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上流側流送管から供給された被処理流体を、下流側流送管にほぼ均一に供給することができる。ディフュー

ザ内の被処理流体の流れを均一化すると同時に圧力損失を軽減させ、流路経路全体の圧力損失を減少させ

ることができる。 

自動車や船舶の内燃機関の排気ガス処理装置に用いれば、ディフューザ内の流れを均一化し、圧力損失を減

少できるので、エンジンの最高出力の低下や燃費の増加を防止できると同時に触媒性質も改善できる。 

エンジン、ガスタービン等の内燃機関からの排ガス処理装置（触媒）や、熱交換器等における流送気体の流送

に適している。 

装置全体の長さを長く取らなくても、ディフューザでの圧力損失を低減させると同時に、ディフューザの出口

での流れを均一化することにより、圧力損失が小さく、下流側流送管内での被処理流体の流れの分布が良好

な流送通路断面積増加装置を提供する。 
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効　　果 

損失低減混合促進ディフューザ 知発1199

被処理流体が流送される小断面積の上

流側流送管と、大断面積の下流側流送管、

並びにその間をディフューザで連結して

成る流送体の流送通路断面積増加装置

において、ディフューザ内方の上流側部

分の中心軸上にコア部材を設け、かつコ

ア部材とディフューザ壁との間に形成さ

れるディフューザ内の流路断面積の増

加率が一定となるようにコア部材形状

を形成した。 
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　ますます多様化する社会ニーズと科学技術の発展に対応していく
ため、同志社大学では学際的な視点から、ダイナミクスともいえる教育・
研究体制の改革に取り組んでいる。2008年4月には、京田辺キャン
パスに「生命医科学部」と「スポーツ健康科学部」を新設するとともに、
工学部を改組再編して新たに「理工学部」がスタートした。 
　今回は、各学部長とリエゾンオフィス所長の意見交換を通して、
同志社大学が目指す21世紀の産学連携の方向性や将来の
研究展望などを紹介したい。 

  

 

 

■辻内　今年4月、京田辺キャンパスに「生命医科学部」

と「スポーツ健康科学部」を設置し、また工学部を新たに

改組再編して「理工学部」が誕生するなど、“生命”や“健

康”“情報”など、最先端科学を中心とした複合的な研究・

教育体制が整いつつあります。ますます多様化する社

会的ニーズに対応していくため、既存の学問領域を超え

た綿密な学部間・産学連携によって、新たな社会成果を

生み出していく必要がありますね。 

■渡辺　「生命医科学部」は医学部ではありませんが、“医

工連携”という新しいタイプの産学連携を目指し、その土

壌を形成していくことに意義があると考えています。例えば、

工学技術の進展によって実現された高精度な生体測

定機器が医療を支えているように、現代社会は工学的

なアプローチが医療・生体領域へとシフトされる大転換

期でもあります。私たちの学部ではこのような工学的な

視点をもつとともに、臨床現場で起こっているリアルタイ

ムの医学情報の積極的な吸収も行います。このことは、

第一線で活躍する多数の医師を教員として招聘してい

ることにも現れています。このような現場における医工連

携で、次世代医療につながる新しいニーズ・スキルの掘

り起こしに取り組んでいきたいと思っています。 

■藤澤　まず、申し上げておきたいのは、「スポーツ健康

科学部」はスポーツ競技力の向上だけを目的とした学部

ではないということです。高齢化社会を迎えて、さまざま

なスポーツを楽しむ人が増え、かつてないほど健康への

関心が高まっています。私たちはこうした現代の要請を

強く意識し、“健康と予防医学”をコンセプトにしながら、

応用科学としてスポーツを総合的にとらえていこうと考え

ています。我々の学部は、現代人が抱える心と体の問題

解決に向けて有効な提言を行っていくほか、ビジネスと

してスポーツ運営に関わっていける人材の育成等にも力

を注ぐなど、ユニークな研究・教育に特色があるといえる

でしょう。 

■松岡　同志社大学を創立した新島襄は当初から“人

間のための科学技術”という理念を持っていました。今回、

工学部が改組再編され、新たに「数理システム学科」と

いう数学的思考をベースにした領域が加わることによって、

より学際的ですそ野の広い取り組みにチャレンジできる

体制が整いつつあります。これまで工学部で培ってきた

教育カリキュラム・研究成果をさらに拡充させ、社会的な

信頼に応えていくとともに、あらためて同志社精神に立

ち返って“モノづくりはヒトづくり”というコンセプトを明確

に打ち出したいと思っています。また、教員間の情報交

換なども積極的に進め、新学部との連携を視野に入れ

た多面的な研究を展開するつもりです。 

 

 

 

 

■辻内　“医工連携”の例があるように、理工学や健康、

スポーツ、あるいは心理的な研究テーマが加わることに

よって、これまで同志社大学ができなかったようなシーズ

を生み出せるかもしれません。今後の学部間・学内連携

について、どのように展開していこうと考えておられますか。

特に「スポーツ健康科学部」については、文科系学部と

の積極的な連携に期待したいと思っています。今年2月、

これまでの研究成果を集めた文科系学部のシーズ集が

刊行されましたが、文理融合は当初から私たちが志向し

てきたことです。 

■藤澤　スポーツというものは、いろいろな学問分野と

連携できるものなのです。例えば、体力でも体格でも相

手より勝っているのに、どういうわけか試合に負けたとい

う経験がスポーツをやっている人にはあるでしょう。これを、

苦手意識とも呼んでいますが、そこには目に見えないメ

ンタル要素が影響している場合が少なくありません。こ

れは心理学との連携になります。これまでの競技中心

のスポーツという枠組みを取り払って、スポーツを“人間

科学”という視点から見つめ直してみると、「あれ？」と気

づかされることも多く、学術的な連携の重要性を感じます。

同志社大学の文科系学部には、感情やストレスをはじめ、

文理融合の視点を持った先生がたくさんおられます。学

部間の連携はもちろん、学内のさまざまなプロジェクトセン

ターと幅広い学内協力を進めて、成果を出していきたい

ですね。 

■渡辺　国レベルで鑑みても、“健康・環境・福祉”の3

分野は重要テーマとして位置づけられています。これら

の境界領域にも積極的にスポットを当て、社会変革の旗

振り役を果たしていくことが同志社大学に与えられた使

命でしょう。例えば「生命医科学部」では、メカトロニクス

と医学知識を融合し、無線通信ネットワークによる情報

共有をベースにした、自律協調型の介護ロボットの臨床

応用が進められています。こうした研究が進展すれば、

高齢化社会でクローズアップされている介護問題解決

の一助になるでしょう。先ほど、松岡先生がおっしゃったよ

うに、人間の幸福や豊かな生活を実現するためにどのよ

うな情報発信ができるかを考えることで、新しい学部間連

携の動きが生まれ、大きな牽引力となって広がっていくと

思います。 

■松岡　社会構造が劇的に変化するなかで、従来のよ

うに機能や性能を追求するだけでなく、どのようなターゲッ

トにどんな製品・技術を提供していくのか、ユーザーの利

便性や使い心地に配慮したモノづくりを行わなければな

りません。工学的技術の一つに、“位置決め制御（加工

物などの位置を認識する技術）”

というものがありますが、これに

生命医科学的視点を加えるこ

とによって、患者さんに負担を

かけない検査機器を開発する

ことも可能でしょう。もしかすると、

そこには“消費者心理”という

側面が入ってくるかもしれません。情報なら情報、電気な

ら電気という限られた領域にとらわれず、幅広い視点で

の学部間連携に取り組むことで、人間を主人公にした研

究をどんどん進めていきたいですね。 

 

 

 

 

■辻内　 大学が培ってきた知的資源を社会に広く還元

していくことが期待されていますね。同志社大学ではリエ

ゾンオフィスを中心に、さまざまな産学連携や地域活性化

事業に取り組んできました。文部科学省知的クラスター

創成事業など国のプロジェクトに積極的に参加し、実際

に市場化された技術やアイデアもたくさんあります。こうし

た動きをさらに加速し、定着さ

せていくためにも、時代に対応

した社会貢献のあり方を考え

ていかなければなりませんね。

新学部の特長を生かした産学

連携の仕組みをどのように進

めていかれますか。 

■渡辺　「生命医科学部」では、すでにいくつか産学

連携の動きが始まっています。アルツハイマーの早期発見・

治療につなげるバイオマーカーの研究や、高感度生体セ

ンサー、脳機能のシステムとしての利用、薬剤を目的患

部に集中的に投与する超音波ドラッグデリバリーシステム

の開発など。次世代医療を見据えたこれらの最先端の

研究が産学連携のシーズとなっていくでしょう。これから

の社会との接点を考えると、ヒトを切り口にした“高度マ

ンマシンインターフェイス”の重要性がますます高まってい

くでしょう。例えば、人間の指や腕の動きを模倣したロボ

ティクス技術、あるいはライフスタイルに合わせて最適な

生活環境を提供すると同時に日々の健康管理の役割も

担うインテリジェント家電など。ヒトと機械、スポーツ、心を

つなぐインターフェイスを考えることで、新しい産学連携の

可能性というものは無限に膨らんでいくのではないでし

ょうか。 

■松岡　これまで「工学部」は、同志社大学における産

学連携の中心を担ってきました。「理工学部」では、その

取り組みをさらに充実させ、社会から寄せられる信頼に

応えていく体制を整えていきたいですね。また、「数理シ

ステム学科」では、コンピュータを使った統計処理や応用

数学の研究が進められています。経済の世界では“数

理ファイナンス”という定式化理論が評価され、現代社会

において大きな可能性を持つ学問として脚光を浴びて

います。新しい学部の開設にともなって、ユニークな研究

成果や技術シーズがどんどん蓄積されているので、今後

はこうした基礎レベルにおける産学連携の広がりにも期

待したいと思います。 

■藤澤　“医工連携”ということでは、現在、私は人間

の骨の構造や密度を超音波

で計測・解析して、スポーツと

生体メカニズムの関係を明ら

かにする研究に取り組んでい

ます。最初、「超音波を使って

骨の研究をしませんか？」と誘

われたときは、スポーツとどの

ようにつながるのか疑問でした。しかし、この研究を健康

や予防医学という視点からあらためて見てみると、今ま

でに無いいろいろな発見があって面白いですね。このほ

か例えば、スポーツメーカーの多くは人間工学の視点を

取り入れながら、優れたモノづくりを行っています。こうし

た企業との産学連携はもちろん、生涯スポーツ教室の開

催や生活習慣病予防の健康指導など、地域社会との交

流を広げることで同志社大学の存在価値を高めること

ができるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

■辻内　 2006年11月、同志社大学は京都府木津川市

に“学研都市キャンパス”を開校しました。隣接する学研

都市病院と交流に関する協定を結ぶなど、京田辺キャン

パスとともに生命科学や医工学の総合的な研究拠点と

位置づけています。その中心的な施設となっているのが「快

風館」で、学研都市病院と共同の臨床研究や高度なプ

ロジェクト研究などを実施していこうと考えています。今後、

同志社大学は関西文化学術研究都市という地域との関

わりの中で、どのような特色を打ち出していくべきでしょ 

うか。 

■渡辺　「ヒトを総合的に科

学する」という観点から言えば、

臨床現場である学研都市病

院がすぐ隣にあるのは心強い

ですね。先ほど紹介した自律

協調型の介護ロボットの例にも

あるように、臨床で得られた結

果を直ちに研究室にフィードバックすることで、また新しい

成果を生み出していくというプロセスを辿っています。こ

れから、医学、スポーツ、心理学、あるいは哲学、社会学と

連携の輪はどんどん広がっていくでしょう。一見、何でも

ないような研究でも、それらを“掛け算”することで新たな

シーズの創生につながることも多いと思います。同志社

大学が中心となって、今までとはまったく違う、関西学研

都市ならではのさまざまな情報が発信できるのではない

かと夢を膨らませています。 

■松岡　学研都市キャンパスにおいては、生命医科学

やスポーツ健康に関する研究のほか、バイオやメンタル

ヘルスなど幅広い研究に対応することが可能ですね。

キャンパスでどんな研究が行われているのか、どんな情

報が蓄積されているのか、内外にもっと発信していくことで、

地域社会や企業のニーズを掘り起こすことができると思

います。時間をかけながら、じっくりと成果を出していくの

が同志社大学のスタイルではないでしょうか。 

■藤澤　「快風館」には“モーション・キャプチャ”を使っ

た動作解析装置など、日本でも有数の機器が揃っていま

すね。スポーツにおける動作解析やリハビリの機能評価

といった、専門性の高いテーマを展開できるのが魅力で

しょう。学研都市病院のほかにも、数多くの最先端企業・

研究所が学研都市地域に集積しているので、それらの

ポテンシャルを総括的に活用しながら、教育・研究のレベ

ルアップを図っていきたいですね。 

■辻内　教育・研究体制の改革への取り組みは始まっ

たばかりです。これからも「人間のための科学技術」とい

う同志社らしい精神を大切にしながら、21世紀社会に求

められる新技術・新産業の創出、産学連携に取り組んで

いきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

 

渡辺　好章（わたなべ　よしあき）　■ 同志社大学 生命医科学部長 生命医科学部 医情報学科 教授 
　サイエンスの歴史上の流れは、“物理”から“生理”さらには“心理”へと進んでいくのでしょう。これまでの工学は“物理”を応用したエ

ンジニアリングを追求してきましたが、21世紀は“生理・心理”に目を向けた人間中心の科学技術が創出の中核を担うでしょう。「生命医

科学部」では、いま最も注目されている“医工連携”の視点から、高齢化社会の介護ロボット開発や生体材料を用いた再生医療、人間の脳

のメカニズムを応用した情報処理技術など、幅広い研究を行っていきます。同時に、自分の置かれている社会軸を意識して活躍できる自主・

自立型の人材を育成することで、ハード・ソフト両面から社会貢献に取り組みます。 

　機械工学と医学の融合領域において、

ヒトのための先端工学技術を学ぶ。ヒト

の動作補助を行う医用ロボット、医療・

福祉機器・再生組織材料、信頼性のある

生体・環境適合材料などの研究・開発を

進める。 

医学と工学の接点で新たな技術
を創造 

　医療や福祉、健康など、「生命」への関心が高まりつつあるなか、

健康寿命の延長や医療・介護の社会的負担軽減など、多様な課題

の解決が求められている。こうした現代社会のニーズに応えてい

くため、同志社大学がこれまで培ってきた工学研究成果をもとに、

医学・基礎生物学などさまざまな学問との融合的教育を行い、多

角的に医療とヒトに貢献できるエンジニアや研究者を育成する。 

井原　康夫（いはら　やすお）　■ 同志社大学 生命医科学部 医生命システム学科 教授 
 

生命医科学部と産学連携の可能性についてー神経病理学分野の場合  

　ここでは具体的な事例として当研究室で進行中のプロジェクトを紹介し、参考にしてもらいたい。当研究室の目標は、アルツハイマー病

の発症機序の解明である。と同時に早期診断法および治療戦略の確立でもある。すなわち基礎研究だけではなく、アルツハイマー病制圧

の手段を何とか編み出せないかと日夜考えている。以下に当研究室で進めようとしている2つの計画を述べておく。第1に新規γセクレタ

ーゼ阻害剤開発。現在はAβ42の産生を選択的に抑制するγmodulatorの開発が競争になっている。当研究室の舟本聡は、C99（γセク

レターゼの直接的基質）のN末端を認識する抗体がC99の切断を阻害することを見出した。簡単にいえばC99のN末端にキャップをする

とAβが産生されなくなるらしい。もしこのような特異な親和性を持つペプチドがデザインできれば、Aβのみが産生されなくなり、他の基

質には全く影響しない第2世代の阻害剤へと発展するだろう。 

　第2は、遅れて現れるτに対する治療法である。τが認知症と直接関係があり、その程度を決めるといわれている。宮坂知宏は、タウオパ

チー線虫を創出し、簡便な化合物のスクリーニング系を確立し、効果のある1化合物を見出した。この線虫の系はスクリーニングの系とし

て非常に簡単であり、人手さえあれば、数多くの化合物を短期間でスクリーニングすることが可能である。このように当研究室では、将来

的に産学連携が実現するかもしれない研究が進行しつつある。 

竹田　正樹（たけだ　まさき）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部 教授  

応用総合科学としてのスポーツ健康科学  

　スポーツ健康科学という学問分野の特徴は、各基礎的分野の応用総合的学問ということです。現代社会が抱える様々な問題に、スポー

ツ健康科学という分野からアプローチするには、学部単独で問題解決にあたるのではなく、最近指摘されているように、より学際的、多面

的にアプローチする必要があります。学部間連携はもとより、産官学連携も決して欠かすことが出来ません。私個人のテーマになりますが、

本学リエゾンオフィスの協力も得ながら、高齢者の体力、生きがい感、栄養を総合評価するためのソフトウェアの開発にチャレンジしています。

しかし、このような総合評価はスポーツ健康科学だけではなしえません。例えば、心理学、社会福祉学、栄養学などと連携する必要があります。

京田辺校地で展開される本学部は、学部独自の個性を持ちつつも、学部間、学外との連携をより意識したものとして発展させるべきもの

であり、そのような土壌があると考えています。 

 

医工学科 

生命医科学部 

｜学｜部｜紹｜介｜ 

　情報・電子工学と医学が融合した分

野を学ぶ。ヒトの脳内における情報処

理メカニズムの解明、電子工学技術を

駆使した生体情報の計測、さまざまな

医用機器の研究・開発に積極的に取り

組む。 

人体の優れたメカニズムを先端
工学技術に応用 

　ナノテク、バイオテクノロジー等の技

術革新の礎となる機能性物質の化学と、

生命現象の化学を二本柱として、思考力・

応用力を養う実験を重視したプログラ

ムを設定。人類の夢を実現する機能性

物質の探索や開発に挑戦する。 

人類の夢を実現する新しい機能
性物質を開発 

　ナノ材料をはじめとする高機能材料

開発、地球環境問題や生物・生体システ

ムに関わる環境・バイオ研究などに取り

組む。化学および化学工学に基づくシ

ステム的思考により、持続可能な社会を

形成する基盤技術にアプローチしていく。 

持続可能な社会形成のための化
学プロセスを確立 

　数学理論を追究するとともに、さまざまな現

象を数理モデルにより定式化し、シミュレーショ

ンなどで解析する手法を学ぶ。例えば、経済の世

界では統計を駆使した“数理ファイナンス”と呼

ばれるスペシャリストが活躍するなど、その社会

的ニーズは高まっている。数理分野、情報統計分野、

応用数理分野、それぞれ3つの分野を学修する

ことによって、高度な数学的思考を持った人材を

育て、社会科学や自然科学の発展に寄与する。 

高度な数学的思考を生かして社
会ニーズに即応 

医情報学科 

　分子生物学、細胞生物学から解剖学、

薬理学、内科学など幅広い医学領域を

学ぶ。人体の構造や機能、病気の原因

について深く理解し、ヒトの健康増進、

病気の予防や治療など、医療に貢献す

るための研究・技術開発を行う。 

ヒトの高度な機能の秘密とその
修復の可能性に迫る 

医生命システム学科 

理工学部 

『未来を拓く健康と医療の先端技術 』 

　健康科学コースは、身体の構造や機

能に関する医・科学的理解を基礎にして、

健康の維持、増進のための身体のメカ

ニズムを学修する。また、健康・予防医

学に関連する社会的諸制度を学修する。

そこからスポーツと身体活動を通じた

健康づくりの意義を理解する。 

健康、予防医学に、スポーツ・身
体活動の視点からアプローチ 

健康科学コース 

スポーツ健康科学部 

　トレーニング科学コースは、競技力向

上のためのスポーツ医学を活用した科

学的なトレーニング方法と、生涯スポー

ツにつながる運動習慣の獲得方法を学

修する。このコースは、単にアスリート

のためではなく、子供から高齢者まで、

楽しく正確にスポーツや運動が実践で

きる方法を学修する。 

生涯スポーツと競技力向上にス
ポーツ科学からアプローチ 

トレーニング科学コース 

　スポーツ・マネジメントコースは、スポーツを

取り巻く社会環境の整備・充実の方策や社会ス

ポーツの発展のための政策、さらにビジネスと

してのスポーツの運営・経営方法を学修する。

そこからスポーツが、地域社会の活性化および

地域住民の生活の質的向上に、どのように貢

献できるのかを理解し、「生涯スポーツ社会の

実現」のためのマネジメント理論を学修する。 

健康を軸としたQOL向上に、スポーツ
と社会の関わりからアプローチ 

スポーツ・マネジメントコース 

　ますます細分化・専門化する21世紀の科学技術に対応し、

未来社会が求める多彩な理工系人材の育成という大学使命

を明らかにするために、同志社大学工学部の名称を新たに「理

工学部」とするとともに、「数理システム学科」を新設し、現

行の「機能分子工学科」を「機能分子・生命化学科」に、また「物

質化学工学科」を「化成システム創成工学科」へ改組する。

これまでの工学研究をさらに推し進めて、専門領域を超えた

視野の広いエンジニアを育てる。 

既存の学問領域を超えた 
幅広い教育・研究を実践 

すそ野の広い産学連携に取り組み 
多様な社会ニーズに対応 

学研都市発、 
新たな“知”の集積で魅力創出 

“ヒト”を主人公にした 
文理融合型の知的情報を発信 

機能分子・生命化学科 化学システム創成工学科 数理システム学科 

工学と医学の融合から、新たな価値を創造する。 

科学技術の革新を創出できる創造性豊かな理工系人材の育成。 

　ライフスタイルの変化や高齢化社会の影響で、スポーツによる

健康の獲得や生活の質（QOL：Quality of Life）の向上が求めら

れている。同志社大学は、多角的かつ科学的な視点からスポーツ・

健康を学び、現代人が抱える「心とからだの問題」の解決に向け

た方向性やプランを、社会に提案・提言していく人材を育てる。総

合応用科学としての「スポーツ健康科学」の3つのコースを履修

モデルとして、実践的に教育と研究を深めていく。 

スポーツと健康の新時代を担う人材を養成する。 

藤澤　義彦（ふじさわ　よしひこ）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部長 スポーツ健康科学部 教授 

　スポーツと健康の関連性がクローズアップされていますが、その社会的環境は必ずしも整っているとは言えません。「スポーツ健康科

学部」では、従来の“競技力向上のための研究”だけにとらわれず、“健康・予防医学”という観点からスポーツ全般をとらえていきたいと

思います。医学や工学、心理など、さまざまな領域での研究交流を進めていくことにより、同志社大学ならではの成果が生まれると期待し

ています。今後、私たちのコンセプトを地域社会や企業の皆さまに理解していただき、地域・産学連携の動きを広げていこうと考えてい

ます。 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

医工学科および医情報学科：学士（工学） 

医生命システム学科：学士（理学） 

入学定員：240名 
（医工学科：90名、医情報学科：90名、医生命システム学科：60名） 
 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

入学定員：730名 
　インテリジェント情報工学科：80名、情報システムデザイン学科：80名 
　電気工学科：75名、電子工学科：85名 
　機械システム工学科：90名、エネルギー機械工学科：70名 
　機能分子・生命化学科：80名、化学システム創成工学科：80名 
　環境システム学科：50名、数理システム学科：40名 
 

学　　位：学士（スポーツ健康科学） 

入学定員：150名 

入学試験は一般選抜入試のほか、トップ・アスリート入試、 
スポーツ能力に優れた者を対象とする特別入試、AO入試、 
学内高校推薦入試などを実施。 
 

 

基礎を重視した教育で、 
激変する技術改革に対応 

社会から高く 
評価される 

「人間のための科学技術」 

世界トップレベルの 
設備を完備して、 
理想的な 

教育研究環境を実現 

　2007年11月19日、学研都市キャンパスにて、『未来を拓く

健康と医療の先端技術』をテーマに、「同志社大学リエゾンフェ

ア～同志社大学・けいはんな産学交流会～」を開催した。

2002年にリエゾンオフィスを発足させて以来、毎年リエゾンフ

ェアを開催し、今回で6回目となった。 

　基調講演では、日本原子力開発機構関西光科学研究所の田

島俊樹所長を招き、「けいはんなにおける光医療の展開」とい

う題で、 “切らずに治せる”体にやさしい粒子線治療など、先進

的な研究として注目されている研究内容を紹介いただいた。 

　引き続き、新設学部の「生命医科学部」「スポーツ健康科学部」

についての紹介の後、阪田真己子文化情報学部専任講師、竹田

正樹スポーツ健康科学部設置準備室教授、中村憲夫同志社女

子大学薬学部准教授、井原康夫生命医科学部設置準備室教授が、

自身の研究シーズを発表。また、希望者を対象にした、快風館

の施設見学の中で、阪田専任講師による「モーションキャプチャ

を用いた身体動作研究」のデモンストレーションが行われ、参

加者は興味深く見入り、多くの質問が飛び交った。 

　終了後に設けた懇親交流会では、講演者・大学研究者と参加

者がテーブルを囲み、意見や情報の交換を行った。 

けいはんな地域市民、企業関係者など130名を超える参加者

が熱心に聞き入るフェアとなった。 

2007年度 同志社大学リエゾンフェア 

※所属は開催当時 

インテリジェント情報工学科 
 

環境システム学科 
 数理システム学科 

電気工学科 

電子工学科 

情報システムデザイン学科 

機械システム工学科 
 
エネルギー機械工学科 
 

機能分子・生命化学科 
 
化学システム創成工学科 
 

松岡　敬（まつおか　たかし）　■ 同志社大学 理工学部長 理工学部 機械システム工学科 教授 

　今回、「工学部」から新たに「理工学部」へと生まれ変わりましたが、これまで培ってきたさまざまな“知の財産”を生かしながら、さらに

レベルの高い教育・研究を目指していこうと考えています。共通しているのは、研究もモノづくりも人間のためのものでなければならな

いということ。変化し続ける科学技術に対応していくのはもちろんですが、その技術や製品、サービスをどんな人に、どのように使っても

らいたいのかを考えることも大切です。ユーザーの気持ちにまで踏み込んだ視点を養うことが求められるでしょう。人間の幸せや豊か

な生活に貢献できるような、社会的価値のある研究開発を行っていきます。 

押目　頼昌（おしめ　よりまさ）　■ 同志社大学 理工学部 数理システム学科 教授 
 

数理システム学科の目指す社会的寄与  

　自然界だけではなく、人間社会のあらゆるところに数理的な構造が潜んでいます。例えば、金融市場におけるデリバティブの価格変動は

ブラック・ショールズ方程式により数理的構造が明らかになりました。しかも、このような数理的構造は、理論的な側面と実践的な側面の両

方から考えないと解明できなくなっています。このように、自然科学、工学のみならず、社会科学においても、その数理的構造を、理論的か

つ実践的に解析できる人材が幅広い分野で求められるようになりました。 

　数理システム学科では、さまざまな分野において数理的構造の理論的解析を行い、統計処理やコンピュータによるシミュレーションを駆

使して実践的な解析のできる人材養成を目指します。統計ファイナンスの分野で活躍できる人材育成がその一例で、金融の現場で活躍し

てきた専門家が教員として教育・研究の指導にあたります。なお、日本の数学教育に寄与する中学・高校の教員を養成し、理想の教育者で

あった新島襄の精神を世に広めるのも当学科の重要な目的のひとつです。 

 

http://biomedical.doshisha.ac.jp/ 

 

http://se.doshisha.ac.jp/

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

　京田辺キャンパスが1986年に開校して以来、2005年度

には文化情報学部が開設され、今年度は新たに生命医科学部、

スポーツ健康科学部を新設いたしました。また、1994年に移

転した工学部には、新たに数理システム学科を新設し、機能分

子工学科と物質化学工学科を機能分子・生命化学科、化学シス

テム創成工学科へと改組することで、理工学部と改組・再編い

たしました。 

　これら新設2学部と改組再編した理工学部、また、理工系だ

けではなく、「データサイエンス」の手法を用いて文化の分析・

解明を目指し、文理融合を掲げている文化情報学部との積極

的な学内連携を行うことで、本学が持っている総合大学の強み

を活かした多様な学問との融合を実践し、これからは文科系、

理科系を問わない、従来以上に幅広い教育と研究、そして社会

貢献が行えることと思います。特に新設する2学部では、同志

社設立当初から校祖新島襄が思い描いていた、医学・医療分野

の人材育成の実践を開始します。 

　京田辺校地には実験、実習を伴う学部が来年度設置される心

理学部を含め、5つの学部が教育、研究を展開されることを受け、

本年からは、環境保全・実験実習支援センターが設置され、学部

の枠を超えた実験実習支援体制が整備されると共に、環境保全、

安全管理も強化されます。実験、実習支援では統合する事により、

設備の有効活用がなされるだけでなく、教育、研究においても

相互に補完、融合を図ることが可能になります。 

　また、社会貢献では産学連携だけではなく、地域連携も積極

的に行っております。京田辺キャンパスにおいては、開校当初から、

地元地域との連携も積極的に図ってきておりますが、この新2

学部と理工学部、そして文化情報学部によって、関西文化学術

研究都市地域での更に密接な地域連携が図られることでしょう。 

01 02

特集｜2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編　産学連携の魅力と可能性 

特集｜2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編　産学連携の魅力と可能性 

特集｜2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編　産学連携の魅力と可能性 

特集｜2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編　産学連携の魅力と可能性 

09 10

特集 

03 04

05 06

07 08

『人文社会系産官学連携研究紹介集』発行 

第4回同志社大学×龍谷大学 
ジョイントセミナーを開催 

「京都発 医・工・薬産学公連携フォーラム」 
医工薬連携～脳科学への招待～を開催 
 

キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会にて本学学生が 
「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」を受賞 

