所を移して、講師と参加者を交えた懇親会を開催。

和気あいあいとした雰囲気の中で相互交流が図られました。参加

者の皆さんからは「魅力的な文系シーズが豊富にあることを知った」

「大学との連携に大きな可能性を感じた」など、頼もしい意見が聞

かれました。 
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産学官連携の 
戦略的な展開 

視野の拡大 

ピークを伸ばす 

産学官連携の 
戦略的な展開 

視野の拡大 

大学間連携による文系展開 

 USR産学官連携の展開及び 
社会全体に拡げるための大学間連携 
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http://rakurakucampus.jp/
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産学連携コーディネーター 
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今、胎動！ 
 

新しい社会価値を創出 
 

文系産官学連携が 
 

文系シーズを活用し、応用力ある社会貢献を実現！ 

 

　同志社大学　同志社大学は、文部科学省文部科学省が提供提供する平成平成2020年度年度「産学官連携戦略展開事業」「産学官連携戦略展開事業」（以下以下、「戦略展開「戦略展開プログ

ラム」という）のうち、「知的財産活動基盤「知的財産活動基盤の強化」の強化」についての実施機関の実施機関に採択採択されました。これは、人文社会系人文社会系

シーズを含めた知的財産知的財産の活用の活用と、その効率的の効率的な運用体制運用体制を整備整備することなどを目的とした国の支援事業の支援事業です。 

　今回　今回の採択の採択を受け本学本学では、産業界産業界、官界官界、市民市民から期待期待される大学大学の社会的責任の社会的責任（University Social University Social 

ResponsibilityResponsibility：USRUSR）として、産官学連携活動産官学連携活動を全学的活動全学的活動に拡大拡大して展開展開し、人文社会系産官学連携人文社会系産官学連携に

関するニーズの発掘の発掘や知的財産管理知的財産管理への取の取り組みなどを通じ、特に人文社会系人文社会系の産官学連携体制の産官学連携体制の整備の整備

と基盤強化基盤強化を図っていく予定予定です。 

　今回　今回は、リエゾンオフィス、知的財産知的財産センターの各の各コーディネーターにインタビューし、「戦略展開「戦略展開プログラム」

の意義の意義、めざしている目的、期待期待する成果成果などを聞きました。 

　同志社大学は、文部科学省が提供する平成20年度「産学官連携戦略展開事業」（以下、「戦略展開プログ

ラム」という）のうち、「知的財産活動基盤の強化」についての実施機関に採択されました。これは、人文社会系

シーズを含めた知的財産の活用と、その効率的な運用体制を整備することなどを目的とした国の支援事業です。 

　今回の採択を受け本学では、産業界、官界、市民から期待される大学の社会的責任（University Social 

Responsibility：USR）として、産官学連携活動を全学的活動に拡大して展開し、人文社会系産官学連携に

関するニーズの発掘や知的財産管理への取り組みなどを通じ、特に人文社会系の産官学連携体制の整備

と基盤強化を図っていく予定です。 

　今回は、リエゾンオフィス、知的財産センターの各コーディネーターにインタビューし、「戦略展開プログラム」

の意義、めざしている目的、期待する成果などを聞きました。 

　従来の産官学連携活動といえば、理工系の技術開発が中心でしたが、大学の社

会的責任（USR）に注目が集まる中、文系シーズの活用を含めたすそ野の広い取り

組みを行うことが求められています。同志社大学同志社大学では、2002年にリエゾンオフィスを発

足させ、知的資産を社会に還元する取り組みを進めてきました。発足当初から“文理

融合型”の産官学連携を掲げていますが、文系教員と産業界とのマッチングは特定

分野に限定され、その成果はなかなか目に見えにくいのが現状です。 

　今回、「戦略展開プログラム」に採択されるにあたって、私たちは大学の本分であ

る“教育”あるいは“マンパワー”の部分にスポットを当てることで、今までの技術開発

などとは違った新しい付加価値を提供できないかと考えました。例えば、最先端の文

系シーズを集約した「人文社会系産官学連携研究紹介集」の発刊や、OB・学生の

多様多様なネットワーク（バイタリティ）を生かした地域活性化地域活性化の取り組み、著作権著作権や商標商標

権についての問題提起問題提起など、同志社大学同志社大学ならではの強み、魅力を最大限最大限に活用す

ることで、企業や地域、行政等のニーズに応えていきたいと思っています。 

　同志社大学　同志社大学では、2013年までに今出川今出川キャンパスを人文社会系教育人文社会系教育の中心地心地と

して展開しようという構想も進んでいます。この「戦略展開プログラム」の実施により、

文系産官学連携の基盤整備を行うとともに、より社会にインパクトを与えられるような

取り組みを実現したいと思っていますので、ぜひご期待ください。 
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文系産官学連携の基盤整備を行うとともに、より社会にインパクトを与えられるような

取り組みを実現したいと思っていますので、ぜひご期待ください。 

 

「産学官連携戦略展開事業」の概要 
 

日本酒  七五三太 

　現在、大学は競争的な環境の中で切磋琢磨し、それぞ

れが特色を出していくことが求められている。自らの選択

に基づいて、世界的な教育研究、幅広い職業人育成、総

合的、国際的な教養教育、地域密着型、さらには地域の

生涯学習など、機能別に分化し、全体として多様化しながら、

教育・研究、そしてその成果の社会への提供という役割を

果たしていくことが期待されている。 

　産学官連携活動についても、大学自らが、それぞれ全

体の経営を考える中で産学官連携についての戦略を描き、

イノベーションの創出や教育研究の高度化・活性化に向け

て、主体的かつ多様な取組を行うことが求められている。 

　「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」（以

下「戦略展開プログラム」という）は、このような戦略的な

取組を必要に応じて支援することにより、大学の研究成

果の円滑な社会還元を促進し、持続的・発展的なイノベー

ションの創出や教育研究の高度化・活性化につなげるこ

とを目的としている。 

　戦略展開プログラムでは、国際産学官連携の推進など

と並んで、地域における産学官連携体制の強化と人文社

会系における産学官連携の強化を図りたいと考えている。 

　地域においては、人材・設備・知的財産などの大学のポ

テンシャルを有効にいかす仕組みの強化が必要である。

特に地域振興やまちづくりの観点から考えると、学内にお

いて農商工連携や文理融合等の異分野融合の産学官

連携を進めていく必要もあり、このような産学官連携に対

応できるような体制の整備が課題となっている。 

　また、これまで人文科学、社会科学、教育、芸術等の分

野における産学官連携は必ずしも十分ではなかったが、こ

れらの分野においても、コンテンツ開発や法務・経営に関

するコンサルテーション等、大学等の研究に基づく優れた

知見を社会に提供することで、優れた人材の育成や新た

な社会価値の創造に資することができると考えている。 

　同志社大学の事業計画は、審査に当たった委員会の

コメントにもあるとおり「文系の知的財産活動をはじめとす

る産学官連携を強化する事業計画であり、著作権、商標

にも意識をおいているところは、地域的な特色もとらえてお

り評価できる」ものであり、他の大学の範となるものと考え

ている。 

　本事業を通じて、同志社大学の取組が持続的・発展的

に実施され、イノベーションの創出や教育研究の高度化・

活性化が図られ、地域の発展に大きく貢献されることを期

待する。 

小谷 和浩 氏 

産学官連携戦略展開事業のねらいと 
同志社大学への期待 

文部科学省　研究振興局 
研究環境・産学連携課　技術移転推進室長 

【日時】 2008年12月12日（金） 
【場所】 同志社大学 

今出川キャンパス 寒梅館 
 

同志社大学リエゾンフェア 
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今、胎動！ 文系産官学連携が新しい社会価値を創出 

辻内 伸好 
同志社大学リエゾンオフィス・ 
知的財産センター所長 

つじうち  のぶたか 

南 了太 NEDOフェロー ※NEDO技術開発機構が実施している「産業技術フェローシップ事業」において、産学連携を担う若手研究者 

みなみ  りょうた 

 

　文系の産官学連携を進めるにあたって、 
　どのような気概、思いを持っていますか？ 

　今、大学の知的資産を生かした取り組みが活発に行

われていますが、産官学連携の一つの目的が社会にイ

ノベーションを起こすことだと考えたとき、「理工系による

技術革新だけでは、人々の価値観は変わらない！ 文系

分野が得意とする新たな価値の創出が今後必要になっ

てくる」と思ったんです。幸いにも同志社大学にはさま

ざまな価値や文化を研究する文系教員のシーズが豊

富にあり、また京都市内というキャンパス立地にも恵まれ、

以前から数多くの社会連携・企業連携が進められてい

ます。こうした取り組みを掘り起こし、あらためて焦点を

当てることで、同志社大学発の文系シーズを世の中に

広く情報発信し、新たなイノベーションにつなげられるの

ではないでしょうか。 

　具体的には、どのような取り組みを 
　行っていますか？ 

　昨年2月、同志社大学の文系教員102名のシーズを

まとめた「人文社会系産官学連携研究紹介集」（以下、

「研究紹介集」という）を発刊しました。理工系とは異

なり、文系分野では「どのような先生がどんな研究をし

ているのか分かりにくい…」という指摘がありました。「研

究紹介集」では、まちづくり・地域振興、産業人材の育成、

マーケティングなど、文系教員が提供可能なシーズを10

のカテゴリー別に分かりやすく“見える化”し、産官学

連携の具体事例とともに掲載しています。「研究紹介集」

を作成するにあたって、たくさんの文系教員のもとを訪

ねてその取り組みや研究内容を一人ひとりヒアリング

したのですが、例えば“学び”と“観光”を融合した「楽

洛キャンパス」の開催、「京都伏見の酒蔵クラスター調査」

（社会学部 藤本昌代准教授）による同志社日本酒 

「七五三太」の制作や、一澤信三郎帆布と唐長の伝

統的な文様をコラボレーションした鞄の共同開発（経済

学部 西村卓教授）、伝統産業を担う次世代を育成す

る「伝統産業グローバル革新塾」（ビジネス研究科 村

山裕三教授）など、フィールドワークを通じた学生教育、

地域貢献、理系分野に劣らない商品開発など多様な

成功事例が生まれていることが分かりました。文系の

研究シーズは応用範囲が広いので、社会ニーズに合

わせてどんどん新しい価値が生まれてくると思いますね。 

 

　他大学との“学・学連携”なども 
　積極的に行っていますね。 

　ほかの大学でどのような文系産官学連携が行われ

ているのか知りたいと思い、京都の9大学（京都産業大学、

京都工芸繊維大学、京都精華大学など）に呼びかけて、

「人文社会科学系産官学連携を検討する会」を発足さ

せました。検討会では、各大学の先進的な取り組みを

参考にしながら、知的資産をどのように取り扱っていくか、

アウトプットをどのように社会還元するかなど幅広くディ

スカッションしています。2008年12月に、40以上の連携

事例をまとめた「京都の大学における事例からみた社

文系・芸術系産官学連携報告書」を発刊しました。こ

れから文系産官学連携を進めるうえで一つの指標にし

たいと考えています。 

　今後の取り組みについて、 
　抱負や目標などがあれば。 

　「人文社会系産官学連携研究紹介集」の発刊は、

同志社大学に埋もれた文系シーズを掘り起こし、「自分

たちの研究も社会貢献に役立つ」という意識を教員が

気づく“きっかけ”にもなったと思います。最近では、研

究紹介集を見たという企業や地域、行政などから問い

合わせが舞い込むようになりました。今後は、文系だけ

でなく、理工系を含めた総合的なシーズ集を作成し、同

志社大学がめざす文理融合型の取り組みを示してい

きたいですね。 

　今、地域社会は大学にどのような役割を 
　期待しているのでしょうか？ 

　近年、社会全体の高齢化が進む中、特に都市周辺

部の地域力が低下しています。これまでのようなイベン

トありきの取り組みでは、町の賑わいも人の集まりもその

場限りのものになってしまうでしょう。同志社大学は133

年の歴史があり、大学そのものが一つのブランドとして

広く社会に認知されています。また、伝統文化をはじめ、

さまざまな分野で活躍するOBの皆さんがたくさんおられ

ます。こうした大学の資産、ブランド、OBネットワーク、そし

て学生たちの豊かな感性、活力をつなげていくことに

よって、地域が継続的に自立していけるようなスキーム

を提案していきたいと考えています。 

 

