


実施内容
4大プロジェクト
①発症・治癒機構解明
②医療計測、診断
③創薬
④健康の維持、増進
　（食関連）

なぜ？？ショウジョウバエやカイコなの？？
ショウジョウバエは、卵から成虫になるまでわずか10日間です。
つまりヒトだと成人になるまで20年かかるのに、ショウジョウバエならその730
分の１しかかからないのです。だから、ショウジョウバエを使えば、短期間で、しか
もいろんな実験ができるというわけです。また、カイコを材料として使うメリット
は、一つのタンパク
質をたくさん集める
ことができるからで
す。もともと、カイコ
はシルクというタン
パク質を作ってくれ
る昆虫です。その性
能を使えば、私たち
の病気を治すのに必
要な薬を大量に作る
ことができるのです。

ものづくりのプロセスは、しばしば川の流れに例えられます
■ものづくりプロセスを単純化すると、企画・開発（上流工程）から、試作・検証、量産
設計を経て、生産（下流工程）に至るという流れになっています。

■ものづくりのプロセスの上流から下流までを追跡的に擬似体験し、ものづくりプロ
セスを様々な方向から、広く見通す力を身に付ける、それが「川下り方式」のイン
ターンシッププログラムです。

■これらのプログラムを京阪地区の大手メーカー企業、京都試作ネット
　 （京都地区の中小加工企業のネットワーク）の協力で行っています。

■実習は全てチーム単位で行います。意志決定をどうするか、
パフォーマンスを如何に最大化するか、チームワー

クのマネジメントが鍵になります。

健康科学とものづくり教育

病気のしくみの解明から食の安全まで

自分が企画した｢マイプロダクト｣が形になる

までの全プロセスを｢当事者として｣、

体験できるプログラムです。

自分が企画した｢マイプロダクト｣が形になる

までの全プロセスを｢当事者として｣、

体験できるプログラムです。

●川下り方式インターンシップによる
　産学連携ものづくり実践教育

川下り方式？川下り方式？
京都の４大学が協力して、病気の発症機構の解明、計測・

診断、創薬、食の安全を総合的に教育研究する

「ヘルスサイエンス（健康科学）」に

取り組みます。

京都の４大学が協力して、病気の発症機構の解明、計測・

診断、創薬、食の安全を総合的に教育研究する

「ヘルスサイエンス（健康科学）」に

取り組みます。

●国公私立大学の連携による
　ヘルスサイエンス教育研究拠点の形成

ヘルスサイエンス？ヘルスサイエンス？

ヘルスサイエンス?
本学が有するカイコやショウジョウバエを使っ
たライフサイエンス研究の実績を基に、京都府立大学、京
都府立医科大学、京都薬科大学と共に「ヘルスサイエンス京都４大学
連携機構」を設置しました。
本学が中心となって４大学が連携した人材育成事業を展開し、ヘルスサイエンス領
域においてグローバルに活躍できる優れた人材を育成します。

川下り方式？
本取組では、京都工芸繊維大学、京都
試作ネット、京阪地区を代表する
メーカー企業の三者が緊密に連携し、
問題解決型デザイン実習とインター
ンシップおよび講義を有機的に結合
することによって、学生が自ら企画
設計した｢マイプロダクト｣が形にな
るまでのリアルなものづくりプロセ
スを追跡的に実体験する｢川下り方
式インターンシッププログラム｣を
開発し、創造性と批判的思考能力を
持ち、ものづくりプロセスを多面
的・俯瞰的に見通す力を持つ人材を
育成することを目指しています。

1.守秘義務研修

「開発設計技術者｣として、マイプロダクトをデザイン

2.ものづくりデザイン実習

「発注者｣として、マイプロダクトの部品加工の試作を発注
「加工技術者｣として、部品の加工・実習

3.ものづくりインターンシップ

「生産技術者｣として、品質管理・生産管理などの研修

4.ものづくりのマネジメント

成果のプレゼンテーション、
マイプロダクトのデモンストレーション

5.成果発表会

社会が
求める

高度技
術者を

めざし
て

30°
ショウジョウバエの研究

カイコの研究

薬の研究

組織・器官の再生 新しい薬や治療方法の開発

京都府立
医科大学

京都工芸
繊維大学

発症・治癒機構解明
例：伝統発酵食品の
　　機能解明など
例：伝統発酵食品の
　　機能解明など

例：ショウジョウバエを
　　使った病気の発症機
　　構の解明など

例：ショウジョウバエを
　　使った病気の発症機
　　構の解明など

例：薬の合成や
　　スクリーニング
例：薬の合成や
　　スクリーニング

例：老化抑制物質の
　　検索など
例：老化抑制物質の
　　検索など

例：メディカルデザイン、
　　ポータブルCTなど
例：メディカルデザイン、
　　ポータブルCTなど

病院

創　薬

計測・診断

京都薬科大学 京都府立大学

健康の維持・増進、食の安全

上流工程

下流工程
俯瞰的視点を持った高度技術者の育成

社会が求めるものづくり人材

ものづくり全体
の姿がわかる

プロセスの各所で必要とされる能力の育成
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｢グローバルエンジニア｣になるには…
■海外の日系企業における最先端研究・開発現場等
での研修

