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文化 庁

同志社大学

研究 交流に関する包 括協定を締結

文化が持つ

「創造性 」を
り
活かしたまちづく
2017年11月、文化庁が「文化庁と大学・研究機関との共同研究事業」を公募し、
本学の創造経済研究センターが共同研究事業の第一号として採択されました。
同年の12月には文化庁地域文化創成本部と研究交流に関する包括協定を締結。
文化芸術を活かして地域振興を目指す「文化芸術創造都市」に関する共同研究を軸に、
人的、知的、物的資源の相互交流と活用を図ります。
本座談会では創造経済研究センターの河島伸子センター長（経済学部教授）
と
八木匡事務局長（経済学部教授）
に、
センターの取り組みと文化庁との共同研究について、お話を伺いました。

KEY WORD
文化芸術創造都市
文化庁は、文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振興などに領域横断
的に活用し、地域課題の解決に取り組む地方自治体を
「文化芸術創造都市」
と位
置づけ、文化庁長官表彰や国内ネットワークの構築を通じて支援を行っている。
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巻頭特 集 ｜ 文化が 持つ「創造 性」を活かしたまちづくり

「市場価値のある創造性」 が、経済競争力の源泉に 。
創造経済研究センターを設立した
経緯を教えてください。

ています。また、世界的な学術出版社であるシュプリンガー・ネイ
チャー社と契約を結び、
クリエイティブエコノミーブックシリーズを

国際競争が激化し、財・サービスの差異化は重要な競争力の源泉と

発行しております。

得や生活の質の向上に結び付くと考えています。

八木：アメリカの文筆家であり、多くの社会評論やビジネス関連書

を執筆してきたダニエル・ピンクは著書で
「デザイン」
「物語」
「全体の
調和」
「共感」
「遊び心」
「生きがい」が新たな時代に必要な6つの感
現化されたものが「文化」
だと言っても良いでしょう。
かつて、文化は

に、19世紀後半から産業構造が大きく変化したのですが、それに

経済とかけ離れたものだと考えられていましたが、文化芸術の可能

伴ってイギリスのグラスゴーやフランスのナントのような重工業を中

性や、文化行政の基盤整備が見直されていけば、6つの感性を満た

心に発展した都市は競争力を失い、衰退しました。
これらの都市が

した文化が創造されていくはずです。

再興するきっかけとなったのは、
「 文化」が持つ創造性の応用です。

や文化経済学会理事長などを兼任する。
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設された工場を改装して商業施設として運営したりすることで、一