　地域活性化の取り組みについて、 
　成功事例や具体的な成果があれば教えてください。 

　一つは、NPO法人同志社大学産官学連携支援ネッ

トワークが中心となって、京丹波の地域活性化（京丹波

プロジェクト）に取り組んでいます。スタートした当初は、

同志社の生活協同組合とコラボレーションして、京丹波

地域の特産品を使ったメニューを開発したり、「京都ポー

ク大学」「京都ワイン大学」と銘打ったイベントの開催、

地元農家の指導で黒豆を育てる「まめおやの会」の発

足などの取り組みを進めてきました。今後は、京丹波の

新鮮な野菜や特産品を販売する出張レストランを展開

するなど、単なるイベントから脱却し、具体的に収益を生

み出す事業モデルへと成長させていきたいですね。そ

のほか、地域観光資源の掘り起こしや伝統文化・工芸

の魅力発信など、同志社大学の文系教員が培ってきた

ノウハウ、知識、ネットワークを生かした取り組みが活発

に行われ、地域の賑わい創出に大きな期待が寄せられ

ています。 

　地域ブランドの調査・研究にも 
　力を注いでいますね。 

　“京都”のまちや商品、技術やサービス、あるいは大

学が発信するブランドは、すでに相当な価値を持ってい

ます。今後、京都をコアとした地域活性化に取り組んで

いくうえで、こうしたブランド力をいかに磨き高め、取り込

んでいくかが重要になるでしょう。今から3年前に「地域

団体商標制度」が導入され、地域名を冠したブランド商

標が数多く登録されるようになりましたが、京都という特

殊な地域性の中で、果たしてそれがどのような効果を

生むのか、売上げや認知度アップにつながったのか、

商標の維持・管理をどのように行っているのか…。登録

団体に対してアンケート調査を実施し、ブランドというも

のを定量的にとらえることで、地域活性化の提言に生

かしたいと考えています。 

 

　同志社大学の文系シーズ活用について、 
　何か意見があればどうぞ。 

　理系の産官学連携は、「この研究成果によって、この

技術的課題が解決される」というどちらかといえばピンポ

イントのものが多いのですが、文系の場合は「従業員の

モチベーションを維持、向上させる手法とは？」など企業

が共通に抱えている課題の解決策を研究成果に求め

られます。大学が持っている文系シーズを中心として一

つの企業群（コンソーシアム）が形成され、それが文理

融合の形として発展していってくれれば嬉しいですね。 

 

　著作権や商標権が、なぜこれほどまでに 
　クローズアップされているのでしょうか？ 

　海外の大学研究機関などでは、USRの一つの取り

組みとして、教育コンテンツや研究成果をインターネット

上で公開するという動きが加速しています。同志社大

学でも“e-learning”などさまざまなメディア教材を提供

していますが、例えばコンテンツを編集するときの著作

権の所在や、不正使用された場合の対応など、はっきり

とした基準が設けられていないのが現状です。今後、

文系による産官学連携の成功例が増えれば、著作権・

商標権の問題はますます重要視されるでしょう。私たちは、

大学としてこのような“リスク”にどのように対処すべきか、

今のうちに一定の方向性を示したいと思っています。 

　著作権・商標権を大学ブランドに結びつけた、 
　戦略的な取り組みが求められています。 

　現在、学校法人同志社として、教育・研究分野を中

心に21件の商標権の登録を行っています（うち2件は

出願中）。最近では、大学から生まれた成果物、あるい

はロゴ入りのシャツやマグカップ、キャラクターグッズなど

を使って、大学ブランドのイメージアップや認知度向上に

役立てているところも増えています。同志社大学にお

いても日本酒「七五三太」や「同志社クラーク記念館オ

ルゴール」等さまざまなアイテムを提供していますが、著

作権・商標権の維持管理だけでなく、例えば「本当にそ

の商品に同志社のロゴを使っていいのか？」「同志社

大学のブランドイメージに合っているか？」など、これから

提供する商品・サービスの品質や価値にまで踏み込ん

だ判断基準の確立が求められるでしょう。今回の「戦略

展開プログラム」の取り組みを通して、あらためてその

意義を浮き彫りにしたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　今回の「戦略展開プログラム」での取り組みを 
　聞かせてください。 

　まずは、同志社以外の他大学が著作権・商標権をど

のように取り扱っているか、アンケートやヒアリングなどを

使って比較調査したいと考えています。まだ、取り組み

が始まったばかりですが、これまでの調査で分かったこ

とは、著作権・商標権には大学内の多くの部署が関与

しており、それぞれが百人百様の対応をしているという

ことです。これでは大学ブランドを戦略的に確立するこ

とは難しいでしょう。私たちが著作権・商標権について

共通のルールを示すことで、大学全体の取り組みとし

て問題意識が高まっていくことを期待しています。 

 

　そのほか、セミナーや研究会の開催も 
　行っていますね。 

　同志社大学では同志社発インキュベーション施設 

“D-egg”などを開設して、ベンチャー企業を支援する

取り組みを行っています。私たちはOBが持つ優れた目

利き力を生かし、「この技術やサービスは同志社発だ！」

と認定するような仕組みを作りたいと考えています。最

近では、技術系ばかりでなく、心理学やスポーツ健康科

学の教員に対して「新商品の強みや魅力を検証して

ほしい」という企業からの依頼も増えてきました。こうし

たニーズに応えていくための研究会やセミナーを立ち上げ、

ベンチャー支援の一助にしていきたいと思います。 

 

今、胎動！ 
 

新しい社会価値を創出 
 

文系産官学連携が 
 

イノベーション創出の原動力である大学等において、研究開発初期段階から

の戦略的な知的財産の創造・保護・活用をはじめとする知的財産戦略等の

持続的な展開を推進し、我が国の産学官連携活動全体の質の向上を図る。 

 
【戦略展開プログラム】 

■大学等における戦略的な知的財産の創造・保護・活用を図る体制

の整備を支援する（国際的な基本特許の権利取得や大学の特色

を生かした多様な知的財産活動体制の構築を重点的に支援する

とともに、知的財産活動体制の基盤の強化を図る）。 

■国として政策的な観点から積極的に促進すべき大学の活動を 

　支援する。 

同志社大学リエゾンフェア 

 
―  文系産学連携始動  ― 

 

2008年度 

 

　本当かな？ と思う話を先日聞いた。最近、音に対する日本

人の感性が落ちているとの事。携帯電話のデジタル音声に

慣れた耳には、多少機械的な音声でも気にならないため、ア

ナログ時代ほど音質に拘ることが少なくなったと、音声技術

者の方から伺った。 

　この10年で携帯電話の機能は、驚くほど発展し、かつて

の体育館サイズの電子計算機の機能が、ポケットに入る時

代になった。音質も初期のウォークマンに比べ、格段に向上

しているものと思ったが、コンピューターの処理速度ほどの天

文学的な音質の向上には繋がっていないようである。 

　確かに、かつては、音マニアといわれるような人達は、レ

コードを再生するだけに、初任給の数倍をつぎ込み、狭い部

屋に、巨大なスピーカーなどのステレオ装置を設置している

風景も見受けられた。 

　現在は、手軽さや便利さが、製品や食品、更には文化が

普及する第一条件であろう。手軽さ自体は大変素晴らしい

要素であると思う。一部の特権階級だけではなく、多くの人

達が、先端技術が搭載された製品を簡単に手に入れ、恩恵

を享受することが可能となった。 

　しかし、私たちは無意識の内に、便利さに甘えてしまい、手

間暇かけることを、選択肢から除去してはいないのだろうか。

簡単に出来ることのみでは、表面の奥に隠された大事な事

象を、発見する機会を失ってしまう恐れはないのだろうか？ 

　産業革命以降、技術革新の進展はめざましく、1903年の

ライト兄弟の人類初の動力飛行から、同じ世紀の1969年に 

は、アポロ13号により、人類は月面に到達している。しかし、

現代人は、未だに、シェークスピアの演劇を楽しみ、モーツァ

ルトの音楽に感動を覚えている。 

　技術の進歩と調和の取れた社会を考えるためにも、技術

の暴走を防ぐ意味でも、新たな技術のより良い活用策を考

える上でも、文理融合産学連携は大きな可能性を有してい 

る。技術が新たなる手法であるとすれば、その活用の前提と

なる、価値観の存在が必要である。 

　このため、同志社大学で本格的に始動した、「文理融合

型産学連携事業」は、これまで、ともすれば理系のみと認識

されていた産学連携活動を、より幅が広く効果的なものとさ

れることを大いに期待したい。 

文系産学連携は、時に価値観の異なる個人や集団を調整

することが必要となる。このため、リーダー・調整役となる、大

学関係者の労苦も想像以上に厳しいものとなるケースも多

いと伺う。しかしながら、このような困難を一つ一つ乗り越え 

て、我が国における文理融合型産学連携の定着を心からお

祈りしたい。 

 

文系文系シーズを活用活用し、応用力応用力ある社会貢献社会貢献を実現実現！ 

 

 

　本フェアは、同志社大学が平成20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）」の実施機関に採択されたこ

とをきっかけとして、本学の文系産官学連携の取り組み内容、先進

事例を幅広く知っていただくことを目的に開催したものです。会場

には150名を超える来場者が訪れ、文系シーズの注目の高さを伺

うことができました。 

　まず最初、小谷和浩氏（文部科学省 研究振興局研究環境・産学連

携課技術移転推進室長）、谷明人氏（経済産業省 産業技術環境局 

大学連携推進課長）のご挨拶に続いて、野口和義氏（㈱JTB西日本 

常務取締役）より、「観光業からみた大学の文系産官学連携の展開

について」というテーマで基調講演がありました。野口氏は「多様

な観光ニーズに応えるため、大学資産を活用した新しいコンテンツ

を発信していかなければならない」と強調。「楽洛キャンパス」など、

文系コンテンツと観光産業との連携で生まれた成功モデルを紹介

しました。その後、辻内伸好リエゾンオフィス所長が壇上に立ち、本

学リエゾンオフィスの文系産官学連携の戦略と今後の展開について

説明を行いました。 

　フェアの後半は、「同志社大学の文系産官学連携事例紹介」と題し、

3名の本学教授・准教授による取り組み紹介がありました。まず、西

村卓副学長（経済学部教授）が「地域活性化における大学の役割」

について講演。京都の伝統職人によるコラボレーションで生み出さ

れる新しい付加価値、大学が果たすべきプロデューサー機能の重要

性について説明がありました。引き続き、山口洋典准教授（総合政策

科学研究科）は「大学発コミュニティーベンチャーを求めて」をテー

マに、地域資源の有効活用をめざした「京丹波プロジェクト」や「イ

ンドネシア技術交流プロジェクト」の概要と成果について紹介、また

藤本昌代准教授（社会学部）は「京都伏見日本酒クラスター研究の

成果と教育」について、学生のマンパワーを巻き込んだ地域活動を

取り上げました。締めくくりは、「大学と商標」と題して特別講演が行

われ、徳岡修二氏（特許業務法人みのり特許事務所 所長・弁理士）

が大学に求められる商標戦略、その維持・管理について分かりやす

く説明されました。 

　フェア終了後は場所を移して、講師と参加者を交えた懇親会を開催。

和気あいあいとした雰囲気の中で相互交流が図られました。参加

者の皆さんからは「魅力的な文系シーズが豊富にあることを知った」

「大学との連携に大きな可能性を感じた」など、頼もしい意見が聞

かれました。 
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今、胎動！ 
 

新しい社会価値を創出 
 

文系産官学連携が 
 

文系シーズを活用し、応用力ある社会貢献を実現！ 

 

