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巻頭特集京都工芸繊維大学
創立60周年記念事業を開催

教育NOW
“知の還元”により地域社会に貢献

研究室探訪
本質的な壁に直面している超大規模集積回路。
この課題に挑み、信頼性を高め、コスト削減を図る
小林 和淑 教授（電子システム工学部門）
さらに優れたヒューマンマテリアルを創出するために、
人間の感覚と物性分析の融合による素材の特性評価を探求
鋤柄 佐千子 教授（先端ファイブロ科学部門）

共同研究
樹木の姿から発想した世界初の幾何学構造
ヒートアイランド抑制に役立つ卓越した高機能
西村 雅信 准教授／株式会社積水インテグレーテッドリサーチ

活躍する卒業生
株式会社NSC
中川 麻衣子さん
京都工芸繊維大学
岡田 有史さん

センターだより
美術工芸資料館
並木 誠士 館長

教育研究プロジェクトセンター活動報告
遺伝資源キュレーター教育開発センター
山本 雅敏 センター長

美術工芸資料館収蔵品紹介
黒漆地九曜紋若松鶴蒔絵女乗物　江戸時代

TOPICS
・ 大学機関別認証評価を受けました
・ 名誉博士記贈呈式を実施しました
・ 平成21年度全国国立大学工学系学長懇談会を
  開催しました
・ 大学ロボコン2009で「特別賞」を受賞しました
・ 京都ノートルダム女子大学と包括協定を締結しました
・ 学生表彰
・ 第4回入試広報ポスターデザインコンペ受賞者
・ 国立大学法人京都工芸繊維大学の役職員の報酬・
  給与等について

INFORMATION
・ 平成22年度　入学試験関係日程表
・ 8月以降の主なイベント
・ 第2回オープンキャンパス
・ 美術工芸資料館展覧会

小林 和淑 教授（電子システム工学部門）

中川 麻衣子さん
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　本学では本年５月３１日に大学創立６０周年
を迎えることを記念して、本学同窓生２名を講
師に招いた記念講演会や記念式典等を５月
３０日に開催しました。
　当日は、宮内庁正倉院事務所保存課調査
室長の尾形充彦氏（Ｓ５２年繊維学部卒）によ
る『正倉院裂の世界』、元村田製作所取締役
生産技術統括部長の福井則夫氏（Ｓ３８年工
芸学部卒）による『ものづくりの考え方と今後
の展望（村田製作所を例として）』をテーマとし
た講演が行われました。
　その後、６０年の節目を記念して、江島義
道学長による挨拶や記念演奏、記念事業の
一環で建築を予定している「同窓会パビリオン
（仮称）」設計競技の入賞者表彰等の記念
式典を行いました。
　ほかにも、美術工芸資料館の収蔵品の中か
ら、選りすぐった工芸品・ポスター・建築図面な
どを展示した名品展、附属図書館に保管され
ている貴重資料展、新同窓会パビリオン設計
競技応募作品展、大学の研究シーズを紹介す
る科学技術展、特色ある授業の成果発表会、
「大学ロボコン2009」に出場するロボットの
展示や学生フォーミュラの展示など、各種の催
しが行われ、本学卒業生や教職員ＯＢ、在学
生の父兄等が多数訪れました。
　また、その他の記念事業として、記念誌「京
都工芸繊維大学『６０年の歩み』」を刊行し、
当日の来場者等に配布しました。
　今後、同事業としては、講演会、国際学術
研究集会、および大学サイエンスフェスタ（東
京・国立科学博物館）を開催する予定としてい
ます。

　宮内庁正倉院事務所整理室長として、平成６年から１０年間の正倉
院古裂復元模造事業に従事され、素材や、製糸・染色技術などの数々
の課題を乗り越えて、復元模造事業を完了されました。
　そのご経験から、正倉院裂の整理・復元の歴史や、正倉院裂に関す
る調査研究内容をお話いただき、また、貴重な正倉院裂の資料を、映
像を交えながらご紹介いただきました。

■『京都工芸繊維大学創立60周年記念事業』の概要
○記念式典・記念講演会
　平成21年5月30日(土)
　於 ： 京都工芸繊維大学　センターホール
　【記念講演会】
　「正倉院裂の世界」
　講師　尾形 充彦 氏　宮内庁正倉院事務所保存課調査室長
　　　　　　　　　　  （Ｓ５２年繊維学部繊維工学科卒業）

　「ものづくりの考え方と今後の展望（村田製作所を例として）」
　講師　福井 則夫 氏　元村田製作所取締役生産技術統括部長
　　　　　　　　　　  （Ｓ３８年工芸学部機織工芸学科卒業）
　【記念式典】
　交響楽団記念演奏
　学長挨拶
　感謝状贈呈
　新同窓会パビリオン設計競技表彰

○創造連携センター設立記念講演会「感性の京都」
　－祇園おもてなし文化のなぞと脳科学による読み解き－
　平成21年6月19日(金)
　於 ： 京都府立文化芸術会館
　基調講演
　　「祇園おもてなし文化・感性・脳科学」
　　　　講師　江島 義道 学長
　特別講演
　　「祇園の文化とおもてなし」
　　　　講師　桐木 千寿 氏　華道家　祇園 花彩オーナー
　舞の実演

○国際学術研究集会
　「第10回アジア繊維会議　ポストシンポジウム」
　－京都工芸繊維大学60周年記念　ネオファイバーテクノロジー　
　シンポジウム－
　平成21年9月11日(金)～12日(土)
　於 ： 京都工芸繊維大学総合研究棟