ベーションの創造と知識・創造性に基づいた経済の在り方を研究し

大文化都市として生まれ変わりました。
このように、技術と文化をう
まく融合させることで新たな価値に結び付けようとする動きが世界

盤形成のための調査・研究」
として文部科学省の私立大学戦略的研

中で活発化しました。

事業に採択されることは非常に珍しいです。

経済学部の教授を務める。専門は文化政策学。国際文化政策学会理事

例えば、
ナントでは、国内最大級の音楽祭を開催したり、製造業で建

ています。2013年には
「クリエイティブ・エコノミー発展のための基
究基盤形成支援事業に採択されました。文系の研究センターがこの

東京大学教養学部卒業、
ウォーリック大学（イギリス）にてPhDを取得。

八木：共同研究の名称は「文化芸術創造都市に関わる評価と今後

の在り方に関する研究」
です。
冒頭で河島教授から解説があったよう

このような経緯から、私たちは創造経済研究セン
河島：そうですね。

同大文化政策研究センターリサーチ・フェローを経て、1999年より本学

ありがとうございます。
次に、
文化庁と実施する
共同研究について教えてください。

性だと説いていますが、
これらが社会的・経済的な仕組みの中で具

ターを立ち上げ、情報交換や知的交流を通じながら、新たなイノ

Profile

京都大学に場所を移しながらも継続しており、今でも深くコミットし

し
河島：かつて、日本経済は製造業を中心に発展を遂げてきました。

のある創造性」
こそが、長期的な市場価値を持ち、経済競争力の獲

河島 伸子

トコア）研究会が4年間にわたって開催してきた国際シンポジウムは

かし、1990年代後半以降は高度な情報化とグローバル化によって
なりました。私と八木教授は文化経済学に携わっており、
「市場価値

K a wa sh i m a N obuko

は、国内外の様々な研究者と連携をしていますし、St.CORE（セイン

河島：日本では金沢や横浜が例に挙げられます。金沢は伝統産業が

息づくまちづくりや、21世紀美術館のようなコンテンポラリーアート

八木：創造経済研究センターの特徴として、非常に幅広いテーマを

を中心としたモダンな文化の創造に努め、成功を収めました。その

学際的に研究している点が挙げられます。具体的には、心理学の研

他にも、
比較的小規模な都市ではユニークな文化芸術を活用したま

究者や企業の研究所と連携して、人間情報に研究対象を絞り込ん

ちづくりが行われています。文化庁は、文化芸術の持つ創造性を活

だディープデータを解析しています。2017年12月に行動経済学会

用して、地域課題の解決に取り組む地方自治体を
「文化芸術創造都

と共同開催した第11回大会では、
ディープデータをテーマにパネル

市」
と位置づけ、知識やネットワークを継続・拡張させることを目的

ディスカッションを行い、非常に意義深い企画だという評価を受け

に、文化庁長官表彰や文化芸術創造都市推進事業を行っています。

ました。
その他にも、能をはじめとした伝統芸能の促進事業や、万葉
集を題材にしたオペラの講演にも取り組んできました。

河島：ワークショップやシンポジウム、セミナーなども多数開催して

八木：文化的な発信力を高めれば、観光客は増加します。そして、観

光産業の発展を起爆剤として都市の再興を図るわけです。
このよう

な社会背景や成功事例から、文化庁はルーティン化していた文化財

きました。
これらの活動には、創造経済研究センターの設立以前か

の保護などの
「文化行政」
だけでなく、新たな
「文化政策」
を展開して

ら、
同志社大学が文化経済学の研究拠点として地盤を形成してきた

いく必要性を認識し始めました。

ことも活きています。例えば、国際文化経済学会は2年に一度、
ヨー
ロッパと北米で交互に開催されてきましたが、2012年には京都大

河島：公共政策を実施するためには、根拠に基づいたエビデンスの
収集や政策の必要性を精査しなければいけませんし、実施後には効

Ya g i Ta d a s h i

八木 匡
Profile

会がアジアで初めて開催されました。来場者数は400人以上にも及

果の検証が求められます。
しかし、文化庁は専門的な研究機関を持

名古屋大学経済学部卒業、名古屋大学博士後期課程経済学研究科を単

び、盛況のうちに終了することができました。

ち合わせていません。
そこで、長年の研究によって知見が蓄積された

位取得満期退学。京都大学経済研究所助手や名古屋大学経済学部助教

大学のような学術機関や研究機関と共同研究を行うという選択に

授などを経て、本学経済学部の教授に着任。公共経済学を専門とする。

八木：国際的な研究成果の発信はこの研究センターの大きな目的

です。河島教授が代表者を務めるコンテンツ産業に関する研究会で

至りました。
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八木：そこで、まず白羽の矢が立ったのが同志社大学です。本学に

八木：文化創造芸術都市の取り組みを評価するためには、適切な

は、様々な経済学会の会長や役職者を多く輩出したり、国際規模の

評価指標が必要です。
そこで、文化庁の長官表彰を受けた都市や、

学会を開催したりしてきた実績があります。文化経済学の研究拠点

CCNJ（ 創造都市ネットワーク日本）に加盟する100以上の都市

として確立していた創造経済研究センターとの連携が開始された

に、
アンケート調査やインタビュー調査を実施し、評価指標を用い

のは自然な流れにも感じました。

て多角的に評価します。評価指標の一例には、雇用の創出や福祉と

河島：これまで、私自身は一有識者として文化庁と研究を進めたり

発言したりする経験はありましたが、研究センターとして共同研究

いった社会問題に対する貢献が挙げられます。我々は社会問題の
解決を
「社会的包摂」
という専門用語で表現することがありますが、

を進めることになったのは初めてです。2017年の12月には包括協

社会的包摂は従来の社会福祉政策の考え方に置き換わる概念と

定を締結し、今後は大学規模での産官学連携も本格化するでしょ

して近年、注目されています。今まで社会福祉は
「社会的弱者を助け

う。大学としての知識を活かしながら、文化庁の調査力・研究力の

る」
という“passive welfare”の概念に基づいて議論されてきまし

向上に貢献していきたいです。

たが、
「 社会貢献を通して生きがいやアイデンティティーを体感す

欠です。文化を評価する文学や芸術学、地域経済の活性化を図る

うになってきました。例えば、奈良県の一般財団法人たんぽぽの家

八木：文化芸術創造都市に関する研究には、学際的な視点が不可

る」
ことが重要だとする“positive welfare”の発想が重視されるよ

経済学や社会学、
さらにはデータサイエンスを活用できる理系の学

では、障がい者を受け入れながら多彩なアートプロジェクトが展開

問的知見が必要となります。
そういった意味でも、関西屈指の規模

されています。精神状態が比較的不安定な障がい者も、
自身が関心

と実績を誇る総合大学として、
同志社大学は強みを発揮できるので

を持つ創作活動で自身のアイデンティティーを表現したり、社会貢

はないでしょうか。

献を自覚したりする時にはやりがいを感じ、
いきいきと働く傾向が

河島：共同研究を開始するにあたって、文化庁長官が人文科学・社

あるようです。
また、彼らが創作したものは大手百貨店でも販売さ

会科学・自然科学など多角的な知見を有する総合大学との共同研

れるケースがあり、非常に高い評価を受けています。岐阜県の可児

究は初めてとおっしゃったことを覚えています。
また、創造経済研究

文化創造センターは人々の文化的な交流を通して、健全な地域社

センターには現場の声を聴きながら研究を行うというポリシーがあ

会の形成に寄与しています。
これらの施設の取り組みは、単なる芸

りますが、
ここで培った現場に基づく実務的視点も役立つと考えて

術発信ではなく、社会問題に貢献する拠点作りのモデルケースにも

います。センターには文化行政や文化団体、文化施設の企画・管

なるでしょう。

理・運営に実際に携わり、体験を持って知識を体系化した有識者が
多く在籍しています。私自身、
そのような高い見識を持ち合わせ、多
様な研究を行う方々を非常に尊敬しています。

河島：そのような事例を通して得られた知見を今回の共同研究に
活かしていきたいです。
しかし、文化庁との共同研究は創造経済研

究センターの最終目標ではなく、数ある取り組みの一つだと考えて

八木：文化庁の京都移転も非常に重要な意味を持ちますね。京

います。私自身の専門分野が文化政策に関する研究なので、
この共

都には長い歴史と伝統のある土壌で醸成した文化が多数存在し

同研究を通して学術的なインプットに努めていきたいと思っていま

ますし、同時に同志社大学が行ってきた文化に関わる研究やアク

す。
そして、文化芸術創造都市に関する研究が新たな研究へと発展

ティビティを世界に向けて、
より一層発信していくきっかけにもな

することを期待しています。

るでしょう。

なるほど。共同研究では、
どのような点が
ポイントになるのでしょうか。
河島：文化芸術創造都市では文化芸術資源を磨き上げ、活用す

る取り組みが行われていますが、実際に目指すまちづくりが行わ
れているかを評価することが重要です。先ほど、文化庁の政策立

案能力向上が求められているとお話をしましたが、立案・実行の
先にどのような成果がもたらされたかをしっかりと検証しなけれ
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センター設置の目的
グローバル経済の進展により、競争の激化と所得と富の二極化が先