同志社校友会大阪支部・産官学部会「東大阪リエゾン倶楽部」が発足 

京丹波プロジェクト （平成19年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業） 

　産官学連携による経済活性化、地域振興を推進するためには

理系の技術開発のみならず人文社会系の知識は必要不可欠で

ある。しかし、全国的に理系産官学連携が推進される一方、人文

社会系分野でどのような連携手法があるのかこれまで提示され

ることはほとんどなかった。その理由は、理系分野が「目に見え

やすい」製品や特許等、直接経済活性に寄与する一方、人文社会

系分野は「見えにくい」情報によることが大きい。 

　そこで様々な同志社大学の事例を収集し2008年2月に完成

したのが今から紹介する「人文社会系産官学連携研究紹介集」

である。この研究紹介集には3点の特徴がある。 

　1点目は、同志社大学の総合大学の強みを活かし102名の教

員の連携可能分野が記載され、多くの方に読んでいただけるよ

うに平易に書かれていること。 

　2点目は、これまでどのような事例があるのか分かりにくい人

文社会系分野の連携方法を①デザイン、②まちづくり・地域振興、

③マーケティング、④産業人材の育成、⑤コンテンツ、⑥調査、⑦

コンサルティング、⑧法務コンサルティング、⑨企業コンプライア

ンス、⑩講演・通訳に類型化することで、企業、行政、地域住民、

NPO関係者等それぞれのニーズに対応させていること。 

　3点目は、人文社会系産官学連携に特化した研究紹介集は数

少なく、新規性があること。 

　依頼者側からすると、理系産官学連携では「・・技術を開発したい」

といったピンポイントの要望が多いのに対し、人文社会系の連携は、

一見、漠然とし、目に見えにくいが、多目的で、用途が広く、何に

でも使えることに大きな特徴がある。 

【活用方法】 

この研究紹介集を活用することで、 

企 業 の 方■講演、調査、コンサルティング、人材育成、情報提 

　　　　　　　供等様々な連携が可能 

行 政 の 方■自治体への政策提言、講演、調査、まちづくり等

様々な連携が可能 

地域住民の方■地域調査、大学と協同の地域活性化、地域の情

報発信等の連携が可能 

　また、共同研究による特許発明、保護、活用

やNPO法人同志社大学産官学連携支援ネッ

トワークによる異業種連携の場の設定、インキ

ュベーション施設D-eggによる起業支援、賃

貸施設の提供等様々なサービス体制が充実。 

 

　2008年2月25日、クリエイション・コア東大阪にて、「金属加

工／腐食・疲労と産学連携」をテーマに、同志社大学×龍谷大学

ジョイントセミナーを開催した。 

　本セミナーは、両大学の「クリエイション・コア東大阪」への共

同入居を契機に毎年開催している。 

　基調講演では、中農康久氏（株式会社中農製作所 代表取締役

社長）を招き、「顧客ニーズに柔軟に対応できる精密切削加工技

術と産官学連携による自社商品開発」という題で、大学や行政等

との連携を通じての新製品・新技術開発の話があった。 

　引き続き、両大学からシーズ発表があり、本学からは、宮本博之

工学部エネルギー機械工学科准教授が、「強ひずみ加工法によ

る金属材料の結晶粒超微細化と材質改善」をテーマに発表した。 

　終了後には交流懇親会、 

ブース展示が行われ、意見交

換や情報交換などが行われた。 

　今後、東大阪における産学

連携がさらに発展することを

期待している。 

　佐野恵一さん(経済学部2004年度生)が、第4回キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会（主催：日刊工業新聞社、共催：内

閣府　経済産業省　文部科学省　日本経済団体連合会　日本商工会議所）にて「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」に選ばれました。

佐野さんは第9回CVG大阪にて、2つある大賞のひとつである「ビジネス大賞」を受賞され、関西32大学355件の応募から選ばれた『要

介護者への旅行サポート事業』というプランを全国大会で発表されました。介護が必要な方の旅行を、国内外を問わず全面的にサポ

ートするサービスを「旅のお手伝い楽楽」として実際に展開しておられます。 

　2年前の同志社大学ビジネスプランコンテストで優勝された佐野さんは、それにとどまることなく着実に事業を進めてこられました。

彼の努力に敬意を表するとともに、ご支援ご協力いただきました皆様とともに受賞を喜びたいと思います。 

　最後に、佐野さんからのメッセージです。 

　2008年2月1日、メルパルク京都にて、「医工薬連携～脳科

学への招待～」をテーマに、京都発 医・工・薬 産学公連携フォー

ラムを開催した。 

　本フォーラムは、京都の医学・工学・薬学系の大学が集まり（主催：

京都府立医科大学、共催：京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都

薬科大学、立命館大学、同志社女子大学、同志社大学）、医工薬連

携による新たな産学公連携を発信することを目的としている。 

　本学からは、宮坂知宏生命医科学部設置準備室助教が、「線虫

モデルを用いた認知症治療薬スクリーニング」をテーマに発表

した。 

　今後、医学・工学・薬学の連携を行うことで、新たな産学連携の

波が起こることが期待されている。 

LIAISON CAFE

同志社の諸先輩方はじめ、数多くの方々のご協力おかげでこの賞を頂くことができました。 
一人でも多くの方が「生きていてよかった」と思っていただけるような社会を作っていければと思います。 
 佐野さんのブログもご覧ください　　旅のお手伝い楽楽のおはなし　http://blog.canpan.info/rakuraku/

 

　東大阪市は技術力の高いモノづくりの中小企業の集積地です。

同志社大学リエゾンオフィスは2004年から、東大阪にあるク

リエイション・コア東大阪を産学連携の拠点として入居してい

ますが、十分に活用できていないのが実情でした。 

　このたび、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」を立ち上げることとなり

ました。東大阪近辺の企業の同志社大学OB社長が中心となり、

約10名のメンバーが定期的に集まり、東大阪の企業と同志社

大学の連携を図っていくことになり、1月に設立総会が開催さ

れました。活動はまだこれからですが、まずは東大阪リエゾン

倶楽部の輪を広げつつ、同志社大学リエゾンオフィスと連携し

ながら、情報交換や企業ニーズの収集、技術相談会などを行っ

ていく予定です。 

　東大阪に在住の方でこの

輪に参加いただける方は、社

長に限らずどなたでも歓迎で

すので、ご連絡をお待ちして

おります。 

　同志社大学と地域との連携による、「京丹波特産品のブランド

化による地域活性化－農畜産物生産者と若者による食文化ネット

ワークの構築」というプロジェクトが、昨年夏からスタートしている。 

　京丹波地域では黒大豆枝豆、山の芋、丹波栗、猪肉などの優れ

た農畜産物がある。一方、都市では食の安心、安全に対する関心

が高まっている。優れた農畜産物の流通がなされるよう環境整備

を行うことは、広範な地域を巻き込んで、魅力ある地域の暮らしや

仕事を創出する契機となる。食育や地域再生などを専門とする同

志社大学の教員や学生と、京丹波地域の農畜産物生産者とのさま

ざまな交流や活動に接して、本物の味や生産者の想いのこもった

食材を若者が体感し、彼らの新鮮な視点から本物の食（文化）を

発信することで、京丹波の特産品のブランド化を推進することを

目的とする。 

　まず、同志社大学の教員・学生が京丹波の生産者を訪問し、特産

品や農畜産業に関するインタビュ

ーを行うことから始めた。フィール

ドワークに参加した学生グループは、

ケーキ屋とプロジェクトチームを編

成し、丹波産の食材を使ったチーズ

ケーキ3種類（プレーン・かぼちゃ・

黒豆入り抹茶）を作製し、学園祭で636個を完売した。また、同

志社生協では「秋だ！ うまいぞ京丹波フェア」を開催し、京丹波牛

ハヤシライス、丹波汁、ぶどうソフトなどを販売した（レトルト食品

の開発を行っている）。また、交流を深めるため、京丹波の食材を

テーマにして、京丹波ぽーく大学、わいん大学、野菜大学を開催した。

講演などの後には必ず“食べる”ことにしており、参加者には好評

であった。 

　京丹波プロジェクトは3年間の活動を予定している。今後はお

いしい京丹波の食材をより多くの方々に知ってもらうために、京

都や大阪市内でレストランをお借りし、「どこでも京丹波フェア」

の実施などを展開し、販

路拡大を行いビジネスに

つなげていきたい。 

 

【参加団体】 

丹波ワイン㈱、おおさきファーム、岸本畜産、丹波村㈱、丹波いぶし

香房、㈱いつづ屋、同志社生活協同組合、NPO法人同志社大学産

官学連携支援ネットワーク 

【京丹波プロジェクトのホームページ】 

 

連絡先 ： 事務局長　別府守三　 メール ： morizo1114@ybb.ne.jp

 

http://www.doshisha-net.org/tanba/ 

〒610-0394　京都府京田辺市多々羅都谷1－3 
TEL ： 0774-65-6223　FAX ： 0774-65-6773　 
Mail ： jt-liais@mail.doshisha.ac.jp　担当者 ： 南 了太 

※研究紹介集をご希望の方は上記の連絡先まで御連絡下さい。送付させていただきます。 

 

※所属は開催当時 

※所属は開催当時 

お問い合わせ 同志社大学リエゾンオフィス 
 

片山　傳生（かたやま　つたお）　■ 同志社大学副学長 生命医科学部 医工学科 教授 
 

 

同志社大学京田辺キャンパスにおける新たな取り組みについて 



スポーツ 
健康科学部 

国公私立の研究機関 
地方自治体 

大学 
関連企業 

学外の連携機関 

最先端の研究センター群 

生命医科学部 

理工学部 

人文科学系学部 
社会科学系学部 

 

 

渡辺　好章 
（わたなべ　よしあき） 

同志社大学 生命医科学部長 
生命医科学部 医情報学科 
教授 
 

藤澤　義彦 
（ふじさわ　よしひこ） 

同志社大学 スポーツ健康科学部長 
スポーツ健康科学部 
教授 
 

松岡　敬 
（まつおか　たかし） 

同志社大学 理工学部長 
理工学部 機械システム工学科 
教授 
 

辻内　伸好 
（つじうち　のぶたか） 

同志社大学 リエゾンオフィス所長 
理工学部 機械システム工学科 
教授 
 

 

2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編 
 産学連携の魅力と 
可能性　 
 

 

 
 

　ますます多様化する社会ニーズと科学技術の発展に対応していく
ため、同志社大学では学際的な視点から、ダイナミクスともいえる教育・
研究体制の改革に取り組んでいる。2008年4月には、京田辺キャン
パスに「生命医科学部」と「スポーツ健康科学部」を新設するとともに、
工学部を改組再編して新たに「理工学部」がスタートした。 
　今回は、各学部長とリエゾンオフィス所長の意見交換を通して、
同志社大学が目指す21世紀の産学連携の方向性や将来の
研究展望などを紹介したい。 

  

 

 

■辻内　今年4月、京田辺キャンパスに「生命医科学部」

と「スポーツ健康科学部」を設置し、また工学部を新たに

改組再編して「理工学部」が誕生するなど、“生命”や“健

康”“情報”など、最先端科学を中心とした複合的な研究・

教育体制が整いつつあります。ますます多様化する社

会的ニーズに対応していくため、既存の学問領域を超え

た綿密な学部間・産学連携によって、新たな社会成果を

生み出していく必要がありますね。 

■渡辺　「生命医科学部」は医学部ではありませんが、“医

工連携”という新しいタイプの産学連携を目指し、その土

壌を形成していくことに意義があると考えています。例えば、

工学技術の進展によって実現された高精度な生体測

定機器が医療を支えているように、現代社会は工学的

なアプローチが医療・生体領域へとシフトされる大転換

期でもあります。私たちの学部ではこのような工学的な

視点をもつとともに、臨床現場で起こっているリアルタイ

ムの医学情報の積極的な吸収も行います。このことは、

第一線で活躍する多数の医師を教員として招聘してい

ることにも現れています。このような現場における医工連

携で、次世代医療につながる新しいニーズ・スキルの掘

り起こしに取り組んでいきたいと思っています。 

■藤澤　まず、申し上げておきたいのは、「スポーツ健康

科学部」はスポーツ競技力の向上だけを目的とした学部

ではないということです。高齢化社会を迎えて、さまざま

なスポーツを楽しむ人が増え、かつてないほど健康への

関心が高まっています。私たちはこうした現代の要請を

強く意識し、“健康と予防医学”をコンセプトにしながら、

応用科学としてスポーツを総合的にとらえていこうと考え

ています。我々の学部は、現代人が抱える心と体の問題

解決に向けて有効な提言を行っていくほか、ビジネスと

してスポーツ運営に関わっていける人材の育成等にも力

を注ぐなど、ユニークな研究・教育に特色があるといえる

でしょう。 

■松岡　同志社大学を創立した新島襄は当初から“人

間のための科学技術”という理念を持っていました。今回、

工学部が改組再編され、新たに「数理システム学科」と

いう数学的思考をベースにした領域が加わることによって、

より学際的ですそ野の広い取り組みにチャレンジできる

体制が整いつつあります。これまで工学部で培ってきた

教育カリキュラム・研究成果をさらに拡充させ、社会的な

信頼に応えていくとともに、あらためて同志社精神に立

ち返って“モノづくりはヒトづくり”というコンセプトを明確

に打ち出したいと思っています。また、教員間の情報交

換なども積極的に進め、新学部との連携を視野に入れ

た多面的な研究を展開するつもりです。 

 

 

 

 

■辻内　“医工連携”の例があるように、理工学や健康、

スポーツ、あるいは心理的な研究テーマが加わることに

よって、これまで同志社大学ができなかったようなシーズ

を生み出せるかもしれません。今後の学部間・学内連携

について、どのように展開していこうと考えておられますか。

特に「スポーツ健康科学部」については、文科系学部と

の積極的な連携に期待したいと思っています。今年2月、

これまでの研究成果を集めた文科系学部のシーズ集が

刊行されましたが、文理融合は当初から私たちが志向し

てきたことです。 

■藤澤　スポーツというものは、いろいろな学問分野と

連携できるものなのです。例えば、体力でも体格でも相

手より勝っているのに、どういうわけか試合に負けたとい

う経験がスポーツをやっている人にはあるでしょう。これを、

苦手意識とも呼んでいますが、そこには目に見えないメ

ンタル要素が影響している場合が少なくありません。こ

れは心理学との連携になります。これまでの競技中心

のスポーツという枠組みを取り払って、スポーツを“人間

科学”という視点から見つめ直してみると、「あれ？」と気

づかされることも多く、学術的な連携の重要性を感じます。

同志社大学の文科系学部には、感情やストレスをはじめ、

文理融合の視点を持った先生がたくさんおられます。学

部間の連携はもちろん、学内のさまざまなプロジェクトセン

ターと幅広い学内協力を進めて、成果を出していきたい

ですね。 

■渡辺　国レベルで鑑みても、“健康・環境・福祉”の3

分野は重要テーマとして位置づけられています。これら

の境界領域にも積極的にスポットを当て、社会変革の旗

振り役を果たしていくことが同志社大学に与えられた使

命でしょう。例えば「生命医科学部」では、メカトロニクス

と医学知識を融合し、無線通信ネットワークによる情報

共有をベースにした、自律協調型の介護ロボットの臨床

応用が進められています。こうした研究が進展すれば、

高齢化社会でクローズアップされている介護問題解決

の一助になるでしょう。先ほど、松岡先生がおっしゃったよ

うに、人間の幸福や豊かな生活を実現するためにどのよ

うな情報発信ができるかを考えることで、新しい学部間連

携の動きが生まれ、大きな牽引力となって広がっていくと

思います。 

■松岡　社会構造が劇的に変化するなかで、従来のよ

うに機能や性能を追求するだけでなく、どのようなターゲッ

トにどんな製品・技術を提供していくのか、ユーザーの利

便性や使い心地に配慮したモノづくりを行わなければな

りません。工学的技術の一つに、“位置決め制御（加工

物などの位置を認識する技術）”

というものがありますが、これに

生命医科学的視点を加えるこ

とによって、患者さんに負担を

かけない検査機器を開発する

ことも可能でしょう。もしかすると、

そこには“消費者心理”という

側面が入ってくるかもしれません。情報なら情報、電気な

ら電気という限られた領域にとらわれず、幅広い視点で

の学部間連携に取り組むことで、人間を主人公にした研

究をどんどん進めていきたいですね。 

 

 

 

 

■辻内　 大学が培ってきた知的資源を社会に広く還元

していくことが期待されていますね。同志社大学ではリエ

ゾンオフィスを中心に、さまざまな産学連携や地域活性化

事業に取り組んできました。文部科学省知的クラスター

創成事業など国のプロジェクトに積極的に参加し、実際

に市場化された技術やアイデアもたくさんあります。こうし

た動きをさらに加速し、定着さ

せていくためにも、時代に対応

した社会貢献のあり方を考え

ていかなければなりませんね。

新学部の特長を生かした産学

連携の仕組みをどのように進

めていかれますか。 

■渡辺　「生命医科学部」では、すでにいくつか産学

連携の動きが始まっています。アルツハイマーの早期発見・

治療につなげるバイオマーカーの研究や、高感度生体セ

ンサー、脳機能のシステムとしての利用、薬剤を目的患

部に集中的に投与する超音波ドラッグデリバリーシステム

の開発など。次世代医療を見据えたこれらの最先端の

研究が産学連携のシーズとなっていくでしょう。これから

の社会との接点を考えると、ヒトを切り口にした“高度マ

ンマシンインターフェイス”の重要性がますます高まってい

くでしょう。例えば、人間の指や腕の動きを模倣したロボ

ティクス技術、あるいはライフスタイルに合わせて最適な

生活環境を提供すると同時に日々の健康管理の役割も

担うインテリジェント家電など。ヒトと機械、スポーツ、心を

つなぐインターフェイスを考えることで、新しい産学連携の

可能性というものは無限に膨らんでいくのではないでし

ょうか。 

■松岡　これまで「工学部」は、同志社大学における産

学連携の中心を担ってきました。「理工学部」では、その

取り組みをさらに充実させ、社会から寄せられる信頼に

応えていく体制を整えていきたいですね。また、「数理シ

ステム学科」では、コンピュータを使った統計処理や応用

数学の研究が進められています。経済の世界では“数

理ファイナンス”という定式化理論が評価され、現代社会

において大きな可能性を持つ学問として脚光を浴びて

います。新しい学部の開設にともなって、ユニークな研究

成果や技術シーズがどんどん蓄積されているので、今後

はこうした基礎レベルにおける産学連携の広がりにも期

待したいと思います。 

■藤澤　“医工連携”ということでは、現在、私は人間

の骨の構造や密度を超音波

で計測・解析して、スポーツと

生体メカニズムの関係を明ら

かにする研究に取り組んでい

ます。最初、「超音波を使って

骨の研究をしませんか？」と誘

われたときは、スポーツとどの

ようにつながるのか疑問でした。しかし、この研究を健康

や予防医学という視点からあらためて見てみると、今ま

でに無いいろいろな発見があって面白いですね。このほ

か例えば、スポーツメーカーの多くは人間工学の視点を

取り入れながら、優れたモノづくりを行っています。こうし

た企業との産学連携はもちろん、生涯スポーツ教室の開

催や生活習慣病予防の健康指導など、地域社会との交

流を広げることで同志社大学の存在価値を高めること

ができるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

■辻内　 2006年11月、同志社大学は京都府木津川市

に“学研都市キャンパス”を開校しました。隣接する学研

都市病院と交流に関する協定を結ぶなど、京田辺キャン

パスとともに生命科学や医工学の総合的な研究拠点と

位置づけています。その中心的な施設となっているのが「快

風館」で、学研都市病院と共同の臨床研究や高度なプ

ロジェクト研究などを実施していこうと考えています。今後、

同志社大学は関西文化学術研究都市という地域との関

わりの中で、どのような特色を打ち出していくべきでしょ 

うか。 

■渡辺　「ヒトを総合的に科

学する」という観点から言えば、

臨床現場である学研都市病

院がすぐ隣にあるのは心強い

ですね。先ほど紹介した自律

協調型の介護ロボットの例にも

あるように、臨床で得られた結

果を直ちに研究室にフィードバックすることで、また新しい

成果を生み出していくというプロセスを辿っています。こ

れから、医学、スポーツ、心理学、あるいは哲学、社会学と

連携の輪はどんどん広がっていくでしょう。一見、何でも

ないような研究でも、それらを“掛け算”することで新たな

シーズの創生につながることも多いと思います。同志社

大学が中心となって、今までとはまったく違う、関西学研

都市ならではのさまざまな情報が発信できるのではない

かと夢を膨らませています。 

■松岡　学研都市キャンパスにおいては、生命医科学

やスポーツ健康に関する研究のほか、バイオやメンタル

ヘルスなど幅広い研究に対応することが可能ですね。

キャンパスでどんな研究が行われているのか、どんな情

報が蓄積されているのか、内外にもっと発信していくことで、

地域社会や企業のニーズを掘り起こすことができると思

います。時間をかけながら、じっくりと成果を出していくの

が同志社大学のスタイルではないでしょうか。 

■藤澤　「快風館」には“モーション・キャプチャ”を使っ

た動作解析装置など、日本でも有数の機器が揃っていま

すね。スポーツにおける動作解析やリハビリの機能評価

といった、専門性の高いテーマを展開できるのが魅力で

しょう。学研都市病院のほかにも、数多くの最先端企業・

研究所が学研都市地域に集積しているので、それらの

ポテンシャルを総括的に活用しながら、教育・研究のレベ

ルアップを図っていきたいですね。 

■辻内　教育・研究体制の改革への取り組みは始まっ

たばかりです。これからも「人間のための科学技術」とい

う同志社らしい精神を大切にしながら、21世紀社会に求

められる新技術・新産業の創出、産学連携に取り組んで

いきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

 

渡辺　好章（わたなべ　よしあき）　■ 同志社大学 生命医科学部長 生命医科学部 医情報学科 教授 
　サイエンスの歴史上の流れは、“物理”から“生理”さらには“心理”へと進んでいくのでしょう。これまでの工学は“物理”を応用したエ

ンジニアリングを追求してきましたが、21世紀は“生理・心理”に目を向けた人間中心の科学技術が創出の中核を担うでしょう。「生命医

科学部」では、いま最も注目されている“医工連携”の視点から、高齢化社会の介護ロボット開発や生体材料を用いた再生医療、人間の脳

のメカニズムを応用した情報処理技術など、幅広い研究を行っていきます。同時に、自分の置かれている社会軸を意識して活躍できる自主・

自立型の人材を育成することで、ハード・ソフト両面から社会貢献に取り組みます。 

　機械工学と医学の融合領域において、

ヒトのための先端工学技術を学ぶ。ヒト

の動作補助を行う医用ロボット、医療・

福祉機器・再生組織材料、信頼性のある

生体・環境適合材料などの研究・開発を

進める。 

医学と工学の接点で新たな技術
を創造 

　医療や福祉、健康など、「生命」への関心が高まりつつあるなか、

健康寿命の延長や医療・介護の社会的負担軽減など、多様な課題

の解決が求められている。こうした現代社会のニーズに応えてい

くため、同志社大学がこれまで培ってきた工学研究成果をもとに、

医学・基礎生物学などさまざまな学問との融合的教育を行い、多

角的に医療とヒトに貢献できるエンジニアや研究者を育成する。 

井原　康夫（いはら　やすお）　■ 同志社大学 生命医科学部 医生命システム学科 教授 
 

生命医科学部と産学連携の可能性についてー神経病理学分野の場合  

　ここでは具体的な事例として当研究室で進行中のプロジェクトを紹介し、参考にしてもらいたい。当研究室の目標は、アルツハイマー病

の発症機序の解明である。と同時に早期診断法および治療戦略の確立でもある。すなわち基礎研究だけではなく、アルツハイマー病制圧

の手段を何とか編み出せないかと日夜考えている。以下に当研究室で進めようとしている2つの計画を述べておく。第1に新規γセクレタ

ーゼ阻害剤開発。現在はAβ42の産生を選択的に抑制するγmodulatorの開発が競争になっている。当研究室の舟本聡は、C99（γセク

レターゼの直接的基質）のN末端を認識する抗体がC99の切断を阻害することを見出した。簡単にいえばC99のN末端にキャップをする

とAβが産生されなくなるらしい。もしこのような特異な親和性を持つペプチドがデザインできれば、Aβのみが産生されなくなり、他の基

質には全く影響しない第2世代の阻害剤へと発展するだろう。 

　第2は、遅れて現れるτに対する治療法である。τが認知症と直接関係があり、その程度を決めるといわれている。宮坂知宏は、タウオパ

チー線虫を創出し、簡便な化合物のスクリーニング系を確立し、効果のある1化合物を見出した。この線虫の系はスクリーニングの系とし

て非常に簡単であり、人手さえあれば、数多くの化合物を短期間でスクリーニングすることが可能である。このように当研究室では、将来

的に産学連携が実現するかもしれない研究が進行しつつある。 

竹田　正樹（たけだ　まさき）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部 教授  

応用総合科学としてのスポーツ健康科学  

　スポーツ健康科学という学問分野の特徴は、各基礎的分野の応用総合的学問ということです。現代社会が抱える様々な問題に、スポー

ツ健康科学という分野からアプローチするには、学部単独で問題解決にあたるのではなく、最近指摘されているように、より学際的、多面

的にアプローチする必要があります。学部間連携はもとより、産官学連携も決して欠かすことが出来ません。私個人のテーマになりますが、

本学リエゾンオフィスの協力も得ながら、高齢者の体力、生きがい感、栄養を総合評価するためのソフトウェアの開発にチャレンジしています。

しかし、このような総合評価はスポーツ健康科学だけではなしえません。例えば、心理学、社会福祉学、栄養学などと連携する必要があります。

京田辺校地で展開される本学部は、学部独自の個性を持ちつつも、学部間、学外との連携をより意識したものとして発展させるべきもの

であり、そのような土壌があると考えています。 

 