■海外の大学・研究機関の研究室における研究体験
■教員が海外の協定締結校で行う集中講義の補助

海外での企業・研究機関
での現場を体験し、実践的な局面で議論・討論を

行うことにより、世界で活躍できる人材を育成することを目的とした
教育プログラムです。

海外の
企業・研

究機関
で

インタ
ーンシ

ップしま
せんか

“こつ
”を知る

・使う
・応用

する

匠の技の分析と海外教育

京都の伝統産業からヒントを得て新しいものづくりに
　　活かすことのできる人材や、伝統技能者の動きを

解析して匠の技「こつ｣の定量化に
携わる人材を育てます。　

京都の伝統産業からヒントを得て新しいものづくりに
　　活かすことのできる人材や、伝統技能者の動きを

解析して匠の技「こつ｣の定量化に
携わる人材を育てます。　

●伝統技能と科学技術の融合による
　先進的ものづくりのための人材育成

“こつ”の定量化？“こつ”の定量化？

大学院生が海外の企業および研究機関に

　　　　　おいて３週間～１年間の研究開発・

　　　　　　　　　　技術開発を行います。

大学院生が海外の企業および研究機関に

　　　　　おいて３週間～１年間の研究開発・

　　　　　　　　　　技術開発を行います。

●KITグローバル人材育成プログラム

グローバルインターンシップ？グローバルインターンシップ？

これまでの派遣先（一部）：
パナソニック R&Dセンター ベトナム（ベトナム）
ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校（タイ）
ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所（イギリス）
ノースカロライナ州立大学（アメリカ）　など 

“こつ”の定量化？
伝統技能に内在している暗黙知を形式知化
した新技術を開発・活用し、新たなイノベーションを創
出しうる人材を育成することを目的とした取組です。育成対象者は、
伝統技能を元にしたイノベーションの企画・推進の中核たる若手人材（伝統産業
企業の後継者、京都市の職員等）。
中間目標は、伝統工芸品作製過程を科学的分析に基づき“しる”こと、最終目標は、習得
した科学技術的知見を基に新規事業を展開し、イノベーション創出を行いうる能力を
有する人材・企業を育成することです。

人材育成目標
●伝統工芸品作製過程を科学的分析に基づき
“しる”ことのできる人材
●伝統工芸に内在する知恵を“つかう”ことのできる人材
●伝統技術・技能に内在する知恵、暗黙知を突き止めて、形式知化し、
新しいものづくりに応用する人材

◆それぞれの匠が、科学研究成果をまとめて博士号取得

下出祐太郎先生の動作解析
（ステックピクチャ）

京壁の物性と機能および施工法に関する研究

漆の美の物性と伝統?漆法に関する研究

京瓦の物性と伝統技法「磨き」の研究

佐藤 ひろゆき（京壁の匠）

下出 祐太郎　（蒔絵の匠）

浅田 晶久　　（京瓦の匠）

論 文 タ イ ト ル名　　前

これらの体験を通じて、国際舞台で活躍できる技術者・
研究者｢グローバル人材｣の育成を行っています。

75°

下出祐太郎先生の漆塗り解析風景

京提灯つくりの動作解析風景

瓦成形動作解析



ポリ乳酸で作る！

微生物が繊維を作る?!

京都工芸繊維大
学がその前身校の時代から１

世紀にわたり蓄積してきた繊維科学に
関する学問的蓄積と「バイオ」、「情報」、「ナノ
テク」、「環境」、「材料」という先導的研究領域
との融合、また、エンドユーザの心(意識)や市
場での戦略も併せて考慮することにより、イ
ンテリジェントファイバーテクノロジーと
ヒューマン･オリエンティッド･ファイバーテ
クノロジーからなる新しい繊維科学･工学（ネ

オ･ファイバーテクノロジーと総
称）の学術分野を形成

します。

新しい繊維科学とフォーミュラ

新しい「繊維」をつくり出し科学する研究です
学生フォーミュラ参戦プロジェクト“Grandelfino”

医療用品から車まで…

最先端の繊維の研究です。

医療用品から車まで…

最先端の繊維の研究です。

●21世紀型繊維科学・工学創出事業

ネオ・ファイバーテクノロジー？ネオ・ファイバーテクノロジー？

2012年「第10回学生フォーミュラ大会」

において、総合優勝を果たす。

2012年「第10回学生フォーミュラ大会」

において、総合優勝を果たす。

●学生と教員の共同プロジェクト

ものづくりの総合力で日本一？ものづくりの総合力で日本一？

大会随一の
エコ車両で日本一に！

本学の学生フォーミュラチーム「Grandelfino
（グランデルフィーノ）」は、平成24年9月3日（月）～7日（金）、
静岡県の小笠山総合運動公園（エコパ）で開催された「第10回全日本学生

フォーミュラ大会」で優勝しました。6回目の出場、前年度の過去最高成績12位
を塗り替え、強豪校の上智大学や大阪大学を抑えての初優勝でした。
これまでも大学の特徴である繊維技術に関する教育研究を活かして強く
て軽いボディづくりに努めてきましたが、今回は更に軽量化をすすめ、
車両の限界性能を最大限引き出せたこと、早期に車両を完成させ、テ

スト走行を繰り返したことが、省エネ（燃費）、エンデュラン
ス（耐久走行）、オートクロス（1周のタイムア
タック）などの種目での勝利につながり、
総合優勝を果たしました。

チーム概要
学生フォーミュラチーム「Grandelfino（グラン
デルフィーノ）」は2005年秋に自動車部のメンバーにより
同志を募り、立ち上げました。2006年度から大学の「学生と教員の共同
プロジェクト」として公式に財政支援を受け、大学と包括協定を結んでいる京丹
後市等の機械金属関連企業が加盟する「丹後機械工業協同組合」などの多くのスポンサー企
業の支援を得ながら、全日本学生フォーミュラ大会に参戦するための活動を行っています。
（大会出場は2007年度より）
チームは、機械工学分野の学生だけでなく、経営やデザイン分野を学ぶ学生も参画する多彩
なメンバー構成となっています。フォーミュラカーの製作は、設計製作はもちろんのこと、
部品調達、スポンサー集めまで学生自身で行うため、各自が各々の専門分野を活かして一つ
の目標に邁進する姿は、本学の理念「科学と芸術の融合」を体現するものと考えられます。
なお、チーム名であるグランデルフィーノ（Grandelfino）は、イタリア語のイルカ
（Delfino）と、 大きな、壮大な、というグランド（Grand）を掛け合わ
せて作られた造語です。