が意味するように、
クリエイティブ・エコノミーは、単に経済競争力と

進諸国において深刻化している。
このような経済において、経済競争

の関連でのみ議論されるのではなく、社会理念の構築と理念追求の

力の源泉は「市場価値のある創造性」
に求められるようになってきて

ための政策までもが一体となって議論される必要があることを示して

いる。市場価値のある創造性は、
ライフスタイルを革新する新しいコン

いる。
この定義は、創造性が人々の幸福と結びついている場合に、長期

セプトに基づいた創造性であり、
このような創造性をもたらす、R&D

的に市場価値を持ち、人々の人生を豊かにする新しいコンセプトに基

基盤の構築、創造的人材を吸引する創造都市の形成、市場拡大をも

づいた政策、科学技術の創造が、経済競争力を高め、人々の生活の質

たらす国家ブランディングに必要なコンテンツ産業の育成、所得と富

を高め、幸福を持続可能なものにするという考えに基づいている。

の二極化する社会における福祉政策を含めた生活の質を向上させる

21世紀の日本の経済競争力を戦略的に強化し、国民生活の質を向上

ための政策の立案といった課題に直面している。

させるためには、市場価値のあるイノベーションをもたらす創造性に

本研究センターでは、
クリエイティブ・エコノミーを
「人間性の本質を

関する研究と、
グローバル市場における市場拡大戦略に関する研究

追究することにより、人々を幸福にする新しいコンセプトを提示し、
そ

は決定的な重要性を持ち、
このための研究拠点を形成することは大き

れによって経済的価値の源泉を創出する経済」
と定義する。
この定義

な意味を持つと判断している。

4つの研究領域
創造的人材を吸引する
創造都市形成に関する調査・研究

高市場価値イノベーションと
R＆D基盤に関する調査・研究
研究会
・ビッグデータによるイノベーションシーズの
探索システム構築研究会

国家ブランディングを高める
コンテンツ産業の育成に関する
調査・研究

研究領域

研究会
・グローバル化する文化創造―創造産業政策の今後
・ 伝統文化の現代的創造研究会
・ 創造産業の持続的発展に関する研究会
・アートインビジネス研究会

研究会
・ 創造都市形成研究会
（セイントコア）
研究会
・ St.CORE
・ 包摂型アート研究会
・ 神事を通じたコミュニティ活性化研究会

創造経済における生活の質
向上に関する調査・研究
研究会
・ 公共経済学フロンティア研究会
・ 幸福感とスポーツ政策研究会
・ 幸福感分析研究会

NEWS

文化庁と研究交流に関する包括協定を締結
2017年12月17日、今出川キャンパスにおいて文化庁と同志社大学の研究交流に関す
る包括協定の調印式が行われました。
同年11月に文化庁が「文化庁と大学・研究機関等との共同研究事業」を公募し、同志社
大学創造経済研究センターが第一号として採択されました。12月6日には本学にてキッ
クオフシンポジウムが行われ、共同研究が開始されています。
この共同研究の実施を契機
に、今後の更なる連携強化を目指し、包括協定を締結することになりました。本協定によ
り、今後文化庁と同志社大学が相互の人的、知的、物的資源の交流と活用を図り、研究に
関わる交流や情報交換を促進させていくことになります。

ばいけません。
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N E WS & TO P I C S
SEMINAR

S

「2017年度同志社大学リエゾンフェア・
ハリス理化学研究所発表会」
を開催

日時：2017年11月28日（火）

場所：ホテルグランヴィア京都（京都府京都市）

11 月28 日にホテルグランヴィア京都において、
「 2017 年度同

准教授から
「次世代デジタル PCRプラットフォームの創製へ向け

志社大学リエゾンフェア・ハリス理化学研究所発表会〜知と知を

て」、理工学部 小山大介 准教授から
「超音波によるフィルム型高

つなぎ、切り拓く未来〜」
を開催しました。今年度は、
リエゾンフェア

速 可 変 焦点レンズ」
と題して発 表がありました。
さらに、研 究セン

とハリス理化学研究所発表会を合同開催とし、256 名の参加があ
りました。
特別講演では、ハリス理化学研究所 彌田智一 教授から
「ナノ・
マイクロスケールの材料化学：次世代膜技術とバイオテンプレー