医工学科 

生命医科学部 

｜学｜部｜紹｜介｜ 

　情報・電子工学と医学が融合した分

野を学ぶ。ヒトの脳内における情報処

理メカニズムの解明、電子工学技術を

駆使した生体情報の計測、さまざまな

医用機器の研究・開発に積極的に取り

組む。 

人体の優れたメカニズムを先端
工学技術に応用 

　ナノテク、バイオテクノロジー等の技

術革新の礎となる機能性物質の化学と、

生命現象の化学を二本柱として、思考力・

応用力を養う実験を重視したプログラ

ムを設定。人類の夢を実現する機能性

物質の探索や開発に挑戦する。 

人類の夢を実現する新しい機能
性物質を開発 

　ナノ材料をはじめとする高機能材料

開発、地球環境問題や生物・生体システ

ムに関わる環境・バイオ研究などに取り

組む。化学および化学工学に基づくシ

ステム的思考により、持続可能な社会を

形成する基盤技術にアプローチしていく。 

持続可能な社会形成のための化
学プロセスを確立 

　数学理論を追究するとともに、さまざまな現

象を数理モデルにより定式化し、シミュレーショ

ンなどで解析する手法を学ぶ。例えば、経済の世

界では統計を駆使した“数理ファイナンス”と呼

ばれるスペシャリストが活躍するなど、その社会

的ニーズは高まっている。数理分野、情報統計分野、

応用数理分野、それぞれ3つの分野を学修する

ことによって、高度な数学的思考を持った人材を

育て、社会科学や自然科学の発展に寄与する。 

高度な数学的思考を生かして社
会ニーズに即応 

医情報学科 

　分子生物学、細胞生物学から解剖学、

薬理学、内科学など幅広い医学領域を

学ぶ。人体の構造や機能、病気の原因

について深く理解し、ヒトの健康増進、

病気の予防や治療など、医療に貢献す

るための研究・技術開発を行う。 

ヒトの高度な機能の秘密とその
修復の可能性に迫る 

医生命システム学科 

理工学部 

『未来を拓く健康と医療の先端技術 』 

　健康科学コースは、身体の構造や機

能に関する医・科学的理解を基礎にして、

健康の維持、増進のための身体のメカ

ニズムを学修する。また、健康・予防医

学に関連する社会的諸制度を学修する。

そこからスポーツと身体活動を通じた

健康づくりの意義を理解する。 

健康、予防医学に、スポーツ・身
体活動の視点からアプローチ 

健康科学コース 

スポーツ健康科学部 

　トレーニング科学コースは、競技力向

上のためのスポーツ医学を活用した科

学的なトレーニング方法と、生涯スポー

ツにつながる運動習慣の獲得方法を学

修する。このコースは、単にアスリート

のためではなく、子供から高齢者まで、

楽しく正確にスポーツや運動が実践で

きる方法を学修する。 

生涯スポーツと競技力向上にス
ポーツ科学からアプローチ 

トレーニング科学コース 

　スポーツ・マネジメントコースは、スポーツを

取り巻く社会環境の整備・充実の方策や社会ス

ポーツの発展のための政策、さらにビジネスと

してのスポーツの運営・経営方法を学修する。

そこからスポーツが、地域社会の活性化および

地域住民の生活の質的向上に、どのように貢

献できるのかを理解し、「生涯スポーツ社会の

実現」のためのマネジメント理論を学修する。 

健康を軸としたQOL向上に、スポーツ
と社会の関わりからアプローチ 

スポーツ・マネジメントコース 

　ますます細分化・専門化する21世紀の科学技術に対応し、

未来社会が求める多彩な理工系人材の育成という大学使命

を明らかにするために、同志社大学工学部の名称を新たに「理

工学部」とするとともに、「数理システム学科」を新設し、現

行の「機能分子工学科」を「機能分子・生命化学科」に、また「物

質化学工学科」を「化成システム創成工学科」へ改組する。

これまでの工学研究をさらに推し進めて、専門領域を超えた

視野の広いエンジニアを育てる。 

既存の学問領域を超えた 
幅広い教育・研究を実践 

すそ野の広い産学連携に取り組み 
多様な社会ニーズに対応 

学研都市発、 
新たな“知”の集積で魅力創出 

“ヒト”を主人公にした 
文理融合型の知的情報を発信 

機能分子・生命化学科 化学システム創成工学科 数理システム学科 

工学と医学の融合から、新たな価値を創造する。 

科学技術の革新を創出できる創造性豊かな理工系人材の育成。 

　ライフスタイルの変化や高齢化社会の影響で、スポーツによる

健康の獲得や生活の質（QOL：Quality of Life）の向上が求めら

れている。同志社大学は、多角的かつ科学的な視点からスポーツ・

健康を学び、現代人が抱える「心とからだの問題」の解決に向け

た方向性やプランを、社会に提案・提言していく人材を育てる。総

合応用科学としての「スポーツ健康科学」の3つのコースを履修

モデルとして、実践的に教育と研究を深めていく。 

スポーツと健康の新時代を担う人材を養成する。 

藤澤　義彦（ふじさわ　よしひこ）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部長 スポーツ健康科学部 教授 

　スポーツと健康の関連性がクローズアップされていますが、その社会的環境は必ずしも整っているとは言えません。「スポーツ健康科

学部」では、従来の“競技力向上のための研究”だけにとらわれず、“健康・予防医学”という観点からスポーツ全般をとらえていきたいと

思います。医学や工学、心理など、さまざまな領域での研究交流を進めていくことにより、同志社大学ならではの成果が生まれると期待し

ています。今後、私たちのコンセプトを地域社会や企業の皆さまに理解していただき、地域・産学連携の動きを広げていこうと考えてい

ます。 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

医工学科および医情報学科：学士（工学） 

医生命システム学科：学士（理学） 

入学定員：240名 
（医工学科：90名、医情報学科：90名、医生命システム学科：60名） 
 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

入学定員：730名 
　インテリジェント情報工学科：80名、情報システムデザイン学科：80名 
　電気工学科：75名、電子工学科：85名 
　機械システム工学科：90名、エネルギー機械工学科：70名 
　機能分子・生命化学科：80名、化学システム創成工学科：80名 
　環境システム学科：50名、数理システム学科：40名 
 

学　　位：学士（スポーツ健康科学） 

入学定員：150名 

入学試験は一般選抜入試のほか、トップ・アスリート入試、 
スポーツ能力に優れた者を対象とする特別入試、AO入試、 
学内高校推薦入試などを実施。 
 

 

基礎を重視した教育で、 
激変する技術改革に対応 

社会から高く 
評価される 

「人間のための科学技術」 

世界トップレベルの 
設備を完備して、 
理想的な 

教育研究環境を実現 

　2007年11月19日、学研都市キャンパスにて、『未来を拓く

健康と医療の先端技術』をテーマに、「同志社大学リエゾンフェ

ア～同志社大学・けいはんな産学交流会～」を開催した。

2002年にリエゾンオフィスを発足させて以来、毎年リエゾンフ

ェアを開催し、今回で6回目となった。 

　基調講演では、日本原子力開発機構関西光科学研究所の田

島俊樹所長を招き、「けいはんなにおける光医療の展開」とい

う題で、 “切らずに治せる”体にやさしい粒子線治療など、先進

的な研究として注目されている研究内容を紹介いただいた。 

　引き続き、新設学部の「生命医科学部」「スポーツ健康科学部」

についての紹介の後、阪田真己子文化情報学部専任講師、竹田

正樹スポーツ健康科学部設置準備室教授、中村憲夫同志社女

子大学薬学部准教授、井原康夫生命医科学部設置準備室教授が、

自身の研究シーズを発表。また、希望者を対象にした、快風館

の施設見学の中で、阪田専任講師による「モーションキャプチャ

を用いた身体動作研究」のデモンストレーションが行われ、参

加者は興味深く見入り、多くの質問が飛び交った。 

　終了後に設けた懇親交流会では、講演者・大学研究者と参加

者がテーブルを囲み、意見や情報の交換を行った。 

けいはんな地域市民、企業関係者など130名を超える参加者

が熱心に聞き入るフェアとなった。 

2007年度 同志社大学リエゾンフェア 

※所属は開催当時 

インテリジェント情報工学科 
 

環境システム学科 
 数理システム学科 

電気工学科 

電子工学科 

情報システムデザイン学科 

機械システム工学科 
 
エネルギー機械工学科 
 

機能分子・生命化学科 
 
化学システム創成工学科 
 

松岡　敬（まつおか　たかし）　■ 同志社大学 理工学部長 理工学部 機械システム工学科 教授 

　今回、「工学部」から新たに「理工学部」へと生まれ変わりましたが、これまで培ってきたさまざまな“知の財産”を生かしながら、さらに

レベルの高い教育・研究を目指していこうと考えています。共通しているのは、研究もモノづくりも人間のためのものでなければならな

いということ。変化し続ける科学技術に対応していくのはもちろんですが、その技術や製品、サービスをどんな人に、どのように使っても

らいたいのかを考えることも大切です。ユーザーの気持ちにまで踏み込んだ視点を養うことが求められるでしょう。人間の幸せや豊か

な生活に貢献できるような、社会的価値のある研究開発を行っていきます。 

押目　頼昌（おしめ　よりまさ）　■ 同志社大学 理工学部 数理システム学科 教授 
 

数理システム学科の目指す社会的寄与  

　自然界だけではなく、人間社会のあらゆるところに数理的な構造が潜んでいます。例えば、金融市場におけるデリバティブの価格変動は

ブラック・ショールズ方程式により数理的構造が明らかになりました。しかも、このような数理的構造は、理論的な側面と実践的な側面の両

方から考えないと解明できなくなっています。このように、自然科学、工学のみならず、社会科学においても、その数理的構造を、理論的か

つ実践的に解析できる人材が幅広い分野で求められるようになりました。 

　数理システム学科では、さまざまな分野において数理的構造の理論的解析を行い、統計処理やコンピュータによるシミュレーションを駆

使して実践的な解析のできる人材養成を目指します。統計ファイナンスの分野で活躍できる人材育成がその一例で、金融の現場で活躍し

てきた専門家が教員として教育・研究の指導にあたります。なお、日本の数学教育に寄与する中学・高校の教員を養成し、理想の教育者で

あった新島襄の精神を世に広めるのも当学科の重要な目的のひとつです。 

 

http://biomedical.doshisha.ac.jp/ 

 

http://se.doshisha.ac.jp/

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

　京田辺キャンパスが1986年に開校して以来、2005年度

には文化情報学部が開設され、今年度は新たに生命医科学部、

スポーツ健康科学部を新設いたしました。また、1994年に移

転した工学部には、新たに数理システム学科を新設し、機能分

子工学科と物質化学工学科を機能分子・生命化学科、化学シス

テム創成工学科へと改組することで、理工学部と改組・再編い

たしました。 

　これら新設2学部と改組再編した理工学部、また、理工系だ

けではなく、「データサイエンス」の手法を用いて文化の分析・

解明を目指し、文理融合を掲げている文化情報学部との積極

的な学内連携を行うことで、本学が持っている総合大学の強み

を活かした多様な学問との融合を実践し、これからは文科系、

理科系を問わない、従来以上に幅広い教育と研究、そして社会

貢献が行えることと思います。特に新設する2学部では、同志

社設立当初から校祖新島襄が思い描いていた、医学・医療分野

の人材育成の実践を開始します。 

　京田辺校地には実験、実習を伴う学部が来年度設置される心

理学部を含め、5つの学部が教育、研究を展開されることを受け、

本年からは、環境保全・実験実習支援センターが設置され、学部

の枠を超えた実験実習支援体制が整備されると共に、環境保全、

安全管理も強化されます。実験、実習支援では統合する事により、

設備の有効活用がなされるだけでなく、教育、研究においても

相互に補完、融合を図ることが可能になります。 

　また、社会貢献では産学連携だけではなく、地域連携も積極

的に行っております。京田辺キャンパスにおいては、開校当初から、

地元地域との連携も積極的に図ってきておりますが、この新2

学部と理工学部、そして文化情報学部によって、関西文化学術

研究都市地域での更に密接な地域連携が図られることでしょう。 
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『人文社会系産官学連携研究紹介集』発行 

第4回同志社大学×龍谷大学 
ジョイントセミナーを開催 

「京都発 医・工・薬産学公連携フォーラム」 
医工薬連携～脳科学への招待～を開催 
 

キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会にて本学学生が 
「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」を受賞 

同志社校友会大阪支部・産官学部会「東大阪リエゾン倶楽部」が発足 

京丹波プロジェクト （平成19年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業） 

　産官学連携による経済活性化、地域振興を推進するためには

理系の技術開発のみならず人文社会系の知識は必要不可欠で

ある。しかし、全国的に理系産官学連携が推進される一方、人文

社会系分野でどのような連携手法があるのかこれまで提示され

ることはほとんどなかった。その理由は、理系分野が「目に見え

やすい」製品や特許等、直接経済活性に寄与する一方、人文社会

系分野は「見えにくい」情報によることが大きい。 

　そこで様々な同志社大学の事例を収集し2008年2月に完成

したのが今から紹介する「人文社会系産官学連携研究紹介集」

である。この研究紹介集には3点の特徴がある。 

　1点目は、同志社大学の総合大学の強みを活かし102名の教

員の連携可能分野が記載され、多くの方に読んでいただけるよ

うに平易に書かれていること。 

　2点目は、これまでどのような事例があるのか分かりにくい人

文社会系分野の連携方法を①デザイン、②まちづくり・地域振興、

③マーケティング、④産業人材の育成、⑤コンテンツ、⑥調査、⑦

コンサルティング、⑧法務コンサルティング、⑨企業コンプライア

ンス、⑩講演・通訳に類型化することで、企業、行政、地域住民、

NPO関係者等それぞれのニーズに対応させていること。 

　3点目は、人文社会系産官学連携に特化した研究紹介集は数

少なく、新規性があること。 

　依頼者側からすると、理系産官学連携では「・・技術を開発したい」

といったピンポイントの要望が多いのに対し、人文社会系の連携は、

一見、漠然とし、目に見えにくいが、多目的で、用途が広く、何に

でも使えることに大きな特徴がある。 

【活用方法】 

この研究紹介集を活用することで、 

企 業 の 方■講演、調査、コンサルティング、人材育成、情報提 

　　　　　　　供等様々な連携が可能 

行 政 の 方■自治体への政策提言、講演、調査、まちづくり等

様々な連携が可能 

地域住民の方■地域調査、大学と協同の地域活性化、地域の情

報発信等の連携が可能 

　また、共同研究による特許発明、保護、活用

やNPO法人同志社大学産官学連携支援ネッ

トワークによる異業種連携の場の設定、インキ

ュベーション施設D-eggによる起業支援、賃

貸施設の提供等様々なサービス体制が充実。 

 

　2008年2月25日、クリエイション・コア東大阪にて、「金属加

工／腐食・疲労と産学連携」をテーマに、同志社大学×龍谷大学

ジョイントセミナーを開催した。 

　本セミナーは、両大学の「クリエイション・コア東大阪」への共

同入居を契機に毎年開催している。 

　基調講演では、中農康久氏（株式会社中農製作所 代表取締役

社長）を招き、「顧客ニーズに柔軟に対応できる精密切削加工技

術と産官学連携による自社商品開発」という題で、大学や行政等

との連携を通じての新製品・新技術開発の話があった。 

　引き続き、両大学からシーズ発表があり、本学からは、宮本博之

工学部エネルギー機械工学科准教授が、「強ひずみ加工法によ

る金属材料の結晶粒超微細化と材質改善」をテーマに発表した。 

　終了後には交流懇親会、 

ブース展示が行われ、意見交

換や情報交換などが行われた。 

　今後、東大阪における産学

連携がさらに発展することを

期待している。 

　佐野恵一さん(経済学部2004年度生)が、第4回キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会（主催：日刊工業新聞社、共催：内

閣府　経済産業省　文部科学省　日本経済団体連合会　日本商工会議所）にて「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」に選ばれました。

佐野さんは第9回CVG大阪にて、2つある大賞のひとつである「ビジネス大賞」を受賞され、関西32大学355件の応募から選ばれた『要

介護者への旅行サポート事業』というプランを全国大会で発表されました。介護が必要な方の旅行を、国内外を問わず全面的にサポ

ートするサービスを「旅のお手伝い楽楽」として実際に展開しておられます。 

　2年前の同志社大学ビジネスプランコンテストで優勝された佐野さんは、それにとどまることなく着実に事業を進めてこられました。

彼の努力に敬意を表するとともに、ご支援ご協力いただきました皆様とともに受賞を喜びたいと思います。 

　最後に、佐野さんからのメッセージです。 

　2008年2月1日、メルパルク京都にて、「医工薬連携～脳科

学への招待～」をテーマに、京都発 医・工・薬 産学公連携フォー

ラムを開催した。 

　本フォーラムは、京都の医学・工学・薬学系の大学が集まり（主催：

京都府立医科大学、共催：京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都

薬科大学、立命館大学、同志社女子大学、同志社大学）、医工薬連

携による新たな産学公連携を発信することを目的としている。 

　本学からは、宮坂知宏生命医科学部設置準備室助教が、「線虫

モデルを用いた認知症治療薬スクリーニング」をテーマに発表

した。 

　今後、医学・工学・薬学の連携を行うことで、新たな産学連携の

波が起こることが期待されている。 

LIAISON CAFE

同志社の諸先輩方はじめ、数多くの方々のご協力おかげでこの賞を頂くことができました。 
一人でも多くの方が「生きていてよかった」と思っていただけるような社会を作っていければと思います。 
 佐野さんのブログもご覧ください　　旅のお手伝い楽楽のおはなし　http://blog.canpan.info/rakuraku/

 

　東大阪市は技術力の高いモノづくりの中小企業の集積地です。

同志社大学リエゾンオフィスは2004年から、東大阪にあるク

リエイション・コア東大阪を産学連携の拠点として入居してい

ますが、十分に活用できていないのが実情でした。 

　このたび、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」を立ち上げることとなり

ました。東大阪近辺の企業の同志社大学OB社長が中心となり、

約10名のメンバーが定期的に集まり、東大阪の企業と同志社

大学の連携を図っていくことになり、1月に設立総会が開催さ

れました。活動はまだこれからですが、まずは東大阪リエゾン

倶楽部の輪を広げつつ、同志社大学リエゾンオフィスと連携し

ながら、情報交換や企業ニーズの収集、技術相談会などを行っ

ていく予定です。 

　東大阪に在住の方でこの

輪に参加いただける方は、社

長に限らずどなたでも歓迎で

すので、ご連絡をお待ちして

おります。 

　同志社大学と地域との連携による、「京丹波特産品のブランド

化による地域活性化－農畜産物生産者と若者による食文化ネット

ワークの構築」というプロジェクトが、昨年夏からスタートしている。 

　京丹波地域では黒大豆枝豆、山の芋、丹波栗、猪肉などの優れ

た農畜産物がある。一方、都市では食の安心、安全に対する関心

が高まっている。優れた農畜産物の流通がなされるよう環境整備

を行うことは、広範な地域を巻き込んで、魅力ある地域の暮らしや

仕事を創出する契機となる。食育や地域再生などを専門とする同

志社大学の教員や学生と、京丹波地域の農畜産物生産者とのさま

ざまな交流や活動に接して、本物の味や生産者の想いのこもった

食材を若者が体感し、彼らの新鮮な視点から本物の食（文化）を

発信することで、京丹波の特産品のブランド化を推進することを

目的とする。 

　まず、同志社大学の教員・学生が京丹波の生産者を訪問し、特産

品や農畜産業に関するインタビュ

ーを行うことから始めた。フィール

ドワークに参加した学生グループは、

ケーキ屋とプロジェクトチームを編

成し、丹波産の食材を使ったチーズ

ケーキ3種類（プレーン・かぼちゃ・

黒豆入り抹茶）を作製し、学園祭で636個を完売した。また、同

志社生協では「秋だ！ うまいぞ京丹波フェア」を開催し、京丹波牛

ハヤシライス、丹波汁、ぶどうソフトなどを販売した（レトルト食品

の開発を行っている）。また、交流を深めるため、京丹波の食材を

テーマにして、京丹波ぽーく大学、わいん大学、野菜大学を開催した。

講演などの後には必ず“食べる”ことにしており、参加者には好評

であった。 

　京丹波プロジェクトは3年間の活動を予定している。今後はお

いしい京丹波の食材をより多くの方々に知ってもらうために、京

都や大阪市内でレストランをお借りし、「どこでも京丹波フェア」

の実施などを展開し、販

路拡大を行いビジネスに

つなげていきたい。 

 

【参加団体】 

丹波ワイン㈱、おおさきファーム、岸本畜産、丹波村㈱、丹波いぶし

香房、㈱いつづ屋、同志社生活協同組合、NPO法人同志社大学産

官学連携支援ネットワーク 

【京丹波プロジェクトのホームページ】 

 

連絡先 ： 事務局長　別府守三　 メール ： morizo1114@ybb.ne.jp

 

http://www.doshisha-net.org/tanba/ 

〒610-0394　京都府京田辺市多々羅都谷1－3 
TEL ： 0774-65-6223　FAX ： 0774-65-6773　 
Mail ： jt-liais@mail.doshisha.ac.jp　担当者 ： 南 了太 

※研究紹介集をご希望の方は上記の連絡先まで御連絡下さい。送付させていただきます。 

 

※所属は開催当時 

※所属は開催当時 

お問い合わせ 同志社大学リエゾンオフィス 
 

片山　傳生（かたやま　つたお）　■ 同志社大学副学長 生命医科学部 医工学科 教授 
 

 

同志社大学京田辺キャンパスにおける新たな取り組みについて 



スポーツ 
健康科学部 

国公私立の研究機関 
地方自治体 

大学 
関連企業 

学外の連携機関 

最先端の研究センター群 

生命医科学部 

理工学部 

人文科学系学部 
社会科学系学部 

 

 

渡辺　好章 
（わたなべ　よしあき） 

同志社大学 生命医科学部長 
生命医科学部 医情報学科 
教授 
 

藤澤　義彦 
（ふじさわ　よしひこ） 

同志社大学 スポーツ健康科学部長 
スポーツ健康科学部 
教授 
 

松岡　敬 
（まつおか　たかし） 

同志社大学 理工学部長 
理工学部 機械システム工学科 
教授 
 

辻内　伸好 
（つじうち　のぶたか） 

同志社大学 リエゾンオフィス所長 
理工学部 機械システム工学科 
教授 
 

 

2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編 
 産学連携の魅力と 
可能性　 
 

 

 
 

　ますます多様化する社会ニーズと科学技術の発展に対応していく
ため、同志社大学では学際的な視点から、ダイナミクスともいえる教育・
研究体制の改革に取り組んでいる。2008年4月には、京田辺キャン
パスに「生命医科学部」と「スポーツ健康科学部」を新設するとともに、
工学部を改組再編して新たに「理工学部」がスタートした。 
　今回は、各学部長とリエゾンオフィス所長の意見交換を通して、
同志社大学が目指す21世紀の産学連携の方向性や将来の
研究展望などを紹介したい。 

  

 

 

■辻内　今年4月、京田辺キャンパスに「生命医科学部」

と「スポーツ健康科学部」を設置し、また工学部を新たに

改組再編して「理工学部」が誕生するなど、“生命”や“健

康”“情報”など、最先端科学を中心とした複合的な研究・

教育体制が整いつつあります。ますます多様化する社

会的ニーズに対応していくため、既存の学問領域を超え

た綿密な学部間・産学連携によって、新たな社会成果を

生み出していく必要がありますね。 

■渡辺　「生命医科学部」は医学部ではありませんが、“医

工連携”という新しいタイプの産学連携を目指し、その土

壌を形成していくことに意義があると考えています。例えば、

工学技術の進展によって実現された高精度な生体測

定機器が医療を支えているように、現代社会は工学的

なアプローチが医療・生体領域へとシフトされる大転換

期でもあります。私たちの学部ではこのような工学的な

視点をもつとともに、臨床現場で起こっているリアルタイ

ムの医学情報の積極的な吸収も行います。このことは、

第一線で活躍する多数の医師を教員として招聘してい

ることにも現れています。このような現場における医工連

携で、次世代医療につながる新しいニーズ・スキルの掘

り起こしに取り組んでいきたいと思っています。 

■藤澤　まず、申し上げておきたいのは、「スポーツ健康

科学部」はスポーツ競技力の向上だけを目的とした学部

ではないということです。高齢化社会を迎えて、さまざま

なスポーツを楽しむ人が増え、かつてないほど健康への

関心が高まっています。私たちはこうした現代の要請を

強く意識し、“健康と予防医学”をコンセプトにしながら、

応用科学としてスポーツを総合的にとらえていこうと考え

ています。我々の学部は、現代人が抱える心と体の問題

解決に向けて有効な提言を行っていくほか、ビジネスと

してスポーツ運営に関わっていける人材の育成等にも力

を注ぐなど、ユニークな研究・教育に特色があるといえる

でしょう。 

■松岡　同志社大学を創立した新島襄は当初から“人

間のための科学技術”という理念を持っていました。今回、

工学部が改組再編され、新たに「数理システム学科」と

いう数学的思考をベースにした領域が加わることによって、

より学際的ですそ野の広い取り組みにチャレンジできる

体制が整いつつあります。これまで工学部で培ってきた

教育カリキュラム・研究成果をさらに拡充させ、社会的な

信頼に応えていくとともに、あらためて同志社精神に立

ち返って“モノづくりはヒトづくり”というコンセプトを明確

に打ち出したいと思っています。また、教員間の情報交

換なども積極的に進め、新学部との連携を視野に入れ

た多面的な研究を展開するつもりです。 

 

 

 

 

■辻内　“医工連携”の例があるように、理工学や健康、

スポーツ、あるいは心理的な研究テーマが加わることに

よって、これまで同志社大学ができなかったようなシーズ

を生み出せるかもしれません。今後の学部間・学内連携

について、どのように展開していこうと考えておられますか。

特に「スポーツ健康科学部」については、文科系学部と

の積極的な連携に期待したいと思っています。今年2月、

これまでの研究成果を集めた文科系学部のシーズ集が

刊行されましたが、文理融合は当初から私たちが志向し

てきたことです。 

■藤澤　スポーツというものは、いろいろな学問分野と

連携できるものなのです。例えば、体力でも体格でも相

手より勝っているのに、どういうわけか試合に負けたとい

う経験がスポーツをやっている人にはあるでしょう。これを、

苦手意識とも呼んでいますが、そこには目に見えないメ

ンタル要素が影響している場合が少なくありません。こ

れは心理学との連携になります。これまでの競技中心

のスポーツという枠組みを取り払って、スポーツを“人間

科学”という視点から見つめ直してみると、「あれ？」と気

づかされることも多く、学術的な連携の重要性を感じます。

同志社大学の文科系学部には、感情やストレスをはじめ、

文理融合の視点を持った先生がたくさんおられます。学

部間の連携はもちろん、学内のさまざまなプロジェクトセン

ターと幅広い学内協力を進めて、成果を出していきたい

ですね。 

■渡辺　国レベルで鑑みても、“健康・環境・福祉”の3

分野は重要テーマとして位置づけられています。これら

の境界領域にも積極的にスポットを当て、社会変革の旗

振り役を果たしていくことが同志社大学に与えられた使

命でしょう。例えば「生命医科学部」では、メカトロニクス

と医学知識を融合し、無線通信ネットワークによる情報

共有をベースにした、自律協調型の介護ロボットの臨床

応用が進められています。こうした研究が進展すれば、

高齢化社会でクローズアップされている介護問題解決

の一助になるでしょう。先ほど、松岡先生がおっしゃったよ

うに、人間の幸福や豊かな生活を実現するためにどのよ

うな情報発信ができるかを考えることで、新しい学部間連

携の動きが生まれ、大きな牽引力となって広がっていくと

思います。 

■松岡　社会構造が劇的に変化するなかで、従来のよ

うに機能や性能を追求するだけでなく、どのようなターゲッ

トにどんな製品・技術を提供していくのか、ユーザーの利

便性や使い心地に配慮したモノづくりを行わなければな

りません。工学的技術の一つに、“位置決め制御（加工

物などの位置を認識する技術）”