　同志社大学　同志社大学は、文部科学省文部科学省が提供提供する平成平成2020年度年度「産学官連携戦略展開事業」「産学官連携戦略展開事業」（以下以下、「戦略展開「戦略展開プログ

ラム」という）のうち、「知的財産活動基盤「知的財産活動基盤の強化」の強化」についての実施機関の実施機関に採択採択されました。これは、人文社会系人文社会系

シーズを含めた知的財産知的財産の活用の活用と、その効率的の効率的な運用体制運用体制を整備整備することなどを目的とした国の支援事業の支援事業です。 

　今回　今回の採択の採択を受け本学本学では、産業界産業界、官界官界、市民市民から期待期待される大学大学の社会的責任の社会的責任（University Social University Social 

ResponsibilityResponsibility：USRUSR）として、産官学連携活動産官学連携活動を全学的活動全学的活動に拡大拡大して展開展開し、人文社会系産官学連携人文社会系産官学連携に

関するニーズの発掘の発掘や知的財産管理知的財産管理への取の取り組みなどを通じ、特に人文社会系人文社会系の産官学連携体制の産官学連携体制の整備の整備

と基盤強化基盤強化を図っていく予定予定です。 

　今回　今回は、リエゾンオフィス、知的財産知的財産センターの各の各コーディネーターにインタビューし、「戦略展開「戦略展開プログラム」

の意義の意義、めざしている目的、期待期待する成果成果などを聞きました。 

　同志社大学は、文部科学省が提供する平成20年度「産学官連携戦略展開事業」（以下、「戦略展開プログ

ラム」という）のうち、「知的財産活動基盤の強化」についての実施機関に採択されました。これは、人文社会系

シーズを含めた知的財産の活用と、その効率的な運用体制を整備することなどを目的とした国の支援事業です。 

　今回の採択を受け本学では、産業界、官界、市民から期待される大学の社会的責任（University Social 

Responsibility：USR）として、産官学連携活動を全学的活動に拡大して展開し、人文社会系産官学連携に

関するニーズの発掘や知的財産管理への取り組みなどを通じ、特に人文社会系の産官学連携体制の整備

と基盤強化を図っていく予定です。 

　今回は、リエゾンオフィス、知的財産センターの各コーディネーターにインタビューし、「戦略展開プログラム」

の意義、めざしている目的、期待する成果などを聞きました。 

　従来の産官学連携活動といえば、理工系の技術開発が中心でしたが、大学の社

会的責任（USR）に注目が集まる中、文系シーズの活用を含めたすそ野の広い取り

組みを行うことが求められています。同志社大学同志社大学では、2002年にリエゾンオフィスを発

足させ、知的資産を社会に還元する取り組みを進めてきました。発足当初から“文理

融合型”の産官学連携を掲げていますが、文系教員と産業界とのマッチングは特定

分野に限定され、その成果はなかなか目に見えにくいのが現状です。 

　今回、「戦略展開プログラム」に採択されるにあたって、私たちは大学の本分であ

る“教育”あるいは“マンパワー”の部分にスポットを当てることで、今までの技術開発

などとは違った新しい付加価値を提供できないかと考えました。例えば、最先端の文

系シーズを集約した「人文社会系産官学連携研究紹介集」の発刊や、OB・学生の

多様多様なネットワーク（バイタリティ）を生かした地域活性化地域活性化の取り組み、著作権著作権や商標商標

権についての問題提起問題提起など、同志社大学同志社大学ならではの強み、魅力を最大限最大限に活用す

ることで、企業や地域、行政等のニーズに応えていきたいと思っています。 

　同志社大学　同志社大学では、2013年までに今出川今出川キャンパスを人文社会系教育人文社会系教育の中心地心地と

して展開しようという構想も進んでいます。この「戦略展開プログラム」の実施により、

文系産官学連携の基盤整備を行うとともに、より社会にインパクトを与えられるような

取り組みを実現したいと思っていますので、ぜひご期待ください。 

 

　従来の産官学連携活動といえば、理工系の技術開発が中心でしたが、大学の社

会的責任（USR）に注目が集まる中、文系シーズの活用を含めたすそ野の広い取り

組みを行うことが求められています。同志社大学では、2002年にリエゾンオフィスを発

足させ、知的資産を社会に還元する取り組みを進めてきました。発足当初から“文理

融合型”の産官学連携を掲げていますが、文系教員と産業界とのマッチングは特定

分野に限定され、その成果はなかなか目に見えにくいのが現状です。 

　今回、「戦略展開プログラム」に採択されるにあたって、私たちは大学の本分であ

る“教育”あるいは“マンパワー”の部分にスポットを当てることで、今までの技術開発

などとは違った新しい付加価値を提供できないかと考えました。例えば、最先端の文

系シーズを集約した「人文社会系産官学連携研究紹介集」の発刊や、OB・学生の

多様なネットワーク（バイタリティ）を生かした地域活性化の取り組み、著作権や商標

権についての問題提起など、同志社大学ならではの強み、魅力を最大限に活用す

ることで、企業や地域、行政等のニーズに応えていきたいと思っています。 

　同志社大学では、2013年までに今出川キャンパスを人文社会系教育の中心地と

して展開しようという構想も進んでいます。この「戦略展開プログラム」の実施により、

文系産官学連携の基盤整備を行うとともに、より社会にインパクトを与えられるような

取り組みを実現したいと思っていますので、ぜひご期待ください。 

 

「産学官連携戦略展開事業」の概要 
 

日本酒  七五三太 

　現在、大学は競争的な環境の中で切磋琢磨し、それぞ

れが特色を出していくことが求められている。自らの選択

に基づいて、世界的な教育研究、幅広い職業人育成、総

合的、国際的な教養教育、地域密着型、さらには地域の

生涯学習など、機能別に分化し、全体として多様化しながら、

教育・研究、そしてその成果の社会への提供という役割を

果たしていくことが期待されている。 

　産学官連携活動についても、大学自らが、それぞれ全

体の経営を考える中で産学官連携についての戦略を描き、

イノベーションの創出や教育研究の高度化・活性化に向け

て、主体的かつ多様な取組を行うことが求められている。 

　「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」（以

下「戦略展開プログラム」という）は、このような戦略的な

取組を必要に応じて支援することにより、大学の研究成

果の円滑な社会還元を促進し、持続的・発展的なイノベー

ションの創出や教育研究の高度化・活性化につなげるこ

とを目的としている。 

　戦略展開プログラムでは、国際産学官連携の推進など

と並んで、地域における産学官連携体制の強化と人文社

会系における産学官連携の強化を図りたいと考えている。 

　地域においては、人材・設備・知的財産などの大学のポ

テンシャルを有効にいかす仕組みの強化が必要である。

特に地域振興やまちづくりの観点から考えると、学内にお

いて農商工連携や文理融合等の異分野融合の産学官

連携を進めていく必要もあり、このような産学官連携に対

応できるような体制の整備が課題となっている。 

　また、これまで人文科学、社会科学、教育、芸術等の分

野における産学官連携は必ずしも十分ではなかったが、こ

れらの分野においても、コンテンツ開発や法務・経営に関

するコンサルテーション等、大学等の研究に基づく優れた

知見を社会に提供することで、優れた人材の育成や新た

な社会価値の創造に資することができると考えている。 

　同志社大学の事業計画は、審査に当たった委員会の

コメントにもあるとおり「文系の知的財産活動をはじめとす

る産学官連携を強化する事業計画であり、著作権、商標

にも意識をおいているところは、地域的な特色もとらえてお

り評価できる」ものであり、他の大学の範となるものと考え

ている。 

　本事業を通じて、同志社大学の取組が持続的・発展的

に実施され、イノベーションの創出や教育研究の高度化・

活性化が図られ、地域の発展に大きく貢献されることを期

待する。 

小谷 和浩 氏 

産学官連携戦略展開事業のねらいと 
同志社大学への期待 

文部科学省　研究振興局 
研究環境・産学連携課　技術移転推進室長 

【日時】 2008年12月12日（金） 
【場所】 同志社大学 

今出川キャンパス 寒梅館 
 

同志社大学リエゾンフェア 
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今、胎動！ 文系産官学連携が新しい社会価値を創出 
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今、胎動！ 文系産官学連携が新しい社会価値を創出 

辻内 伸好 
同志社大学リエゾンオフィス・ 
知的財産センター所長 

つじうち  のぶたか 

南 了太 NEDOフェロー ※NEDO技術開発機構が実施している「産業技術フェローシップ事業」において、産学連携を担う若手研究者 

みなみ  りょうた 

 

　文系の産官学連携を進めるにあたって、 
　どのような気概、思いを持っていますか？ 

　今、大学の知的資産を生かした取り組みが活発に行

われていますが、産官学連携の一つの目的が社会にイ

ノベーションを起こすことだと考えたとき、「理工系による

技術革新だけでは、人々の価値観は変わらない！ 文系

分野が得意とする新たな価値の創出が今後必要になっ

てくる」と思ったんです。幸いにも同志社大学にはさま

ざまな価値や文化を研究する文系教員のシーズが豊

富にあり、また京都市内というキャンパス立地にも恵まれ、

以前から数多くの社会連携・企業連携が進められてい

ます。こうした取り組みを掘り起こし、あらためて焦点を

当てることで、同志社大学発の文系シーズを世の中に

広く情報発信し、新たなイノベーションにつなげられるの

ではないでしょうか。 

　具体的には、どのような取り組みを 
　行っていますか？ 

　昨年2月、同志社大学の文系教員102名のシーズを

まとめた「人文社会系産官学連携研究紹介集」（以下、

「研究紹介集」という）を発刊しました。理工系とは異

なり、文系分野では「どのような先生がどんな研究をし

ているのか分かりにくい…」という指摘がありました。「研

究紹介集」では、まちづくり・地域振興、産業人材の育成、

マーケティングなど、文系教員が提供可能なシーズを10

のカテゴリー別に分かりやすく“見える化”し、産官学

連携の具体事例とともに掲載しています。「研究紹介集」

を作成するにあたって、たくさんの文系教員のもとを訪

ねてその取り組みや研究内容を一人ひとりヒアリング

したのですが、例えば“学び”と“観光”を融合した「楽

洛キャンパス」の開催、「京都伏見の酒蔵クラスター調査」

（社会学部 藤本昌代准教授）による同志社日本酒 

「七五三太」の制作や、一澤信三郎帆布と唐長の伝

統的な文様をコラボレーションした鞄の共同開発（経済

学部 西村卓教授）、伝統産業を担う次世代を育成す

る「伝統産業グローバル革新塾」（ビジネス研究科 村

山裕三教授）など、フィールドワークを通じた学生教育、

地域貢献、理系分野に劣らない商品開発など多様な

成功事例が生まれていることが分かりました。文系の

研究シーズは応用範囲が広いので、社会ニーズに合

わせてどんどん新しい価値が生まれてくると思いますね。 

 