出展

U

大学・学生関連

S E M I NA R

「第31回 同志社大学・

けいはんな産学交流会」
を開催

S

「第14回 同志社大学 × 龍谷大学
ジョイントセミナー」
を開催

日時：2017年10月6日（金）

日時：2017年11月17日（金）

場所：同志社大学京田辺キャンパス（京都府京田辺市）

場所：龍谷大学大阪梅田キャンパス（大阪府大阪市）

10月6日に同志社大学京田辺キャンパスにおいて、第 31 回 同志社大学・

同志社大学と龍谷大学は、大阪におけるモノづくり支援拠点である“もの

けいはんな産学交流会を開催し75 名の参加者がありました。
けいはんな産

づくりビジネスセンター大阪（MOBIO）”の産学連携オフィスに入居してお

学交流会は産学連携のマッチングを目的とした行事で、京都府中小企業技術

り、
これまで“モノづくり”をテーマとして、毎年ジョイントセミナーを開催して

センターと連携してリエゾンオフィスの開設当時から開催しています。

きました。
第 14 回目を迎える今回は“マーケティング”をテーマにジョイントセミ

ターの紹介として、超音波医科学研究センター 秋山いわき セン

ナーを開催しました。本学からは商学部 髙橋広行 准教授が「産学連携に

製品・技術を紹介していただきました。続いて、理工学部 古賀智之 教授が

おける商品開発の利点」
と題した発表を行い、企業や京都の伝統産業の

ター長、
モビリティ研究センター 佐藤健哉 センター長からそれぞ

「アミノ酸からつくるスマート高分子材料」、水谷義 教授が「靱性・剛性に優

方々とのプロジェクトを中心に、一緒に組むことになった経緯、企画提案、実

れ軽量な複合材料の開発〜骨や歯をモデルとした構造材料〜」
と題して、研

際の商品展開（販売）
に至るまでのプロセスを振り返りながら、産学連携の

究シーズ発表を行いました。
その後のポスター展示では、研究室の学生らも

利点について紹介しました。

れ、
「 超音波照射による新しい医療技術開発」、
「 進化適応型自動車
運転支援システム」
について紹介がありました。

新機能の探索と量産性を両立する２つの提案『高分子の自己組織

ついて、
「 情報通信」
「シニアライフ」
「 環境」
「ナノテクロジー」
「 心理

化構造を利用した次世代膜』
と
『生物の微細構造を活用するバイ

学」
「 社会調査」
「 機能材料」
「 医薬・医療」
「 文化財調査」の 9 つの

オテンプレート』
について講演いただきました。

分野に分けて発表がありました。

基調講演では、パナソニック株式会社 専務執行役員 宮部義幸

引き続き、ポスター展示会場に場所を移し、
「 知」
の出会いの場と

様から
「イノベーション創出に向けたパナソニックの取り組み」
と題

して研究交流を行いました。会場には、研究センターや様々な分野

し、
より良い暮らしと社会の実現を目指す
「技術 10 年ビジョン」
や、

の研究内容についてブースを設置し、研究者をはじめ、産官学連携

新たなビジネスモデルの創出のためのビジネスイノベーションの取

コーディネーター、
リサーチ・アドミニストレーター、学生らが研究

り組みについて紹介いただきました。

内容の説明を行い、企業や関係機関からの来場者と活発な情報交

リエゾンフェアでは研究シーズ発表として、理工学部 橋本雅彦

S

E

谷一成様、西村陶業株式会社 開発技術部 中田光城様から各々の保有する

ハリス理化学研究所発表会では、ハリス理化学研究所の研究に

その後、
４つの会場に分かれて、
リエゾンフェアとハリス理化学研

S E M I NA R

セミナー・シンポジウム開催

今回は
「新機能性材料」
をテーマに、
ネオマテリア株式会社 代表取締役 増

ト」
と題し、
ナノマイクロメートルサイズの構造設計から導かれる革

究所発表会の研究発表を行いました。

S

技術・研究内容を紹介し、
来場者と活発な情報交換を行いました。
また、
プログラム終了後の交流会では企業・行政・大学間での意見交換が

セミナーには大阪地域を中心に80 名近くの参加者があり、終了後の名刺
交換会では活発な情報交換が行われました。

活発に行われ、盛会のうちに終了しました。

換を行いました。
リエゾンフェアとハリス理化学研究所発表会との合同開催によ
る相乗効果が生まれ、盛況のうちに会を終えることができました。

U N IV E R S I T Y

U

「第14回 同志社大学ビジネスプランコンテスト〜New Island Contest 2017〜」
を開催
日時：2017年12月2日（土）

場所：同志社大学今出川キャンパス（京都府京都市）

本コンテストも14 回目を迎え、
今年度も予選を勝ち抜いた5 組によるプレゼンテーション
が行われました。本選出場者は同志社大学 OBの方々のご協力を得て、
ブラッシュアップの
機会をいただき、
熱い思いを持って臨んだ結果、
右記のように受賞者が決定いたしました。
また、観覧いただく皆様へ向けて、
ベンチャーマインド育成を目的とした講演として、
卒業
生である若手起業家
（株式会社 Carat 代表取締役 松本直樹様）
と起業準備中の学生
（商
学部 杉谷瑛介さん）
に活動紹介や起業に対する思い、
ご経験の数々などをお話しいただき
ました。
起業を目指すプランナーも先輩に続きた
いと熱心に聞き入っていました。
本コンテスト開催にあたり、株式会社南都銀
行様、
株式会社池田泉州銀行様、
原田産業株式
会社様、同志社校友会大阪支部産官学部会
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チームマイボ

マイボトル自動販売機

New Island賞
Study-Pro

試験勉強効率化アプリ

−あなたの手元の教科書を大改築

オーディエンス賞
BAR BER

様、京都いのべーしょんオフィス様、NPO 法人

協賛企業特別賞

同志社大学産官学連携支援ネットワーク様にご

ソーラーエナジー

協賛いただきましたこと改めて御礼申し上げます。

7

グランプリ

美容シェア・コンサルアプリ

ソーラーエナジー

8

研究者をたずねて

1

消費者の視点からブランドを紐解き、
企業や地域のマーケティング戦略に貢献する。
た か はし

ひ ろ ゆき

髙橋 広行

商学部 商学科 准教授

TAKAHASHI HIROYUKI

消費者が潜在的に抱く

形のない価値「ブランド」の
可能性に魅せられて。

大学院への進学を決意しました」。昼間働

る。
しかし、美食の街として認知されるように

き、夜に学ぶというスタイルで修了するも、

なったのはそう長くない。
サン・セバスチャン

もっと腰を据えて学びたいという思いが強

が美食の街としてのブランディングに成功し

まり、博士課程にも進学。消費者のブランド

た秘訣は、
レシピの「オープンソース化」
とそ

認知メカニズムを解明する消費者行動論に

れを支える食文化と風土、1 次産業の存在

関する研究実績が認められ、流通科学大学

であると髙橋准教授は話す。街を活性化さ

で研究者としての道を歩み始めた。流通科

せたいと願うシェフ達は、習得した技術や手

学大学はスーパー大手のダイエーを設立し

法を惜しみなく公開。それを後押しするよう

た中内功氏によって創立されたこともあり、

に、行政はプロモーションによる支援を行っ

総 合スーパーや食 品スーパーとのコネク

たそうだ。
「世界的にも地域ブランドに関す

ションが 強い。
「この時から小 売 企 業のブ

る研究は成熟しておらず、有力な理論やモデ

ランド研究を始めました。
アンケート調査や

ルは未だ構築されていません。国内外問わ

先端事例へのインタビューを基に、小売企

ず、成功した事例を積極的に調査し、得られ

業に対する消費者の認識や企業競争力を明

た情報に基づき、重要なポイントの発見や

らかにしています」。

商品やサービスを他と区別するための概念
であり、消費者の経験や意思・思想を反映
するイメージの総体だと定義付けられてい
る。
「今日のマーケティング戦略においては、