というものがありますが、これに

生命医科学的視点を加えるこ

とによって、患者さんに負担を

かけない検査機器を開発する

ことも可能でしょう。もしかすると、

そこには“消費者心理”という

側面が入ってくるかもしれません。情報なら情報、電気な

ら電気という限られた領域にとらわれず、幅広い視点で

の学部間連携に取り組むことで、人間を主人公にした研

究をどんどん進めていきたいですね。 

 

 

 

 

■辻内　 大学が培ってきた知的資源を社会に広く還元

していくことが期待されていますね。同志社大学ではリエ

ゾンオフィスを中心に、さまざまな産学連携や地域活性化

事業に取り組んできました。文部科学省知的クラスター

創成事業など国のプロジェクトに積極的に参加し、実際

に市場化された技術やアイデアもたくさんあります。こうし

た動きをさらに加速し、定着さ

せていくためにも、時代に対応

した社会貢献のあり方を考え

ていかなければなりませんね。

新学部の特長を生かした産学

連携の仕組みをどのように進

めていかれますか。 

■渡辺　「生命医科学部」では、すでにいくつか産学

連携の動きが始まっています。アルツハイマーの早期発見・

治療につなげるバイオマーカーの研究や、高感度生体セ

ンサー、脳機能のシステムとしての利用、薬剤を目的患

部に集中的に投与する超音波ドラッグデリバリーシステム

の開発など。次世代医療を見据えたこれらの最先端の

研究が産学連携のシーズとなっていくでしょう。これから

の社会との接点を考えると、ヒトを切り口にした“高度マ

ンマシンインターフェイス”の重要性がますます高まってい

くでしょう。例えば、人間の指や腕の動きを模倣したロボ

ティクス技術、あるいはライフスタイルに合わせて最適な

生活環境を提供すると同時に日々の健康管理の役割も

担うインテリジェント家電など。ヒトと機械、スポーツ、心を

つなぐインターフェイスを考えることで、新しい産学連携の

可能性というものは無限に膨らんでいくのではないでし

ょうか。 

■松岡　これまで「工学部」は、同志社大学における産

学連携の中心を担ってきました。「理工学部」では、その

取り組みをさらに充実させ、社会から寄せられる信頼に

応えていく体制を整えていきたいですね。また、「数理シ

ステム学科」では、コンピュータを使った統計処理や応用

数学の研究が進められています。経済の世界では“数

理ファイナンス”という定式化理論が評価され、現代社会

において大きな可能性を持つ学問として脚光を浴びて

います。新しい学部の開設にともなって、ユニークな研究

成果や技術シーズがどんどん蓄積されているので、今後

はこうした基礎レベルにおける産学連携の広がりにも期

待したいと思います。 

■藤澤　“医工連携”ということでは、現在、私は人間

の骨の構造や密度を超音波

で計測・解析して、スポーツと

生体メカニズムの関係を明ら

かにする研究に取り組んでい

ます。最初、「超音波を使って

骨の研究をしませんか？」と誘

われたときは、スポーツとどの

ようにつながるのか疑問でした。しかし、この研究を健康

や予防医学という視点からあらためて見てみると、今ま

でに無いいろいろな発見があって面白いですね。このほ

か例えば、スポーツメーカーの多くは人間工学の視点を

取り入れながら、優れたモノづくりを行っています。こうし

た企業との産学連携はもちろん、生涯スポーツ教室の開

催や生活習慣病予防の健康指導など、地域社会との交

流を広げることで同志社大学の存在価値を高めること

ができるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

■辻内　 2006年11月、同志社大学は京都府木津川市

に“学研都市キャンパス”を開校しました。隣接する学研

都市病院と交流に関する協定を結ぶなど、京田辺キャン

パスとともに生命科学や医工学の総合的な研究拠点と

位置づけています。その中心的な施設となっているのが「快

風館」で、学研都市病院と共同の臨床研究や高度なプ

ロジェクト研究などを実施していこうと考えています。今後、

同志社大学は関西文化学術研究都市という地域との関

わりの中で、どのような特色を打ち出していくべきでしょ 

うか。 

■渡辺　「ヒトを総合的に科

学する」という観点から言えば、

臨床現場である学研都市病

院がすぐ隣にあるのは心強い

ですね。先ほど紹介した自律

協調型の介護ロボットの例にも

あるように、臨床で得られた結

果を直ちに研究室にフィードバックすることで、また新しい

成果を生み出していくというプロセスを辿っています。こ

れから、医学、スポーツ、心理学、あるいは哲学、社会学と

連携の輪はどんどん広がっていくでしょう。一見、何でも

ないような研究でも、それらを“掛け算”することで新たな

シーズの創生につながることも多いと思います。同志社

大学が中心となって、今までとはまったく違う、関西学研

都市ならではのさまざまな情報が発信できるのではない

かと夢を膨らませています。 

■松岡　学研都市キャンパスにおいては、生命医科学

やスポーツ健康に関する研究のほか、バイオやメンタル

ヘルスなど幅広い研究に対応することが可能ですね。

キャンパスでどんな研究が行われているのか、どんな情

報が蓄積されているのか、内外にもっと発信していくことで、

地域社会や企業のニーズを掘り起こすことができると思

います。時間をかけながら、じっくりと成果を出していくの

が同志社大学のスタイルではないでしょうか。 

■藤澤　「快風館」には“モーション・キャプチャ”を使っ

た動作解析装置など、日本でも有数の機器が揃っていま

すね。スポーツにおける動作解析やリハビリの機能評価

といった、専門性の高いテーマを展開できるのが魅力で

しょう。学研都市病院のほかにも、数多くの最先端企業・

研究所が学研都市地域に集積しているので、それらの

ポテンシャルを総括的に活用しながら、教育・研究のレベ

ルアップを図っていきたいですね。 

■辻内　教育・研究体制の改革への取り組みは始まっ

たばかりです。これからも「人間のための科学技術」とい

う同志社らしい精神を大切にしながら、21世紀社会に求

められる新技術・新産業の創出、産学連携に取り組んで

いきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

 

渡辺　好章（わたなべ　よしあき）　■ 同志社大学 生命医科学部長 生命医科学部 医情報学科 教授 
　サイエンスの歴史上の流れは、“物理”から“生理”さらには“心理”へと進んでいくのでしょう。これまでの工学は“物理”を応用したエ

ンジニアリングを追求してきましたが、21世紀は“生理・心理”に目を向けた人間中心の科学技術が創出の中核を担うでしょう。「生命医

科学部」では、いま最も注目されている“医工連携”の視点から、高齢化社会の介護ロボット開発や生体材料を用いた再生医療、人間の脳

のメカニズムを応用した情報処理技術など、幅広い研究を行っていきます。同時に、自分の置かれている社会軸を意識して活躍できる自主・

自立型の人材を育成することで、ハード・ソフト両面から社会貢献に取り組みます。 

　機械工学と医学の融合領域において、

ヒトのための先端工学技術を学ぶ。ヒト

の動作補助を行う医用ロボット、医療・

福祉機器・再生組織材料、信頼性のある

生体・環境適合材料などの研究・開発を

進める。 

医学と工学の接点で新たな技術
を創造 

　医療や福祉、健康など、「生命」への関心が高まりつつあるなか、

健康寿命の延長や医療・介護の社会的負担軽減など、多様な課題

の解決が求められている。こうした現代社会のニーズに応えてい

くため、同志社大学がこれまで培ってきた工学研究成果をもとに、

医学・基礎生物学などさまざまな学問との融合的教育を行い、多

角的に医療とヒトに貢献できるエンジニアや研究者を育成する。 

井原　康夫（いはら　やすお）　■ 同志社大学 生命医科学部 医生命システム学科 教授 
 

生命医科学部と産学連携の可能性についてー神経病理学分野の場合  

　ここでは具体的な事例として当研究室で進行中のプロジェクトを紹介し、参考にしてもらいたい。当研究室の目標は、アルツハイマー病

の発症機序の解明である。と同時に早期診断法および治療戦略の確立でもある。すなわち基礎研究だけではなく、アルツハイマー病制圧

の手段を何とか編み出せないかと日夜考えている。以下に当研究室で進めようとしている2つの計画を述べておく。第1に新規γセクレタ

ーゼ阻害剤開発。現在はAβ42の産生を選択的に抑制するγmodulatorの開発が競争になっている。当研究室の舟本聡は、C99（γセク

レターゼの直接的基質）のN末端を認識する抗体がC99の切断を阻害することを見出した。簡単にいえばC99のN末端にキャップをする

とAβが産生されなくなるらしい。もしこのような特異な親和性を持つペプチドがデザインできれば、Aβのみが産生されなくなり、他の基

質には全く影響しない第2世代の阻害剤へと発展するだろう。 

　第2は、遅れて現れるτに対する治療法である。τが認知症と直接関係があり、その程度を決めるといわれている。宮坂知宏は、タウオパ

チー線虫を創出し、簡便な化合物のスクリーニング系を確立し、効果のある1化合物を見出した。この線虫の系はスクリーニングの系とし

て非常に簡単であり、人手さえあれば、数多くの化合物を短期間でスクリーニングすることが可能である。このように当研究室では、将来

的に産学連携が実現するかもしれない研究が進行しつつある。 

竹田　正樹（たけだ　まさき）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部 教授  

応用総合科学としてのスポーツ健康科学  

　スポーツ健康科学という学問分野の特徴は、各基礎的分野の応用総合的学問ということです。現代社会が抱える様々な問題に、スポー

ツ健康科学という分野からアプローチするには、学部単独で問題解決にあたるのではなく、最近指摘されているように、より学際的、多面

的にアプローチする必要があります。学部間連携はもとより、産官学連携も決して欠かすことが出来ません。私個人のテーマになりますが、

本学リエゾンオフィスの協力も得ながら、高齢者の体力、生きがい感、栄養を総合評価するためのソフトウェアの開発にチャレンジしています。

しかし、このような総合評価はスポーツ健康科学だけではなしえません。例えば、心理学、社会福祉学、栄養学などと連携する必要があります。

京田辺校地で展開される本学部は、学部独自の個性を持ちつつも、学部間、学外との連携をより意識したものとして発展させるべきもの

であり、そのような土壌があると考えています。 

 

医工学科 

生命医科学部 

｜学｜部｜紹｜介｜ 

　情報・電子工学と医学が融合した分

野を学ぶ。ヒトの脳内における情報処

理メカニズムの解明、電子工学技術を

駆使した生体情報の計測、さまざまな

医用機器の研究・開発に積極的に取り

組む。 

人体の優れたメカニズムを先端
工学技術に応用 

　ナノテク、バイオテクノロジー等の技

術革新の礎となる機能性物質の化学と、

生命現象の化学を二本柱として、思考力・

応用力を養う実験を重視したプログラ

ムを設定。人類の夢を実現する機能性

物質の探索や開発に挑戦する。 

人類の夢を実現する新しい機能
性物質を開発 

　ナノ材料をはじめとする高機能材料

開発、地球環境問題や生物・生体システ

ムに関わる環境・バイオ研究などに取り

組む。化学および化学工学に基づくシ

ステム的思考により、持続可能な社会を

形成する基盤技術にアプローチしていく。 

持続可能な社会形成のための化
学プロセスを確立 

　数学理論を追究するとともに、さまざまな現

象を数理モデルにより定式化し、シミュレーショ

ンなどで解析する手法を学ぶ。例えば、経済の世

界では統計を駆使した“数理ファイナンス”と呼

ばれるスペシャリストが活躍するなど、その社会

的ニーズは高まっている。数理分野、情報統計分野、

応用数理分野、それぞれ3つの分野を学修する

ことによって、高度な数学的思考を持った人材を

育て、社会科学や自然科学の発展に寄与する。 

高度な数学的思考を生かして社
会ニーズに即応 

医情報学科 

　分子生物学、細胞生物学から解剖学、

薬理学、内科学など幅広い医学領域を

学ぶ。人体の構造や機能、病気の原因

について深く理解し、ヒトの健康増進、

病気の予防や治療など、医療に貢献す

るための研究・技術開発を行う。 

ヒトの高度な機能の秘密とその
修復の可能性に迫る 

医生命システム学科 

理工学部 

『未来を拓く健康と医療の先端技術 』 

　健康科学コースは、身体の構造や機

能に関する医・科学的理解を基礎にして、

健康の維持、増進のための身体のメカ

ニズムを学修する。また、健康・予防医

学に関連する社会的諸制度を学修する。

そこからスポーツと身体活動を通じた

健康づくりの意義を理解する。 

健康、予防医学に、スポーツ・身
体活動の視点からアプローチ 

健康科学コース 

スポーツ健康科学部 

　トレーニング科学コースは、競技力向

上のためのスポーツ医学を活用した科

学的なトレーニング方法と、生涯スポー

ツにつながる運動習慣の獲得方法を学

修する。このコースは、単にアスリート

のためではなく、子供から高齢者まで、

楽しく正確にスポーツや運動が実践で

きる方法を学修する。 

生涯スポーツと競技力向上にス
ポーツ科学からアプローチ 

トレーニング科学コース 

　スポーツ・マネジメントコースは、スポーツを

取り巻く社会環境の整備・充実の方策や社会ス

ポーツの発展のための政策、さらにビジネスと

してのスポーツの運営・経営方法を学修する。

そこからスポーツが、地域社会の活性化および

地域住民の生活の質的向上に、どのように貢

献できるのかを理解し、「生涯スポーツ社会の

実現」のためのマネジメント理論を学修する。 

健康を軸としたQOL向上に、スポーツ
と社会の関わりからアプローチ 

スポーツ・マネジメントコース 

　ますます細分化・専門化する21世紀の科学技術に対応し、

未来社会が求める多彩な理工系人材の育成という大学使命

を明らかにするために、同志社大学工学部の名称を新たに「理

工学部」とするとともに、「数理システム学科」を新設し、現

行の「機能分子工学科」を「機能分子・生命化学科」に、また「物

質化学工学科」を「化成システム創成工学科」へ改組する。

これまでの工学研究をさらに推し進めて、専門領域を超えた

視野の広いエンジニアを育てる。 

既存の学問領域を超えた 
幅広い教育・研究を実践 

すそ野の広い産学連携に取り組み 
多様な社会ニーズに対応 

学研都市発、 
新たな“知”の集積で魅力創出 

“ヒト”を主人公にした 
文理融合型の知的情報を発信 

機能分子・生命化学科 化学システム創成工学科 数理システム学科 

工学と医学の融合から、新たな価値を創造する。 

科学技術の革新を創出できる創造性豊かな理工系人材の育成。 

　ライフスタイルの変化や高齢化社会の影響で、スポーツによる

健康の獲得や生活の質（QOL：Quality of Life）の向上が求めら

れている。同志社大学は、多角的かつ科学的な視点からスポーツ・

健康を学び、現代人が抱える「心とからだの問題」の解決に向け

た方向性やプランを、社会に提案・提言していく人材を育てる。総

合応用科学としての「スポーツ健康科学」の3つのコースを履修

モデルとして、実践的に教育と研究を深めていく。 

スポーツと健康の新時代を担う人材を養成する。 

藤澤　義彦（ふじさわ　よしひこ）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部長 スポーツ健康科学部 教授 

　スポーツと健康の関連性がクローズアップされていますが、その社会的環境は必ずしも整っているとは言えません。「スポーツ健康科

学部」では、従来の“競技力向上のための研究”だけにとらわれず、“健康・予防医学”という観点からスポーツ全般をとらえていきたいと

思います。医学や工学、心理など、さまざまな領域での研究交流を進めていくことにより、同志社大学ならではの成果が生まれると期待し

ています。今後、私たちのコンセプトを地域社会や企業の皆さまに理解していただき、地域・産学連携の動きを広げていこうと考えてい

ます。 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

医工学科および医情報学科：学士（工学） 

医生命システム学科：学士（理学） 

入学定員：240名 
（医工学科：90名、医情報学科：90名、医生命システム学科：60名） 
 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

入学定員：730名 
　インテリジェント情報工学科：80名、情報システムデザイン学科：80名 
　電気工学科：75名、電子工学科：85名 
　機械システム工学科：90名、エネルギー機械工学科：70名 
　機能分子・生命化学科：80名、化学システム創成工学科：80名 
　環境システム学科：50名、数理システム学科：40名 
 

学　　位：学士（スポーツ健康科学） 

入学定員：150名 

入学試験は一般選抜入試のほか、トップ・アスリート入試、 
スポーツ能力に優れた者を対象とする特別入試、AO入試、 
学内高校推薦入試などを実施。 
 

 

基礎を重視した教育で、 
激変する技術改革に対応 

社会から高く 
評価される 

「人間のための科学技術」 

世界トップレベルの 
設備を完備して、 
理想的な 

教育研究環境を実現 

　2007年11月19日、学研都市キャンパスにて、『未来を拓く

健康と医療の先端技術』をテーマに、「同志社大学リエゾンフェ

ア～同志社大学・けいはんな産学交流会～」を開催した。

2002年にリエゾンオフィスを発足させて以来、毎年リエゾンフ

ェアを開催し、今回で6回目となった。 

　基調講演では、日本原子力開発機構関西光科学研究所の田

島俊樹所長を招き、「けいはんなにおける光医療の展開」とい

う題で、 “切らずに治せる”体にやさしい粒子線治療など、先進

的な研究として注目されている研究内容を紹介いただいた。 

　引き続き、新設学部の「生命医科学部」「スポーツ健康科学部」

についての紹介の後、阪田真己子文化情報学部専任講師、竹田

正樹スポーツ健康科学部設置準備室教授、中村憲夫同志社女

子大学薬学部准教授、井原康夫生命医科学部設置準備室教授が、

自身の研究シーズを発表。また、希望者を対象にした、快風館

の施設見学の中で、阪田専任講師による「モーションキャプチャ

を用いた身体動作研究」のデモンストレーションが行われ、参

加者は興味深く見入り、多くの質問が飛び交った。 

　終了後に設けた懇親交流会では、講演者・大学研究者と参加

者がテーブルを囲み、意見や情報の交換を行った。 

けいはんな地域市民、企業関係者など130名を超える参加者

が熱心に聞き入るフェアとなった。 

2007年度 同志社大学リエゾンフェア 

※所属は開催当時 

インテリジェント情報工学科 
 

環境システム学科 
 数理システム学科 

電気工学科 

電子工学科 

情報システムデザイン学科 

機械システム工学科 
 
エネルギー機械工学科 
 

機能分子・生命化学科 
 
化学システム創成工学科 
 

松岡　敬（まつおか　たかし）　■ 同志社大学 理工学部長 理工学部 機械システム工学科 教授 

　今回、「工学部」から新たに「理工学部」へと生まれ変わりましたが、これまで培ってきたさまざまな“知の財産”を生かしながら、さらに

レベルの高い教育・研究を目指していこうと考えています。共通しているのは、研究もモノづくりも人間のためのものでなければならな

いということ。変化し続ける科学技術に対応していくのはもちろんですが、その技術や製品、サービスをどんな人に、どのように使っても

らいたいのかを考えることも大切です。ユーザーの気持ちにまで踏み込んだ視点を養うことが求められるでしょう。人間の幸せや豊か

な生活に貢献できるような、社会的価値のある研究開発を行っていきます。 

押目　頼昌（おしめ　よりまさ）　■ 同志社大学 理工学部 数理システム学科 教授 
 

数理システム学科の目指す社会的寄与  

　自然界だけではなく、人間社会のあらゆるところに数理的な構造が潜んでいます。例えば、金融市場におけるデリバティブの価格変動は

ブラック・ショールズ方程式により数理的構造が明らかになりました。しかも、このような数理的構造は、理論的な側面と実践的な側面の両

方から考えないと解明できなくなっています。このように、自然科学、工学のみならず、社会科学においても、その数理的構造を、理論的か

つ実践的に解析できる人材が幅広い分野で求められるようになりました。 

　数理システム学科では、さまざまな分野において数理的構造の理論的解析を行い、統計処理やコンピュータによるシミュレーションを駆

使して実践的な解析のできる人材養成を目指します。統計ファイナンスの分野で活躍できる人材育成がその一例で、金融の現場で活躍し

てきた専門家が教員として教育・研究の指導にあたります。なお、日本の数学教育に寄与する中学・高校の教員を養成し、理想の教育者で

あった新島襄の精神を世に広めるのも当学科の重要な目的のひとつです。 

 

http://biomedical.doshisha.ac.jp/ 

 

http://se.doshisha.ac.jp/

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

　京田辺キャンパスが1986年に開校して以来、2005年度

には文化情報学部が開設され、今年度は新たに生命医科学部、

スポーツ健康科学部を新設いたしました。また、1994年に移

転した工学部には、新たに数理システム学科を新設し、機能分

子工学科と物質化学工学科を機能分子・生命化学科、化学シス

テム創成工学科へと改組することで、理工学部と改組・再編い

たしました。 

　これら新設2学部と改組再編した理工学部、また、理工系だ

けではなく、「データサイエンス」の手法を用いて文化の分析・

解明を目指し、文理融合を掲げている文化情報学部との積極

的な学内連携を行うことで、本学が持っている総合大学の強み

を活かした多様な学問との融合を実践し、これからは文科系、

理科系を問わない、従来以上に幅広い教育と研究、そして社会

貢献が行えることと思います。特に新設する2学部では、同志

社設立当初から校祖新島襄が思い描いていた、医学・医療分野

の人材育成の実践を開始します。 

　京田辺校地には実験、実習を伴う学部が来年度設置される心

理学部を含め、5つの学部が教育、研究を展開されることを受け、

本年からは、環境保全・実験実習支援センターが設置され、学部

の枠を超えた実験実習支援体制が整備されると共に、環境保全、

安全管理も強化されます。実験、実習支援では統合する事により、

設備の有効活用がなされるだけでなく、教育、研究においても

相互に補完、融合を図ることが可能になります。 

　また、社会貢献では産学連携だけではなく、地域連携も積極

的に行っております。京田辺キャンパスにおいては、開校当初から、

地元地域との連携も積極的に図ってきておりますが、この新2

学部と理工学部、そして文化情報学部によって、関西文化学術

研究都市地域での更に密接な地域連携が図られることでしょう。 
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『人文社会系産官学連携研究紹介集』発行 

第4回同志社大学×龍谷大学 
ジョイントセミナーを開催 

「京都発 医・工・薬産学公連携フォーラム」 
医工薬連携～脳科学への招待～を開催 
 

キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会にて本学学生が 
「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」を受賞 

同志社校友会大阪支部・産官学部会「東大阪リエゾン倶楽部」が発足 

京丹波プロジェクト （平成19年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業） 

　産官学連携による経済活性化、地域振興を推進するためには

理系の技術開発のみならず人文社会系の知識は必要不可欠で

ある。しかし、全国的に理系産官学連携が推進される一方、人文

社会系分野でどのような連携手法があるのかこれまで提示され

ることはほとんどなかった。その理由は、理系分野が「目に見え

やすい」製品や特許等、直接経済活性に寄与する一方、人文社会

系分野は「見えにくい」情報によることが大きい。 

　そこで様々な同志社大学の事例を収集し2008年2月に完成

したのが今から紹介する「人文社会系産官学連携研究紹介集」

である。この研究紹介集には3点の特徴がある。 

　1点目は、同志社大学の総合大学の強みを活かし102名の教

員の連携可能分野が記載され、多くの方に読んでいただけるよ

うに平易に書かれていること。 

　2点目は、これまでどのような事例があるのか分かりにくい人

文社会系分野の連携方法を①デザイン、②まちづくり・地域振興、

③マーケティング、④産業人材の育成、⑤コンテンツ、⑥調査、⑦

コンサルティング、⑧法務コンサルティング、⑨企業コンプライア

ンス、⑩講演・通訳に類型化することで、企業、行政、地域住民、

NPO関係者等それぞれのニーズに対応させていること。 

　3点目は、人文社会系産官学連携に特化した研究紹介集は数

少なく、新規性があること。 

　依頼者側からすると、理系産官学連携では「・・技術を開発したい」

といったピンポイントの要望が多いのに対し、人文社会系の連携は、

一見、漠然とし、目に見えにくいが、多目的で、用途が広く、何に

でも使えることに大きな特徴がある。 

【活用方法】 

この研究紹介集を活用することで、 

企 業 の 方■講演、調査、コンサルティング、人材育成、情報提 

　　　　　　　供等様々な連携が可能 

行 政 の 方■自治体への政策提言、講演、調査、まちづくり等

様々な連携が可能 

地域住民の方■地域調査、大学と協同の地域活性化、地域の情

報発信等の連携が可能 

　また、共同研究による特許発明、保護、活用

やNPO法人同志社大学産官学連携支援ネッ

トワークによる異業種連携の場の設定、インキ

ュベーション施設D-eggによる起業支援、賃

貸施設の提供等様々なサービス体制が充実。 

 

　2008年2月25日、クリエイション・コア東大阪にて、「金属加

工／腐食・疲労と産学連携」をテーマに、同志社大学×龍谷大学

ジョイントセミナーを開催した。 

　本セミナーは、両大学の「クリエイション・コア東大阪」への共

同入居を契機に毎年開催している。 

　基調講演では、中農康久氏（株式会社中農製作所 代表取締役

社長）を招き、「顧客ニーズに柔軟に対応できる精密切削加工技

術と産官学連携による自社商品開発」という題で、大学や行政等

との連携を通じての新製品・新技術開発の話があった。 

　引き続き、両大学からシーズ発表があり、本学からは、宮本博之

工学部エネルギー機械工学科准教授が、「強ひずみ加工法によ

る金属材料の結晶粒超微細化と材質改善」をテーマに発表した。 

　終了後には交流懇親会、 

ブース展示が行われ、意見交

換や情報交換などが行われた。 

　今後、東大阪における産学

連携がさらに発展することを

期待している。 

　佐野恵一さん(経済学部2004年度生)が、第4回キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会（主催：日刊工業新聞社、共催：内

閣府　経済産業省　文部科学省　日本経済団体連合会　日本商工会議所）にて「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」に選ばれました。

佐野さんは第9回CVG大阪にて、2つある大賞のひとつである「ビジネス大賞」を受賞され、関西32大学355件の応募から選ばれた『要

介護者への旅行サポート事業』というプランを全国大会で発表されました。介護が必要な方の旅行を、国内外を問わず全面的にサポ

ートするサービスを「旅のお手伝い楽楽」として実際に展開しておられます。 

　2年前の同志社大学ビジネスプランコンテストで優勝された佐野さんは、それにとどまることなく着実に事業を進めてこられました。

彼の努力に敬意を表するとともに、ご支援ご協力いただきました皆様とともに受賞を喜びたいと思います。 

　最後に、佐野さんからのメッセージです。 

　2008年2月1日、メルパルク京都にて、「医工薬連携～脳科

学への招待～」をテーマに、京都発 医・工・薬 産学公連携フォー

ラムを開催した。 

　本フォーラムは、京都の医学・工学・薬学系の大学が集まり（主催：

京都府立医科大学、共催：京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都

薬科大学、立命館大学、同志社女子大学、同志社大学）、医工薬連

携による新たな産学公連携を発信することを目的としている。 

　本学からは、宮坂知宏生命医科学部設置準備室助教が、「線虫

モデルを用いた認知症治療薬スクリーニング」をテーマに発表

した。 

　今後、医学・工学・薬学の連携を行うことで、新たな産学連携の

波が起こることが期待されている。 

LIAISON CAFE

同志社の諸先輩方はじめ、数多くの方々のご協力おかげでこの賞を頂くことができました。 
一人でも多くの方が「生きていてよかった」と思っていただけるような社会を作っていければと思います。 
 佐野さんのブログもご覧ください　　旅のお手伝い楽楽のおはなし　http://blog.canpan.info/rakuraku/