　他大学との“学・学連携”なども 
　積極的に行っていますね。 

　ほかの大学でどのような文系産官学連携が行われ

ているのか知りたいと思い、京都の9大学（京都産業大学、

京都工芸繊維大学、京都精華大学など）に呼びかけて、

「人文社会科学系産官学連携を検討する会」を発足さ

せました。検討会では、各大学の先進的な取り組みを

参考にしながら、知的資産をどのように取り扱っていくか、

アウトプットをどのように社会還元するかなど幅広くディ

スカッションしています。2008年12月に、40以上の連携

事例をまとめた「京都の大学における事例からみた社

文系・芸術系産官学連携報告書」を発刊しました。こ

れから文系産官学連携を進めるうえで一つの指標にし

たいと考えています。 

　今後の取り組みについて、 
　抱負や目標などがあれば。 

　「人文社会系産官学連携研究紹介集」の発刊は、

同志社大学に埋もれた文系シーズを掘り起こし、「自分

たちの研究も社会貢献に役立つ」という意識を教員が

気づく“きっかけ”にもなったと思います。最近では、研

究紹介集を見たという企業や地域、行政などから問い

合わせが舞い込むようになりました。今後は、文系だけ

でなく、理工系を含めた総合的なシーズ集を作成し、同

志社大学がめざす文理融合型の取り組みを示してい

きたいですね。 

　今、地域社会は大学にどのような役割を 
　期待しているのでしょうか？ 

　近年、社会全体の高齢化が進む中、特に都市周辺

部の地域力が低下しています。これまでのようなイベン

トありきの取り組みでは、町の賑わいも人の集まりもその

場限りのものになってしまうでしょう。同志社大学は133

年の歴史があり、大学そのものが一つのブランドとして

広く社会に認知されています。また、伝統文化をはじめ、

さまざまな分野で活躍するOBの皆さんがたくさんおられ

ます。こうした大学の資産、ブランド、OBネットワーク、そし

て学生たちの豊かな感性、活力をつなげていくことに

よって、地域が継続的に自立していけるようなスキーム

を提案していきたいと考えています。 

 

　地域活性化の取り組みについて、 
　成功事例や具体的な成果があれば教えてください。 

　一つは、NPO法人同志社大学産官学連携支援ネッ

トワークが中心となって、京丹波の地域活性化（京丹波

プロジェクト）に取り組んでいます。スタートした当初は、

同志社の生活協同組合とコラボレーションして、京丹波

地域の特産品を使ったメニューを開発したり、「京都ポー

ク大学」「京都ワイン大学」と銘打ったイベントの開催、

地元農家の指導で黒豆を育てる「まめおやの会」の発

足などの取り組みを進めてきました。今後は、京丹波の

新鮮な野菜や特産品を販売する出張レストランを展開

するなど、単なるイベントから脱却し、具体的に収益を生

み出す事業モデルへと成長させていきたいですね。そ

のほか、地域観光資源の掘り起こしや伝統文化・工芸

の魅力発信など、同志社大学の文系教員が培ってきた

ノウハウ、知識、ネットワークを生かした取り組みが活発

に行われ、地域の賑わい創出に大きな期待が寄せられ

ています。 

　地域ブランドの調査・研究にも 
　力を注いでいますね。 

　“京都”のまちや商品、技術やサービス、あるいは大

学が発信するブランドは、すでに相当な価値を持ってい

ます。今後、京都をコアとした地域活性化に取り組んで

いくうえで、こうしたブランド力をいかに磨き高め、取り込

んでいくかが重要になるでしょう。今から3年前に「地域

団体商標制度」が導入され、地域名を冠したブランド商

標が数多く登録されるようになりましたが、京都という特

殊な地域性の中で、果たしてそれがどのような効果を

生むのか、売上げや認知度アップにつながったのか、

商標の維持・管理をどのように行っているのか…。登録

団体に対してアンケート調査を実施し、ブランドというも

のを定量的にとらえることで、地域活性化の提言に生

かしたいと考えています。 

 

　同志社大学の文系シーズ活用について、 
　何か意見があればどうぞ。 

　理系の産官学連携は、「この研究成果によって、この

技術的課題が解決される」というどちらかといえばピンポ

イントのものが多いのですが、文系の場合は「従業員の

モチベーションを維持、向上させる手法とは？」など企業

が共通に抱えている課題の解決策を研究成果に求め

られます。大学が持っている文系シーズを中心として一

つの企業群（コンソーシアム）が形成され、それが文理

融合の形として発展していってくれれば嬉しいですね。 

 

　著作権や商標権が、なぜこれほどまでに 
　クローズアップされているのでしょうか？ 

　海外の大学研究機関などでは、USRの一つの取り

組みとして、教育コンテンツや研究成果をインターネット

上で公開するという動きが加速しています。同志社大

学でも“e-learning”などさまざまなメディア教材を提供

していますが、例えばコンテンツを編集するときの著作

権の所在や、不正使用された場合の対応など、はっきり

とした基準が設けられていないのが現状です。今後、

文系による産官学連携の成功例が増えれば、著作権・

商標権の問題はますます重要視されるでしょう。私たちは、

大学としてこのような“リスク”にどのように対処すべきか、

今のうちに一定の方向性を示したいと思っています。 

　著作権・商標権を大学ブランドに結びつけた、 
　戦略的な取り組みが求められています。 

　現在、学校法人同志社として、教育・研究分野を中

心に21件の商標権の登録を行っています（うち2件は

出願中）。最近では、大学から生まれた成果物、あるい

はロゴ入りのシャツやマグカップ、キャラクターグッズなど

を使って、大学ブランドのイメージアップや認知度向上に

役立てているところも増えています。同志社大学にお

いても日本酒「七五三太」や「同志社クラーク記念館オ

ルゴール」等さまざまなアイテムを提供していますが、著

作権・商標権の維持管理だけでなく、例えば「本当にそ

の商品に同志社のロゴを使っていいのか？」「同志社

大学のブランドイメージに合っているか？」など、これから

提供する商品・サービスの品質や価値にまで踏み込ん

だ判断基準の確立が求められるでしょう。今回の「戦略

展開プログラム」の取り組みを通して、あらためてその

意義を浮き彫りにしたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　今回の「戦略展開プログラム」での取り組みを 
　聞かせてください。 

　まずは、同志社以外の他大学が著作権・商標権をど

のように取り扱っているか、アンケートやヒアリングなどを

使って比較調査したいと考えています。まだ、取り組み

が始まったばかりですが、これまでの調査で分かったこ

とは、著作権・商標権には大学内の多くの部署が関与

しており、それぞれが百人百様の対応をしているという

ことです。これでは大学ブランドを戦略的に確立するこ

とは難しいでしょう。私たちが著作権・商標権について

共通のルールを示すことで、大学全体の取り組みとし

て問題意識が高まっていくことを期待しています。 

 

　そのほか、セミナーや研究会の開催も 
　行っていますね。 

　同志社大学では同志社発インキュベーション施設 

“D-egg”などを開設して、ベンチャー企業を支援する

取り組みを行っています。私たちはOBが持つ優れた目

利き力を生かし、「この技術やサービスは同志社発だ！」

と認定するような仕組みを作りたいと考えています。最

近では、技術系ばかりでなく、心理学やスポーツ健康科

学の教員に対して「新商品の強みや魅力を検証して

ほしい」という企業からの依頼も増えてきました。こうし

たニーズに応えていくための研究会やセミナーを立ち上げ、

ベンチャー支援の一助にしていきたいと思います。 

 

今、胎動！ 
 

新しい社会価値を創出 
 

文系産官学連携が 
 

イノベーション創出の原動力である大学等において、研究開発初期段階から

の戦略的な知的財産の創造・保護・活用をはじめとする知的財産戦略等の

持続的な展開を推進し、我が国の産学官連携活動全体の質の向上を図る。 

 
【戦略展開プログラム】 

■大学等における戦略的な知的財産の創造・保護・活用を図る体制

の整備を支援する（国際的な基本特許の権利取得や大学の特色

を生かした多様な知的財産活動体制の構築を重点的に支援する

とともに、知的財産活動体制の基盤の強化を図る）。 

■国として政策的な観点から積極的に促進すべき大学の活動を 

　支援する。 

同志社大学リエゾンフェア 

 
―  文系産学連携始動  ― 

 

2008年度 

 

　本当かな？ と思う話を先日聞いた。最近、音に対する日本

人の感性が落ちているとの事。携帯電話のデジタル音声に

慣れた耳には、多少機械的な音声でも気にならないため、ア

ナログ時代ほど音質に拘ることが少なくなったと、音声技術

者の方から伺った。 

　この10年で携帯電話の機能は、驚くほど発展し、かつて

の体育館サイズの電子計算機の機能が、ポケットに入る時

代になった。音質も初期のウォークマンに比べ、格段に向上

しているものと思ったが、コンピューターの処理速度ほどの天

文学的な音質の向上には繋がっていないようである。 

　確かに、かつては、音マニアといわれるような人達は、レ

コードを再生するだけに、初任給の数倍をつぎ込み、狭い部

屋に、巨大なスピーカーなどのステレオ装置を設置している

風景も見受けられた。 

　現在は、手軽さや便利さが、製品や食品、更には文化が

普及する第一条件であろう。手軽さ自体は大変素晴らしい

要素であると思う。一部の特権階級だけではなく、多くの人

達が、先端技術が搭載された製品を簡単に手に入れ、恩恵

を享受することが可能となった。 

　しかし、私たちは無意識の内に、便利さに甘えてしまい、手

間暇かけることを、選択肢から除去してはいないのだろうか。

簡単に出来ることのみでは、表面の奥に隠された大事な事

象を、発見する機会を失ってしまう恐れはないのだろうか？ 

　産業革命以降、技術革新の進展はめざましく、1903年の

ライト兄弟の人類初の動力飛行から、同じ世紀の1969年に 

は、アポロ13号により、人類は月面に到達している。しかし、

現代人は、未だに、シェークスピアの演劇を楽しみ、モーツァ

ルトの音楽に感動を覚えている。 

　技術の進歩と調和の取れた社会を考えるためにも、技術

の暴走を防ぐ意味でも、新たな技術のより良い活用策を考

える上でも、文理融合産学連携は大きな可能性を有してい 

る。技術が新たなる手法であるとすれば、その活用の前提と

なる、価値観の存在が必要である。 

　このため、同志社大学で本格的に始動した、「文理融合

型産学連携事業」は、これまで、ともすれば理系のみと認識

されていた産学連携活動を、より幅が広く効果的なものとさ

れることを大いに期待したい。 

文系産学連携は、時に価値観の異なる個人や集団を調整

することが必要となる。このため、リーダー・調整役となる、大

学関係者の労苦も想像以上に厳しいものとなるケースも多

いと伺う。しかしながら、このような困難を一つ一つ乗り越え 

て、我が国における文理融合型産学連携の定着を心からお

祈りしたい。 
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　本フェアは、同志社大学が平成20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）」の実施機関に採択されたこ