学生が企画提案した京友禅のお皿
（4枚で1つの柄を作る）

理論化に努めていきたいです」
と髙橋准教
授は意気込みを語った。

「ブランド
（brand）」。それは商品やサー
ビスをとりまく形のない価値のことである。

写真2

地域特有の資源を活かして

ブランド価値を向上。

資金と人材の好循環を目指す。
近年、地域特有の伝統や資源を活かして

産官学連携も始めた。
「伝統産業に携わって

現場主義を徹底。

理論と実務を結ぶ「実学」
としての

マーケティングをめざして。

いく中で、技術力や素材、予算などを多角的
に分 析することで売れる商 品の法 則 性が
徐々に分かってきました。現在は、その分析
を通じて法則性の明確化を図っています」。

その地域の魅力を高め、地域経済の活性化

髙橋准教授は本学に着任してから
「京都

髙橋准教授が地域ブランディングの研究に

ることが不可欠です。店頭に陳列するお茶を

につないでいく
「地域ブランディング」が注

の伝統産業新価値創造マーケティング」
にも

取り組む中でモットーにしているのは、現

例にとっても、清涼飲料水メーカーは消費

目されている。
「差別化の源泉（エクイティ）

注力している。
「京都には西陣織や京友禅を

場・現物・現実に基づく三現主義だ。現場

者の志向を想定して商品の名称やパッケー

をうまく活用して、農と食をつなぐビジネス

はじめとした 74もの伝統産業が存在しま

を訪問して、生産者などの当事者に直接取

ジを設定します」。そう語る髙橋准教授は、

モデルを構築することが、地域全体のブラン

す。伝統産業や地場産業で受け継がれてきた

材したり、
アンケートを実施したりすること

大学を卒業した後、メーカーや広告会社、

ド価値を高める有効な手段だと考えていま

技術やノウハウを活かしつつ、現代のニーズ

で、生の情報を収集

マーケティング会社などでキャリアを積んで

す」
と話す髙橋准教授はブランド研究の裾

に対応していくことで、
その価値を後世に伝

は、企業勤務時代にマーケティングやコンサ

きた。当時、仕事の一環として参加した「IT

野を地域にまで広げ、地域ブランディングの

承していくことが重要です」。髙橋准教授は

ルティングのノウハウを身につけた髙橋准

時代の消費者価値研究プロジェクト」で井

研究にも着手。
その一例として挙げられるの

念珠や京友禅など縮小傾向にある伝統産業

教授ならではの多彩なアプローチで綿密に

上哲浩氏（現・慶應義塾大学教授）のデー

は、
「食都神戸」
というスローガンを掲げる

の再生を図るため、企業を相手に学生らがア

分析される。
アカデミックな知見と実務的な

消費者を理解して、
ブランドを構築・活用す

写真 3

。それらのデータ

タ分析手法や価値観尺度の設計などの「ア

神 戸 市との共 同 研 究だ。神 戸 市は交易に

イデアを練り上げ、伝統産業を活用した企画

ノウハウを融合させて、目には見えない「ブ

カデミックな風」に感銘を受けたという。
「ク

よって栄えてきた背景から、他の都市では見

を提案

。
さらに、行政機関との連携を

ランド」の可能性に迫る髙橋准教授の研究

ライアントの課題解決に利用できる理論を

られない独自の食文化を醸成してきた。
この

希望していた髙橋准教授は京都市役所や世

は、企業や地域、伝統産業など幅広い分野

学び、
自分なりに整理したフレームワークを

ポテンシャルを最大限、活用するため、1 次・

界的な人気を誇るコーヒーチェーン店との

に新たな価値を生み出すだろう。

コンサルティング業務に応用したいと考えて

2 次・3 次産業の連携によって相乗効果を
生み出す
「6 次産業化」
にも取り組んでいる。

写真1

『カテゴリーの役割と構造
―ブランドとライフスタイルをつなぐもの』
（関西学院大学出版会）

髙橋准教授は学生とともに、6 次産業企画

写真3

写真 2

伝統産業現場の実地調査風景

提案会に 4 年にわたって出場。優秀賞など
を受賞してきた。
「提案会を通して、農家や
シェフ、メーカーなど多 岐にわたる立 場の
人々と関係性を築きました。交流する中で発
見した課題を解決して、地域の価値向上に

P R O F E S S O R ' S P R O F IL E
近畿大学理工学部卒業後、株式会社洋菓子のヒロタや株式会社ズーム
（現・ズーム・デザイン）、株式会社
日本マーケティング研究所、
イプソス株式会社で広告やマーケティング・リサーチ、
コンサルティングといっ
た幅広い業務に従事。
その後、関西学院大学大学院商学研究科商学専攻博士課程後期課程修了。流通科
学大学商学部准教授を経て、現職に至る。2011 年には著書『カテゴリーの役割と構造―ブランドとライフ
スタイルをつなぐもの』

写真 1

で、
日本商業学会学会賞と日本広告学会賞を受賞した。

貢献したいです」。そう語る髙橋准教授の研
究フィールドは国内だけにとどまらない。成
功事例を研究するために毎年、スペインの
サン・セバスチャンを訪問している。
サン・セ
バスチャンは豊かな食文化が根付く街であ
り、世界各国から多くの観光客が押し寄せ