 

　東大阪市は技術力の高いモノづくりの中小企業の集積地です。

同志社大学リエゾンオフィスは2004年から、東大阪にあるク

リエイション・コア東大阪を産学連携の拠点として入居してい

ますが、十分に活用できていないのが実情でした。 

　このたび、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」を立ち上げることとなり

ました。東大阪近辺の企業の同志社大学OB社長が中心となり、

約10名のメンバーが定期的に集まり、東大阪の企業と同志社

大学の連携を図っていくことになり、1月に設立総会が開催さ

れました。活動はまだこれからですが、まずは東大阪リエゾン

倶楽部の輪を広げつつ、同志社大学リエゾンオフィスと連携し

ながら、情報交換や企業ニーズの収集、技術相談会などを行っ

ていく予定です。 

　東大阪に在住の方でこの

輪に参加いただける方は、社

長に限らずどなたでも歓迎で

すので、ご連絡をお待ちして

おります。 

　同志社大学と地域との連携による、「京丹波特産品のブランド

化による地域活性化－農畜産物生産者と若者による食文化ネット

ワークの構築」というプロジェクトが、昨年夏からスタートしている。 

　京丹波地域では黒大豆枝豆、山の芋、丹波栗、猪肉などの優れ

た農畜産物がある。一方、都市では食の安心、安全に対する関心

が高まっている。優れた農畜産物の流通がなされるよう環境整備

を行うことは、広範な地域を巻き込んで、魅力ある地域の暮らしや

仕事を創出する契機となる。食育や地域再生などを専門とする同

志社大学の教員や学生と、京丹波地域の農畜産物生産者とのさま

ざまな交流や活動に接して、本物の味や生産者の想いのこもった

食材を若者が体感し、彼らの新鮮な視点から本物の食（文化）を

発信することで、京丹波の特産品のブランド化を推進することを

目的とする。 

　まず、同志社大学の教員・学生が京丹波の生産者を訪問し、特産

品や農畜産業に関するインタビュ

ーを行うことから始めた。フィール

ドワークに参加した学生グループは、

ケーキ屋とプロジェクトチームを編

成し、丹波産の食材を使ったチーズ

ケーキ3種類（プレーン・かぼちゃ・

黒豆入り抹茶）を作製し、学園祭で636個を完売した。また、同

志社生協では「秋だ！ うまいぞ京丹波フェア」を開催し、京丹波牛

ハヤシライス、丹波汁、ぶどうソフトなどを販売した（レトルト食品

の開発を行っている）。また、交流を深めるため、京丹波の食材を

テーマにして、京丹波ぽーく大学、わいん大学、野菜大学を開催した。

講演などの後には必ず“食べる”ことにしており、参加者には好評

であった。 

　京丹波プロジェクトは3年間の活動を予定している。今後はお

いしい京丹波の食材をより多くの方々に知ってもらうために、京

都や大阪市内でレストランをお借りし、「どこでも京丹波フェア」

の実施などを展開し、販

路拡大を行いビジネスに

つなげていきたい。 

 

【参加団体】 

丹波ワイン㈱、おおさきファーム、岸本畜産、丹波村㈱、丹波いぶし

香房、㈱いつづ屋、同志社生活協同組合、NPO法人同志社大学産

官学連携支援ネットワーク 

【京丹波プロジェクトのホームページ】 

 

連絡先 ： 事務局長　別府守三　 メール ： morizo1114@ybb.ne.jp

 

http://www.doshisha-net.org/tanba/ 

〒610-0394　京都府京田辺市多々羅都谷1－3 
TEL ： 0774-65-6223　FAX ： 0774-65-6773　 
Mail ： jt-liais@mail.doshisha.ac.jp　担当者 ： 南 了太 

※研究紹介集をご希望の方は上記の連絡先まで御連絡下さい。送付させていただきます。 

 

※所属は開催当時 
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お問い合わせ 同志社大学リエゾンオフィス 
 

片山　傳生（かたやま　つたお）　■ 同志社大学副学長 生命医科学部 医工学科 教授 
 

 

同志社大学京田辺キャンパスにおける新たな取り組みについて 



スポーツ 
健康科学部 

国公私立の研究機関 
地方自治体 

大学 
関連企業 

学外の連携機関 

最先端の研究センター群 

生命医科学部 

理工学部 

人文科学系学部 
社会科学系学部 

 

 

渡辺　好章 
（わたなべ　よしあき） 

同志社大学 生命医科学部長 
生命医科学部 医情報学科 
教授 
 

藤澤　義彦 
（ふじさわ　よしひこ） 

同志社大学 スポーツ健康科学部長 
スポーツ健康科学部 
教授 
 

松岡　敬 
（まつおか　たかし） 

同志社大学 理工学部長 
理工学部 機械システム工学科 
教授 
 

辻内　伸好 
（つじうち　のぶたか） 

同志社大学 リエゾンオフィス所長 
理工学部 機械システム工学科 
教授 
 

 

2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編 
 産学連携の魅力と 
可能性　 
 

 

 
 

　ますます多様化する社会ニーズと科学技術の発展に対応していく
ため、同志社大学では学際的な視点から、ダイナミクスともいえる教育・
研究体制の改革に取り組んでいる。2008年4月には、京田辺キャン
パスに「生命医科学部」と「スポーツ健康科学部」を新設するとともに、
工学部を改組再編して新たに「理工学部」がスタートした。 
　今回は、各学部長とリエゾンオフィス所長の意見交換を通して、
同志社大学が目指す21世紀の産学連携の方向性や将来の
研究展望などを紹介したい。 

  

 

 

■辻内　今年4月、京田辺キャンパスに「生命医科学部」

と「スポーツ健康科学部」を設置し、また工学部を新たに

改組再編して「理工学部」が誕生するなど、“生命”や“健

康”“情報”など、最先端科学を中心とした複合的な研究・

教育体制が整いつつあります。ますます多様化する社

会的ニーズに対応していくため、既存の学問領域を超え

た綿密な学部間・産学連携によって、新たな社会成果を

生み出していく必要がありますね。 

■渡辺　「生命医科学部」は医学部ではありませんが、“医

工連携”という新しいタイプの産学連携を目指し、その土

壌を形成していくことに意義があると考えています。例えば、

工学技術の進展によって実現された高精度な生体測

定機器が医療を支えているように、現代社会は工学的

なアプローチが医療・生体領域へとシフトされる大転換

期でもあります。私たちの学部ではこのような工学的な

視点をもつとともに、臨床現場で起こっているリアルタイ

ムの医学情報の積極的な吸収も行います。このことは、

第一線で活躍する多数の医師を教員として招聘してい

ることにも現れています。このような現場における医工連

携で、次世代医療につながる新しいニーズ・スキルの掘

り起こしに取り組んでいきたいと思っています。 

■藤澤　まず、申し上げておきたいのは、「スポーツ健康

科学部」はスポーツ競技力の向上だけを目的とした学部

ではないということです。高齢化社会を迎えて、さまざま

なスポーツを楽しむ人が増え、かつてないほど健康への

関心が高まっています。私たちはこうした現代の要請を

強く意識し、“健康と予防医学”をコンセプトにしながら、

応用科学としてスポーツを総合的にとらえていこうと考え

ています。我々の学部は、現代人が抱える心と体の問題

解決に向けて有効な提言を行っていくほか、ビジネスと

してスポーツ運営に関わっていける人材の育成等にも力

を注ぐなど、ユニークな研究・教育に特色があるといえる

でしょう。 

■松岡　同志社大学を創立した新島襄は当初から“人

間のための科学技術”という理念を持っていました。今回、

工学部が改組再編され、新たに「数理システム学科」と

いう数学的思考をベースにした領域が加わることによって、

より学際的ですそ野の広い取り組みにチャレンジできる

体制が整いつつあります。これまで工学部で培ってきた

教育カリキュラム・研究成果をさらに拡充させ、社会的な

信頼に応えていくとともに、あらためて同志社精神に立

ち返って“モノづくりはヒトづくり”というコンセプトを明確

に打ち出したいと思っています。また、教員間の情報交

換なども積極的に進め、新学部との連携を視野に入れ

た多面的な研究を展開するつもりです。 

 

 

 

 

■辻内　“医工連携”の例があるように、理工学や健康、

スポーツ、あるいは心理的な研究テーマが加わることに

よって、これまで同志社大学ができなかったようなシーズ

を生み出せるかもしれません。今後の学部間・学内連携

について、どのように展開していこうと考えておられますか。

特に「スポーツ健康科学部」については、文科系学部と

の積極的な連携に期待したいと思っています。今年2月、

これまでの研究成果を集めた文科系学部のシーズ集が

刊行されましたが、文理融合は当初から私たちが志向し

てきたことです。 

■藤澤　スポーツというものは、いろいろな学問分野と

連携できるものなのです。例えば、体力でも体格でも相

手より勝っているのに、どういうわけか試合に負けたとい

う経験がスポーツをやっている人にはあるでしょう。これを、

苦手意識とも呼んでいますが、そこには目に見えないメ

ンタル要素が影響している場合が少なくありません。こ

れは心理学との連携になります。これまでの競技中心

のスポーツという枠組みを取り払って、スポーツを“人間

科学”という視点から見つめ直してみると、「あれ？」と気

づかされることも多く、学術的な連携の重要性を感じます。

同志社大学の文科系学部には、感情やストレスをはじめ、

文理融合の視点を持った先生がたくさんおられます。学

部間の連携はもちろん、学内のさまざまなプロジェクトセン

ターと幅広い学内協力を進めて、成果を出していきたい

ですね。 

■渡辺　国レベルで鑑みても、“健康・環境・福祉”の3

分野は重要テーマとして位置づけられています。これら

の境界領域にも積極的にスポットを当て、社会変革の旗

振り役を果たしていくことが同志社大学に与えられた使

命でしょう。例えば「生命医科学部」では、メカトロニクス

と医学知識を融合し、無線通信ネットワークによる情報

共有をベースにした、自律協調型の介護ロボットの臨床

応用が進められています。こうした研究が進展すれば、

高齢化社会でクローズアップされている介護問題解決

の一助になるでしょう。先ほど、松岡先生がおっしゃったよ

うに、人間の幸福や豊かな生活を実現するためにどのよ

うな情報発信ができるかを考えることで、新しい学部間連

携の動きが生まれ、大きな牽引力となって広がっていくと

思います。 

■松岡　社会構造が劇的に変化するなかで、従来のよ

うに機能や性能を追求するだけでなく、どのようなターゲッ

トにどんな製品・技術を提供していくのか、ユーザーの利

便性や使い心地に配慮したモノづくりを行わなければな

りません。工学的技術の一つに、“位置決め制御（加工

物などの位置を認識する技術）”

というものがありますが、これに

生命医科学的視点を加えるこ

とによって、患者さんに負担を

かけない検査機器を開発する

ことも可能でしょう。もしかすると、

そこには“消費者心理”という

側面が入ってくるかもしれません。情報なら情報、電気な

ら電気という限られた領域にとらわれず、幅広い視点で

の学部間連携に取り組むことで、人間を主人公にした研

究をどんどん進めていきたいですね。 

 

 

 

 

■辻内　 大学が培ってきた知的資源を社会に広く還元

していくことが期待されていますね。同志社大学ではリエ

ゾンオフィスを中心に、さまざまな産学連携や地域活性化

事業に取り組んできました。文部科学省知的クラスター

創成事業など国のプロジェクトに積極的に参加し、実際

に市場化された技術やアイデアもたくさんあります。こうし

た動きをさらに加速し、定着さ

せていくためにも、時代に対応

した社会貢献のあり方を考え

ていかなければなりませんね。

新学部の特長を生かした産学

連携の仕組みをどのように進

めていかれますか。 

■渡辺　「生命医科学部」では、すでにいくつか産学

連携の動きが始まっています。アルツハイマーの早期発見・

治療につなげるバイオマーカーの研究や、高感度生体セ

ンサー、脳機能のシステムとしての利用、薬剤を目的患

部に集中的に投与する超音波ドラッグデリバリーシステム

の開発など。次世代医療を見据えたこれらの最先端の

研究が産学連携のシーズとなっていくでしょう。これから

の社会との接点を考えると、ヒトを切り口にした“高度マ

ンマシンインターフェイス”の重要性がますます高まってい

くでしょう。例えば、人間の指や腕の動きを模倣したロボ

ティクス技術、あるいはライフスタイルに合わせて最適な

生活環境を提供すると同時に日々の健康管理の役割も

担うインテリジェント家電など。ヒトと機械、スポーツ、心を

つなぐインターフェイスを考えることで、新しい産学連携の

可能性というものは無限に膨らんでいくのではないでし

ょうか。 

■松岡　これまで「工学部」は、同志社大学における産

学連携の中心を担ってきました。「理工学部」では、その

取り組みをさらに充実させ、社会から寄せられる信頼に

応えていく体制を整えていきたいですね。また、「数理シ

ステム学科」では、コンピュータを使った統計処理や応用

数学の研究が進められています。経済の世界では“数

理ファイナンス”という定式化理論が評価され、現代社会

において大きな可能性を持つ学問として脚光を浴びて

います。新しい学部の開設にともなって、ユニークな研究

成果や技術シーズがどんどん蓄積されているので、今後

はこうした基礎レベルにおける産学連携の広がりにも期

待したいと思います。 

■藤澤　“医工連携”ということでは、現在、私は人間

の骨の構造や密度を超音波

で計測・解析して、スポーツと

生体メカニズムの関係を明ら

かにする研究に取り組んでい

ます。最初、「超音波を使って

骨の研究をしませんか？」と誘

われたときは、スポーツとどの

ようにつながるのか疑問でした。しかし、この研究を健康

や予防医学という視点からあらためて見てみると、今ま

でに無いいろいろな発見があって面白いですね。このほ

か例えば、スポーツメーカーの多くは人間工学の視点を

取り入れながら、優れたモノづくりを行っています。こうし

た企業との産学連携はもちろん、生涯スポーツ教室の開

催や生活習慣病予防の健康指導など、地域社会との交

流を広げることで同志社大学の存在価値を高めること

ができるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

■辻内　 2006年11月、同志社大学は京都府木津川市

に“学研都市キャンパス”を開校しました。隣接する学研

都市病院と交流に関する協定を結ぶなど、京田辺キャン

パスとともに生命科学や医工学の総合的な研究拠点と

位置づけています。その中心的な施設となっているのが「快

風館」で、学研都市病院と共同の臨床研究や高度なプ

ロジェクト研究などを実施していこうと考えています。今後、

同志社大学は関西文化学術研究都市という地域との関

わりの中で、どのような特色を打ち出していくべきでしょ 

うか。 

■渡辺　「ヒトを総合的に科

学する」という観点から言えば、

臨床現場である学研都市病

院がすぐ隣にあるのは心強い

ですね。先ほど紹介した自律

協調型の介護ロボットの例にも

あるように、臨床で得られた結

果を直ちに研究室にフィードバックすることで、また新しい

成果を生み出していくというプロセスを辿っています。こ

れから、医学、スポーツ、心理学、あるいは哲学、社会学と

連携の輪はどんどん広がっていくでしょう。一見、何でも

ないような研究でも、それらを“掛け算”することで新たな

シーズの創生につながることも多いと思います。同志社

大学が中心となって、今までとはまったく違う、関西学研

都市ならではのさまざまな情報が発信できるのではない

かと夢を膨らませています。 

■松岡　学研都市キャンパスにおいては、生命医科学

やスポーツ健康に関する研究のほか、バイオやメンタル

ヘルスなど幅広い研究に対応することが可能ですね。

キャンパスでどんな研究が行われているのか、どんな情

報が蓄積されているのか、内外にもっと発信していくことで、

地域社会や企業のニーズを掘り起こすことができると思

います。時間をかけながら、じっくりと成果を出していくの

が同志社大学のスタイルではないでしょうか。 

■藤澤　「快風館」には“モーション・キャプチャ”を使っ

た動作解析装置など、日本でも有数の機器が揃っていま

すね。スポーツにおける動作解析やリハビリの機能評価

といった、専門性の高いテーマを展開できるのが魅力で

しょう。学研都市病院のほかにも、数多くの最先端企業・

研究所が学研都市地域に集積しているので、それらの

ポテンシャルを総括的に活用しながら、教育・研究のレベ

ルアップを図っていきたいですね。 

■辻内　教育・研究体制の改革への取り組みは始まっ

たばかりです。これからも「人間のための科学技術」とい

う同志社らしい精神を大切にしながら、21世紀社会に求

められる新技術・新産業の創出、産学連携に取り組んで

いきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

 

渡辺　好章（わたなべ　よしあき）　■ 同志社大学 生命医科学部長 生命医科学部 医情報学科 教授 
　サイエンスの歴史上の流れは、“物理”から“生理”さらには“心理”へと進んでいくのでしょう。これまでの工学は“物理”を応用したエ

ンジニアリングを追求してきましたが、21世紀は“生理・心理”に目を向けた人間中心の科学技術が創出の中核を担うでしょう。「生命医

科学部」では、いま最も注目されている“医工連携”の視点から、高齢化社会の介護ロボット開発や生体材料を用いた再生医療、人間の脳

のメカニズムを応用した情報処理技術など、幅広い研究を行っていきます。同時に、自分の置かれている社会軸を意識して活躍できる自主・

自立型の人材を育成することで、ハード・ソフト両面から社会貢献に取り組みます。 

　機械工学と医学の融合領域において、

ヒトのための先端工学技術を学ぶ。ヒト

の動作補助を行う医用ロボット、医療・

福祉機器・再生組織材料、信頼性のある

生体・環境適合材料などの研究・開発を

進める。 

医学と工学の接点で新たな技術
を創造 

　医療や福祉、健康など、「生命」への関心が高まりつつあるなか、

健康寿命の延長や医療・介護の社会的負担軽減など、多様な課題

の解決が求められている。こうした現代社会のニーズに応えてい

くため、同志社大学がこれまで培ってきた工学研究成果をもとに、

医学・基礎生物学などさまざまな学問との融合的教育を行い、多

角的に医療とヒトに貢献できるエンジニアや研究者を育成する。 

井原　康夫（いはら　やすお）　■ 同志社大学 生命医科学部 医生命システム学科 教授 
 

生命医科学部と産学連携の可能性についてー神経病理学分野の場合  

　ここでは具体的な事例として当研究室で進行中のプロジェクトを紹介し、参考にしてもらいたい。当研究室の目標は、アルツハイマー病

の発症機序の解明である。と同時に早期診断法および治療戦略の確立でもある。すなわち基礎研究だけではなく、アルツハイマー病制圧

の手段を何とか編み出せないかと日夜考えている。以下に当研究室で進めようとしている2つの計画を述べておく。第1に新規γセクレタ

ーゼ阻害剤開発。現在はAβ42の産生を選択的に抑制するγmodulatorの開発が競争になっている。当研究室の舟本聡は、C99（γセク

レターゼの直接的基質）のN末端を認識する抗体がC99の切断を阻害することを見出した。簡単にいえばC99のN末端にキャップをする

とAβが産生されなくなるらしい。もしこのような特異な親和性を持つペプチドがデザインできれば、Aβのみが産生されなくなり、他の基

質には全く影響しない第2世代の阻害剤へと発展するだろう。 

　第2は、遅れて現れるτに対する治療法である。τが認知症と直接関係があり、その程度を決めるといわれている。宮坂知宏は、タウオパ

チー線虫を創出し、簡便な化合物のスクリーニング系を確立し、効果のある1化合物を見出した。この線虫の系はスクリーニングの系とし

て非常に簡単であり、人手さえあれば、数多くの化合物を短期間でスクリーニングすることが可能である。このように当研究室では、将来

的に産学連携が実現するかもしれない研究が進行しつつある。 

竹田　正樹（たけだ　まさき）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部 教授  

応用総合科学としてのスポーツ健康科学  

　スポーツ健康科学という学問分野の特徴は、各基礎的分野の応用総合的学問ということです。現代社会が抱える様々な問題に、スポー

ツ健康科学という分野からアプローチするには、学部単独で問題解決にあたるのではなく、最近指摘されているように、より学際的、多面

的にアプローチする必要があります。学部間連携はもとより、産官学連携も決して欠かすことが出来ません。私個人のテーマになりますが、

本学リエゾンオフィスの協力も得ながら、高齢者の体力、生きがい感、栄養を総合評価するためのソフトウェアの開発にチャレンジしています。

しかし、このような総合評価はスポーツ健康科学だけではなしえません。例えば、心理学、社会福祉学、栄養学などと連携する必要があります。

京田辺校地で展開される本学部は、学部独自の個性を持ちつつも、学部間、学外との連携をより意識したものとして発展させるべきもの

であり、そのような土壌があると考えています。 

 

医工学科 

生命医科学部 

｜学｜部｜紹｜介｜ 

　情報・電子工学と医学が融合した分

野を学ぶ。ヒトの脳内における情報処

理メカニズムの解明、電子工学技術を

駆使した生体情報の計測、さまざまな

医用機器の研究・開発に積極的に取り

組む。 

人体の優れたメカニズムを先端
工学技術に応用 

　ナノテク、バイオテクノロジー等の技

術革新の礎となる機能性物質の化学と、

生命現象の化学を二本柱として、思考力・

応用力を養う実験を重視したプログラ

ムを設定。人類の夢を実現する機能性

物質の探索や開発に挑戦する。 

人類の夢を実現する新しい機能
性物質を開発 

　ナノ材料をはじめとする高機能材料

開発、地球環境問題や生物・生体システ

ムに関わる環境・バイオ研究などに取り

組む。化学および化学工学に基づくシ

ステム的思考により、持続可能な社会を

形成する基盤技術にアプローチしていく。 

持続可能な社会形成のための化
学プロセスを確立 

　数学理論を追究するとともに、さまざまな現

象を数理モデルにより定式化し、シミュレーショ

ンなどで解析する手法を学ぶ。例えば、経済の世

界では統計を駆使した“数理ファイナンス”と呼

ばれるスペシャリストが活躍するなど、その社会

的ニーズは高まっている。数理分野、情報統計分野、

応用数理分野、それぞれ3つの分野を学修する

ことによって、高度な数学的思考を持った人材を

育て、社会科学や自然科学の発展に寄与する。 

高度な数学的思考を生かして社
会ニーズに即応 

医情報学科 

　分子生物学、細胞生物学から解剖学、

薬理学、内科学など幅広い医学領域を

学ぶ。人体の構造や機能、病気の原因

について深く理解し、ヒトの健康増進、

病気の予防や治療など、医療に貢献す

るための研究・技術開発を行う。 

ヒトの高度な機能の秘密とその
修復の可能性に迫る 

医生命システム学科 

理工学部 

『未来を拓く健康と医療の先端技術 』 

　健康科学コースは、身体の構造や機

能に関する医・科学的理解を基礎にして、

健康の維持、増進のための身体のメカ

ニズムを学修する。また、健康・予防医

学に関連する社会的諸制度を学修する。

そこからスポーツと身体活動を通じた

健康づくりの意義を理解する。 

健康、予防医学に、スポーツ・身
体活動の視点からアプローチ 

健康科学コース 

スポーツ健康科学部 

　トレーニング科学コースは、競技力向

上のためのスポーツ医学を活用した科

学的なトレーニング方法と、生涯スポー

ツにつながる運動習慣の獲得方法を学

修する。このコースは、単にアスリート

のためではなく、子供から高齢者まで、

楽しく正確にスポーツや運動が実践で

きる方法を学修する。 

生涯スポーツと競技力向上にス
ポーツ科学からアプローチ 

トレーニング科学コース 

　スポーツ・マネジメントコースは、スポーツを

取り巻く社会環境の整備・充実の方策や社会ス

ポーツの発展のための政策、さらにビジネスと

してのスポーツの運営・経営方法を学修する。

そこからスポーツが、地域社会の活性化および

地域住民の生活の質的向上に、どのように貢

献できるのかを理解し、「生涯スポーツ社会の

実現」のためのマネジメント理論を学修する。 

健康を軸としたQOL向上に、スポーツ
と社会の関わりからアプローチ 

スポーツ・マネジメントコース 

　ますます細分化・専門化する21世紀の科学技術に対応し、

未来社会が求める多彩な理工系人材の育成という大学使命

を明らかにするために、同志社大学工学部の名称を新たに「理

工学部」とするとともに、「数理システム学科」を新設し、現

行の「機能分子工学科」を「機能分子・生命化学科」に、また「物

質化学工学科」を「化成システム創成工学科」へ改組する。

これまでの工学研究をさらに推し進めて、専門領域を超えた

視野の広いエンジニアを育てる。 

既存の学問領域を超えた 
幅広い教育・研究を実践 

すそ野の広い産学連携に取り組み 
多様な社会ニーズに対応 

学研都市発、 
新たな“知”の集積で魅力創出 

“ヒト”を主人公にした 
文理融合型の知的情報を発信 

機能分子・生命化学科 化学システム創成工学科 数理システム学科 

工学と医学の融合から、新たな価値を創造する。 

科学技術の革新を創出できる創造性豊かな理工系人材の育成。 

　ライフスタイルの変化や高齢化社会の影響で、スポーツによる

健康の獲得や生活の質（QOL：Quality of Life）の向上が求めら

れている。同志社大学は、多角的かつ科学的な視点からスポーツ・

健康を学び、現代人が抱える「心とからだの問題」の解決に向け

た方向性やプランを、社会に提案・提言していく人材を育てる。総

合応用科学としての「スポーツ健康科学」の3つのコースを履修

モデルとして、実践的に教育と研究を深めていく。 

スポーツと健康の新時代を担う人材を養成する。 

藤澤　義彦（ふじさわ　よしひこ）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部長 スポーツ健康科学部 教授 

　スポーツと健康の関連性がクローズアップされていますが、その社会的環境は必ずしも整っているとは言えません。「スポーツ健康科

学部」では、従来の“競技力向上のための研究”だけにとらわれず、“健康・予防医学”という観点からスポーツ全般をとらえていきたいと

思います。医学や工学、心理など、さまざまな領域での研究交流を進めていくことにより、同志社大学ならではの成果が生まれると期待し

ています。今後、私たちのコンセプトを地域社会や企業の皆さまに理解していただき、地域・産学連携の動きを広げていこうと考えてい

ます。 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

医工学科および医情報学科：学士（工学） 

医生命システム学科：学士（理学） 

入学定員：240名 
（医工学科：90名、医情報学科：90名、医生命システム学科：60名） 
 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

入学定員：730名 
　インテリジェント情報工学科：80名、情報システムデザイン学科：80名 
　電気工学科：75名、電子工学科：85名 
　機械システム工学科：90名、エネルギー機械工学科：70名 
　機能分子・生命化学科：80名、化学システム創成工学科：80名 
　環境システム学科：50名、数理システム学科：40名 
 

学　　位：学士（スポーツ健康科学） 

入学定員：150名 

入学試験は一般選抜入試のほか、トップ・アスリート入試、 
スポーツ能力に優れた者を対象とする特別入試、AO入試、 
学内高校推薦入試などを実施。 
 

 