とをきっかけとして、本学の文系産官学連携の取り組み内容、先進

事例を幅広く知っていただくことを目的に開催したものです。会場

には150名を超える来場者が訪れ、文系シーズの注目の高さを伺

うことができました。 

　まず最初、小谷和浩氏（文部科学省 研究振興局研究環境・産学連

携課技術移転推進室長）、谷明人氏（経済産業省 産業技術環境局 

大学連携推進課長）のご挨拶に続いて、野口和義氏（㈱JTB西日本 

常務取締役）より、「観光業からみた大学の文系産官学連携の展開

について」というテーマで基調講演がありました。野口氏は「多様

な観光ニーズに応えるため、大学資産を活用した新しいコンテンツ

を発信していかなければならない」と強調。「楽洛キャンパス」など、

文系コンテンツと観光産業との連携で生まれた成功モデルを紹介

しました。その後、辻内伸好リエゾンオフィス所長が壇上に立ち、本

学リエゾンオフィスの文系産官学連携の戦略と今後の展開について

説明を行いました。 

　フェアの後半は、「同志社大学の文系産官学連携事例紹介」と題し、

3名の本学教授・准教授による取り組み紹介がありました。まず、西

村卓副学長（経済学部教授）が「地域活性化における大学の役割」

について講演。京都の伝統職人によるコラボレーションで生み出さ

れる新しい付加価値、大学が果たすべきプロデューサー機能の重要

性について説明がありました。引き続き、山口洋典准教授（総合政策

科学研究科）は「大学発コミュニティーベンチャーを求めて」をテー

マに、地域資源の有効活用をめざした「京丹波プロジェクト」や「イ

ンドネシア技術交流プロジェクト」の概要と成果について紹介、また

藤本昌代准教授（社会学部）は「京都伏見日本酒クラスター研究の

成果と教育」について、学生のマンパワーを巻き込んだ地域活動を

取り上げました。締めくくりは、「大学と商標」と題して特別講演が行

われ、徳岡修二氏（特許業務法人みのり特許事務所 所長・弁理士）

が大学に求められる商標戦略、その維持・管理について分かりやす

く説明されました。 

　フェア終了後は場所を移して、講師と参加者を交えた懇親会を開催。

和気あいあいとした雰囲気の中で相互交流が図られました。参加

者の皆さんからは「魅力的な文系シーズが豊富にあることを知った」

「大学との連携に大きな可能性を感じた」など、頼もしい意見が聞

かれました。 

ピークを伸ばす 

産学官連携の 
戦略的な展開 

視野の拡大 

ピークを伸ばす 

産学官連携の 
戦略的な展開 

視野の拡大 

大学間連携による文系展開 

 USR産学官連携の展開及び 
社会全体に拡げるための大学間連携 
 

 地方活性化のための文系展開 

地方活性化策の積極的提言活動 

楽洛キャンパス 
http://rakurakucampus.jp/

京丹波の地域活性化（京丹波プロジェクト） 
http://www.doshisha-net.org/tanba/

同志社クラーク記念館オルゴール 

まめおやの会 

京都ポーク大学 

京都の大学における事例からみた 
社文系・芸術系産官学連携報告書 

同志社大学 
人文社会系産官学連携研究紹介集 

 大学商標・著作権の今後について 

著作権、商標権の 
積極的活用と社会への公開 

厳樫 邦弘 
知的財産コーディネーター 

いづかし  くにひろ 

小林　淳 
産学連携コーディネーター 

こばやし  あつし 

中尾 敦信 
知的財産コーディネーター 

谷　明人 氏 

文系産学連携に対する期待 

経済産業省　産業技術環境局 
大学連携推進課長 

なかお  あつのぶ 

大神 正寿 
産学連携コーディネーター 

おおが  まさとし 

特 

集 

今、胎動！ 
 

新しい社会価値を創出 
 

文系産官学連携が 
 

文系シーズを活用し、応用力ある社会貢献を実現！ 

 

　同志社大学　同志社大学は、文部科学省文部科学省が提供提供する平成平成2020年度年度「産学官連携戦略展開事業」「産学官連携戦略展開事業」（以下以下、「戦略展開「戦略展開プログ

ラム」という）のうち、「知的財産活動基盤「知的財産活動基盤の強化」の強化」についての実施機関の実施機関に採択採択されました。これは、人文社会系人文社会系

シーズを含めた知的財産知的財産の活用の活用と、その効率的の効率的な運用体制運用体制を整備整備することなどを目的とした国の支援事業の支援事業です。 

　今回　今回の採択の採択を受け本学本学では、産業界産業界、官界官界、市民市民から期待期待される大学大学の社会的責任の社会的責任（University Social University Social 

ResponsibilityResponsibility：USRUSR）として、産官学連携活動産官学連携活動を全学的活動全学的活動に拡大拡大して展開展開し、人文社会系産官学連携人文社会系産官学連携に

関するニーズの発掘の発掘や知的財産管理知的財産管理への取の取り組みなどを通じ、特に人文社会系人文社会系の産官学連携体制の産官学連携体制の整備の整備

と基盤強化基盤強化を図っていく予定予定です。 

　今回　今回は、リエゾンオフィス、知的財産知的財産センターの各の各コーディネーターにインタビューし、「戦略展開「戦略展開プログラム」

の意義の意義、めざしている目的、期待期待する成果成果などを聞きました。 

　同志社大学は、文部科学省が提供する平成20年度「産学官連携戦略展開事業」（以下、「戦略展開プログ

ラム」という）のうち、「知的財産活動基盤の強化」についての実施機関に採択されました。これは、人文社会系

シーズを含めた知的財産の活用と、その効率的な運用体制を整備することなどを目的とした国の支援事業です。 

　今回の採択を受け本学では、産業界、官界、市民から期待される大学の社会的責任（University Social 

Responsibility：USR）として、産官学連携活動を全学的活動に拡大して展開し、人文社会系産官学連携に

関するニーズの発掘や知的財産管理への取り組みなどを通じ、特に人文社会系の産官学連携体制の整備

と基盤強化を図っていく予定です。 

　今回は、リエゾンオフィス、知的財産センターの各コーディネーターにインタビューし、「戦略展開プログラム」

の意義、めざしている目的、期待する成果などを聞きました。 

　従来の産官学連携活動といえば、理工系の技術開発が中心でしたが、大学の社

会的責任（USR）に注目が集まる中、文系シーズの活用を含めたすそ野の広い取り

組みを行うことが求められています。同志社大学同志社大学では、2002年にリエゾンオフィスを発

足させ、知的資産を社会に還元する取り組みを進めてきました。発足当初から“文理

融合型”の産官学連携を掲げていますが、文系教員と産業界とのマッチングは特定

分野に限定され、その成果はなかなか目に見えにくいのが現状です。 

　今回、「戦略展開プログラム」に採択されるにあたって、私たちは大学の本分であ

る“教育”あるいは“マンパワー”の部分にスポットを当てることで、今までの技術開発

などとは違った新しい付加価値を提供できないかと考えました。例えば、最先端の文

系シーズを集約した「人文社会系産官学連携研究紹介集」の発刊や、OB・学生の

多様多様なネットワーク（バイタリティ）を生かした地域活性化地域活性化の取り組み、著作権著作権や商標商標

権についての問題提起問題提起など、同志社大学同志社大学ならではの強み、魅力を最大限最大限に活用す

ることで、企業や地域、行政等のニーズに応えていきたいと思っています。 

　同志社大学　同志社大学では、2013年までに今出川今出川キャンパスを人文社会系教育人文社会系教育の中心地心地と

して展開しようという構想も進んでいます。この「戦略展開プログラム」の実施により、

文系産官学連携の基盤整備を行うとともに、より社会にインパクトを与えられるような

取り組みを実現したいと思っていますので、ぜひご期待ください。 
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「産学官連携戦略展開事業」の概要 
 

日本酒  七五三太 

　現在、大学は競争的な環境の中で切磋琢磨し、それぞ

れが特色を出していくことが求められている。自らの選択

に基づいて、世界的な教育研究、幅広い職業人育成、総

合的、国際的な教養教育、地域密着型、さらには地域の

生涯学習など、機能別に分化し、全体として多様化しながら、

教育・研究、そしてその成果の社会への提供という役割を

果たしていくことが期待されている。 

　産学官連携活動についても、大学自らが、それぞれ全

体の経営を考える中で産学官連携についての戦略を描き、

イノベーションの創出や教育研究の高度化・活性化に向け

て、主体的かつ多様な取組を行うことが求められている。 

　「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」（以

下「戦略展開プログラム」という）は、このような戦略的な

取組を必要に応じて支援することにより、大学の研究成

果の円滑な社会還元を促進し、持続的・発展的なイノベー

ションの創出や教育研究の高度化・活性化につなげるこ

とを目的としている。 

　戦略展開プログラムでは、国際産学官連携の推進など

と並んで、地域における産学官連携体制の強化と人文社

会系における産学官連携の強化を図りたいと考えている。 

　地域においては、人材・設備・知的財産などの大学のポ

テンシャルを有効にいかす仕組みの強化が必要である。

特に地域振興やまちづくりの観点から考えると、学内にお

いて農商工連携や文理融合等の異分野融合の産学官

連携を進めていく必要もあり、このような産学官連携に対

応できるような体制の整備が課題となっている。 

　また、これまで人文科学、社会科学、教育、芸術等の分

野における産学官連携は必ずしも十分ではなかったが、こ

れらの分野においても、コンテンツ開発や法務・経営に関

するコンサルテーション等、大学等の研究に基づく優れた

知見を社会に提供することで、優れた人材の育成や新た

な社会価値の創造に資することができると考えている。 

　同志社大学の事業計画は、審査に当たった委員会の

コメントにもあるとおり「文系の知的財産活動をはじめとす

る産学官連携を強化する事業計画であり、著作権、商標

にも意識をおいているところは、地域的な特色もとらえてお

り評価できる」ものであり、他の大学の範となるものと考え

ている。 

　本事業を通じて、同志社大学の取組が持続的・発展的

に実施され、イノベーションの創出や教育研究の高度化・

活性化が図られ、地域の発展に大きく貢献されることを期

待する。 

小谷 和浩 氏 

産学官連携戦略展開事業のねらいと 
同志社大学への期待 

文部科学省　研究振興局 
研究環境・産学連携課　技術移転推進室長 

【日時】 2008年12月12日（金） 
【場所】 同志社大学 

今出川キャンパス 寒梅館 
 

同志社大学リエゾンフェア 

 

西村  卓 副学長 山口  洋典 准教授 藤本  昌代  准教授 
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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】2008年12月16日（火） 
【場所】同志社大学京田辺校地情報メディア館401教室 
 

【日時】2008年12月20日（土） 
【場所】同志社大学今出川校地新町キャンパス尋真館20番教室 

同志社大学＆池田銀行コラボレーションセミナー  
日時 ● 2009年3月4日（水）　16：00～17：30 
場所 ● 大阪梅田池銀ビル    
横浜－同志社産学交流サロン 
日時 ● 2009年3月6日（金）　14：00～18：30  
場所 ● 財団法人横浜企業経営支援財団　大会議室 

＊その他、出展等の最新情報は  
　http://liaison.doshisha.ac.jp/event/e_calendar.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㎡） 