9
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研究者をたずねて

2

他分子を包接し多様な機能を発揮。
シクロデキストリンの可能性に迫る。
きたぎし

シクロデキストリンの分子模型

写真2

解像度のイメージと3次元情報の再構築が可能な共焦点レーザー顕微鏡

ひ ろ あき

北岸 宏亮

理工学部 機能分子・生命化学科 准教授

KITAGISHI HIROAKI

ヘモグロビンの働きを再現し、

合成化合物だけで人工血液の素材を
開発することに成功。

図１

超分子ヘムタンパク質モデル錯体
HemoCD

しかし、赤血球製剤の保存期間は 3 週間と

を動物の体内に入れ、
その反応を観察してい

短く、災害をはじめとした有事の際の危機管

たが、HemoCD は腎臓でろ過されてすぐに

理体制には不安が残る。加えて、少子高齢化

排泄されてしまったという。尿中に含まれる

March 2018

研究者同士の交流を通して
生まれる新たな可能性。

一酸化炭素の生体内フィードバック産生

HemoCDの状態を調べたところ、HemoCD

機構に関する研究成果を発表した反響は大

なっているという課 題も存 在する。そんな

は多くの一酸化炭素と結合しており、図らず

きく、生物学をはじめとした多くの研究者から

中、大きな期待を寄せられるのが酸素運搬

いと考えられてきました」
と北岸准教授は語

も血液中の一酸化炭素を選択的に捕捉する

共同研究の申し入れもあったそうだ。近年の

機能を代行する
「人工血液」の開発だ。北岸

る。
しかし、CD の包接によってヘムと水の近

ことを発見した。
さらに、生体内では除去され

研究では一酸化炭素が抗炎症作用や臓器移

准教授は人工血液の開発に取り組んでいる

接を防げば酸素との結合を維持できると考

た一酸化炭素を補填するかのように、ヘムの

植時の拒絶反応抑制作用を持つとされてい

が、そのきっかけは大学時代に師事した加

え た 北 岸 准 教 授 は 試 行 錯 誤 を 重 ね、

分解が活発化して一酸化炭素が生成される

るが、開発したHemoCD はこれらの働きを

納航治先生（現・本学名誉教授）
との出会い

HemoCD の開発に成功した。
「先人たちが

ことも判明。
「内在性一酸化炭素は生理機能

科学的に証明する手助けになるかもしれな

にあった。北岸准教授が配属された研究室

成しえなかった水中で機能する化合物の開

を持つと考えられてきましたが、
その不足を

い。
また、北岸准教授は HemoCDを細胞内

では、加納先生を中心にシクロデキストリン

発に成功した時の興奮は生涯忘れられま

補う仕組みが生体内に存在することを世界

に入れるために、細胞膜を透過することので

の研究に取り組んでいた。
ＣＤ

せん」。従来は保存期間が過ぎた輸血からヘ

で初めて証明し、生物にとって一酸化炭素が

きるCD の開発に着手している。
「フラスコ内

は複数のグルコースが結合してできる環状

モグロビンを精製し、細胞膜の代わりとなる

必要なものであることを強く示唆する結果と

で反応や効果を証明できても、細胞内に入る

構造をもったオリゴ糖であり、疎水性の分子

合成化合物でヘモグロビンを覆うことで人

なりました」。生物学や遺伝子工学の分野で

ことができずにうまく作用しない薬剤は多く

を包接することで水への溶解性を高めたり、

工血液を作製しているが、北岸准教授の研

は生理機能の解明にあたって、機能欠損型の

存在します。今回、開発したＣＤを用いること

水や酸素と反応しやすい物質を保護したり

究グループが作り出した人工血液のように

遺伝子を導入する技法（遺伝子ノックアウト）

で、細胞内に侵入し、結合した分子を手放す

する性質を持つ。
この性質は、臭い成分の元

完全な合成化合物で作製した例は非常に

が用いられるが、
この方法で一酸化炭素の発

ことができれば、様々な研究分野の発展につ

となる小分子と結合して揮発を防ぐ消臭・

珍しい。
「開発した HemoCD は分子サイズ

生源である酵素ヘムオキシゲナーゼの活性

ながるでしょう。今後はそのような共同研究

芳香剤や、熱・光に不安定な物質を安定化

が小さいため腎臓でろ過されやすいという

を停止させた場合、
ヘムは分解されずに蓄積

にも一層力を入れたいです」
と共同研究への

させる食品添加物として利用されている。加

課題があります。今後は HemoCD を大きな

して毒性を発揮してしまうため、厳密に一酸

意欲を語る北岸准教授は現在、海外の研究

納先生は CD の性質に着目し、ヘモグロビン

分子と結合させて、生体内で長く循環させた

化炭素の生理機能を解明する方法は発見さ

者とも連携をしている。
「共同研究や研究者

の補酵素であるヘムと結合させて酸素運搬

いです」
と研究の展望を語った。

れていなかった。
「この発見は一酸化炭素の

同士の交流はアイデアやインスピレーション

生 理 機 能 を解 明 するだけでありません。

が沸き上がる重要な機会です。以前、別の研

HemoCD は体内に残存しないため、一酸化

究者に、分子が細胞膜内に入ることを補助す

炭素中毒の解毒剤としても有効だと実証され

るCD の性質は、受精補助剤として利用でき

ています」
と北岸准教授は顔をほころばせた。

るかもしれず、少子高齢化や高齢出産といっ

セレンディピティを語る際にはフランスの細

た社会的課題を解決する可能性を秘めてい

菌学者ルイ・パスツールの
「観察の領域にお

ると言われた時には、夢が広がりました」。連

の 役 割 を 持 った 人 工 的 な ヘモ グ ロビン

るヘムタンパク質機能モデル」
の研究成果が評価されて、
第 15 回シクロデキストリン学会奨励賞を受賞した。

少子化問題の解決にも役立つ！？

によって安定した輸血体制の維持が困難に

（CD） 写真１

の応用に関する研究を継続的に続け、
2011 年には
「メチル化シクロデキストリン-ポルフィリン超分子錯体によ

うな研究成果に結びついたといえるだろう。

北岸准教授は人工血液としてHemoCD

福祉を支えているといっても過言ではない。

工学研究科応用化学専攻招聘研究員や本学助教を経て、
2014 年より現職。
大学時代よりシクロデキストリン

れば北岸准教授の
「構えのある心」がこのよ

偶発的に発見する現象を意味するが、研究
な活路を開くことがまれにある。

界最高水準にあり、
日本国民の医療と健康

同志社大学工学部機能分子工学科卒業、
同志社大学大学院工学研究科工業化学専攻修了。
大阪大学大学院

探している時に意図するものとは別の価値を
活動においても、予期せぬ発見が研究の新た

日本の献血・輸血システムの安全性は世

P R O F E S S O R ' S P R O F IL E
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写真１