学生フォーミュラチーム
「Grandelfino（グランデルフィーノ）」
の詳細・これまでの活躍はこちら
　　　http://www.grandelfino.net/

「学生フォーミュラ」って？
大学などの学生が自ら構想・設計・製作した車両により、ものづ

くりの総合力を競います。本プロジェクトでは、毎年
秋に開催される「全日本学生フォーミュラ

大会」に参戦するための活動
を行っています。

ネオ･ファイバーテクノロジー ?
「ネオ・ファイバーテクノロジー」と総称される新規繊維科学・工学を確立し、高度
で高効率な産業構造の実現と新たな市場の創出に向けた戦略的研究を積極的に推進

することにより、日本の繊維産業が永続可能な産業分野としてさらに発
展することを目指し、「繊維科学センター」を中心に活動して

います。

新しい「繊維」をつくり出し科学する研究です

ものづくりの総合力で日本一？ものづくりの総合力で日本一？ものづくりの総合力で日本一？ものづくりの総合力で日本一？

「学生フォーミュラ」って？

バイオポリエステル
を蓄積した微生物

自然に体内で分解され、
取り出し不要なポリ乳酸
繊維で作った癒着防止膜
（左）と手術用の糸（右）

車のシートにも
ポリ乳酸繊維が
使われる

耐熱性ポリ乳酸
のボタン

世界初！180℃の熱に
も耐えられる耐熱性ポ

リ乳酸繊維

学生フォーミュラ参戦プロジェクト“Grandelfino”

ものづくりの総合力で日本一？ものづくりの総合力で日本一？ものづくりの総合力で日本一？ものづくりの総合力で日本一？
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総合型ポートフォリオの目的
■全学的な学習支援体制
■学生へのきめ細かい個人指導
■支援制度の柔軟な運用

「マイ KIT」情報ポータル

総合型ポートフォリオって
本学の総合型ポートフォリオ構想は、大きく分けて
次の①～③の三つの機能で構成されます。

従来、学生に様々な情報を伝えるホームページは、大学から学生への
一方通行的な伝達手段でした。しかし、学生情報ポータル機能では、
個人認証を行うことで閲覧者を特定し、個人特性に応じた情報を提
供します。

例えば、専用のWeb画面にスケジュールを表示し、登録してい
る授業の休講が表示されたり、教職免許や学芸員資

格など個人特性に応じた情報などが表示
される仕組みです。

世界中の研究者に信頼される

ショウジョウバエ

研究の拠点。

世界中の研究者に信頼される

ショウジョウバエ

研究の拠点。

●ショウジョウバエ遺伝資源の収集・総合的維持管理・提供

ハエで理科スル･科学スル？ハエで理科スル･科学スル？
ITを活用した総合的な学生支援プログラムで、

国際的に活躍できる高度専門

技術者を育成します。

ITを活用した総合的な学生支援プログラムで、

国際的に活躍できる高度専門

技術者を育成します。

●学生の個人特性に応じた学習支援システム
　（総合型ポートフォリオ）の構築

総合型ポートフォリオ？総合型ポートフォリオ？

教員の教育活動の成果に関する情報

● アドミッションポリシー、
カリキュラムポリシー、
ディプロマポリシーの制定

● 学生の受け入れから卒業（修了）
まで一貫した教育システムの確立

● ティーチング･ポートフォリオ

学生の学修履歴の蓄積、閲覧、自己反省
などに関する情報

●ラーニング･ポートフォリオ

教
育
指
導

履
修
相
談

教
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

既存データ
の移行
既存データ
の移行

eラーニングシステム
による教育
eラーニングシステム
による教育

情報機関情報機関

履修指導

留学支援

学修支援
（奨学金、学生生活、就職）

入
試
デ
ー
タ

課
外
活
動
デ
ー
タ

学
籍
デ
ー
タ

受
講
登
録
デ
ー
タ

成
績
デ
ー
タ

留
学
デ
ー
タ

就
職
活
動
デ
ー
タ

アナライズ機能
個人特性に応じた情報分析･
集計データの閲覧

教
育
指
導

ポートフォリオ機能
学生間の自発的な教育環境

教務情報
メール配信

学生情報ポータル機能学生情報ポータル機能

大学管理運営 教員

事務 学生

成績発表を始めとして、大学が学生に対して行う情報伝達は、今までは
印刷されたものを配布するなど単発的なものでした。ポートフォリオ機能では、
様々な情報を網羅的に蓄積し、時系列で閲覧する環境を整えます。

例えば、成績では分野別ＧＰＡの推移を確認したり、課外活動や図
書館利用、またはアルバイトに費やす時間など、過去の自
分の変遷を見つめ直すことで、卒業、就職、
大学院進学に向けた自己の進捗
管理を促します。

学習支援とハエの収集・管理

Drosophila 

個人特性に応じた学習支援システム

生命科学の最先端を拓く、支える

②
ポートフォリオ

機能

①
学生情報

ポータル機能

③
アナライズ

機能

本学には学
生関係を所掌する部署

は数多くあり、それぞれが学生に関
する情報を管理しています。それらの情報は主に

パソコンのソフトや時には印刷媒体により保管されているた
め、一元的に管理することは不可能でした。アナライズ機能では、学生番号
をキーとしてデータ連携を行い、学生を多角的に分析することができます。

例えば、成績が伸び悩んできた学生に対してアドバイスする場合、授
業に関することだけでなく、課外活動やアルバイトの状況などを総
合的に確認した上で、学修支援を行います。

ショウジョウバエって？
双翅目昆虫。体長2-3mm。赤い眼が特徴。
世代交代が10日と短く、遺伝学研究には最適。
日本には約260 種がいるとされます。中でも、
キイロショウジョウバエは、生物学を始め、医学、
薬学、農学などの研究分野で、遺伝子の機能を理
解しようという目的の研究で使用されます。ヒ
トと共通な機能を持つ遺伝子が多いことから
（約70%）、キイロショウジョウバエは、生物の