第22回 
同志社大学けいはんな産学交流会 

同志社大学ビジネスプランコンテスト 
 ～Doshisha New Island Contest～ 2008

【日時】2008年11月26日（水）　　【場所】大阪梅田池銀ビル 
 

同志社大学＆池田銀行コラボレーションセミナー 

セミナー冒頭、謝辞を述べる 
同志社大学学長  八田 英二 

記念講演を行う 
総合政策科学研究科教授 
新川 達郎 

記念講演を熱心に聴講する
参加者（最前列右側は本企画
を主宰した総合政策科学研
究科准教授  山口 洋典） 
 

　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。 

　本コンテストは2004年から開催され、本年度で5回目を迎えます。今回の

コンテストには、同志社大学以外の同志社香里高等学校からも多数の応募が

あり、12月8日、9日の2日間で32組の予選を 

実施、激戦を勝ち抜いた6組によるプレゼ

ンテーションが行われました。 

　出場者は皆それぞれ思いのこもったプ

ランの発表を行い、学内外の8名の審査員

による審査を行った結果、優勝にはアール・

ユー・アールさんによる「アールキューブ 

～ネットワーク家電の提案～」が選ばれました。

また、今年度は来場者による投票で決まるオー 

ディエンス賞が新たに設けられ、DAMAXさ

んによる「Yukata寺」が受賞されました。 

　また、6組のプレゼンテーションの後には、

岩井良明氏（株式会社MONOLITH―Japan

代表取締役社長）に「打ち

込むこと」と題してご講演をいただきました。ご自身の経

験をもとにした熱い講演に、来場者は熱心に耳を傾けて

いました。 

　最後に、本年も昨年に引き続き、株式会社池田銀行様、

株式会社南都銀行様、同志社校友会大阪支部産官学部会 

（LCC）様にご協賛いただき、開催できたことをここにあ

らためてお礼申し上げます。 

　「同志社大学けいはんな産学交流会」は毎年2回開催しており、第22回目

となる今回は、福祉・介護をキーワードに本学研究シーズ紹介を開催、50名を

超える参加者がありました。 

　研究発表として、辻内伸好教授（理工学部）から「空気圧アクチュエータを

用いた柔軟ロボットハンドの開発」、積際 徹専任講師（生命医科学部）から「人

間協調動作型パワーアシストロボットの開発～ヒトとロボットはいかに『協働』

していくか？～」と題した研究シーズを発表。その後、NPO法人同志社大学産

官学連携支援ネットワーク副理事長 五島 洋氏から同法人の活動紹介があり

ました。 

　引き続き、参加者が2グループに分かれ、三木光範教授（理工学部）の「知

的照明システムの開発」、辻内伸好教授（理工学部）の「5指ハンド、小型アーム、

筋電義手について」の見学を行いました。 

　終了後には、交流懇親会が行われ、活発な意

見交換や情報交換などが行われました。 

　今回は、ひらかたクラスター地域産業研究会

様ともコラボレーションしており、今後、けいは

んな学研都市地域における産学連携がさらに

発展することを期待しています。 

　毎日私たちの食卓を豊かにしてくれる農作物は、どのように育てら
れているのだろう。子どもはもとより、大人だって知らないことがたく
さんあります。生産者の方が、農作物を手塩にかけて育てているという
ことを知ってもらいたい。そして適正な価格で購入していく消費者を
増やし、さらには、京丹波のブランド産品を代表する黒豆の利用促進に
つなげていきたい。そんな思いから「まめおやの会」は始まりました。
京丹波で作る、京丹波の黒豆―新丹波黒大豆。収穫までの全6回を報
告します。 

 
  第1回●6月28日〈作付け〉 

　参加者を募集した結果、16家族・グループが

「まめおや（豆親）」になりました。まずは、生産

者の大崎さん、野田さんから、黒豆の特徴や栽

培の方法について説明を受けます。思ったより

も大変そう。細かな指示を聞いた後、大崎さん

に準備していただいた畑で、自分の作付けを

する場所を確認します。肥料を入れて、1区画

に黒豆の苗を10株ず

つ作付けしました。隣

の畝には、さつまい

もも植えました。秋

には、収穫祭ができ

るかな？ 

　畑での作業の後に、

丹波ワインハウス 

で軽食をいただきながら交流会を持ちました。

大崎さんには、今後の作業説明をしていた

だきました。今日の感想をお聞きすると、「土

に触れたのは久しぶりです」「子どもたち

に成長の過程が見られる体験をさせてあ

げたかったので、収穫まで頑張ります」といった声があがりました。 

 

 
  第2回●7月21日〈土寄せ・虫取り〉 

　作付けしてからの雨が少なく、少し成長が遅

れています。株の根元に土を被せる土寄せの

作業を行い、虫取りを行いました。 

 
 
 
  第3回●8月23日〈花観察・虫取り〉 

　この日の数日前に、大崎さんより「お花が咲

きました～」と写真が届きました。楽しみにし

て畑に赴くと、かわいらしい花が青々と茂った

葉の間から顔をのぞかせていました。参加者

の多くは、豆の花を見たことがなかったので、「こ

んなにちっちゃいの？」と驚きの声もありました。

やはり、雨が少なく、少し虫も発生しています。

背丈が伸びてきたので、支えのテープを張り

ました。さつまいもは、収穫が期待できる成長

ぶりです。 

 

 
  第4回●10月11日〈枝豆・さつまいもの収穫と黒豆料理教室〉 

　16区画に10株ずつ作付けした黒豆ですが、実がしっかり入ってき

ました。そこで、少しだけ収穫し、枝豆で食すことにしました。青々とし

たさやの中にふっくらとした豆が実っています。 

既に畑で「美味しそう!」という声も聞こえてき

ます。さつまいもは少し収穫時期が遅くなって

いました。新聞に載せてもらえそうなほど巨大

なさつまいももあり、おいも掘りでは歓声があ

がっていました。収穫したての枝豆とさつまい

もを抱え、いざ料理教室へ。京丹波の食材を生

かした料理教室を開催されている「料理サーク

ルすみれ」の皆様に料理を教わりました。「黒

豆の姿をそのまま食べてほしい」との想いから、 

黒豆ご飯、黒豆ケーキには、ふっくらと、黒々とした黒豆が使われています。

今年はまだ収穫前なので、昨年の黒豆でしたが、軟らかくてとても美味

しかったです。ということは、私たちの育てた黒豆も冷蔵庫保存をして

1年間かけてじっくり味わえますね。ほかにも、中心メンバーの田畑さ

んの声かけにより、数々のお料理が手早く調理されていきました。また、

美味しい枝豆の茹で方や、さつまいもの保存方法などを説明していた

だきました。さらに、食卓を賑やかにしてくださった差入れがあります。

それは、須知高等学校食品科学科で作られたソーセージやヨーグルト、

アイスクリームです。畑の1区画を高校生の皆さんも「まめおや」とし

てお世話しています。 

 

　 
  第5回●11月24日〈葉落とし・枝切り・乾燥準備〉 

　枝豆で食してから1ヶ月以上経ち、枝全体が

すっかり茶色くなりました。さやの中には黒く

色づいたお豆が見えます。今日の作業は、通気

をよくするために、葉っぱをすべて落とします。

その後、根元から枝を切り、逆さにして立てた

状態にしておきます。そのようにして畑である

程度まで乾燥させていきます。2週間ほどした

らハウスに移動し、さらに乾燥。この作業は、大

崎さんにお任せすることになりました。 

 

 
  第6回●12月14日〈黒豆収穫（まめこき）〉 

　待ちに待った黒豆との出会いの日です。前回、

葉を落として根元を切り、畑で逆さにして乾燥

を始め、約2週間。ハウスでの乾燥に移動して

もらってから順調に乾燥してきたのですが、あ

いにく前日の大雨により、さやが湿っていました。

今回は大きな桶やバケツに枝ごと打ち付け、さ

やから脱粒させるという、伝統的な方法によっ

て収穫しました。今は、ほぼ機械で行うように

なっているということでしたが、まめおやの会

では、これが育ててきた「まめ」の「出産」に当 

たるということで、丁寧に手作業で行いました。作業が始まると、みん

な夢中です。手がだるくなったり、豆が飛び出してしまうのを拾い集め

たりしながら、さやに残った豆がないかどうか確認してまめこき（脱粒）

作業を終えました。それぞれが収穫後の重さを量って、大事に持ち帰り

ました。その後は、それぞれのお正月の食卓に上がったことでしょう。 

 メリット 

｜入｜居｜案｜内｜ 

連絡先 

仮想化・クラウド・OSSで業務効率化 
有限会社 コアファクトリー 入居者 

紹　介 

　平成15年に京田辺市内で設立。お客様への常駐によるシステム・ソフ
ト開発支援を軸に業務を展開。 
　最近は、サーバ仮想化やGoogleによるクラウドコンピューティング・
Linuxのオープンソース等、さまざまな最新技術を日々の会社業務に無
理なく導入・活用できるよう、日々切磋琢磨しています。 
　今後は同志社大学様や京田辺市様との連携等に
より、研究開発や地域交流にも注力していきたいと
思います。 

代表取締役 森田  義浩 

所在地：〒６１０-０３３２ 
　　　　京田辺市興戸地蔵谷1番地  D-egg３０２ 
ＴＥＬ：0774-64-2150　ＦＡＸ：0774-65-2664 
E-mail：bizinfo@corefactory.co.jp 
ＵＲＬ：http://www.corefactory.co.jp  
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　昨年11月26日、大阪梅田池銀ビル12階ホールで「第1回 同志社大学＆

池田銀行 コラボレーションセミナー」を開催し、八田英二学長、服部盛隆氏（池

田銀行頭取）の挨拶の後、「大阪維新とどう向き合うか～「私」と「社会」のつ

ながる仕組みと仕掛け」と題して新川達郎教授（総合政策科学研究科）によ

る記念講演が行われました。 

　総合政策科学研究科教員による「肩書きがなくなってからの人生設計～か

しこく・やさしく・しなやかに生きる～」というテーマでの連続セミナーで、社

会や地域に貢献し、人との豊かなコミュニケーションを通じて生きる知恵を

紡ぎ出し、多様な活動に取り組む方々を講師に招き、「この時代を生きる力と

して何が必要か」を本年3月までの全4回で導き出していきます。 

　なお、本学と池田銀行は、2006年4月に産業、学術・研究、人材育成、まち

づくりなどの分野において、相互の人的・知的資源の交流・活性化を図り、相互

に有意義と認められる諸事業を行うことにより、地域社会の発展に貢献する

ことを目的として「連携協力に関する協定」を締結しています。 

同志社発インキュベーション施設 

 

「まめおやの会」の報告レポート 

 

D-eggD-eggD-egg

イベントの 
ご案内 

 優　勝 アール・ユー・アール アールキューブ 
   ～ネットワーク家電の提案～ 

 2　位 DAMAX Yukata寺 

 3　位 木村 優希（同志社香里高校） リング式ファイリング教科書 

 オーディエンス賞 DAMAX Yukata寺 

 

   
 

順　位 

入賞者 

チーム名 プラン名 



新たな言語アプリの開発で 
デジタル・デバイド（情報格差）を解消 
新たな言語アプリの開発で 
デジタル・デバイド（情報格差）を解消 

モノづくり大国 
ニッポンの未来を照らす 
マーケティング研究 
 崔　容熏（ちぇ　よんふん）　　同志社大学 商学部 商学科 准教授 

 

 

 

　産業財（生産財）にブランドは存在するか？ 同志社

大学商学部の崔容熏准教授は、これまであまり研究さ

れてこなかった分野にスポットを当て、新しいブランド

価値の在り方を見出そうと考えている。「産業財」とは、

モノを生産するために使用される部品や素材、あるい

は生産設備などのこと。対して、自動車や衣服などエ

ンドユーザー（一般消費者）が使うものを「消費財」と

呼んでいる。 

　「産業財にブランドは馴染まない、というのが従来の

認識でした」と崔准教授。例えば、私たちが何十万円

も支払って高級バッグを買うのは、品質や性能への信

頼はもちろん、理性では推し量れない満足感や優越感、

人に見せたいという気持ちが働くからだ。一方、産業

財の主な買い手は企業であり、購入しようとする商品

に対して明確な判断基準を設けているところが多い。

そこに満足感や優越感が入り込む余地はないわけだ。 

　しかし、近年、欧米を中心に「産業財でもブランドは

成立する！」という研究が進められているという。産業

財を供給する売り手側の立場から見ると、自社商品の

ブランドを確立することによって市場価値を高めるこ

とができ、厳しい価格競争にさらされることが避けら

れる。また、買い手側からすると、“ブランド力＝信用力”

へとつながり、安心して部品や素材を仕入れることが

可能となる。「新たなブランド創出に取り組む企業が

増える中、これからますます脚光を浴びる研究でしょう」

と目を細める。 

 

  

 

 