基礎を重視した教育で、 
激変する技術改革に対応 

社会から高く 
評価される 

「人間のための科学技術」 

世界トップレベルの 
設備を完備して、 
理想的な 

教育研究環境を実現 

　2007年11月19日、学研都市キャンパスにて、『未来を拓く

健康と医療の先端技術』をテーマに、「同志社大学リエゾンフェ

ア～同志社大学・けいはんな産学交流会～」を開催した。

2002年にリエゾンオフィスを発足させて以来、毎年リエゾンフ

ェアを開催し、今回で6回目となった。 

　基調講演では、日本原子力開発機構関西光科学研究所の田

島俊樹所長を招き、「けいはんなにおける光医療の展開」とい

う題で、 “切らずに治せる”体にやさしい粒子線治療など、先進

的な研究として注目されている研究内容を紹介いただいた。 

　引き続き、新設学部の「生命医科学部」「スポーツ健康科学部」

についての紹介の後、阪田真己子文化情報学部専任講師、竹田

正樹スポーツ健康科学部設置準備室教授、中村憲夫同志社女

子大学薬学部准教授、井原康夫生命医科学部設置準備室教授が、

自身の研究シーズを発表。また、希望者を対象にした、快風館

の施設見学の中で、阪田専任講師による「モーションキャプチャ

を用いた身体動作研究」のデモンストレーションが行われ、参

加者は興味深く見入り、多くの質問が飛び交った。 

　終了後に設けた懇親交流会では、講演者・大学研究者と参加

者がテーブルを囲み、意見や情報の交換を行った。 

けいはんな地域市民、企業関係者など130名を超える参加者

が熱心に聞き入るフェアとなった。 

2007年度 同志社大学リエゾンフェア 

※所属は開催当時 

インテリジェント情報工学科 
 

環境システム学科 
 数理システム学科 

電気工学科 

電子工学科 

情報システムデザイン学科 

機械システム工学科 
 
エネルギー機械工学科 
 

機能分子・生命化学科 
 
化学システム創成工学科 
 

松岡　敬（まつおか　たかし）　■ 同志社大学 理工学部長 理工学部 機械システム工学科 教授 

　今回、「工学部」から新たに「理工学部」へと生まれ変わりましたが、これまで培ってきたさまざまな“知の財産”を生かしながら、さらに

レベルの高い教育・研究を目指していこうと考えています。共通しているのは、研究もモノづくりも人間のためのものでなければならな

いということ。変化し続ける科学技術に対応していくのはもちろんですが、その技術や製品、サービスをどんな人に、どのように使っても

らいたいのかを考えることも大切です。ユーザーの気持ちにまで踏み込んだ視点を養うことが求められるでしょう。人間の幸せや豊か

な生活に貢献できるような、社会的価値のある研究開発を行っていきます。 

押目　頼昌（おしめ　よりまさ）　■ 同志社大学 理工学部 数理システム学科 教授 
 

数理システム学科の目指す社会的寄与  

　自然界だけではなく、人間社会のあらゆるところに数理的な構造が潜んでいます。例えば、金融市場におけるデリバティブの価格変動は

ブラック・ショールズ方程式により数理的構造が明らかになりました。しかも、このような数理的構造は、理論的な側面と実践的な側面の両

方から考えないと解明できなくなっています。このように、自然科学、工学のみならず、社会科学においても、その数理的構造を、理論的か

つ実践的に解析できる人材が幅広い分野で求められるようになりました。 

　数理システム学科では、さまざまな分野において数理的構造の理論的解析を行い、統計処理やコンピュータによるシミュレーションを駆

使して実践的な解析のできる人材養成を目指します。統計ファイナンスの分野で活躍できる人材育成がその一例で、金融の現場で活躍し

てきた専門家が教員として教育・研究の指導にあたります。なお、日本の数学教育に寄与する中学・高校の教員を養成し、理想の教育者で

あった新島襄の精神を世に広めるのも当学科の重要な目的のひとつです。 

 

http://biomedical.doshisha.ac.jp/ 

 

http://se.doshisha.ac.jp/

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

　京田辺キャンパスが1986年に開校して以来、2005年度

には文化情報学部が開設され、今年度は新たに生命医科学部、

スポーツ健康科学部を新設いたしました。また、1994年に移

転した工学部には、新たに数理システム学科を新設し、機能分

子工学科と物質化学工学科を機能分子・生命化学科、化学シス

テム創成工学科へと改組することで、理工学部と改組・再編い

たしました。 

　これら新設2学部と改組再編した理工学部、また、理工系だ

けではなく、「データサイエンス」の手法を用いて文化の分析・

解明を目指し、文理融合を掲げている文化情報学部との積極

的な学内連携を行うことで、本学が持っている総合大学の強み

を活かした多様な学問との融合を実践し、これからは文科系、

理科系を問わない、従来以上に幅広い教育と研究、そして社会

貢献が行えることと思います。特に新設する2学部では、同志

社設立当初から校祖新島襄が思い描いていた、医学・医療分野

の人材育成の実践を開始します。 

　京田辺校地には実験、実習を伴う学部が来年度設置される心

理学部を含め、5つの学部が教育、研究を展開されることを受け、

本年からは、環境保全・実験実習支援センターが設置され、学部

の枠を超えた実験実習支援体制が整備されると共に、環境保全、

安全管理も強化されます。実験、実習支援では統合する事により、

設備の有効活用がなされるだけでなく、教育、研究においても

相互に補完、融合を図ることが可能になります。 

　また、社会貢献では産学連携だけではなく、地域連携も積極

的に行っております。京田辺キャンパスにおいては、開校当初から、

地元地域との連携も積極的に図ってきておりますが、この新2

学部と理工学部、そして文化情報学部によって、関西文化学術

研究都市地域での更に密接な地域連携が図られることでしょう。 
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『人文社会系産官学連携研究紹介集』発行 

第4回同志社大学×龍谷大学 
ジョイントセミナーを開催 

「京都発 医・工・薬産学公連携フォーラム」 
医工薬連携～脳科学への招待～を開催 
 

キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会にて本学学生が 
「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」を受賞 

同志社校友会大阪支部・産官学部会「東大阪リエゾン倶楽部」が発足 

京丹波プロジェクト （平成19年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業） 

　産官学連携による経済活性化、地域振興を推進するためには

理系の技術開発のみならず人文社会系の知識は必要不可欠で

ある。しかし、全国的に理系産官学連携が推進される一方、人文

社会系分野でどのような連携手法があるのかこれまで提示され

ることはほとんどなかった。その理由は、理系分野が「目に見え

やすい」製品や特許等、直接経済活性に寄与する一方、人文社会

系分野は「見えにくい」情報によることが大きい。 

　そこで様々な同志社大学の事例を収集し2008年2月に完成

したのが今から紹介する「人文社会系産官学連携研究紹介集」

である。この研究紹介集には3点の特徴がある。 

　1点目は、同志社大学の総合大学の強みを活かし102名の教

員の連携可能分野が記載され、多くの方に読んでいただけるよ

うに平易に書かれていること。 

　2点目は、これまでどのような事例があるのか分かりにくい人

文社会系分野の連携方法を①デザイン、②まちづくり・地域振興、

③マーケティング、④産業人材の育成、⑤コンテンツ、⑥調査、⑦

コンサルティング、⑧法務コンサルティング、⑨企業コンプライア

ンス、⑩講演・通訳に類型化することで、企業、行政、地域住民、

NPO関係者等それぞれのニーズに対応させていること。 

　3点目は、人文社会系産官学連携に特化した研究紹介集は数

少なく、新規性があること。 

　依頼者側からすると、理系産官学連携では「・・技術を開発したい」

といったピンポイントの要望が多いのに対し、人文社会系の連携は、

一見、漠然とし、目に見えにくいが、多目的で、用途が広く、何に

でも使えることに大きな特徴がある。 

【活用方法】 

この研究紹介集を活用することで、 

企 業 の 方■講演、調査、コンサルティング、人材育成、情報提 

　　　　　　　供等様々な連携が可能 

行 政 の 方■自治体への政策提言、講演、調査、まちづくり等

様々な連携が可能 

地域住民の方■地域調査、大学と協同の地域活性化、地域の情

報発信等の連携が可能 

　また、共同研究による特許発明、保護、活用

やNPO法人同志社大学産官学連携支援ネッ

トワークによる異業種連携の場の設定、インキ

ュベーション施設D-eggによる起業支援、賃

貸施設の提供等様々なサービス体制が充実。 

 

　2008年2月25日、クリエイション・コア東大阪にて、「金属加

工／腐食・疲労と産学連携」をテーマに、同志社大学×龍谷大学

ジョイントセミナーを開催した。 

　本セミナーは、両大学の「クリエイション・コア東大阪」への共

同入居を契機に毎年開催している。 

　基調講演では、中農康久氏（株式会社中農製作所 代表取締役

社長）を招き、「顧客ニーズに柔軟に対応できる精密切削加工技

術と産官学連携による自社商品開発」という題で、大学や行政等

との連携を通じての新製品・新技術開発の話があった。 

　引き続き、両大学からシーズ発表があり、本学からは、宮本博之

工学部エネルギー機械工学科准教授が、「強ひずみ加工法によ

る金属材料の結晶粒超微細化と材質改善」をテーマに発表した。 

　終了後には交流懇親会、 

ブース展示が行われ、意見交

換や情報交換などが行われた。 

　今後、東大阪における産学

連携がさらに発展することを

期待している。 

　佐野恵一さん(経済学部2004年度生)が、第4回キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会（主催：日刊工業新聞社、共催：内

閣府　経済産業省　文部科学省　日本経済団体連合会　日本商工会議所）にて「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」に選ばれました。

佐野さんは第9回CVG大阪にて、2つある大賞のひとつである「ビジネス大賞」を受賞され、関西32大学355件の応募から選ばれた『要

介護者への旅行サポート事業』というプランを全国大会で発表されました。介護が必要な方の旅行を、国内外を問わず全面的にサポ

ートするサービスを「旅のお手伝い楽楽」として実際に展開しておられます。 

　2年前の同志社大学ビジネスプランコンテストで優勝された佐野さんは、それにとどまることなく着実に事業を進めてこられました。

彼の努力に敬意を表するとともに、ご支援ご協力いただきました皆様とともに受賞を喜びたいと思います。 

　最後に、佐野さんからのメッセージです。 

　2008年2月1日、メルパルク京都にて、「医工薬連携～脳科

学への招待～」をテーマに、京都発 医・工・薬 産学公連携フォー

ラムを開催した。 

　本フォーラムは、京都の医学・工学・薬学系の大学が集まり（主催：

京都府立医科大学、共催：京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都

薬科大学、立命館大学、同志社女子大学、同志社大学）、医工薬連

携による新たな産学公連携を発信することを目的としている。 

　本学からは、宮坂知宏生命医科学部設置準備室助教が、「線虫

モデルを用いた認知症治療薬スクリーニング」をテーマに発表

した。 

　今後、医学・工学・薬学の連携を行うことで、新たな産学連携の

波が起こることが期待されている。 

LIAISON CAFE

同志社の諸先輩方はじめ、数多くの方々のご協力おかげでこの賞を頂くことができました。 
一人でも多くの方が「生きていてよかった」と思っていただけるような社会を作っていければと思います。 
 佐野さんのブログもご覧ください　　旅のお手伝い楽楽のおはなし　http://blog.canpan.info/rakuraku/

 

　東大阪市は技術力の高いモノづくりの中小企業の集積地です。

同志社大学リエゾンオフィスは2004年から、東大阪にあるク

リエイション・コア東大阪を産学連携の拠点として入居してい

ますが、十分に活用できていないのが実情でした。 

　このたび、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」を立ち上げることとなり

ました。東大阪近辺の企業の同志社大学OB社長が中心となり、

約10名のメンバーが定期的に集まり、東大阪の企業と同志社

大学の連携を図っていくことになり、1月に設立総会が開催さ

れました。活動はまだこれからですが、まずは東大阪リエゾン

倶楽部の輪を広げつつ、同志社大学リエゾンオフィスと連携し

ながら、情報交換や企業ニーズの収集、技術相談会などを行っ

ていく予定です。 

　東大阪に在住の方でこの

輪に参加いただける方は、社

長に限らずどなたでも歓迎で

すので、ご連絡をお待ちして

おります。 

　同志社大学と地域との連携による、「京丹波特産品のブランド

化による地域活性化－農畜産物生産者と若者による食文化ネット

ワークの構築」というプロジェクトが、昨年夏からスタートしている。 

　京丹波地域では黒大豆枝豆、山の芋、丹波栗、猪肉などの優れ

た農畜産物がある。一方、都市では食の安心、安全に対する関心

が高まっている。優れた農畜産物の流通がなされるよう環境整備

を行うことは、広範な地域を巻き込んで、魅力ある地域の暮らしや

仕事を創出する契機となる。食育や地域再生などを専門とする同

志社大学の教員や学生と、京丹波地域の農畜産物生産者とのさま

ざまな交流や活動に接して、本物の味や生産者の想いのこもった

食材を若者が体感し、彼らの新鮮な視点から本物の食（文化）を

発信することで、京丹波の特産品のブランド化を推進することを

目的とする。 

　まず、同志社大学の教員・学生が京丹波の生産者を訪問し、特産

品や農畜産業に関するインタビュ

ーを行うことから始めた。フィール

ドワークに参加した学生グループは、

ケーキ屋とプロジェクトチームを編

成し、丹波産の食材を使ったチーズ

ケーキ3種類（プレーン・かぼちゃ・

黒豆入り抹茶）を作製し、学園祭で636個を完売した。また、同

志社生協では「秋だ！ うまいぞ京丹波フェア」を開催し、京丹波牛

ハヤシライス、丹波汁、ぶどうソフトなどを販売した（レトルト食品

の開発を行っている）。また、交流を深めるため、京丹波の食材を

テーマにして、京丹波ぽーく大学、わいん大学、野菜大学を開催した。

講演などの後には必ず“食べる”ことにしており、参加者には好評

であった。 

　京丹波プロジェクトは3年間の活動を予定している。今後はお

いしい京丹波の食材をより多くの方々に知ってもらうために、京

都や大阪市内でレストランをお借りし、「どこでも京丹波フェア」

の実施などを展開し、販

路拡大を行いビジネスに

つなげていきたい。 

 

【参加団体】 

丹波ワイン㈱、おおさきファーム、岸本畜産、丹波村㈱、丹波いぶし

香房、㈱いつづ屋、同志社生活協同組合、NPO法人同志社大学産

官学連携支援ネットワーク 

【京丹波プロジェクトのホームページ】 

 

連絡先 ： 事務局長　別府守三　 メール ： morizo1114@ybb.ne.jp

 

http://www.doshisha-net.org/tanba/ 

〒610-0394　京都府京田辺市多々羅都谷1－3 
TEL ： 0774-65-6223　FAX ： 0774-65-6773　 
Mail ： jt-liais@mail.doshisha.ac.jp　担当者 ： 南 了太 

※研究紹介集をご希望の方は上記の連絡先まで御連絡下さい。送付させていただきます。 
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お問い合わせ 同志社大学リエゾンオフィス 
 

片山　傳生（かたやま　つたお）　■ 同志社大学副学長 生命医科学部 医工学科 教授 
 

 

同志社大学京田辺キャンパスにおける新たな取り組みについて 
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渡辺　好章 
（わたなべ　よしあき） 

同志社大学 生命医科学部長 
生命医科学部 医情報学科 
教授 
 

藤澤　義彦 
（ふじさわ　よしひこ） 

同志社大学 スポーツ健康科学部長 
スポーツ健康科学部 
教授 
 

松岡　敬 
（まつおか　たかし） 

同志社大学 理工学部長 
理工学部 機械システム工学科 
教授 
 

辻内　伸好 
（つじうち　のぶたか） 

同志社大学 リエゾンオフィス所長 
理工学部 機械システム工学科 
教授 
 

 

2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編 
 産学連携の魅力と 
可能性　 
 

 

 
 

　ますます多様化する社会ニーズと科学技術の発展に対応していく
ため、同志社大学では学際的な視点から、ダイナミクスともいえる教育・
研究体制の改革に取り組んでいる。2008年4月には、京田辺キャン
パスに「生命医科学部」と「スポーツ健康科学部」を新設するとともに、
工学部を改組再編して新たに「理工学部」がスタートした。 
　今回は、各学部長とリエゾンオフィス所長の意見交換を通して、
同志社大学が目指す21世紀の産学連携の方向性や将来の
研究展望などを紹介したい。 

  

 

 

■辻内　今年4月、京田辺キャンパスに「生命医科学部」

と「スポーツ健康科学部」を設置し、また工学部を新たに

改組再編して「理工学部」が誕生するなど、“生命”や“健

康”“情報”など、最先端科学を中心とした複合的な研究・

教育体制が整いつつあります。ますます多様化する社

会的ニーズに対応していくため、既存の学問領域を超え

た綿密な学部間・産学連携によって、新たな社会成果を

生み出していく必要がありますね。 

■渡辺　「生命医科学部」は医学部ではありませんが、“医

工連携”という新しいタイプの産学連携を目指し、その土

壌を形成していくことに意義があると考えています。例えば、

工学技術の進展によって実現された高精度な生体測

定機器が医療を支えているように、現代社会は工学的

なアプローチが医療・生体領域へとシフトされる大転換

期でもあります。私たちの学部ではこのような工学的な

視点をもつとともに、臨床現場で起こっているリアルタイ

ムの医学情報の積極的な吸収も行います。このことは、

第一線で活躍する多数の医師を教員として招聘してい

ることにも現れています。このような現場における医工連

携で、次世代医療につながる新しいニーズ・スキルの掘

り起こしに取り組んでいきたいと思っています。 

■藤澤　まず、申し上げておきたいのは、「スポーツ健康

科学部」はスポーツ競技力の向上だけを目的とした学部

ではないということです。高齢化社会を迎えて、さまざま

なスポーツを楽しむ人が増え、かつてないほど健康への

関心が高まっています。私たちはこうした現代の要請を

強く意識し、“健康と予防医学”をコンセプトにしながら、

応用科学としてスポーツを総合的にとらえていこうと考え

ています。我々の学部は、現代人が抱える心と体の問題

解決に向けて有効な提言を行っていくほか、ビジネスと

してスポーツ運営に関わっていける人材の育成等にも力

を注ぐなど、ユニークな研究・教育に特色があるといえる

でしょう。 

■松岡　同志社大学を創立した新島襄は当初から“人

間のための科学技術”という理念を持っていました。今回、

工学部が改組再編され、新たに「数理システム学科」と

いう数学的思考をベースにした領域が加わることによって、

より学際的ですそ野の広い取り組みにチャレンジできる

体制が整いつつあります。これまで工学部で培ってきた

教育カリキュラム・研究成果をさらに拡充させ、社会的な

信頼に応えていくとともに、あらためて同志社精神に立

ち返って“モノづくりはヒトづくり”というコンセプトを明確

に打ち出したいと思っています。また、教員間の情報交

換なども積極的に進め、新学部との連携を視野に入れ

た多面的な研究を展開するつもりです。 

 

 

 

 

■辻内　“医工連携”の例があるように、理工学や健康、

スポーツ、あるいは心理的な研究テーマが加わることに

よって、これまで同志社大学ができなかったようなシーズ

を生み出せるかもしれません。今後の学部間・学内連携

について、どのように展開していこうと考えておられますか。

特に「スポーツ健康科学部」については、文科系学部と

の積極的な連携に期待したいと思っています。今年2月、

これまでの研究成果を集めた文科系学部のシーズ集が

刊行されましたが、文理融合は当初から私たちが志向し

てきたことです。 

■藤澤　スポーツというものは、いろいろな学問分野と

連携できるものなのです。例えば、体力でも体格でも相

手より勝っているのに、どういうわけか試合に負けたとい

う経験がスポーツをやっている人にはあるでしょう。これを、

苦手意識とも呼んでいますが、そこには目に見えないメ

ンタル要素が影響している場合が少なくありません。こ

れは心理学との連携になります。これまでの競技中心

のスポーツという枠組みを取り払って、スポーツを“人間

科学”という視点から見つめ直してみると、「あれ？」と気

づかされることも多く、学術的な連携の重要性を感じます。

同志社大学の文科系学部には、感情やストレスをはじめ、

文理融合の視点を持った先生がたくさんおられます。学

部間の連携はもちろん、学内のさまざまなプロジェクトセン

ターと幅広い学内協力を進めて、成果を出していきたい

ですね。 

■渡辺　国レベルで鑑みても、“健康・環境・福祉”の3

分野は重要テーマとして位置づけられています。これら

の境界領域にも積極的にスポットを当て、社会変革の旗

振り役を果たしていくことが同志社大学に与えられた使

命でしょう。例えば「生命医科学部」では、メカトロニクス

と医学知識を融合し、無線通信ネットワークによる情報

共有をベースにした、自律協調型の介護ロボットの臨床

応用が進められています。こうした研究が進展すれば、

高齢化社会でクローズアップされている介護問題解決

の一助になるでしょう。先ほど、松岡先生がおっしゃったよ

うに、人間の幸福や豊かな生活を実現するためにどのよ

うな情報発信ができるかを考えることで、新しい学部間連

携の動きが生まれ、大きな牽引力となって広がっていくと

思います。 

■松岡　社会構造が劇的に変化するなかで、従来のよ

うに機能や性能を追求するだけでなく、どのようなターゲッ

トにどんな製品・技術を提供していくのか、ユーザーの利

便性や使い心地に配慮したモノづくりを行わなければな

りません。工学的技術の一つに、“位置決め制御（加工

物などの位置を認識する技術）”

というものがありますが、これに

生命医科学的視点を加えるこ

とによって、患者さんに負担を

かけない検査機器を開発する

ことも可能でしょう。もしかすると、

そこには“消費者心理”という

側面が入ってくるかもしれません。情報なら情報、電気な

ら電気という限られた領域にとらわれず、幅広い視点で

の学部間連携に取り組むことで、人間を主人公にした研

究をどんどん進めていきたいですね。 

 

 

 

 

■辻内　 大学が培ってきた知的資源を社会に広く還元

していくことが期待されていますね。同志社大学ではリエ

ゾンオフィスを中心に、さまざまな産学連携や地域活性化

事業に取り組んできました。文部科学省知的クラスター

創成事業など国のプロジェクトに積極的に参加し、実際

に市場化された技術やアイデアもたくさんあります。こうし

た動きをさらに加速し、定着さ

せていくためにも、時代に対応

した社会貢献のあり方を考え

ていかなければなりませんね。

新学部の特長を生かした産学

連携の仕組みをどのように進

めていかれますか。 

■渡辺　「生命医科学部」では、すでにいくつか産学

連携の動きが始まっています。アルツハイマーの早期発見・

治療につなげるバイオマーカーの研究や、高感度生体セ

ンサー、脳機能のシステムとしての利用、薬剤を目的患

部に集中的に投与する超音波ドラッグデリバリーシステム

の開発など。次世代医療を見据えたこれらの最先端の

研究が産学連携のシーズとなっていくでしょう。これから

の社会との接点を考えると、ヒトを切り口にした“高度マ

ンマシンインターフェイス”の重要性がますます高まってい

くでしょう。例えば、人間の指や腕の動きを模倣したロボ

ティクス技術、あるいはライフスタイルに合わせて最適な

生活環境を提供すると同時に日々の健康管理の役割も

担うインテリジェント家電など。ヒトと機械、スポーツ、心を

つなぐインターフェイスを考えることで、新しい産学連携の

可能性というものは無限に膨らんでいくのではないでし

ょうか。 

■松岡　これまで「工学部」は、同志社大学における産

学連携の中心を担ってきました。「理工学部」では、その

取り組みをさらに充実させ、社会から寄せられる信頼に

応えていく体制を整えていきたいですね。また、「数理シ

ステム学科」では、コンピュータを使った統計処理や応用

数学の研究が進められています。経済の世界では“数

理ファイナンス”という定式化理論が評価され、現代社会

において大きな可能性を持つ学問として脚光を浴びて

います。新しい学部の開設にともなって、ユニークな研究

成果や技術シーズがどんどん蓄積されているので、今後

はこうした基礎レベルにおける産学連携の広がりにも期

待したいと思います。 

■藤澤　“医工連携”ということでは、現在、私は人間

の骨の構造や密度を超音波

で計測・解析して、スポーツと

生体メカニズムの関係を明ら

かにする研究に取り組んでい

ます。最初、「超音波を使って

骨の研究をしませんか？」と誘

われたときは、スポーツとどの

ようにつながるのか疑問でした。しかし、この研究を健康

や予防医学という視点からあらためて見てみると、今ま

でに無いいろいろな発見があって面白いですね。このほ

か例えば、スポーツメーカーの多くは人間工学の視点を

取り入れながら、優れたモノづくりを行っています。こうし

た企業との産学連携はもちろん、生涯スポーツ教室の開

催や生活習慣病予防の健康指導など、地域社会との交

流を広げることで同志社大学の存在価値を高めること

ができるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

■辻内　 2006年11月、同志社大学は京都府木津川市

に“学研都市キャンパス”を開校しました。隣接する学研

都市病院と交流に関する協定を結ぶなど、京田辺キャン

パスとともに生命科学や医工学の総合的な研究拠点と

位置づけています。その中心的な施設となっているのが「快

風館」で、学研都市病院と共同の臨床研究や高度なプ

ロジェクト研究などを実施していこうと考えています。今後、

同志社大学は関西文化学術研究都市という地域との関

わりの中で、どのような特色を打ち出していくべきでしょ 

うか。 

■渡辺　「ヒトを総合的に科

学する」という観点から言えば、

臨床現場である学研都市病

院がすぐ隣にあるのは心強い

ですね。先ほど紹介した自律

協調型の介護ロボットの例にも

あるように、臨床で得られた結

果を直ちに研究室にフィードバックすることで、また新しい

成果を生み出していくというプロセスを辿っています。こ

れから、医学、スポーツ、心理学、あるいは哲学、社会学と

連携の輪はどんどん広がっていくでしょう。一見、何でも

ないような研究でも、それらを“掛け算”することで新たな

シーズの創生につながることも多いと思います。同志社

大学が中心となって、今までとはまったく違う、関西学研

都市ならではのさまざまな情報が発信できるのではない

かと夢を膨らませています。 

■松岡　学研都市キャンパスにおいては、生命医科学

やスポーツ健康に関する研究のほか、バイオやメンタル

ヘルスなど幅広い研究に対応することが可能ですね。

キャンパスでどんな研究が行われているのか、どんな情

報が蓄積されているのか、内外にもっと発信していくことで、

地域社会や企業のニーズを掘り起こすことができると思

います。時間をかけながら、じっくりと成果を出していくの

が同志社大学のスタイルではないでしょうか。 

■藤澤　「快風館」には“モーション・キャプチャ”を使っ

た動作解析装置など、日本でも有数の機器が揃っていま

すね。スポーツにおける動作解析やリハビリの機能評価

といった、専門性の高いテーマを展開できるのが魅力で

しょう。学研都市病院のほかにも、数多くの最先端企業・

研究所が学研都市地域に集積しているので、それらの

ポテンシャルを総括的に活用しながら、教育・研究のレベ

ルアップを図っていきたいですね。 

■辻内　教育・研究体制の改革への取り組みは始まっ

たばかりです。これからも「人間のための科学技術」とい

う同志社らしい精神を大切にしながら、21世紀社会に求

められる新技術・新産業の創出、産学連携に取り組んで

いきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。 

 

渡辺　好章（わたなべ　よしあき）　■ 同志社大学 生命医科学部長 生命医科学部 医情報学科 教授 
　サイエンスの歴史上の流れは、“物理”から“生理”さらには“心理”へと進んでいくのでしょう。これまでの工学は“物理”を応用したエ