生きるしくみ の解明研究に最も重要な
モデル生物です。どんな研究に使うの？

基礎生物学のあらゆる分野でショウジョウバエ
は重要な発見に役立ってきました。
最近では、ヒトの疾患に関する研究にも頻繁に使用されています。アルツ
ハイマー病、パーキンソン病などの神経変性から、筋ジストロフィー
などの筋肉変性、網膜変性、心臓疾患、ガンなどの発生・器
官形成不全などに加え、寿命、免疫、糖尿、さら
に薬物中毒までもが研究されてい
ます。

ショウジョウバエ
遺伝資源センターって？

1999 年に国内で唯一のショウジョ
ウバエ遺伝資源研究施設として設立さ
れ、2002 年度からは国家プロジェク
ト「ナショナルバイオリソースプロ
ジェクト」の中心的研究機関として重要な系統の譲渡・寄託を受けて研究資源とし

て維持するとともに世界の研究者に提供しています。2005 年から世界
最大の系統数を維持する国際的生命科学研究センターに成

長し、現在、約26,000の系統数を誇ります。国際
的期待とその責任はますます重く

なっています。

センターでは
何を研究しているの？

豊富な遺伝資源と優れた研究設備を活用して
・シスートランス分子共進化の仕組み（進化ゲノム学）
・雑種不妊にみられる脆弱な精巣形成の理由（生殖学）
・配偶行動・雌雄のコミュニケーションの遺伝基盤（行動学）
・発生過程の頑健性を支える細胞死の誘導機構（発生学）
・遺伝子ネットワーク構築法の開発（集団遺伝学）
に取り組んでいます。

ショウジョウバエ研究の始まり
1900年にメンデルの法則が再発見されてから間もなくモーガン（Thomas Hunt 
Morgan)と彼のグループは米国コロンビア大学の通称“ハエ部屋”でキイロショウ
ジョウバエを使って突然変異の研究を始めました。1910年には白眼突然変異を発見。
X染色体上の遺伝子は伴性遺伝と呼ばれる常染色体のものとは違った遺伝様式に従
うことや連鎖、交叉という考えから遺伝子地図を作ることを思いつきます。こうした

功績からモーガン自身は1933年にノーベル生理学・医学賞を受賞します。
モーガン一派の成功はその後、世界中の多くの研究者をショウ

ジョウバエに向かわせるきっかけとなりました。
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本学の総合型ポートフォリオ構想は、大きく分けて

従来、学生に様々な情報を伝えるホームページは、大学から学生への

ショウジョウバエ遺伝資源センター



フォトモザイクって？
別々の小さな写真をモザイク状に並
べて、全体として、また違った像を浮
かび上がらせる写真のことです。
個々に撮影された対象物や写真表現
と、最終的に浮かび上がらせるイ
メージ（像）との相互関係によって、
テーマ（主題）を強く表
現します。

サスティナブルデザインによる地域創生

サスティナブルデザインの方向性ロストワックスって？
ろう（蠟、ワックス）で作製した型を石膏で
固めた後、ろうを溶かすことで鋳型を作る
製法のことです。出来た型に溶けた金属を
流し込み、冷却することで金属作品を作製
します。ロストワックスは、複雑で精密な製

品の製造も可能で、工芸品以外にも、
様々な製品や部品の製造に

利用されています。
バイオアートって？

例えばブラックライトを当てると発光する蛍光タ
ンパク質を、遺伝子操作で光の三原色を発するようにして大腸
菌に組込み、これをインクとし
て用いたアートが有名です。
大腸菌に違った刺激を与え
ることで様々な色のインク
をつくることができます。

｢大腸菌ペン｣で快挙！

大腸菌インクで本学学生
が描いた作品は、高校の
教科書にも掲載されてい
ます。（『フォトサイエン
ス化学図録／数研出版』
p.203右下コラム）

科学と芸術が出会う？
本取組は、人間教養科目「科学と芸術の出会い」を核として、学生各自が「科学と芸術の
出会い」を体験し、各自の専門分野での｢科学と芸術の接点」を発見し、卒業研究として
具体化するという、1 年次から卒業研究に至るまでの継続的なプログラム
です。本取組により、新たな時代に対応できる工学的感性を身に
つけた、特色ある人材の輩出を目指しています。

iGEM2010（国際遺伝子改変マシーンコンテスト）で初参
戦の本学チームのKIT-Kyotoが金賞を獲得。
部門賞でも最高のベストポスター賞を受賞しました。
iGEMとはハーバード大学やケンブリッジ大学など各国有
数の大学の学部生を中心にした合成生物学の世界最大規模