　崔准教授は、産業財メーカーが持っている“ブランド・

エクイティ”について研究を進めている。「企業の価

値は、不動産や動産など目に見える有形資産だけで

はない。その企業が培ってきたブランド価値を評価し

ようというのが基本的な考えです」。ブランド・エクイ

ティは、ブランド認知度やブランド・イメージ、ロイヤリ

ティ（特定のブランド商品を繰り返し購入する忠誠度）

など諸要因によって構成されるという。これまでの研

究では、ブランド・エクイティを評価・測定するのは、自

分たちの部品や素材を買ってくれるセットメーカーだ

と考えられてきたが、「果たしてそうでしょうか？」と

崔准教授。例えば、パソコンのCPUを生産しているイ

ンテル社は、「intel inside」と銘打った広報戦略をテレ

ビCMなどで大々的に展開している。インテル社の部

品を実際に使用するのは、パソコンのセットメーカーで

ある。にもかかわらず、莫大な費用をかけ、エンドユー

ザーに向けたブランド活動を行うのはなぜだろうか？ 

　崔准教授は、国内の産業財の買い手企業124社に

対してアンケート調査を実施。特定の商品を思い浮か

べてもらい、彼らの顧客（ユーザー）が特定の部品や

素材が組み込まれていることについてどのように評

価するかに関するいくつかの質問を行った。その結果、

「エンドユーザーのニーズが高いほど、セットメーカー

のブランド評価が優れていることが分かりました」。崔

准教授は“顧客の顧客”と呼んでいるが、その商品を

最終的に使うのはエンドユーザーである。そのエンド

ユーザーに対して積極的なブランド活動を展開する

ことで、「あの素材は優れている」「あの部品が入った

商品を使ってみたい」という消費者ニーズが高まり、結

果として企業のブランド・エクイティに大きな影響を及

ぼしていく…。「産業財のブランド化に大きな意味が

あることが浮き彫りになりました」と話す。 

 

  

 

 

　もう一つ、崔准教授は「マーケティング・チャネル」、

特にメーカーと流通業者の関係性について研究して

いる。例えば、アパレル商品というのは、市場トレンドが

頻繁に変化するため、正確な需要予測が難しいといわ

れる。需要予測を誤ると、売れ残りが発生したり、その

反対にすぐに品切れになったりと、企業利益に悪影響

を及ぼす恐れもある。こういった問題にどのように対

応するのか？「先進的なアパレルメーカーが取り組む

QR（クイック・レスポンス）にヒントが隠されています」。

従来、アパレルメーカーの商品開発サイクルは1年単位、

つまり「来年の春に販売する商品企画は、今年の春か

らスタートする！」というのが一般的だった。だが、変化

の激しい世の中で、1年前に企画した商品が消費者に

受け入れられる保証はない。そこで、来春に販売する

商品の生産は3割程度に留めておき、シーズンの途中

にトレンド動向を見極めて、売れ行き好調なアイテム

は追加でフォローしていくという“マーケット・イン”の

手法が注目を集めている。「最新の事例研究から、さ

まざまなことが分かりました。素早い市場対応を行う

ための一つのモデルになるのでは…」と説明する。 

　そのほか、カナダの研究者と共同で、企業間取引に

必要不可欠な“信頼”に関する調査を行った。“信頼”

には、合理的な得失計算に基づいた「合理的信頼」と、

情や義理をベースとした「関係的信頼」の2種類があ

るという。昨年、福井県鯖江市で眼鏡の製造にかかわ

る企業約70社に質問表調査を行ったところ、「取引先

との間で関係的信頼を築いた企業のほうが、企業間協

力や業績、売上げに好影響を及ぼすことが明らかにな

りました」。日本型経営の強みや魅力、特長を探ってい

くうえで、崔准教授の取り組みは大きな指標となるだ

ろう。今後は、産学連携などを視野に入れながら、具

体的な企業戦略において研究成果を反映していくこ

とが期待されている。 

産業財のブランド戦略で 
企業の市場優位性を確立 

“顧客の顧客”の認知を高め 
目に見えないブランド価値を創出 

多様化する市場を勝ち抜く 
新たな日本型経営の指標 
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最新の言語学と情報工学の融合で 
次世代型のコミュニケーションを提案 
 
伊藤　紀子（いとう　のりこ） 
 同志社大学 文化情報学部 文化情報学科 准教授 

 

 

専門は、機能言語学と自然言語処理。言葉とそれが用いられる

状況の関係を考えることで、コミュニケーションの在り方を解き

明かそうとしている。情報工学との連携で、人に優しいコン

ピュータの開発にも取り組む。仕事やプライベートで海外に出

かけたときは、記念に珍しいお土産を買うという。オーストラリア

で買った南半球を中心にした地図、上海で買った龍や鯉をモ

チーフにした色紙など、ユニークなものも多い。 

研究者をたずねて 

 

 

 

　例えば、「お早うございます」という挨拶。日本語と

して一般的な言葉だが、親しい友だち同士の間で使うと、

あらたまった感じに聞こえてしまうだろう。あるいは、

いきなり恐縮した感じで話しかけると、「何かお願い事

でもされるのではないか？」という不信感を相手に与

える可能性もある。その反対に、親しさの度合いを量

り間違えると、「馴れ馴れしい！」と思われるかもしれ

ない。「文法的に正しい言葉を使っていても、自分の

言いたいことがうまく伝わらないことがあります。なぜ、“誤

解”が生じるのか、従来の言語学とは異なった視点で

研究しています」と話すのは、同志社大学文化情報学

部の伊藤紀子准教授。 

　“誤解”の謎を読み解く一つのポイントが、「コンテ

クスト（状況）とテクスト（言語）の相関性を知ることです」。

コミュニケーションの相手が、友だちなのか、上司なのか、

お客様なのか？ 目の前に相手がいるのか、メールや電

話でやりとりを行っているのか？ 例えば、電話の相手

に「もしもし」という言葉を発しても不思議ではないが、

目の前にいる相手に「もしもし」と言う人はいないだ

ろう。また、敬語を使って相手との上下関係を示すなど、

日常のコミュニケーションにおいてコンテクストを作り

出すことも行っている。これは「コンテクストを含めた

言葉の意味について、あらかじめ共通の認識があるか

らです」と伊藤准教授。同じ内容のことを伝えるのに、

さまざまな日本語の選択肢があって、その状況の特徴

によって最適な選択肢が変わっていく…。「言語表現

－意味－状況」の結びつきを系統立てて考えていこう

というのが「選択体系機能言語学」と呼ばれる理論で

ある。「誤解をなくし、コミュニケーションを円滑に進

めるうえで大切な研究です」と胸を張る。 

 

  

 

 

　伊藤准教授は、これまでの取り組み成果を生かし、

情報工学研究者と連携して、新しい「対話式コンピュー 

タ」の研究開発を進めている。近年、ATMや券売機な

ど音声ガイダンスに従って操作ができるシステムが導

入されているが、操作を間違うと最初からやり直しし

なくてはならず、途中で操作方法が分からなくても質

問できないという問題がある。「人と同じように物事

が考えられる機械、コミュニケーション（対話）できる

コンピュータを作ろうと考えました」。伊藤准教授は、

開発のきっかけをこのように話す。 

　対話式コンピュータにはユニークで多様な機能が

盛り込まれている。その一つが「言語ワープロ」と呼

ばれるもの。ワープロを立ち上げると、画面上にサポー

ト役の秘書が現れ、暑中見舞いのはがきやクリスマス

の招待状など文書作成を手伝ってくれる。秘書（コン

ピュータ）と会話しながら、キーボードに手を触れるこ

となく、文字編集や絵の挿入が楽しめるのが魅力で、

例えば「文字をもっと大きくしたい」「写真を挿入したい」

という要望を伝えると、コンピュータに組み込まれた

言語アプリが「誰に対してどんな文書を作るのか」「今

までどんな単語や表現を使ったか」など現在のコンテ

クストを判断し、適切な文字や写真を選択してくれる

という。 

　もう一つの特長的な機能は「言語プログラミング」。

例えば、受信したメールをそれぞれの種類ごとに振り

分け保存したい場合など、「仕事関係のメールはこち

らに保存！」という指示を言葉で伝えれば、簡単なプロ

グラムを作成して実行してくれる。また、「添付ファイ

ルがあれば印刷する」「受信メールを別のアドレスに

転送する」など、これまでマウスやキーボードを使って

命令していたものが、対話形式で簡単にできるように

なり、パソコン初心者でもストレスを感じることなく操

作することが可能となった。「今はまだ限定的な機能

ですが、今後はもっと応用の幅を広げていきたいですね」

と意欲を見せる。 

 

  

 

 

　市販されているワープロソフトなどにはヘルプ機能

が付加されているが、初心者にとって説明が煩雑で分

かりにくい場合もある。「ユーザーの習熟度に合わせ

た説明ができないでしょうか」。伊藤准教授は、パソコ

ン初級者や中級者（上級者）延べ50名以上にワープ

ロ文書を作成してもらい、彼らがどんなことに疑問を

感じ、何を難しく思っているのか、インストラクターとの

会話を書き起こした「対話音声コーパス」を使って詳

しく調査・分析した。例えば、“センタリング”や“フォ

ント”という言葉を知らない人は、その代わりに何と呼

んでいるのか？ あるいは、プロのインストラクターは、

顔の見えない相手にどのように操作方法を伝えてい

るのか？ 実際に市販されているヘルプマニュアルな

どと比較検討しながら、専門的な用語をかみ砕いて、

馴染みのある言葉に置き換えるなど工夫を行ったという。

こうして開発された「スマートヘルプシステム」は、

ユーザーレベルに応じて最適な操作方法をアドバイス

してくれる、次世代型ヒューマン・インターフェイスとし

て注目されている。「今後、実用化に向けて精度を高

めていきたいですね」。 

　伊藤准教授が取り組む「選択体系機能言語学」の

研究が進めば、例えば「大きな商談をまとめるための

コミュニケーション」「友人と仲直りするためのコミュ

ニケーション」など、さまざまな“必勝パターン”がシ

ミュレーションできるようになるかもしれない。「いろ

んな可能性が広がっています。言語学と情報工学の連

携に大きなロマンを感じます」。そう、将来の夢を語る

伊藤准教授の眼差しは、次なるステップを見つめてい

るようだった。 

Associate Professor's ProfileAssociate Professor's Profile

コンテクスト（状況）を判断し 
テクスト（言語）との関係を解き明かす 
コンテクスト（状況）を判断し 
テクスト（言語）との関係を解き明かす 

13 14Doshisha University LIAISON OFFICE NEWS LETTER  Vol.26／2009.3

2

最新の対話研究から生まれた 
人に優しいスマートヘルプシステム 
最新の対話研究から生まれた 
人に優しいスマートヘルプシステム 

産業財ブランドに関する既存研究の 
スタンスと本研究モデルの違い 

研究の概念モデル 

売り手企業の 
マーケティング・エフォート 

買い手ベースの 
ブランド・エクイティ 

「顧客の顧客」 
ベースの知覚 

Aによるマーケティング資源の投入 

Bの知覚に基づく 
ブランド・エクイティ 

顧客（Ｂ）ベースのブランド・エクイティの 
形成に影響を与える顧客の顧客（Ｃ）の知覚 

本研究で 
注目した部分 

既存研究の 
分析視角 

製品・所有権の流れ 
 

部品・素材の 
メーカー 

顧客 
（買い手） 
B 顧客の顧客 

（ユーザー） 
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業間関係、産

業

財ブランドな
ど。まだ、あ

まり注目され
ていないニッ

チ

な分野にスポ
ットを当て、

独自の目線
で市場調査

や企

業事例の研究
を行っている

。趣味は、映
画と音楽鑑賞

、

球技を中心と
したスポーツ

全般。 
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Choi Yonghoon

Noriko Ito

品質に対する 
満足 

「顧客の顧客」 
の知覚 

サービス品質 

ロイヤリティ 
 

企業ブランド・ 
エクイティ 

重要度 

（製品ロイヤリティ） 
（企業ロイヤリティ） 

 

情報品質 



新たな言語アプリの開発で 
デジタル・デバイド（情報格差）を解消 
新たな言語アプリの開発で 
デジタル・デバイド（情報格差）を解消 

モノづくり大国 
ニッポンの未来を照らす 
マーケティング研究 
 崔　容熏（ちぇ　よんふん）　　同志社大学 商学部 商学科 准教授 

 