ンジニアリングを追求してきましたが、21世紀は“生理・心理”に目を向けた人間中心の科学技術が創出の中核を担うでしょう。「生命医

科学部」では、いま最も注目されている“医工連携”の視点から、高齢化社会の介護ロボット開発や生体材料を用いた再生医療、人間の脳

のメカニズムを応用した情報処理技術など、幅広い研究を行っていきます。同時に、自分の置かれている社会軸を意識して活躍できる自主・

自立型の人材を育成することで、ハード・ソフト両面から社会貢献に取り組みます。 

　機械工学と医学の融合領域において、

ヒトのための先端工学技術を学ぶ。ヒト

の動作補助を行う医用ロボット、医療・

福祉機器・再生組織材料、信頼性のある

生体・環境適合材料などの研究・開発を

進める。 

医学と工学の接点で新たな技術
を創造 

　医療や福祉、健康など、「生命」への関心が高まりつつあるなか、

健康寿命の延長や医療・介護の社会的負担軽減など、多様な課題

の解決が求められている。こうした現代社会のニーズに応えてい

くため、同志社大学がこれまで培ってきた工学研究成果をもとに、

医学・基礎生物学などさまざまな学問との融合的教育を行い、多

角的に医療とヒトに貢献できるエンジニアや研究者を育成する。 

井原　康夫（いはら　やすお）　■ 同志社大学 生命医科学部 医生命システム学科 教授 
 

生命医科学部と産学連携の可能性についてー神経病理学分野の場合  

　ここでは具体的な事例として当研究室で進行中のプロジェクトを紹介し、参考にしてもらいたい。当研究室の目標は、アルツハイマー病

の発症機序の解明である。と同時に早期診断法および治療戦略の確立でもある。すなわち基礎研究だけではなく、アルツハイマー病制圧

の手段を何とか編み出せないかと日夜考えている。以下に当研究室で進めようとしている2つの計画を述べておく。第1に新規γセクレタ

ーゼ阻害剤開発。現在はAβ42の産生を選択的に抑制するγmodulatorの開発が競争になっている。当研究室の舟本聡は、C99（γセク

レターゼの直接的基質）のN末端を認識する抗体がC99の切断を阻害することを見出した。簡単にいえばC99のN末端にキャップをする

とAβが産生されなくなるらしい。もしこのような特異な親和性を持つペプチドがデザインできれば、Aβのみが産生されなくなり、他の基

質には全く影響しない第2世代の阻害剤へと発展するだろう。 

　第2は、遅れて現れるτに対する治療法である。τが認知症と直接関係があり、その程度を決めるといわれている。宮坂知宏は、タウオパ

チー線虫を創出し、簡便な化合物のスクリーニング系を確立し、効果のある1化合物を見出した。この線虫の系はスクリーニングの系とし

て非常に簡単であり、人手さえあれば、数多くの化合物を短期間でスクリーニングすることが可能である。このように当研究室では、将来

的に産学連携が実現するかもしれない研究が進行しつつある。 

竹田　正樹（たけだ　まさき）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部 教授  

応用総合科学としてのスポーツ健康科学  

　スポーツ健康科学という学問分野の特徴は、各基礎的分野の応用総合的学問ということです。現代社会が抱える様々な問題に、スポー

ツ健康科学という分野からアプローチするには、学部単独で問題解決にあたるのではなく、最近指摘されているように、より学際的、多面

的にアプローチする必要があります。学部間連携はもとより、産官学連携も決して欠かすことが出来ません。私個人のテーマになりますが、

本学リエゾンオフィスの協力も得ながら、高齢者の体力、生きがい感、栄養を総合評価するためのソフトウェアの開発にチャレンジしています。

しかし、このような総合評価はスポーツ健康科学だけではなしえません。例えば、心理学、社会福祉学、栄養学などと連携する必要があります。

京田辺校地で展開される本学部は、学部独自の個性を持ちつつも、学部間、学外との連携をより意識したものとして発展させるべきもの

であり、そのような土壌があると考えています。 

 

医工学科 

生命医科学部 

｜学｜部｜紹｜介｜ 

　情報・電子工学と医学が融合した分

野を学ぶ。ヒトの脳内における情報処

理メカニズムの解明、電子工学技術を

駆使した生体情報の計測、さまざまな

医用機器の研究・開発に積極的に取り

組む。 

人体の優れたメカニズムを先端
工学技術に応用 

　ナノテク、バイオテクノロジー等の技

術革新の礎となる機能性物質の化学と、

生命現象の化学を二本柱として、思考力・

応用力を養う実験を重視したプログラ

ムを設定。人類の夢を実現する機能性

物質の探索や開発に挑戦する。 

人類の夢を実現する新しい機能
性物質を開発 

　ナノ材料をはじめとする高機能材料

開発、地球環境問題や生物・生体システ

ムに関わる環境・バイオ研究などに取り

組む。化学および化学工学に基づくシ

ステム的思考により、持続可能な社会を

形成する基盤技術にアプローチしていく。 

持続可能な社会形成のための化
学プロセスを確立 

　数学理論を追究するとともに、さまざまな現

象を数理モデルにより定式化し、シミュレーショ

ンなどで解析する手法を学ぶ。例えば、経済の世

界では統計を駆使した“数理ファイナンス”と呼

ばれるスペシャリストが活躍するなど、その社会

的ニーズは高まっている。数理分野、情報統計分野、

応用数理分野、それぞれ3つの分野を学修する

ことによって、高度な数学的思考を持った人材を

育て、社会科学や自然科学の発展に寄与する。 

高度な数学的思考を生かして社
会ニーズに即応 

医情報学科 

　分子生物学、細胞生物学から解剖学、

薬理学、内科学など幅広い医学領域を

学ぶ。人体の構造や機能、病気の原因

について深く理解し、ヒトの健康増進、

病気の予防や治療など、医療に貢献す

るための研究・技術開発を行う。 

ヒトの高度な機能の秘密とその
修復の可能性に迫る 

医生命システム学科 

理工学部 

『未来を拓く健康と医療の先端技術 』 

　健康科学コースは、身体の構造や機

能に関する医・科学的理解を基礎にして、

健康の維持、増進のための身体のメカ

ニズムを学修する。また、健康・予防医

学に関連する社会的諸制度を学修する。

そこからスポーツと身体活動を通じた

健康づくりの意義を理解する。 

健康、予防医学に、スポーツ・身
体活動の視点からアプローチ 

健康科学コース 

スポーツ健康科学部 

　トレーニング科学コースは、競技力向

上のためのスポーツ医学を活用した科

学的なトレーニング方法と、生涯スポー

ツにつながる運動習慣の獲得方法を学

修する。このコースは、単にアスリート

のためではなく、子供から高齢者まで、

楽しく正確にスポーツや運動が実践で

きる方法を学修する。 

生涯スポーツと競技力向上にス
ポーツ科学からアプローチ 

トレーニング科学コース 

　スポーツ・マネジメントコースは、スポーツを

取り巻く社会環境の整備・充実の方策や社会ス

ポーツの発展のための政策、さらにビジネスと

してのスポーツの運営・経営方法を学修する。

そこからスポーツが、地域社会の活性化および

地域住民の生活の質的向上に、どのように貢

献できるのかを理解し、「生涯スポーツ社会の

実現」のためのマネジメント理論を学修する。 

健康を軸としたQOL向上に、スポーツ
と社会の関わりからアプローチ 

スポーツ・マネジメントコース 

　ますます細分化・専門化する21世紀の科学技術に対応し、

未来社会が求める多彩な理工系人材の育成という大学使命

を明らかにするために、同志社大学工学部の名称を新たに「理

工学部」とするとともに、「数理システム学科」を新設し、現

行の「機能分子工学科」を「機能分子・生命化学科」に、また「物

質化学工学科」を「化成システム創成工学科」へ改組する。

これまでの工学研究をさらに推し進めて、専門領域を超えた

視野の広いエンジニアを育てる。 

既存の学問領域を超えた 
幅広い教育・研究を実践 

すそ野の広い産学連携に取り組み 
多様な社会ニーズに対応 

学研都市発、 
新たな“知”の集積で魅力創出 

“ヒト”を主人公にした 
文理融合型の知的情報を発信 

機能分子・生命化学科 化学システム創成工学科 数理システム学科 

工学と医学の融合から、新たな価値を創造する。 

科学技術の革新を創出できる創造性豊かな理工系人材の育成。 

　ライフスタイルの変化や高齢化社会の影響で、スポーツによる

健康の獲得や生活の質（QOL：Quality of Life）の向上が求めら

れている。同志社大学は、多角的かつ科学的な視点からスポーツ・

健康を学び、現代人が抱える「心とからだの問題」の解決に向け

た方向性やプランを、社会に提案・提言していく人材を育てる。総

合応用科学としての「スポーツ健康科学」の3つのコースを履修

モデルとして、実践的に教育と研究を深めていく。 

スポーツと健康の新時代を担う人材を養成する。 

藤澤　義彦（ふじさわ　よしひこ）　■ 同志社大学 スポーツ健康科学部長 スポーツ健康科学部 教授 

　スポーツと健康の関連性がクローズアップされていますが、その社会的環境は必ずしも整っているとは言えません。「スポーツ健康科

学部」では、従来の“競技力向上のための研究”だけにとらわれず、“健康・予防医学”という観点からスポーツ全般をとらえていきたいと

思います。医学や工学、心理など、さまざまな領域での研究交流を進めていくことにより、同志社大学ならではの成果が生まれると期待し

ています。今後、私たちのコンセプトを地域社会や企業の皆さまに理解していただき、地域・産学連携の動きを広げていこうと考えてい

ます。 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

医工学科および医情報学科：学士（工学） 

医生命システム学科：学士（理学） 

入学定員：240名 
（医工学科：90名、医情報学科：90名、医生命システム学科：60名） 
 

学　　位：学士（工学）、学士（理学） 

入学定員：730名 
　インテリジェント情報工学科：80名、情報システムデザイン学科：80名 
　電気工学科：75名、電子工学科：85名 
　機械システム工学科：90名、エネルギー機械工学科：70名 
　機能分子・生命化学科：80名、化学システム創成工学科：80名 
　環境システム学科：50名、数理システム学科：40名 
 

学　　位：学士（スポーツ健康科学） 

入学定員：150名 

入学試験は一般選抜入試のほか、トップ・アスリート入試、 
スポーツ能力に優れた者を対象とする特別入試、AO入試、 
学内高校推薦入試などを実施。 
 

 

基礎を重視した教育で、 
激変する技術改革に対応 

社会から高く 
評価される 

「人間のための科学技術」 

世界トップレベルの 
設備を完備して、 
理想的な 

教育研究環境を実現 

　2007年11月19日、学研都市キャンパスにて、『未来を拓く

健康と医療の先端技術』をテーマに、「同志社大学リエゾンフェ

ア～同志社大学・けいはんな産学交流会～」を開催した。

2002年にリエゾンオフィスを発足させて以来、毎年リエゾンフ

ェアを開催し、今回で6回目となった。 

　基調講演では、日本原子力開発機構関西光科学研究所の田

島俊樹所長を招き、「けいはんなにおける光医療の展開」とい

う題で、 “切らずに治せる”体にやさしい粒子線治療など、先進

的な研究として注目されている研究内容を紹介いただいた。 

　引き続き、新設学部の「生命医科学部」「スポーツ健康科学部」

についての紹介の後、阪田真己子文化情報学部専任講師、竹田

正樹スポーツ健康科学部設置準備室教授、中村憲夫同志社女

子大学薬学部准教授、井原康夫生命医科学部設置準備室教授が、

自身の研究シーズを発表。また、希望者を対象にした、快風館

の施設見学の中で、阪田専任講師による「モーションキャプチャ

を用いた身体動作研究」のデモンストレーションが行われ、参

加者は興味深く見入り、多くの質問が飛び交った。 

　終了後に設けた懇親交流会では、講演者・大学研究者と参加

者がテーブルを囲み、意見や情報の交換を行った。 

けいはんな地域市民、企業関係者など130名を超える参加者

が熱心に聞き入るフェアとなった。 

2007年度 同志社大学リエゾンフェア 

※所属は開催当時 

インテリジェント情報工学科 
 

環境システム学科 
 数理システム学科 

電気工学科 

電子工学科 

情報システムデザイン学科 

機械システム工学科 
 
エネルギー機械工学科 
 

機能分子・生命化学科 
 
化学システム創成工学科 
 

松岡　敬（まつおか　たかし）　■ 同志社大学 理工学部長 理工学部 機械システム工学科 教授 

　今回、「工学部」から新たに「理工学部」へと生まれ変わりましたが、これまで培ってきたさまざまな“知の財産”を生かしながら、さらに

レベルの高い教育・研究を目指していこうと考えています。共通しているのは、研究もモノづくりも人間のためのものでなければならな

いということ。変化し続ける科学技術に対応していくのはもちろんですが、その技術や製品、サービスをどんな人に、どのように使っても

らいたいのかを考えることも大切です。ユーザーの気持ちにまで踏み込んだ視点を養うことが求められるでしょう。人間の幸せや豊か

な生活に貢献できるような、社会的価値のある研究開発を行っていきます。 

押目　頼昌（おしめ　よりまさ）　■ 同志社大学 理工学部 数理システム学科 教授 
 

数理システム学科の目指す社会的寄与  

　自然界だけではなく、人間社会のあらゆるところに数理的な構造が潜んでいます。例えば、金融市場におけるデリバティブの価格変動は

ブラック・ショールズ方程式により数理的構造が明らかになりました。しかも、このような数理的構造は、理論的な側面と実践的な側面の両

方から考えないと解明できなくなっています。このように、自然科学、工学のみならず、社会科学においても、その数理的構造を、理論的か

つ実践的に解析できる人材が幅広い分野で求められるようになりました。 

　数理システム学科では、さまざまな分野において数理的構造の理論的解析を行い、統計処理やコンピュータによるシミュレーションを駆

使して実践的な解析のできる人材養成を目指します。統計ファイナンスの分野で活躍できる人材育成がその一例で、金融の現場で活躍し

てきた専門家が教員として教育・研究の指導にあたります。なお、日本の数学教育に寄与する中学・高校の教員を養成し、理想の教育者で

あった新島襄の精神を世に広めるのも当学科の重要な目的のひとつです。 

 

http://biomedical.doshisha.ac.jp/ 

 

http://se.doshisha.ac.jp/

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

　京田辺キャンパスが1986年に開校して以来、2005年度

には文化情報学部が開設され、今年度は新たに生命医科学部、

スポーツ健康科学部を新設いたしました。また、1994年に移

転した工学部には、新たに数理システム学科を新設し、機能分

子工学科と物質化学工学科を機能分子・生命化学科、化学シス

テム創成工学科へと改組することで、理工学部と改組・再編い

たしました。 

　これら新設2学部と改組再編した理工学部、また、理工系だ

けではなく、「データサイエンス」の手法を用いて文化の分析・

解明を目指し、文理融合を掲げている文化情報学部との積極

的な学内連携を行うことで、本学が持っている総合大学の強み

を活かした多様な学問との融合を実践し、これからは文科系、

理科系を問わない、従来以上に幅広い教育と研究、そして社会

貢献が行えることと思います。特に新設する2学部では、同志

社設立当初から校祖新島襄が思い描いていた、医学・医療分野

の人材育成の実践を開始します。 

　京田辺校地には実験、実習を伴う学部が来年度設置される心

理学部を含め、5つの学部が教育、研究を展開されることを受け、

本年からは、環境保全・実験実習支援センターが設置され、学部

の枠を超えた実験実習支援体制が整備されると共に、環境保全、

安全管理も強化されます。実験、実習支援では統合する事により、

設備の有効活用がなされるだけでなく、教育、研究においても

相互に補完、融合を図ることが可能になります。 

　また、社会貢献では産学連携だけではなく、地域連携も積極

的に行っております。京田辺キャンパスにおいては、開校当初から、

地元地域との連携も積極的に図ってきておりますが、この新2

学部と理工学部、そして文化情報学部によって、関西文化学術

研究都市地域での更に密接な地域連携が図られることでしょう。 

01 02

特集｜2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編　産学連携の魅力と可能性 

特集｜2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編　産学連携の魅力と可能性 

特集｜2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編　産学連携の魅力と可能性 

特集｜2008年度 同志社大学 学部新設・改組再編　産学連携の魅力と可能性 

09 10

特集 

03 04

05 06

07 08

『人文社会系産官学連携研究紹介集』発行 

第4回同志社大学×龍谷大学 
ジョイントセミナーを開催 

「京都発 医・工・薬産学公連携フォーラム」 
医工薬連携～脳科学への招待～を開催 
 

キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会にて本学学生が 
「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」を受賞 

同志社校友会大阪支部・産官学部会「東大阪リエゾン倶楽部」が発足 

京丹波プロジェクト （平成19年度京都府地域力再生プロジェクト支援事業） 

　産官学連携による経済活性化、地域振興を推進するためには

理系の技術開発のみならず人文社会系の知識は必要不可欠で

ある。しかし、全国的に理系産官学連携が推進される一方、人文

社会系分野でどのような連携手法があるのかこれまで提示され

ることはほとんどなかった。その理由は、理系分野が「目に見え

やすい」製品や特許等、直接経済活性に寄与する一方、人文社会

系分野は「見えにくい」情報によることが大きい。 

　そこで様々な同志社大学の事例を収集し2008年2月に完成

したのが今から紹介する「人文社会系産官学連携研究紹介集」

である。この研究紹介集には3点の特徴がある。 

　1点目は、同志社大学の総合大学の強みを活かし102名の教

員の連携可能分野が記載され、多くの方に読んでいただけるよ

うに平易に書かれていること。 

　2点目は、これまでどのような事例があるのか分かりにくい人

文社会系分野の連携方法を①デザイン、②まちづくり・地域振興、

③マーケティング、④産業人材の育成、⑤コンテンツ、⑥調査、⑦

コンサルティング、⑧法務コンサルティング、⑨企業コンプライア

ンス、⑩講演・通訳に類型化することで、企業、行政、地域住民、

NPO関係者等それぞれのニーズに対応させていること。 

　3点目は、人文社会系産官学連携に特化した研究紹介集は数

少なく、新規性があること。 

　依頼者側からすると、理系産官学連携では「・・技術を開発したい」

といったピンポイントの要望が多いのに対し、人文社会系の連携は、

一見、漠然とし、目に見えにくいが、多目的で、用途が広く、何に

でも使えることに大きな特徴がある。 

【活用方法】 

この研究紹介集を活用することで、 

企 業 の 方■講演、調査、コンサルティング、人材育成、情報提 

　　　　　　　供等様々な連携が可能 

行 政 の 方■自治体への政策提言、講演、調査、まちづくり等

様々な連携が可能 

地域住民の方■地域調査、大学と協同の地域活性化、地域の情

報発信等の連携が可能 

　また、共同研究による特許発明、保護、活用

やNPO法人同志社大学産官学連携支援ネッ

トワークによる異業種連携の場の設定、インキ

ュベーション施設D-eggによる起業支援、賃

貸施設の提供等様々なサービス体制が充実。 

 

　2008年2月25日、クリエイション・コア東大阪にて、「金属加

工／腐食・疲労と産学連携」をテーマに、同志社大学×龍谷大学

ジョイントセミナーを開催した。 

　本セミナーは、両大学の「クリエイション・コア東大阪」への共

同入居を契機に毎年開催している。 

　基調講演では、中農康久氏（株式会社中農製作所 代表取締役

社長）を招き、「顧客ニーズに柔軟に対応できる精密切削加工技

術と産官学連携による自社商品開発」という題で、大学や行政等

との連携を通じての新製品・新技術開発の話があった。 

　引き続き、両大学からシーズ発表があり、本学からは、宮本博之

工学部エネルギー機械工学科准教授が、「強ひずみ加工法によ

る金属材料の結晶粒超微細化と材質改善」をテーマに発表した。 

　終了後には交流懇親会、 

ブース展示が行われ、意見交

換や情報交換などが行われた。 

　今後、東大阪における産学

連携がさらに発展することを

期待している。 

　佐野恵一さん(経済学部2004年度生)が、第4回キャンパスベンチャーグランプリ（CVG）全国大会（主催：日刊工業新聞社、共催：内

閣府　経済産業省　文部科学省　日本経済団体連合会　日本商工会議所）にて「経済産業大臣賞・ビジネス部門大賞」に選ばれました。

佐野さんは第9回CVG大阪にて、2つある大賞のひとつである「ビジネス大賞」を受賞され、関西32大学355件の応募から選ばれた『要

介護者への旅行サポート事業』というプランを全国大会で発表されました。介護が必要な方の旅行を、国内外を問わず全面的にサポ

ートするサービスを「旅のお手伝い楽楽」として実際に展開しておられます。 

　2年前の同志社大学ビジネスプランコンテストで優勝された佐野さんは、それにとどまることなく着実に事業を進めてこられました。

彼の努力に敬意を表するとともに、ご支援ご協力いただきました皆様とともに受賞を喜びたいと思います。 

　最後に、佐野さんからのメッセージです。 

　2008年2月1日、メルパルク京都にて、「医工薬連携～脳科

学への招待～」をテーマに、京都発 医・工・薬 産学公連携フォー

ラムを開催した。 

　本フォーラムは、京都の医学・工学・薬学系の大学が集まり（主催：

京都府立医科大学、共催：京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都

薬科大学、立命館大学、同志社女子大学、同志社大学）、医工薬連

携による新たな産学公連携を発信することを目的としている。 

　本学からは、宮坂知宏生命医科学部設置準備室助教が、「線虫

モデルを用いた認知症治療薬スクリーニング」をテーマに発表

した。 

　今後、医学・工学・薬学の連携を行うことで、新たな産学連携の

波が起こることが期待されている。 

LIAISON CAFE

同志社の諸先輩方はじめ、数多くの方々のご協力おかげでこの賞を頂くことができました。 
一人でも多くの方が「生きていてよかった」と思っていただけるような社会を作っていければと思います。 
 佐野さんのブログもご覧ください　　旅のお手伝い楽楽のおはなし　http://blog.canpan.info/rakuraku/

 

　東大阪市は技術力の高いモノづくりの中小企業の集積地です。

同志社大学リエゾンオフィスは2004年から、東大阪にあるク

リエイション・コア東大阪を産学連携の拠点として入居してい

ますが、十分に活用できていないのが実情でした。 

　このたび、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」を立ち上げることとなり

ました。東大阪近辺の企業の同志社大学OB社長が中心となり、

約10名のメンバーが定期的に集まり、東大阪の企業と同志社

大学の連携を図っていくことになり、1月に設立総会が開催さ

れました。活動はまだこれからですが、まずは東大阪リエゾン

倶楽部の輪を広げつつ、同志社大学リエゾンオフィスと連携し

ながら、情報交換や企業ニーズの収集、技術相談会などを行っ

ていく予定です。 

　東大阪に在住の方でこの

輪に参加いただける方は、社

長に限らずどなたでも歓迎で

すので、ご連絡をお待ちして

おります。 

　同志社大学と地域との連携による、「京丹波特産品のブランド

化による地域活性化－農畜産物生産者と若者による食文化ネット

ワークの構築」というプロジェクトが、昨年夏からスタートしている。 

　京丹波地域では黒大豆枝豆、山の芋、丹波栗、猪肉などの優れ

た農畜産物がある。一方、都市では食の安心、安全に対する関心

が高まっている。優れた農畜産物の流通がなされるよう環境整備

を行うことは、広範な地域を巻き込んで、魅力ある地域の暮らしや

仕事を創出する契機となる。食育や地域再生などを専門とする同

志社大学の教員や学生と、京丹波地域の農畜産物生産者とのさま

ざまな交流や活動に接して、本物の味や生産者の想いのこもった

食材を若者が体感し、彼らの新鮮な視点から本物の食（文化）を

発信することで、京丹波の特産品のブランド化を推進することを

目的とする。 

　まず、同志社大学の教員・学生が京丹波の生産者を訪問し、特産

品や農畜産業に関するインタビュ

ーを行うことから始めた。フィール

ドワークに参加した学生グループは、

ケーキ屋とプロジェクトチームを編

成し、丹波産の食材を使ったチーズ

ケーキ3種類（プレーン・かぼちゃ・

黒豆入り抹茶）を作製し、学園祭で636個を完売した。また、同

志社生協では「秋だ！ うまいぞ京丹波フェア」を開催し、京丹波牛

ハヤシライス、丹波汁、ぶどうソフトなどを販売した（レトルト食品

の開発を行っている）。また、交流を深めるため、京丹波の食材を

テーマにして、京丹波ぽーく大学、わいん大学、野菜大学を開催した。

講演などの後には必ず“食べる”ことにしており、参加者には好評

であった。 

　京丹波プロジェクトは3年間の活動を予定している。今後はお

いしい京丹波の食材をより多くの方々に知ってもらうために、京

都や大阪市内でレストランをお借りし、「どこでも京丹波フェア」

の実施などを展開し、販

路拡大を行いビジネスに

つなげていきたい。 

 

【参加団体】 

丹波ワイン㈱、おおさきファーム、岸本畜産、丹波村㈱、丹波いぶし

香房、㈱いつづ屋、同志社生活協同組合、NPO法人同志社大学産

官学連携支援ネットワーク 

【京丹波プロジェクトのホームページ】 

 

連絡先 ： 事務局長　別府守三　 メール ： morizo1114@ybb.ne.jp

 

http://www.doshisha-net.org/tanba/ 

〒610-0394　京都府京田辺市多々羅都谷1－3 
TEL ： 0774-65-6223　FAX ： 0774-65-6773　 
Mail ： jt-liais@mail.doshisha.ac.jp　担当者 ： 南 了太 

※研究紹介集をご希望の方は上記の連絡先まで御連絡下さい。送付させていただきます。 

 

※所属は開催当時 

※所属は開催当時 

お問い合わせ 同志社大学リエゾンオフィス 
 

片山　傳生（かたやま　つたお）　■ 同志社大学副学長 生命医科学部 医工学科 教授 
 

 

同志社大学京田辺キャンパスにおける新たな取り組みについて 



大学教育と労働市場の 
関連性をアカデミックな 
視点で解明 

浦坂　純子（うらさか　じゅんこ） 
Urasaka Junko

同志社大学 社会学部 産業関係学科 准教授 
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大学教育と労働市場の関連性をアカデミックな視点で解明／浦坂　純子 教員研究紹介① 

 

浦坂　純子（うらさか　じゅんこ） 
同志社大学 社会学部 産業関係学科 准教授 

新卒労働市場の実証分析にはじまり、大学教育と労働市場の関連性につ
いての研究、またNPOの就労に関する調査分析、インターンシップ教育の
実践など、幅広い分野に取り組みを広げている。大学からの帰りに、ジム
で汗を流すのがストレス解消法だとか。俳優の織田裕二さんの大ファン
としても有名。研究室にはレアモノのグッズもちらほら。「いつか会えたら
いいな」と夢を膨らませる。 

　 

 

こう こ かん 

　「就職のときに重要なのは出身大学のネームバ

リューだけで、学業成績なんてあまり関係ない…」。

実力社会、能力主義という概念が浸透する一方で、

学生たちの間でそんな高を括ったような考え方がある

のも確かだろう。「でも、本当にそうでしょうか？」と疑

問を投げかけるのは、社会学部の浦坂純子准教授。

「大学に入学する前のプロセスも含めて、何をどのよ

うに学んできたのか。人的資本をきちんと積み重ねた

人が、就職活動やその後のキャリア形成においても

成功するのが本来の姿だと思います」。 

　こうした仮説を実証するため、今から8年ほど前、

経済学部の八木匡教授らとともに取り組んだのが、『経

済学部出身者の大学教育とキャリア形成に関する

実態調査』である。第1回目の調査では、主要3私立

大学の経済学部出身者7287名にアンケート調査を

実施し、受験科目や学生時代の成績、現在の所得（年収）など

を詳しく尋ねた。その結果、受験で数学を選択した人の平均年

収は、選択しなかった人に比べて概ね高く、最大で約100万円

の格差があることが分かったという。もちろん、年収に影響を及

ぼす要因には、数学受験の有無に限らず、その人の年齢や性別、

就労先の規模や業績などが考えられるが、「数学をしっかり学

習することによって論理的な思考力が養われ、キャリア形成の

選択肢が広がるのも一つの要因では」と分析する。統計学的

な視点から、教育制度のあり方と社会でのパフォーマンスとの関

係に注目した研究は、内外から高い評価を得ている。人気テレ

ビ番組「トリビアの泉」などでもこの調査結果が取り上げられ、話

題を呼んだ。 

　第2回目の調査では、さらに「もっと熱心に勉強しておけばよ

かったと思う科目は？」「自分の子どもや孫に勉強してほしいと思

う科目は？」などの質問項目を加え、同じ3私立大学の社会科学

系学部出身者6000名にアンケート調査を行った。その結果、英語

や国語と同様に、「数学をもっと勉強すべきだった」と回答した人

が多く、学生時代に得意だったかどうか、現在までに役立ったか

どうかにかかわらず、本音のところで数学重視の傾向があること

があらためて浮き彫りにされたという。近年、ゆとり教育がもてはや

され、中等教育の早い段階から数学学習が切り捨てられる風潮

がある。「私たちの調査が、今後の教育制度のあり方に一石を投

じるきっかけとなれば」と浦坂准教授は笑顔を見せる。 

 