の大会です。世界各国から130チーム・約
1500名、日本からは東大、東工大、京

大、阪大、北大など9チーム
が参加しました。

テーマに沿った作品の制作を通じ、創作性を

高め、科学と芸術の関係を考え、

体感します。

テーマに沿った作品の制作を通じ、創作性を

高め、科学と芸術の関係を考え、

体感します。

●新たな工学的感性を養う教育プログラム

フォトモ
ザイクと

ロストワ
ックスと

バイオ
アート

新しい
生活価

値や美
意識を

提唱
科学と芸術が出会う？科学と芸術が出会う？

サスティナブルな社会を創造する

　　　エンジニア・デザイナーを

　　　　　　　 育成します。

サスティナブルな社会を創造する

　　　エンジニア・デザイナーを

　　　　　　　 育成します。

●サスティナブルデザイン力育成プログラム
●尖ったものづくり総合プロデューサー育成プログラム
●ものづくりイノベーションネットワークの構築

サスティナブルデザイン？サスティナブルデザイン？

科学×芸術と持続可能デザイン

これまで

オイルベースオイルベース

●生産重視 ●大量販売
●石油などの化石燃料
●豊かで強いライフスタイル

これから

●地球環境保護
●環境負荷低減
●自然素材や3R
●しなやかで優しいライフスタイル

バイオベースバイオベース

※1 ①技術移転(TLO) ②人材派遣 ③エコ製品ビジネス開発 ④インターンシップ
※2 ①連携研究の提示 ②講師派遣 ③課題提示 ④キャリア教育

　サスティナブルデザイン力とは
本取組は、1200余年も環境負荷提言を意識し、循環型生

活様式や都市文化を継承してきた「京都の知恵」に着目し、今日的な環
境問題の解決につながる示唆や手法「サスティナブルデザイン力」、すなわち地球

に優しい持続可能な社会をリードする設計・計画力を学び、地域産業界を牽引し地
域創生を推進する人材の育成を目指します。

人
と
環
境
に

や
さ
し
い
実
学

サスティナブル
デザインとは

可能な限り地球環境へ負荷をかけない製品やライフ
スタイルを創造し、新しい生活価値や美意識を提唱することです。本
取組における｢サスティナブルデザイン｣とは｢ものづくり｣に視点を置き、下の

7つの達成目標を満たすものと定義しています。

❶ネクスト･ジェネレーションテクノロジー
❷低負荷素材活用
❸効率の良い製造･加工
❹効率的な販売･流通
❺無駄のない利用･使用
❻ロングライフ･フルユースへの示唆
❼破棄･回収のし易さ

大学から地域へ
※1

地域から大学へ
※2

本
　
学
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価
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大学の風景写真が
学長の顔に！

大腸菌インクで本学学生
が描いた作品は、高校の
教科書にも掲載されてい
ます。（『フォトサイエン
ス化学図録／数研出版』
p.203右下コラム）

インクを用いた
作品｢紅葉｣

バイオアートを発光させている様子

蛍光タンパク質を
発光させている様子

●サスティナブルなライフスタイルを志向する人材育成

●工芸科学部のそれぞれの専門領域でサスティナブルなものづくりを目指す人材育成

●サスティナブルデザインを遂行できるグローバルな人材育成

古山正雄学長



建築リソースって？
従来の古建築などの狭い意味での文化財だけでなく、近代や現
代のもの、あるいは建築の図面や写真なども含め
て、建築に関わる歴史的価値を持つ
さまざまなものを定義し
た言葉です。

実習の例
■マケドニアの古い市場を調査して
再生計画を立てる

■台北の歴史建築を利用した博物館
拡張計画に参加する

■タイの水上集落の再生をタイの学
生といっしょに考える

■建築アーカイブの方法を海外の先
進地から学ぶ

■歴史建築の指定や登録、再生計画の
方法をプロから学ぶ

建築の歴史的価値を評価し、なおかつ

活用・再生を実行できる

人材を育てます。

建築の歴史的価値を評価し、なおかつ

活用・再生を実行できる

人材を育てます。

●建築リソースマネジメントの人材育成

建築リソース？建築リソース？
環境マネジメントシステム（EMS）の運用を

通じ環境マインドを持った

人材を育てます。

環境マネジメントシステム（EMS）の運用を

通じ環境マインドを持った

人材を育てます。

●環境マインドを持つ人材の育成（ISO14001 認証取得）

環境マインド？環境マインド？

EMSと建築の活用・再生

造形工学専攻（博士前期課程）、造形科学専攻(博士後期
課程）の２専攻と美術工芸資料館が共同して、新たに
「建築リソースマネジメント学コース」を設置し、これ
まで関係を築いてきた国内外での研究機関、美術館、文
化財行政、さらに修復･まちづくりの実践現
場での実践的実習（フィールド実
習）を教育の中核に据
えます。

建築リソースマネージャーを育てる

建築リソースマネージャーって？
登録文化財制度、景観法、歴史まちづくり法などの国の法律も整備され、建築リソー
スを扱える職能が強く求められるようになりました。
卒業後の進路としては、歴史的建築の保存・修復、活用を担う建築家、行
政職、そして美術館・博物館の建築学芸員など多くの職業が
想定されています。

建築リソースを
活用する技を磨く！

教育プログラムのメインは学
外の実習です!
建築リソースの活用は実際の
現場で学ばなければ身に付き
ません。大学を飛び出して国
内、海外でのさまざまな事業

に参加しながら学び
ます。

京都工芸繊維大学では、地球環境や地域環境の保全や改善のため
の教育・研究を推進し、また、それに伴うあらゆる活動

において環境との調和と環境負荷の低減に
努める等、積極的に環境活動に

取り組んでいます。

■「エネルギー使用量の
削減」、「水使用量の管理徹底」、「廃
棄物の減量・再利用・再資源化（3R）の推進」な
どを環境目的として教育・研究活動を継続的に改善しています。

■大学に適用される法規制の順守のために、化学物質管理や構内排水管
理、廃棄物管理を、学生を含めた全構成員の努力により実施しています。
■環境への負荷を軽減する努力だけではなく、「環境安全教育・
研究の推進」という環境に対してプラスに作用す
る目的も定め、「サステイナブル・
キャンパス」の構築を目
指しています。

環境報告書
■本学における環境
への取り組みは、
大学ホームページ
に掲載するととも
に、2006年から
毎年「京都工芸繊
維大学環境報告
書」を発行して公
表しています。

環境マインド？
地球、資源、エネルギーが有限であることを認識し、持続性のある人間社会の構築と

生態系の維持に向けて、研究活動はもとより日常生活においても環境問
題に配慮しながら行動しようとする心構えを｢環境マインド｣

と定義しています。

環境マインドを持つ
人材の育成のために

■独自の環境マネジメントシステムを構築し、
環境マネジメントシステムの国際規格であ
る｢ISO14001｣を理工系大学では全国に先
駆けて正式認証取得しました。その後2004
年、2007年、2010年に3回の更新を行い、
2013年9月には4回目の認証
更新を行う予定
です。