 

 

　産業財（生産財）にブランドは存在するか？ 同志社

大学商学部の崔容熏准教授は、これまであまり研究さ

れてこなかった分野にスポットを当て、新しいブランド

価値の在り方を見出そうと考えている。「産業財」とは、

モノを生産するために使用される部品や素材、あるい

は生産設備などのこと。対して、自動車や衣服などエ

ンドユーザー（一般消費者）が使うものを「消費財」と

呼んでいる。 

　「産業財にブランドは馴染まない、というのが従来の

認識でした」と崔准教授。例えば、私たちが何十万円

も支払って高級バッグを買うのは、品質や性能への信

頼はもちろん、理性では推し量れない満足感や優越感、

人に見せたいという気持ちが働くからだ。一方、産業

財の主な買い手は企業であり、購入しようとする商品

に対して明確な判断基準を設けているところが多い。

そこに満足感や優越感が入り込む余地はないわけだ。 

　しかし、近年、欧米を中心に「産業財でもブランドは

成立する！」という研究が進められているという。産業

財を供給する売り手側の立場から見ると、自社商品の

ブランドを確立することによって市場価値を高めるこ

とができ、厳しい価格競争にさらされることが避けら

れる。また、買い手側からすると、“ブランド力＝信用力”

へとつながり、安心して部品や素材を仕入れることが

可能となる。「新たなブランド創出に取り組む企業が

増える中、これからますます脚光を浴びる研究でしょう」

と目を細める。 

 

  

 

 

　崔准教授は、産業財メーカーが持っている“ブランド・

エクイティ”について研究を進めている。「企業の価

値は、不動産や動産など目に見える有形資産だけで

はない。その企業が培ってきたブランド価値を評価し

ようというのが基本的な考えです」。ブランド・エクイ

ティは、ブランド認知度やブランド・イメージ、ロイヤリ

ティ（特定のブランド商品を繰り返し購入する忠誠度）

など諸要因によって構成されるという。これまでの研

究では、ブランド・エクイティを評価・測定するのは、自

分たちの部品や素材を買ってくれるセットメーカーだ

と考えられてきたが、「果たしてそうでしょうか？」と

崔准教授。例えば、パソコンのCPUを生産しているイ

ンテル社は、「intel inside」と銘打った広報戦略をテレ

ビCMなどで大々的に展開している。インテル社の部

品を実際に使用するのは、パソコンのセットメーカーで

ある。にもかかわらず、莫大な費用をかけ、エンドユー

ザーに向けたブランド活動を行うのはなぜだろうか？ 

　崔准教授は、国内の産業財の買い手企業124社に

対してアンケート調査を実施。特定の商品を思い浮か

べてもらい、彼らの顧客（ユーザー）が特定の部品や

素材が組み込まれていることについてどのように評

価するかに関するいくつかの質問を行った。その結果、

「エンドユーザーのニーズが高いほど、セットメーカー

のブランド評価が優れていることが分かりました」。崔

准教授は“顧客の顧客”と呼んでいるが、その商品を

最終的に使うのはエンドユーザーである。そのエンド

ユーザーに対して積極的なブランド活動を展開する

ことで、「あの素材は優れている」「あの部品が入った

商品を使ってみたい」という消費者ニーズが高まり、結

果として企業のブランド・エクイティに大きな影響を及

ぼしていく…。「産業財のブランド化に大きな意味が

あることが浮き彫りになりました」と話す。 

 

  

 

 

　もう一つ、崔准教授は「マーケティング・チャネル」、

特にメーカーと流通業者の関係性について研究して

いる。例えば、アパレル商品というのは、市場トレンドが

頻繁に変化するため、正確な需要予測が難しいといわ

れる。需要予測を誤ると、売れ残りが発生したり、その

反対にすぐに品切れになったりと、企業利益に悪影響

を及ぼす恐れもある。こういった問題にどのように対

応するのか？「先進的なアパレルメーカーが取り組む

QR（クイック・レスポンス）にヒントが隠されています」。

従来、アパレルメーカーの商品開発サイクルは1年単位、

つまり「来年の春に販売する商品企画は、今年の春か

らスタートする！」というのが一般的だった。だが、変化

の激しい世の中で、1年前に企画した商品が消費者に

受け入れられる保証はない。そこで、来春に販売する

商品の生産は3割程度に留めておき、シーズンの途中

にトレンド動向を見極めて、売れ行き好調なアイテム

は追加でフォローしていくという“マーケット・イン”の

手法が注目を集めている。「最新の事例研究から、さ

まざまなことが分かりました。素早い市場対応を行う

ための一つのモデルになるのでは…」と説明する。 

　そのほか、カナダの研究者と共同で、企業間取引に

必要不可欠な“信頼”に関する調査を行った。“信頼”

には、合理的な得失計算に基づいた「合理的信頼」と、

情や義理をベースとした「関係的信頼」の2種類があ

るという。昨年、福井県鯖江市で眼鏡の製造にかかわ

る企業約70社に質問表調査を行ったところ、「取引先

との間で関係的信頼を築いた企業のほうが、企業間協

力や業績、売上げに好影響を及ぼすことが明らかにな

りました」。日本型経営の強みや魅力、特長を探ってい

くうえで、崔准教授の取り組みは大きな指標となるだ

ろう。今後は、産学連携などを視野に入れながら、具

体的な企業戦略において研究成果を反映していくこ

とが期待されている。 

産業財のブランド戦略で 
企業の市場優位性を確立 

“顧客の顧客”の認知を高め 
目に見えないブランド価値を創出 

多様化する市場を勝ち抜く 
新たな日本型経営の指標 
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最新の言語学と情報工学の融合で 
次世代型のコミュニケーションを提案 
 
伊藤　紀子（いとう　のりこ） 
 同志社大学 文化情報学部 文化情報学科 准教授 

 

 

専門は、機能言語学と自然言語処理。言葉とそれが用いられる

状況の関係を考えることで、コミュニケーションの在り方を解き

明かそうとしている。情報工学との連携で、人に優しいコン

ピュータの開発にも取り組む。仕事やプライベートで海外に出

かけたときは、記念に珍しいお土産を買うという。オーストラリア

で買った南半球を中心にした地図、上海で買った龍や鯉をモ

チーフにした色紙など、ユニークなものも多い。 

研究者をたずねて 

 

 

 

　例えば、「お早うございます」という挨拶。日本語と

して一般的な言葉だが、親しい友だち同士の間で使うと、

あらたまった感じに聞こえてしまうだろう。あるいは、

いきなり恐縮した感じで話しかけると、「何かお願い事

でもされるのではないか？」という不信感を相手に与

える可能性もある。その反対に、親しさの度合いを量

り間違えると、「馴れ馴れしい！」と思われるかもしれ

ない。「文法的に正しい言葉を使っていても、自分の

言いたいことがうまく伝わらないことがあります。なぜ、“誤

解”が生じるのか、従来の言語学とは異なった視点で

研究しています」と話すのは、同志社大学文化情報学

部の伊藤紀子准教授。 

　“誤解”の謎を読み解く一つのポイントが、「コンテ

クスト（状況）とテクスト（言語）の相関性を知ることです」。

コミュニケーションの相手が、友だちなのか、上司なのか、

お客様なのか？ 目の前に相手がいるのか、メールや電

話でやりとりを行っているのか？ 例えば、電話の相手

に「もしもし」という言葉を発しても不思議ではないが、

目の前にいる相手に「もしもし」と言う人はいないだ

ろう。また、敬語を使って相手との上下関係を示すなど、

日常のコミュニケーションにおいてコンテクストを作り

出すことも行っている。これは「コンテクストを含めた

言葉の意味について、あらかじめ共通の認識があるか

らです」と伊藤准教授。同じ内容のことを伝えるのに、

さまざまな日本語の選択肢があって、その状況の特徴

によって最適な選択肢が変わっていく…。「言語表現

－意味－状況」の結びつきを系統立てて考えていこう

というのが「選択体系機能言語学」と呼ばれる理論で

ある。「誤解をなくし、コミュニケーションを円滑に進

めるうえで大切な研究です」と胸を張る。 

 

  

 

 

　伊藤准教授は、これまでの取り組み成果を生かし、

情報工学研究者と連携して、新しい「対話式コンピュー 

タ」の研究開発を進めている。近年、ATMや券売機な

ど音声ガイダンスに従って操作ができるシステムが導

入されているが、操作を間違うと最初からやり直しし

なくてはならず、途中で操作方法が分からなくても質

問できないという問題がある。「人と同じように物事

が考えられる機械、コミュニケーション（対話）できる

コンピュータを作ろうと考えました」。伊藤准教授は、

開発のきっかけをこのように話す。 

　対話式コンピュータにはユニークで多様な機能が

盛り込まれている。その一つが「言語ワープロ」と呼

ばれるもの。ワープロを立ち上げると、画面上にサポー

ト役の秘書が現れ、暑中見舞いのはがきやクリスマス

の招待状など文書作成を手伝ってくれる。秘書（コン

ピュータ）と会話しながら、キーボードに手を触れるこ

となく、文字編集や絵の挿入が楽しめるのが魅力で、

例えば「文字をもっと大きくしたい」「写真を挿入したい」

という要望を伝えると、コンピュータに組み込まれた

言語アプリが「誰に対してどんな文書を作るのか」「今

までどんな単語や表現を使ったか」など現在のコンテ

クストを判断し、適切な文字や写真を選択してくれる

という。 

　もう一つの特長的な機能は「言語プログラミング」。

例えば、受信したメールをそれぞれの種類ごとに振り

分け保存したい場合など、「仕事関係のメールはこち

らに保存！」という指示を言葉で伝えれば、簡単なプロ

グラムを作成して実行してくれる。また、「添付ファイ

ルがあれば印刷する」「受信メールを別のアドレスに

転送する」など、これまでマウスやキーボードを使って

命令していたものが、対話形式で簡単にできるように

なり、パソコン初心者でもストレスを感じることなく操

作することが可能となった。「今はまだ限定的な機能

ですが、今後はもっと応用の幅を広げていきたいですね」

と意欲を見せる。 

 

  

 

 

　市販されているワープロソフトなどにはヘルプ機能

が付加されているが、初心者にとって説明が煩雑で分

かりにくい場合もある。「ユーザーの習熟度に合わせ

た説明ができないでしょうか」。伊藤准教授は、パソコ

ン初級者や中級者（上級者）延べ50名以上にワープ

ロ文書を作成してもらい、彼らがどんなことに疑問を

感じ、何を難しく思っているのか、インストラクターとの

会話を書き起こした「対話音声コーパス」を使って詳

しく調査・分析した。例えば、“センタリング”や“フォ

ント”という言葉を知らない人は、その代わりに何と呼

んでいるのか？ あるいは、プロのインストラクターは、

顔の見えない相手にどのように操作方法を伝えてい

るのか？ 実際に市販されているヘルプマニュアルな

どと比較検討しながら、専門的な用語をかみ砕いて、

馴染みのある言葉に置き換えるなど工夫を行ったという。

こうして開発された「スマートヘルプシステム」は、

ユーザーレベルに応じて最適な操作方法をアドバイス

してくれる、次世代型ヒューマン・インターフェイスとし

て注目されている。「今後、実用化に向けて精度を高

めていきたいですね」。 

　伊藤准教授が取り組む「選択体系機能言語学」の

研究が進めば、例えば「大きな商談をまとめるための

コミュニケーション」「友人と仲直りするためのコミュ

ニケーション」など、さまざまな“必勝パターン”がシ

ミュレーションできるようになるかもしれない。「いろ

んな可能性が広がっています。言語学と情報工学の連

携に大きなロマンを感じます」。そう、将来の夢を語る

伊藤准教授の眼差しは、次なるステップを見つめてい

るようだった。 
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