「HemoCD

図1

」の開 発を考 案。北 岸 准

教 授は加 納 先 生の研 究を引き継ぐことに
なった。
「ヘムはタンパク質と結合していな
い状態では水の触媒作用によって酸化して

研究熱意が偶然と結びつく。
不可能とされていた

一酸化炭素の除去法を発見。

しまい酸素結合能を失います。そのため、水

初心者が幸運に恵まれることを
「ビギナー

中で酸素と結合できる機能を持った人工血

ズラック」
というが、
これと似た言葉で
「セレン

いて、偶然は構えのある心にしか恵まれない」

携を進める中で発展を遂げる北岸准教授の

液を合成化合物だけで作製することは難し

ディピティ」
という言葉がある。
これは、何かを

という言葉が引用されるが、彼の言葉を借り

研究から目が離せない。

12

研究者をたずねて

3

物理学の観点から生命科学の難題に
挑戦する
「医工連携」を実践。
け んもつ

教授の研究グループは、
溶液に高分子を加え、

になくてはならない医療技術として発展した

高分子が持つ枯渇効果
（エントロピー効果）
を

ように、物理学の知見を活かして医情報学科

利用することで、
細胞同士に働く斥力相互作用

の吉川研一教授、
貞包浩一朗助教との共同

を抑制し、
細胞同士を安定的に接着させること

研究により、幅広い分野に寄与する剣持教授

に成功した。
「従来の知見では、
細胞同士を安

レーザーピンセット技術を搭載した顕微鏡

するためには、
数時間程度の時間が必要だと

生命医科学部 医工学科 教授

安定的な細胞組織を3次元で

構築するこれまでにない手法。

再生医療に新たな風を吹き込む。

KENMOTSU TAKAHIRO

病理切片を引き延ばして生じた

ひび割れパターンから

定量的にがんを診断する。

されてきましたが、興味深いことに、私たちの
レーザーピンセットと高分子を組み合わせた
新技術では、
数分程度の短時間で細胞同士の
安定接着が実現できます」
。
剣持教授の研究グ