エコ社
会を目

指して
…
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°

ペットボトルキャップ回収箱が付けら
れたリサイクルゴミ箱

環境科学センター第18回公開講演会
「緑の地球と共に生きる」



ものづくりにおける工程（デザイン、設計、材
料選定、加工、検査）の基礎を把握します。

高度専門技術者として｢世界共通語」で
ある英語は欠かせません。高度な英語
運用能力と豊かな国際感覚を養います。

伝統産業工学とKIT検定

技･コツ･見極め？
本取組では、伝統産業に内在する暗黙知の階層化における上位概念である｢見極め｣
と解明するために脳科学・生理学解析を行うことにより、日本の伝統的なものづく
りの担い手である匠のものづくりの全体像を解明し、伝統的なものづく
りがもつ最良のものを新しいものづくりに応用することを推
進します。

匠の技
能を活

かす伝
統産業

工学の
創出

21世紀知識基盤社会を担う専門技術者が備えるべき
　　　　知識と技能、これを「KITスタンダード｣とし、
　　　　　　　　本学が排出する人材の｢学士力｣を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　保証します。

21世紀知識基盤社会を担う専門技術者が備えるべき
　　　　知識と技能、これを「KITスタンダード｣とし、
　　　　　　　　本学が排出する人材の｢学士力｣を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　保証します。

●21世紀知識基盤社会における
　ＫＩＴスタンダードと達成度標準

KITスタンダード？KITスタンダード？
伝統のものづくりの担い手である匠の技術と、

　　　　　技術を可能にする暗黙知の解明から、
　　　　　日本独自のものづくり技術の確立と
　　　　　　　　　　　新しいものづくりへの

　応用を目指します。

伝統のものづくりの担い手である匠の技術と、
　　　　　技術を可能にする暗黙知の解明から、
　　　　　日本独自のものづくり技術の確立と
　　　　　　　　　　　新しいものづくりへの

　応用を目指します。

●匠の技能を活かす伝統産業工学の創出

技･コツ･見極め？技･コツ･見極め？
理工系教育における
スタンダード修得のためのKIT検定

KIT
スタンダードとは

「バイオ」、「ナノテク」、「情報」、「環境」など研究主
題として重視されている４大テーマに加えて、社会から要請
されている分野である「ものづくり」、「知的財産」、「実践的な英語力」などを
総合し、5つのリテラシーと基礎科目としての英語、数学を加えたものを21世紀
理工系学生の備えるべきリテラシー（事象を理解･整理し、活用する能
力）として抽出。卒業した学生が２１世紀知識基盤社会を担
う専門技術者として備えておくべき知識と技能を
【ＫＩＴスタンダード】として体系付け
て整理し、修得できる教育プログ
ラムです。

K I T  S TANDARD

●遺伝子リテラシー

5つのリテラシー

今後、生命科学の発展に伴い
多くの遺伝子関係の新しい知
識が増加します。遺伝子の基
本的な理解を求めます。

●英語（TOEIC）

検定は携帯電話により本人認証を行い、試験に対してクリッカー (小型無線式回答機)により回答
を行います。

●検定試験はクリッカーを使用

●３つのリテラシーを合格（６割以上）した場合１単位、５つ合格した場合２単位が付与されます。
●単位には取得した成績によって「Ｓ」、「Ａ+」、「Ａ」の３段階の評価を行います。
●在学中、何度でも受検することができ、過去の評価を高評価に変更することができます。

●検定結果による単位認定

●数学
数学は音楽や天文学と並んで人間生活
を豊かにする学芸のひとつです。数学
の科目体系の全体像を把握し、基礎的
な科目から取り組みます。

●自学自習Webシステム
自学自習Ｗｅｂシステムにより過去問を試し受検
することで、事前学習できます。

●附属図書館
　（KITスタンダード推薦図書コーナー）

ＫＩＴスタンダード（KIT
検定対策）のために推薦さ
れた参考書などを配架し
ています。

●環境科学リテラシー
地球環境やエネルギー問題、
環境マネジメントの取り組み
などについての理解を求めま
す。

●知的財産リテラシー ●ものづくりリテラシー

●造形感覚リテラシー
建築とデザインに関する基礎
的な工学的・実践的な知識や、
歴史、人文社会科学的分野の理
解、造形に関する技術や考え方
を身に付けます。

基礎科目 自学自習

KIT検定

検定試験に基づく単位認定やＴ
ＯＥＩＣ等により、遺伝子、環境
科学、知的財産、ものづくり、造
形感覚の５つのリテラシーと英
語、数学に対してどれだけ知識
を修得したか、またその伸び率
などを可視化します。

出口管理
学士力の中でも、最も基本的な「知識・理
解」即ち、本学の工芸科学部を卒業した者
として必要で、且つ基本的な学問分野に対
する知識を体系的に理解します。
また、その知識体系の意味と自己の存在を
歴史･社会･自然と関連付けて理解します。

期待される効果

応 用
うるしのものづくり
金網
京壁
包丁
京弓
京菓子
京瓦
茶道　など

筋活動解析
ものづくりの要領･勘所

コツ

脳科学解析
生理学解析

ものづくりにおける判断･評価

見極め

ものづくりの技術･技能

身体運動解析
眼球運動解析

技

生理学解析眼球運動解析

伝統産業工学の提唱伝統産業工学の提唱

コツ 見極め技 コツ 見極め技 コツ 見極め技 見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め見極め

基 礎
伝統動作解析
伝統材料科学
伝統脳科学
伝統生理学
伝統コミュニケーション
伝統歴史論
伝統ビジネス論
伝統教育論

脳科学解析脳科学解析 生理学解析生理学解析

筋活動解析筋活動解析 眼球運動解析眼球運動解析

身体運動解析身体運動解析

材料化学材料化学

匠匠
ものづくりの

解析
ものづくりの

解析

教育研究センター
「伝統みらい教育研究センター」
１．匠の｢見極め｣を解明
２．匠の技加工テンプレート構築
４．研究拠点形成
３．匠の技ごとに分科会を設立
http://www.mirai.kit.ac.jp/mirai/