　また浦坂准教授は、キャリア形成の場としてのNPO

の可能性についても調査、研究している。ひと昔前ま

では、定年を迎えるまで一つの企業で勤め上げるとい

うのが日本の雇用慣行だったが、最近では非正規雇

用の割合が増え、ニートやフリーターの存在が注目さ

れている。学生自身の就労に対する意識も変化しつ

つあるようだ。その一方で、例えば育児や介護などで

リタイアした人は、どれだけ意欲や能力があっても、元

の職場に戻ることは難しい。雇用流動化時代を迎え

た今、「それぞれがライフサイクルに合わせて移動し、

キャリアアップできるような“しなやかな職場（働き方）”

を整備しなければ、社会における適材適所は実現で

きません」。その職場の選択肢の一つとして、浦坂准教授は社

会的なインパクトを持つNPOの存在に期待している。 

　欧米では、NPOやNGOの活動は幅広く社会認知されている。

だが、日本ではまだボランティア組織としてとらえられることが多く、“利

他心”や“志”など精神的充足を拠り所としているのが現状だ。

浦坂准教授は、独立行政法人労働政策研究・研修機構が手が

けた「NPOの『就労』に関する研究」プロジェクトに参画し、NPO

活動に従事する2000名余りを対象にアンケート調査を行った。そ

の結果、NPOにおける経済的処遇の実態は、フルタイムで働いて

いる事務局長クラスでも、平均年収が300万円に満たないという

劣悪なものだった。また、賃金制度や評価制度なども、十分に整

備されていないことが明らかになったという（2004年度時点）。「働

くことを目的としてNPOに関わっている人の多くが、ワーキング・プ

ア状態に甘んじている」と浦坂准教授。では、NPOが職場の一

つとして機能し、個人のキャリア形成にも役立つようにするため

にはどうすればいいのだろうか。 

　「企業の社会的責任（CSR）が強く求められる時代ですので、

企業とNPOのコラボレーションが実現できないでしょうか」。例えば、

すでに地方自治体などでは、高度なノウハウと専門性を持った

NPOに住民調査などの業務を委託する事例が見られ、コスト削

減という側面でもひと役買っているという。市民（顧客）の生活に

根ざした活動を展開するNPOの機動力や優位性を生かす方

向で、将来的に企業とのコラボレーションが進めば、NPOに対す

る社会的な認識も大きく変わっていくだろう。今後の浦坂准教授

の取り組みに注目したい。 

　 

　そもそも浦坂准教授は、新卒労働市場を対象とす

る実証分析から研究生活をスタートさせたという。今

から10年ほど前、「企業の業績によって、新卒採用者

数がどのように変化するかを調べました」。一部上場

企業759社の3年間にわたる新卒採用者数を男女別

に収集し、企業業績に対する新卒労働需要の弾力

性を計算した結果、企業の経常黒字が1％増加すれば、

男子採用者数は0.10％、女子採用者数は0.15％、い

ずれも増加することが分かった。逆に、経常赤字が1

％増加（業績が悪化）すると、男子採用者数に有意

な変化は見られなかったが、女子採用者数は0.18％

減少することが分かったという。新卒労働市場の一

面をアカデミックにとらえた研究で、「一定の成果が得

られた」と話す。 

　現在、新しい製品やサービスを開発するために、あるいは顧

客の心をつかむために、企業などではさまざまな市場調査や顧

客分析が行われている。しかし、「残念ながら、適切な方法で調

査や分析が行われていないことも多く、その結果も十分に活用さ

れていないかもしれません」。浦坂准教授が培ってきた調査分

析の知識やノウハウを生かして、企業や社会との連携が広がれば、

これまで見えなかったニーズが見えてくるかもしれない。「ぜひ、

私たちの知的資産を活用してほしいですね」とにこやかに語る。 
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持続可能な 
サスティナブル社会に対応した 
小型・軽量マザーマシンを開発 

廣垣　俊樹（ひろがき　としき） 
Hirogaki Toshiki

同志社大学 理工学部 エネルギー機械工学科 准教授 
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持続可能なサスティナブル社会に対応した小型・軽量マザーマシンを開発／廣垣　俊樹 教員研究紹介② 

 

廣垣　俊樹（ひろがき　としき） 
同志社大学 理工学部 エネルギー機械工学科 准教授 

デジタル化・インテリジェント化されたモノづくりシステム、最近は特に持
続可能なサスティナブル生産システムについての研究を進めている。ダ
ウンサイズ化されたマザーマシンの開発など、大学ならではの思い切っ
た取り組みは企業等から注目を集めている。趣味は、博物館めぐり。人類
が使ってきた道具・機械を見比べるのが好きなのだとか。「ネバダ州にあ
る自動車博物館が印象に残っている」。また、学生のときから親しむスキ
ーの腕前はプロ級？  雪上を疾走する爽快感が何よりの楽しみだそうだ。 
 

　 

 

こう こ かん 

　デジタル化、インテリジェント化された社会に適応す

るために、どのようなモノづくりが求められているのか…。

「マザーマシンを中心としたモノづくりについて、さまざ

まな研究を進めています」と話すのは廣垣俊樹准教授。

“マザーマシン”の概念について、分かりやすい例を

掲げて説明する。「ある古墳から、何かの骨が発掘さ

れたとき、それがヒトなのかサルなのかをどうやって区

別しますか？」。一般的な学説では、発掘された骨盤

や大腿骨の構造を調べて、直立二足歩行をしていた

のであればヒト、していなければサルと考えている。直

立歩行することで両手が自由になり、複雑な作業を行

うときに道具が使えるようになる。その道具が進化し

てシステマチックにつながったものが、いわゆる機械と

言われるもの。モノづくりにおいて機械がますます高

度化し、その機械を扱うヒトもそれに合わせてどんどん進化すると

いうのが、これまでのヒトと機械（道具）の歴史である。 

　「道具や機械がどのように生まれるのか、それを考えるのが私

の主な研究テーマです」と廣垣准教授。例えば、茶碗はご飯を

食べるための道具（一次的道具）だが、茶碗を作り出すには“ろ

くろ”という二次的な道具が必要だ。これをマザーマシン（母な

る機械）と呼んでいる。FA工場などで見かける産業用ロボットや

CNC工作機械・自動搬送システム、広い意味ではCAD/CAMも

マザーマシンに相当するだろう。最近では、IT技術と融合し、より

便利で高機能な一次

的道具や機械がどんど

ん生まれている。こうし

た市場ニーズを満たす

ために、マザーマシンそ

のものの存在意義にあ

らためて着目するべきだ

ろう。チンパンジーは落ちている枝を巧みに使って餌を取るが、そ

の道具をつくるための機械・道具（マザーマシン）を創造するアイ

デアはないとされている。「まさに、ヒト・機械（道具）・マザーマシン

という“トライアングル”の関係の中で、私たちは大きな進化を遂げ

てきたのです」と目を細める。 

  

　21世紀を迎え、モノづくり技術すべてにわたって重

要なキーワードとなっているのが、“サスティナブル（持

続可能）”という考えである。環境意識が高まりつつ

あるなか、さまざまなグリーン・プロダクツやエコ・プロダ

クツが巷にあふれている。しかし、「それらを生み出す

マザーマシンが、持続可能な社会形成にどのように貢

献しているのか考えられていません」と廣垣准教授。

次世代への環境負荷をできるだけ軽減するのはもち

ろんだが、その一方で現代ニーズにマッチしたモノづ

くりを行っていくことが大切だ。マザーマシンのライフサ

イクルを含め、その機能や性能などを幅広く検討して

いく必要があるだろう。 

　近年、“ケータイ”に象徴されるように、多くの製品が

小型化・軽量化されている。「小さな機械・道具に合わ

せて、ダウンサイジングされたマザーマシンを提案しよう

と考えました」。昨年、工作機械メーカーと産学連携で

開発したのが、『デ

スクトップ5軸制御型マシニン

グセンタ（D5MC）』。X・Y・Z

並進3軸と回転2軸の運動制

御を組み合わせて、切削など

複雑な加工を自動的に行うと

いうもので、ワークサイズ30×

30ミリ、深さ1ミリの溝加工を約

7分でこなす。一般的な汎用機の重量が10トン程度であるのに

対し、デスクトップ型はわずか200キロのコンパクトサイズだという。「本

格的なCNC機能を備えたマシンとしては、おそらく世界最小で

しょう」と廣垣准教授は胸を張る。 

　D5MC機の開発に当たっては、“小型化と最新CNCの搭載”

を最優先し、無駄な機能・性能を大胆にそぎ落とした。「企業に

はできない、大学ならではの挑戦！」。問題がないわけではない。

これまでの汎用機と比較すると、ワーク・エリア（その機械が生み

出す製品サイズ）が小さく、その加工精度・品質について多少の

改良余地がある点だ。例えばベテラン職人がワーク（板などの

加工素材）を巧みに持ち替えて剛性の弱い部分を手直しする

のと同じように、自由な制御軸の中でマシンの動きを工夫しなが

らソフト的に対応して

いこうと考えている。「こ

れからは価格軸と性

能軸だけの二次元軸

で追求するのでなく、も

う一つ“環境軸”とい

う視点を取り入れ、三

次元軸のモノづくりを

行うべきでしょう」と強

調する。 

 

　廣垣准教授が力を注いでいるのが、マザーマシン

のライフ・サイクル・アセスメント（LCA）解析評価である。

いわゆる製造から使用、廃棄、再利用まで、炭酸ガス

排出量に換算して、どれくらい地球環境に負荷を与

えているのかを定量的に確認しようというものだ。廣

垣准教授は、自身が開発したD5MC機と一般汎用

機について、それぞれのライフサイクルのプロセスを

求めたところ、マシン製造時の消費電力は〈D5MC

機＝100キロワット、一般汎用機＝4000キロワット〉。また、

ある製品を1日50個10年間製造した場合の消費電

力は〈D5MC機＝1個0.0257キロワット、一般汎用機

＝0.443キロワット〉。廃棄量については＜D5MC機＝25キロ、一

般汎用機＝980キロ（9割をリサイクルと仮定）＞と、両者に大き

な開きがあることが明らかになった。これらの結果を地球温暖化

指数（GWP：温室効果ガスを二酸化炭素と比較したときの相対

的な放射効果の値）に換算してみると、一般汎用機が50600で

あるのに対し、D5MC機はわずか4パーセントの2030で、「工作

機械の小型化は、モノづくりにおける環境への影響を大幅に軽

減できることが分かりました」と笑みをこぼす。マザーマシンのダ

ウンサイズ化への取り組みは、すでにさまざまな分野で始まって

おり、廣垣准教授のこうした研究が“サスティナブル生産システム”

確立に向けた嚆矢となることが期待されている。 

　「マザーマシンのダウンサイジングが進むことで、企業と消費

者の距離はぐんと近いものになるでしょう」と廣垣准教授。例えば、

かつてフィルムの現像は大きな工場で集中的に行われていたが、

やがて店頭で容易にできるようになり、現在はデジタルカメラ等の

普及でマザーマシンが家庭に入り込むようになった。消費者意

識は確実に変化しつつある。今後は、マザーマシンの環境負荷

にまで目を向けた、総合的なモノづくり姿勢が評価される時代に

なるだろう。高度な道具・機械を数多く生み出してきた人類。次

なる世代にどのような形でバトンタッチしていくのか、まさに今その

真価が問われようとしている。 

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
解
析
し
て
 

地
球
環
境
へ
の
影
響
を
実
証
 

道
具
を
生
み
出
す
 

 二
次
的
道
具
 
の
存
在
意
義
に
注
目
 

環
境
軸

を
取
り
入
れ
た
 

世
界
最
小
ク
ラ
ス
の
本
格
5
軸
制
御
M
C
機
 

デスクトップ5軸制御型マシニングセンタ 
 

三次元軸でバランスのよいモノづくりシステム 
 

左：「本当の生きる力」を与える教育とは 
　　　―第3章　数学教育が人材をつくる―　 
　　　2001年　日本経済新聞社より発行　 
 
右： 教育改革の経済学 
　　　―第3章　基礎科目学習の所得形成への影響― 
　　　2003年　日本経済新聞社より発行 

経済学部出身者の大学教育と 
キャリア形成に関する実態調査 

こう　し 

直立二足歩行から人類進化のトライアングル 
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大学教育と労働市場の 
関連性をアカデミックな 
視点で解明 

浦坂　純子（うらさか　じゅんこ） 
Urasaka Junko

同志社大学 社会学部 産業関係学科 准教授 

11 12

大学教育と労働市場の関連性をアカデミックな視点で解明／浦坂　純子 教員研究紹介① 

 

浦坂　純子（うらさか　じゅんこ） 
同志社大学 社会学部 産業関係学科 准教授 

新卒労働市場の実証分析にはじまり、大学教育と労働市場の関連性につ
いての研究、またNPOの就労に関する調査分析、インターンシップ教育の
実践など、幅広い分野に取り組みを広げている。大学からの帰りに、ジム
で汗を流すのがストレス解消法だとか。俳優の織田裕二さんの大ファン
としても有名。研究室にはレアモノのグッズもちらほら。「いつか会えたら
いいな」と夢を膨らませる。 

　 

 

こう こ かん 

　「就職のときに重要なのは出身大学のネームバ

リューだけで、学業成績なんてあまり関係ない…」。

実力社会、能力主義という概念が浸透する一方で、

学生たちの間でそんな高を括ったような考え方がある

のも確かだろう。「でも、本当にそうでしょうか？」と疑

問を投げかけるのは、社会学部の浦坂純子准教授。

「大学に入学する前のプロセスも含めて、何をどのよ

うに学んできたのか。人的資本をきちんと積み重ねた

人が、就職活動やその後のキャリア形成においても

成功するのが本来の姿だと思います」。 

　こうした仮説を実証するため、今から8年ほど前、

経済学部の八木匡教授らとともに取り組んだのが、『経

済学部出身者の大学教育とキャリア形成に関する

実態調査』である。第1回目の調査では、主要3私立

大学の経済学部出身者7287名にアンケート調査を

実施し、受験科目や学生時代の成績、現在の所得（年収）など

を詳しく尋ねた。その結果、受験で数学を選択した人の平均年

収は、選択しなかった人に比べて概ね高く、最大で約100万円

の格差があることが分かったという。もちろん、年収に影響を及

ぼす要因には、数学受験の有無に限らず、その人の年齢や性別、

就労先の規模や業績などが考えられるが、「数学をしっかり学

習することによって論理的な思考力が養われ、キャリア形成の

選択肢が広がるのも一つの要因では」と分析する。統計学的

な視点から、教育制度のあり方と社会でのパフォーマンスとの関

係に注目した研究は、内外から高い評価を得ている。人気テレ

ビ番組「トリビアの泉」などでもこの調査結果が取り上げられ、話

題を呼んだ。 

　第2回目の調査では、さらに「もっと熱心に勉強しておけばよ

かったと思う科目は？」「自分の子どもや孫に勉強してほしいと思

う科目は？」などの質問項目を加え、同じ3私立大学の社会科学

系学部出身者6000名にアンケート調査を行った。その結果、英語

や国語と同様に、「数学をもっと勉強すべきだった」と回答した人

が多く、学生時代に得意だったかどうか、現在までに役立ったか

どうかにかかわらず、本音のところで数学重視の傾向があること

があらためて浮き彫りにされたという。近年、ゆとり教育がもてはや

され、中等教育の早い段階から数学学習が切り捨てられる風潮

がある。「私たちの調査が、今後の教育制度のあり方に一石を投

じるきっかけとなれば」と浦坂准教授は笑顔を見せる。 

 

　また浦坂准教授は、キャリア形成の場としてのNPO

の可能性についても調査、研究している。ひと昔前ま

では、定年を迎えるまで一つの企業で勤め上げるとい

うのが日本の雇用慣行だったが、最近では非正規雇

用の割合が増え、ニートやフリーターの存在が注目さ

れている。学生自身の就労に対する意識も変化しつ

つあるようだ。その一方で、例えば育児や介護などで

リタイアした人は、どれだけ意欲や能力があっても、元

の職場に戻ることは難しい。雇用流動化時代を迎え

た今、「それぞれがライフサイクルに合わせて移動し、

キャリアアップできるような“しなやかな職場（働き方）”

を整備しなければ、社会における適材適所は実現で

きません」。その職場の選択肢の一つとして、浦坂准教授は社

会的なインパクトを持つNPOの存在に期待している。 

　欧米では、NPOやNGOの活動は幅広く社会認知されている。

だが、日本ではまだボランティア組織としてとらえられることが多く、“利

他心”や“志”など精神的充足を拠り所としているのが現状だ。

浦坂准教授は、独立行政法人労働政策研究・研修機構が手が

けた「NPOの『就労』に関する研究」プロジェクトに参画し、NPO

活動に従事する2000名余りを対象にアンケート調査を行った。そ

の結果、NPOにおける経済的処遇の実態は、フルタイムで働いて

いる事務局長クラスでも、平均年収が300万円に満たないという

劣悪なものだった。また、賃金制度や評価制度なども、十分に整

備されていないことが明らかになったという（2004年度時点）。「働

くことを目的としてNPOに関わっている人の多くが、ワーキング・プ

ア状態に甘んじている」と浦坂准教授。では、NPOが職場の一

つとして機能し、個人のキャリア形成にも役立つようにするため

にはどうすればいいのだろうか。 

　「企業の社会的責任（CSR）が強く求められる時代ですので、

企業とNPOのコラボレーションが実現できないでしょうか」。例えば、

すでに地方自治体などでは、高度なノウハウと専門性を持った

NPOに住民調査などの業務を委託する事例が見られ、コスト削

減という側面でもひと役買っているという。市民（顧客）の生活に

根ざした活動を展開するNPOの機動力や優位性を生かす方

向で、将来的に企業とのコラボレーションが進めば、NPOに対す

る社会的な認識も大きく変わっていくだろう。今後の浦坂准教授

の取り組みに注目したい。 

　 

　そもそも浦坂准教授は、新卒労働市場を対象とす

る実証分析から研究生活をスタートさせたという。今

から10年ほど前、「企業の業績によって、新卒採用者

数がどのように変化するかを調べました」。一部上場

企業759社の3年間にわたる新卒採用者数を男女別

に収集し、企業業績に対する新卒労働需要の弾力

性を計算した結果、企業の経常黒字が1％増加すれば、

男子採用者数は0.10％、女子採用者数は0.15％、い

ずれも増加することが分かった。逆に、経常赤字が1

％増加（業績が悪化）すると、男子採用者数に有意

な変化は見られなかったが、女子採用者数は0.18％

減少することが分かったという。新卒労働市場の一

面をアカデミックにとらえた研究で、「一定の成果が得

られた」と話す。 

　現在、新しい製品やサービスを開発するために、あるいは顧

客の心をつかむために、企業などではさまざまな市場調査や顧

客分析が行われている。しかし、「残念ながら、適切な方法で調

査や分析が行われていないことも多く、その結果も十分に活用さ

れていないかもしれません」。浦坂准教授が培ってきた調査分

析の知識やノウハウを生かして、企業や社会との連携が広がれば、

これまで見えなかったニーズが見えてくるかもしれない。「ぜひ、

私たちの知的資産を活用してほしいですね」とにこやかに語る。 
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持続可能なサスティナブル社会に対応した小型・軽量マザーマシンを開発／廣垣　俊樹 教員研究紹介② 

 

廣垣　俊樹（ひろがき　としき） 
同志社大学 理工学部 エネルギー機械工学科 准教授 

デジタル化・インテリジェント化されたモノづくりシステム、最近は特に持
続可能なサスティナブル生産システムについての研究を進めている。ダ
ウンサイズ化されたマザーマシンの開発など、大学ならではの思い切っ
た取り組みは企業等から注目を集めている。趣味は、博物館めぐり。人類
が使ってきた道具・機械を見比べるのが好きなのだとか。「ネバダ州にあ
る自動車博物館が印象に残っている」。また、学生のときから親しむスキ
ーの腕前はプロ級？  雪上を疾走する爽快感が何よりの楽しみだそうだ。 
 

　 

 

こう こ かん 

　デジタル化、インテリジェント化された社会に適応す

るために、どのようなモノづくりが求められているのか…。

「マザーマシンを中心としたモノづくりについて、さまざ

まな研究を進めています」と話すのは廣垣俊樹准教授。

“マザーマシン”の概念について、分かりやすい例を

掲げて説明する。「ある古墳から、何かの骨が発掘さ

れたとき、それがヒトなのかサルなのかをどうやって区

別しますか？」。一般的な学説では、発掘された骨盤

や大腿骨の構造を調べて、直立二足歩行をしていた

のであればヒト、していなければサルと考えている。直

立歩行することで両手が自由になり、複雑な作業を行

うときに道具が使えるようになる。その道具が進化し

てシステマチックにつながったものが、いわゆる機械と

言われるもの。モノづくりにおいて機械がますます高

度化し、その機械を扱うヒトもそれに合わせてどんどん進化すると

いうのが、これまでのヒトと機械（道具）の歴史である。 

　「道具や機械がどのように生まれるのか、それを考えるのが私

の主な研究テーマです」と廣垣准教授。例えば、茶碗はご飯を

食べるための道具（一次的道具）だが、茶碗を作り出すには“ろ

くろ”という二次的な道具が必要だ。これをマザーマシン（母な

る機械）と呼んでいる。FA工場などで見かける産業用ロボットや

CNC工作機械・自動搬送システム、広い意味ではCAD/CAMも

マザーマシンに相当するだろう。最近では、IT技術と融合し、より

便利で高機能な一次

的道具や機械がどんど

ん生まれている。こうし

た市場ニーズを満たす

ために、マザーマシンそ

のものの存在意義にあ

らためて着目するべきだ

ろう。チンパンジーは落ちている枝を巧みに使って餌を取るが、そ

の道具をつくるための機械・道具（マザーマシン）を創造するアイ

デアはないとされている。「まさに、ヒト・機械（道具）・マザーマシン

という“トライアングル”の関係の中で、私たちは大きな進化を遂げ

てきたのです」と目を細める。 

  

　21世紀を迎え、モノづくり技術すべてにわたって重

要なキーワードとなっているのが、“サスティナブル（持

続可能）”という考えである。環境意識が高まりつつ

あるなか、さまざまなグリーン・プロダクツやエコ・プロダ

クツが巷にあふれている。しかし、「それらを生み出す

マザーマシンが、持続可能な社会形成にどのように貢

献しているのか考えられていません」と廣垣准教授。

次世代への環境負荷をできるだけ軽減するのはもち

ろんだが、その一方で現代ニーズにマッチしたモノづ

くりを行っていくことが大切だ。マザーマシンのライフサ

イクルを含め、その機能や性能などを幅広く検討して

いく必要があるだろう。 

　近年、“ケータイ”に象徴されるように、多くの製品が

小型化・軽量化されている。「小さな機械・道具に合わ

せて、ダウンサイジングされたマザーマシンを提案しよう

と考えました」。昨年、工作機械メーカーと産学連携で

開発したのが、『デ

スクトップ5軸制御型マシニン

グセンタ（D5MC）』。X・Y・Z

並進3軸と回転2軸の運動制

御を組み合わせて、切削など

複雑な加工を自動的に行うと

いうもので、ワークサイズ30×

30ミリ、深さ1ミリの溝加工を約

7分でこなす。一般的な汎用機の重量が10トン程度であるのに

対し、デスクトップ型はわずか200キロのコンパクトサイズだという。「本

格的なCNC機能を備えたマシンとしては、おそらく世界最小で

しょう」と廣垣准教授は胸を張る。 

　D5MC機の開発に当たっては、“小型化と最新CNCの搭載”

を最優先し、無駄な機能・性能を大胆にそぎ落とした。「企業に

はできない、大学ならではの挑戦！」。問題がないわけではない。

これまでの汎用機と比較すると、ワーク・エリア（その機械が生み

出す製品サイズ）が小さく、その加工精度・品質について多少の

改良余地がある点だ。例えばベテラン職人がワーク（板などの

加工素材）を巧みに持ち替えて剛性の弱い部分を手直しする

のと同じように、自由な制御軸の中でマシンの動きを工夫しなが

らソフト的に対応して

いこうと考えている。「こ

れからは価格軸と性

能軸だけの二次元軸

で追求するのでなく、も

う一つ“環境軸”とい

う視点を取り入れ、三

次元軸のモノづくりを

行うべきでしょう」と強

調する。 

 

　廣垣准教授が力を注いでいるのが、マザーマシン

のライフ・サイクル・アセスメント（LCA）解析評価である。

いわゆる製造から使用、廃棄、再利用まで、炭酸ガス

排出量に換算して、どれくらい地球環境に負荷を与

えているのかを定量的に確認しようというものだ。廣

垣准教授は、自身が開発したD5MC機と一般汎用

機について、それぞれのライフサイクルのプロセスを

求めたところ、マシン製造時の消費電力は〈D5MC

機＝100キロワット、一般汎用機＝4000キロワット〉。また、

ある製品を1日50個10年間製造した場合の消費電

力は〈D5MC機＝1個0.0257キロワット、一般汎用機

＝0.443キロワット〉。廃棄量については＜D5MC機＝25キロ、一

般汎用機＝980キロ（9割をリサイクルと仮定）＞と、両者に大き

な開きがあることが明らかになった。これらの結果を地球温暖化

指数（GWP：温室効果ガスを二酸化炭素と比較したときの相対

的な放射効果の値）に換算してみると、一般汎用機が50600で

あるのに対し、D5MC機はわずか4パーセントの2030で、「工作

機械の小型化は、モノづくりにおける環境への影響を大幅に軽

減できることが分かりました」と笑みをこぼす。マザーマシンのダ

ウンサイズ化への取り組みは、すでにさまざまな分野で始まって

おり、廣垣准教授のこうした研究が“サスティナブル生産システム”

確立に向けた嚆矢となることが期待されている。 

　「マザーマシンのダウンサイジングが進むことで、企業と消費

者の距離はぐんと近いものになるでしょう」と廣垣准教授。例えば、

かつてフィルムの現像は大きな工場で集中的に行われていたが、

やがて店頭で容易にできるようになり、現在はデジタルカメラ等の

普及でマザーマシンが家庭に入り込むようになった。消費者意

識は確実に変化しつつある。今後は、マザーマシンの環境負荷

にまで目を向けた、総合的なモノづくり姿勢が評価される時代に

なるだろう。高度な道具・機械を数多く生み出してきた人類。次

なる世代にどのような形でバトンタッチしていくのか、まさに今その

真価が問われようとしている。 
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デスクトップ5軸制御型マシニングセンタ 
 

三次元軸でバランスのよいモノづくりシステム 
 

左：「本当の生きる力」を与える教育とは 
　　　―第3章　数学教育が人材をつくる―　 
　　　2001年　日本経済新聞社より発行　 
 
右： 教育改革の経済学 
　　　―第3章　基礎科目学習の所得形成への影響― 
　　　2003年　日本経済新聞社より発行 

経済学部出身者の大学教育と 
キャリア形成に関する実態調査 
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直立二足歩行から人類進化のトライアングル 
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