近年、人体組織が欠損した場合に、
自己修

ループが考案した方法を活用すれば、
異なる

復能力を引き出し、
機能を回復させる
「再生医

種類の細胞を３次元的に配置できるため、
再

ます」
。
超音波を溶液中のDNAに照射すると、

療」
が注目を浴びている。
2014 年にはiPS 細

生医療のさらなる発展につながるだろう。

キャビテーションと呼ばれる数十μm 程度の

胞を用いた移植手術が行われるなど着実な成

病気の原因や発生機序を解明したり、診

果を上げてきたが、
3 次元の細胞集団を形成

断を確定したりする
「病理学」
を専門とする

し、
組織や臓器などの機能を表出させることが

微小な泡が生成され、
その泡が消滅する時に、
MPa〜GPaという大きな圧力の衝撃波が生じ

超音波照射がDNAを切断。

そのメカニズムと危険性を解明し、

る。
この衝撃波が、DNAの二重鎖切断を引き

医師は「病理医」
と呼ばれる。手術や検査で

今後の重要課題だとされている。
「培養皿など

採取された臓器や細胞を診断する重要な役

の上で、
細胞を2 次元的に組み合わせる試み

割 を 担 っているが、その 数 は 約 2,400 名

は行われていますが、
再生医療に応用するた

人間が聴きとれる音域は20Hzから20kHz

で、
これまで報告例がない、
超音波によるゲノム

（2017 年 10 月時点）
と、
日本における全医

めには、
異なる細胞同士を3 次元的に接着さ

とされている。
一方、
20ｋHzを超える周波数域

サイズＤＮＡの二重鎖切断効率を初めて定量

師の 1％にも満たない。その結果、病理医 1

せて生体機能を発揮させる必要があります。
ゲ

の音は
「超音波」
と呼ばれ、医療現場で活用さ

的に計測した。
また、超音波照射によるDNA

人 当 たりが 1 年 間 に 診 断 する 件 数 は 約

ルなどの人工的な基盤を用いて細胞同士の接

れる超音波検査は、CT 検査やMRI 検査と比

切断メカニズムの物理モデルも構築した。
「こ

10,000 件にも及ぶという。
「現状の組織切

触を維持することもできますが、
人工的な基盤

較して安価で簡易性に優れることから臨床現

れまでは溶液中のDNAに超音波を照射して、

片の顕微鏡観察では、経験的な基準に基づ

は細胞にとって異物となるため、
理想的ではあ

場で広く活用されている。
近年の科学技術の進

データを収集してきました。
今後は生体環境に

きながら、
良性腫瘍と悪性腫瘍を目視で判断

りません」
。

医療現場に還元する。

起こすことを明らかにした。
さらに、
蛍光顕微鏡
を用いたDNA 一分子観察法を適用すること

歩によって、
より精密な診断が可能になった一

類似した実験条件を作り、
超音波がもたらす生

しています。定量的かつ効率的な方法を確立

そこで剣持教授の研究グループは、
レー

方で、安全性に関する研究は臨床応用に比べ

体への影響を調べていきます」
。近年では、医

できれば、病理医の負担を減らすことができ

ザー光を精巧なピンセットのように用いて、
微

て、
遅れているとの指摘も存在する。
「超音波検

学分野と工学分野の連携によって、医療機器

るでしょう」
と語る剣持教授は、独創的ながん

小粒子や生体細胞、
微生物を補足・移動でき

査における安全基準は定められていますが、
未

の開発や新技術の研究を加速させる
「医工連

の診断方法を考案し、医学界をはじめとした

るレーザーピンセット技術

を導入。
近

だ超音波の照射が生体に与える影響や、
その

携」
が注目されている。
「医学や生物学が抱える

幅広い分野から注目を集めている。がんに

赤外線レーザーによる遠隔操作によって、細

メカニズムは詳しく解明されていません」
と語

課題に対して、
物理学的なアプローチで解決を

なった細胞の接着力が弱まることに着目した

胞を損傷させずに操作できるようになった。
し

る。
「超音波を照射した際に、
DNA 二重鎖切断

図った取り組みは始まったばかりです。
私たち

剣持教授の研究グループは、
スライスした組

かしながら、
レーザーピンセットで細胞一つひ

が発生する音圧領域と発生しない音圧領域が

の研究を通して、
様々な分野の発展に寄与でき

織切片を、伸縮性のあるウレタンゲルシート

とつをトラップできても、
溶液中でブラウン運

存在することを明らかにしました。
切断が起き

れば嬉しいです」
。
医療、
ひいては私たちの健や

の上に乗せ、引き伸ばした

動する細胞は互いに反発し合うため、
細胞同

ない音圧領域の超音波は診断用に、
切断が生

かな暮らしに貢献する社会的意義の高い剣持

士の安定な接着が課題であった。
そこで、
剣持

じる音圧領域の超音波は治療用に適してい

教授の研究に期待が高まる。

写真 1

。
これに

よって生じるひび割れパターンを画像化し、

写真 2

設 定した閾 値で白と黒の 2 階 調に変 換す
る
「二値化」
を実施。
「二値化した画像を分析
したところ、目視では判 断が難しかった肝
がんと非アルコール性肝炎の白黒ピクセル比
に、1.5 倍もの差が表れました」

図1

。剣

持教授が発案した診断法に特殊な技術や装

P R O F E S S O R ' S P R O F IL E
岡山理科大学卒業、総合研究大学院大学博士課程数物科学研究科核融合科学専攻修了。文部科学省
核融合科学研究所非常勤研究員や岡山理科大学シミュレーション科学センター博士研究員などを経て、
現職に至る。本学に着任する前は「放射線物理」や「核融合工学」を研究していたが、着任後は物理の視点
から生命現象の解明に挑む。

March 2018

写真1

病理切片を引っ張り、
がんの診断を行う装置

図１

顕微鏡目視時と二値化時の画像比較
顕微鏡目視時

（a）正常な細胞

二値化時

（b）単純脂肪肝

（a）正常な細胞

（b）単純脂肪肝

置は必要なく、短時間で定量的な分析も可
能だという。
「実用化を目指して、
ある大学医
学部の病理教室と共同研究を行っています。
より信頼性が高い画像診断方法の探求や、

（c）非アルコール性肝炎 （d）肝がん

二値化

ひび割れを形成する最適条件の調査にも注

（c）非アルコール性肝炎 （d）肝がん

力していきたいです」。最初のノーベル物理学
賞を受賞した物理学者ヴィルヘルム・レント
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写真2

定に接着させるための接着タンパク質が発現

の研究に注目したい。

たかひろ

剣持 貴弘

ゲンによって発見された X 線が今日の医療

1mm

1mm
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「知」
の軌跡
Patent Information

同志社大学には、研究技術開発によって
生まれた様々な知的財産があります。
これらの中で特許登録された発明を紹
ご興味を持たれた皆様からの
介します。
ご連絡をお待ちしています。

LIAISON

同志社大学 特許情報

vol.

54

発明の名称

特許第6230244号

登録日

2017年10月27日

出願番号

特願2013-059543

出願日

2013年3月22日

学校法人同志社

発明者

藤井 透

権利者
適用分野・用途

軽量・低熱伝導性材料

機械的物性に優れた熱可塑性樹脂成形品の製造方法を提供する。
【解決手段】竹炭粒子入りのコンパウンドを成形前に高湿度雰囲気中に保持し
て、竹炭粒子を吸湿状態にしておき、
このコンパウンドを用いて成形品を成形す
る際にコンパウンド中の吸湿状態の竹炭粒子から水分を蒸発させて、水蒸気によ
り成形品中に気泡が生じるようにした。

発明の名称

特許番号

特許第6180241号

登録日

2017年7月28日

出願番号

特願2013-178090

出願日

2013年8月29日

学校法人同志社

発明者

北岸 宏亮

権利者
適用分野・用途

ドラッグデリバリーシステム(DDS)における薬物運搬体

薬物を高効率で細胞内に運搬する薬物運搬体として利用可能なシクロデキスト
リン誘導体を提供する。
【解決手段】
（式中、n は 6 〜 8の何れかの数字を表し、

右記一般式（1）
で表されるシクロデキストリン誘導体。

m は 6 〜 12の何れかの数字を表す。）

特許についてのお問い合わせ先

同志社大学知的財産センター

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

公開特許一覧ホームページアドレス

http://ipc.doshisha.ac.jp/patent_list/patent_list.html

LIAISONバックナンバーは、HPからダウンロードいただけます。

【目的】

編集／発行：同志社大学研究開発推進機構

シクロデキストリン誘導体及び医薬組成物
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同志社大学リエゾンオフィスニューズレター

【目的】竹炭や木炭などの炭粒子を用いるとともに、軽量で、低熱伝導性を有し、
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熱可塑性樹脂成形品の製造方法