形式知化した暗黙知を、新しいものづくりに応用するために
は、「技」と「コツ」の転換のみでは不十分であり、匠

のものづくりにおける判断・評価、いわ
ゆる「見極め」の形式知化が

要求されます。 

平成23年6月12日TBS系列番組、夢の扉＋に
センター長、濱田泰以教授が出演しました。

【 「匠の技」を「科学の力」で守る！京都1000年の技を、
　　　　　　　　　　　　　　　 赤外線カメラでテータ解析 】

http://www.tbs.co.jp/yumetobi-plus/backnumber/20110612.html

夢の扉＋
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°

30°

産業財産権法などの法制度の背景や知的財
産の活用戦略、知的財産に関する最低限かつ
最新の知識の習得度を把握します。



　　　　　なぜ、総合プロデューサーが必要なのか
■専門分野同士のつながり(縦のつながり)は強いが、異分野 のつながり（横のつなが
り）が弱いため現実化に至りにくい。
■新しいアイデアを考案しても、専門分野外が弱いため現実化に至りにくい。
■異分野が集まって、新しいアイデア各々の分野において、プロフェッショナルなた
め、お互いがぶつかり合い、アイデアをつぶしてしまうことがある。

現代の悉皆屋と文化遺産

伝統からイノベーション（革新）へ

ローカル（地域）からグローバル（世界）へ

発想できる人材を育てます。

伝統からイノベーション（革新）へ

ローカル（地域）からグローバル（世界）へ

発想できる人材を育てます。

●文化芸術都市京都の文化遺産の保存・活性化を
　支える人材育成プログラムの開発・実施

知？美？技？知？美？技？

知を学び、美を感じ、技を極める

尖った製品を生み出す総合プロデューサー

京都の知恵に学び、地域との緊密な連携のもと、
“現代の悉皆屋”とも言うべき、
｢ものづくり｣の総合プロデューサー
を育成します。

京都の知恵に学び、地域との緊密な連携のもと、
“現代の悉皆屋”とも言うべき、
｢ものづくり｣の総合プロデューサー
を育成します。

●尖ったものづくり総合プロデューサー育成プログラム
●ものづくりイノベーションネットワークの構築

悉皆屋（しっかいや）の再来？悉皆屋（しっかいや）の再来？

■古都京都の素晴らしい日本独特の文化であ
る茶道（今日庵）や伝統工芸（金彩、京友禅、清
水焼等々）の工房でのものづくり体験で、伝
統工芸の技と美を学ぶ。

■他大学を含む国籍･分野･年次を超えたグ
ループワークで、 異分野･異文化リテラシー
を身につける。

■地域における知･美･技を学ぶことから、新しいものづくりを提案。
■伝統工芸を現代に活かすアイディアを考え、発表。

伝統工芸･文化から様々なこ
とを吸収し学び取ることによって、国際
社会で幅広く活躍できる人間形成につなげます。

皆さんが学び、行動することが、地域貢献や国際貢献となります。
さあ、ともに京都から世界の舞台へ飛翔しましょう！

知？美？技？
古都京都には、多くのユネスコ世界文化遺産及び2003年にユネ

スコが採択した「無形文化遺産の保護に関する条約」で明示された多くの無形
文化遺産があります。また京都市では、京都の優れた文化・芸術を保存、再生、創造す
る取組を進めるとともに、文化芸術都市として創生することを目指し、2006年に
「京都文化芸術都市創生条例」を施行し、2007年には同条例に基づく「京都文化芸
術都市創生計画」が策定されています。
本取組は、京都創生計画を推進する京都市との連携を基盤に、京都工芸繊維大学、京
都市立芸術大学、京都産業大学、京都ノートルダム女子大学の国公私立４大学がそれ
ぞれの教育研究資源を連携・集結し、京都のみならず世界の有形･無形文化遺産を保

存・活性化させることのできる人材を育成するプログラムを開発・実施
し、京都市（地域）の活動に貢献するとともに、他地域や国際的

にも活躍できる人材の育成を目指します。

悉皆屋（しっかいや）とは
悉皆屋とは、かつて京都に存在した総合プロデューサーであり、問屋(顧客)から注文
を受け、地染め屋などを巡り、着物のイメージから実際の地色などの相談に乗り、
品質チェックを行い、最終的に責任を持って問屋に届けるという「ものづくり｣の中
核人材のことです。
本取組は京都の伝統“知”を活かし新しい価値観、技術を取り入れた京都の
尖った製品を生み出す総合プロデューサーの育成と、地域活性化
を図る産学公連携ものづくりを支える“知”の可視化、
データベース化を行い、世界をリードす
る生活様式を創出する人材を
育成するものです。

アイデアが、製品になるまでの過程をつなぎ
合わせていく役割

異業種のプロをつなぎ、相互
作用をおこし、その先に新し
い価値を生み出すまとめ役。

総合プロデューサーの仕事とは

尖ったものづくりの復活
ものづくりの世界はイノベーションを誘発する独自技術の創出やブ

ランド力・デザイン力の強化が常に求められています。
このプログラムでは、尖った(=個性のある、高付加価値な)製品

を生み出すことのできる戦略・プランニング力、デザ
イニング力、コミュニケーション力、マネ

ジメント力を総合的に身につ
けます。

150°
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尖ったものづくりの復活
「京の伝統工芸 － 知と美」
日本で数少ない手描きこいのぼりの工房で絵
付け作業を体験

「京の伝統工芸̶知美技」を受講する大
学院生を中心に、「Ｃraft Concierge 京
都」を結成。
そのEXHIBITIONの第１回を平成20年
9月に三条通で、第２回を平成21年
9月に本学美術工芸資料館
で開催しました。

「京の伝統工芸 － 技と美」工房の見学･体験（錺金具･香道）

プロデューサーの介入により、解決

プロデューサー

専門職A

専門職B専門職C

例 : 仕立職人

例 : 完全異分野職人例 : 染色職人

相互作用相互作用

相互作用

新しいライフスタイルの創造

アイデア

製　品

１つの製品ができる
までの仕事の流れ

プロデューサー

広告･販売促進流通･販売･物流企画・仕様 意匠・設計 素材･加工･組立
広告マン
営業営業企画者 デザイナー

技術者
技術者
職人



生物多様性を生みだす仕組み、

保全の必要性、社会的責任

を学ぶ

生物多様性を生みだす仕組み、

保全の必要性、社会的責任

を学ぶ

●生物遺伝資源国際教育プログラムの開発・推進

遺伝資源の守り人？遺伝資源の守り人？

遺伝資源教育とロボコン

設計、加工、プログラミング

自分たちの技術を組み合わせて

一つのロボットを作り

上げる。

設計、加工、プログラミング

自分たちの技術を組み合わせて

一つのロボットを作り

上げる。

●学生と教員の共同プロジェクト

機械好きが大集合？機械好きが大集合？

ROBOCON挑戦プロジェクト

ロボコン
国際的視野で生物多様性を守り、扱える人材を育成します

■京都府立大学等の連携大学およびナショナルバイオリソース機関との連携による
大学院教育プログラムの継続
■国際的な視野を備えた遺伝資源専門技術者（遺伝資源キュレーター）の育成

■遺伝資源保有国、利用国との連携による国際教育研究コンソーシアムの構築
■遺伝子組換え生物取扱い規則（カルタヘナ法）、遺伝資源の取

扱い手続き（生物多様性条約）を順守した遺伝資
源の利用を学ぶ

遺伝資源の守り人
本取組では、コアカリキュラムの充実と拡大による国際化
を図り、生物遺伝資源研究部門を有する海外の教育研究機
関及び企業との提携により、留学や教員派遣などを通じて
遺伝資源キュレーターの国際教育プログラムを開発し大
学院教育として整備します。さらに遺伝資源保有国の教育
研究機関における教育機会の提供と当該国の学生や教員

の受入れを行います。あわせて本プログラムを国
内の社会人に提供することで、リカレ

ント教育にも役立てます。

キュレーターとは
博物館、図書館、情報資料室、遺伝資源カル
チャーコレクションのような施設において、
標本や資料の収集･研究を行い学術的専門知
識をもって管理監督を行う専門職で、
欧米ではすでに確立した
職種です。 学習内容

遺伝資源の取扱いに必要な法
規とは何か、生物の多様性はなぜ生じ

るのか、新しい遺伝資源の設計・作製法、遺伝
資源の解析及び維持の技術、について国際的
な視野に立って、講義と実習・演習を行います。

国際規模での教育
地球規模の生物多様性の保全という課題に向
けて、海外遺伝資源研究機関との連携により、

遺伝資源の専門家として遺伝資源保有
国と利用国で活躍できる

人材を育成し
ます。

国際規模
での研究

地球規模の生物多様性の保全という課題に向
けて、海外遺伝資源研究機関との連携により、
多様な遺伝資源を先端的な技術で解析し、新
しい科学的発見と利用技術の開発を行います。

「ROBOCON」って？
NHK主催のロボットコンテストである「NHK大学ロボコン」を活動

の中心として、必要な技術や技能を磨きながらロボットの
製作に励んでいます。NHK以外のロボットコ

ンテストや学外イベントにも参加
しています。三年ぶりの本大会出場で

予選リーグ突破、特別賞を受賞！
本学のROBOCON挑戦プロジェクトチームは、平成25年6月9日（日）、
東京の国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された「NHK大学ロボ
コン2013」に出場しました。
予選リーグで二大学(大阪工業大学、北見工業大学)を破り決勝トーナメントに勝ち進
んだ本学チームは、初戦で惜しくも敗れてしまいましたが、デザインの良さが評価さ
れ、ローム株式会社による特別賞を受賞しました。
今年の競技課題は「ＴＨＥ ＧＲＥＥＮ ＰＬＡＮＥＴ（ザ・グリーンプラネット）」。手
動と自動の計2台のロボットを使い、地球が描かれたフィールド上を緑の葉で埋めた
後、自作の「苗」を約４ｍ先の月に向かって飛ばして着地させるという内容
です。
制限時間3分の間に全ての課題をクリアすることは
できませんでしたが、本学らしい着実な
試合運びに、観客席からも大き
な声援を受けてい
ました。

これまでの活動実績
2006年4月にチーム創設以降、入学式やオープンキャンパス、学園祭（松ヶ崎祭）など
の学内行事で展示・実演を行っているほか、大学が連携している京丹後市のSPP事
業へ参画して小学生へロボットの実演を行うなどの社会貢献活動にも取り組んでい
ます。
ROBOCON挑戦プロジェクトの詳細・これまでの活躍はこちら
（http://technouskit.net/）
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。

工繊　花子
平成  1 年 1 月  1 日生

平成 25 年 3月 25 日

京都工芸繊維大学大学院

工芸科学研究科長

松野　謙一

あなたは、本学大学院工芸科学研究科の大学

院教育プロジェクト “生物遺伝資源国際教育

プログラムの開発・推進” による「遺伝資源

キュレーター育成プログラム」を修了したこ

とを証します

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科

京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科応用生物学専攻

認定証
Certificate of Completion of Genetic Resource Curator Program

第  京  0 号

海外研究機関
　　との連携

ミヤコグサ

遺伝子組換え

ショウジョウバエ

モデル
生物

遺伝資源キュレーター教育研究センター

TV放映TV放映TV放映
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