○大学サイエンスフェスタ in Tokyo
　「エコの未来をデザインが拓く」 －科学と芸術の融合・エコをデザイン！－
　平成21年11月20日(金)～29日(日)
　於 ： 国立科学博物館

その他の記念事業
　※創立60周年記念誌「京都工芸繊維大学『60年の歩み』」の刊行
　※松ヶ崎ＫＩＴ会館(仮称)の新営
　※歴史的資料の展示室の整備
　※学生食堂の改築　　　　　　など

宮内庁正倉院事務所保存課調査室長の尾形充彦氏
（S52年繊維学部繊維工学科卒業）より「正倉院裂の世界」、
元村田製作所取締役生産技術統括部長の福井則夫氏
（S38年工芸学部機織工芸学科卒業）より
「ものづくりの考え方と今後の展望（村田製作所を例として）」を
テーマにご講演をいただきました。

記念講演会

「正倉院裂の世界」

講師　尾形 充彦氏 講師　福井 則夫氏

「ものづくりの考え方と
今後の展望（村田製作所を例として）」

　これからのものづくり戦略について、村田製作所における実例を交え
ながらご講演いただきました。
　グローバル時代へ対応するためには、人生を豊かにするものづくりが
求められていること。研究・開発姿勢としては、科学者・技術者・技能者
が有機的相互作用を持つことが必要であること。ものづくりを下支えす
る現場では、付加価値を生まないもの（ムダ）を徹底的に排除すべきこ
と。また、ものづくりの強
さは人の要素と機械特
性とが融合した時最大
に発揮され、それが日本
のものづくりの強さの原
点であることについてお
話をいただきました。

交響楽団記念演奏「ベートーヴェン作曲 歌劇『フィデリオ』序曲」

記念誌  
京都工芸繊維大学
『60年の歩み』
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　新同窓会パビリオンは、工繊会館、ＫＩＴ倶
楽部と同じ敷地内に建設が予定されており、
3つの建物が共存する敷地全体を松ヶ崎ＫＩＴ
会館（仮称）と名づけ、宿泊可能な施設とし
て、学内外の交流と親睦を図ることを目的とし
ています。
　設計競技は、平成２0年度末に実施し、学
内外から１３件の応募がありました。審査は、
６０周年記念基金の担当部門が、実現可能
性の観点から、記念性、象徴性、形状のインパ
クト、アピール度を考慮して行い、優秀賞１点、
特別賞１点、佳作２点の計４点を選定しました。
　入賞した作品を含め、応募作品はいずれ
もそれぞれに個性があり、甲乙付けがたい内
容でしたが、その中でも、優秀賞となった作品
は、設計者の実現したいこと、意欲が前面に
現われている作品でした。形状的にも非常に
シャープで幾何学性があり、立ち姿も屋根と
壁の連続性を有し、見る角度によって多彩な
表情を見せるなど、非常に意欲的な造形が評
価されました。
　現在は、来年３月の完成を目指し着 と々準

備に取りかかっております。
　また、６０周年記念事業の一環で実施され
る他のキャンパス環境の整備としては、大学
食堂の建替え、駐輪・駐車場の整備が予定さ
れています。こちらについては、今後本誌にお
いて順次ご報告させていただきます。

受賞者のコメント
●この建築は、過去から未来へと積み重ね

られる本学の歴史や理念を見据えて、現

代における存在感を結晶化した形をイ

メージしています。

●この建築が卒業生の交流に刺激を与え、

宿泊可能な施設として、本学と社会の親

密な交流を生むことを期待しております。

平成21年4月1日から、産学連携の窓口であった『地域共同研究センター』とベンチャー創出の場であった
『インキュベーションセンター』が発展的に統合し、『創造連携センター』が発足しました。大学の産学官連
携に係る総合窓口として、地域や企業の方からよりアクセスしやすい体制となりました。

　記念講演会では、江島義道学長による
「祇園おもてなし文化・感性・脳科学」と題し
た基調講演が行われた後、祇園で芸妓・舞妓
として活躍した経験を持つ華道家の桐木千
寿氏により、「祇園の文化とおもてなし」と題し
た特別講演が行われました。
　基調講演では、江島学長自身の研究テー
マである脳科学について、視覚を例にとり、脳
による感覚的判断の働きについてわかりやす
い解説がなされました。スクリーンに映し出され
た図柄を少し動かすことで視え方が変わる不
思議を実際に体感した聴衆からは、感嘆と驚

きの声が聞かれました。
　また、特別講演では、一般の人には敷居が
高いと思われがちな祇園の世界について、桐
木氏自身の体験を交え、人との付き合いの方
法、おもてなしの仕方、自分自身を磨き高める
ための方法などについて講演がなされました。
祇園で培った巧みな話術に会場は時折笑い
に包まれ、祇園文化「おもてなし」の心の一端
を垣間見る内容でした。
　最後に、芸妓・舞妓による舞も披露されるな
ど、記念講演会は盛況のうちに幕を閉じました。

創立６０周年記念事業の目玉の一つとして
新同窓会パビリオン（仮称）の新設を計画しています。
このたび、一級建築士の資格を有する本学卒業生ならびに本学教職員を
対象とした「新同窓会パビリオン（仮称）設計競技」を実施し、
５月３０日の記念式典で入賞者の表彰を行いました。

平成21年6月19日に大学創立60周年記念事業の一環として、
『創造連携センター』の設立を記念し、
華道家の桐木千寿氏を講師に招いた講演会
「感性の京都」―祇園おもてなし文化のなぞと脳科学による読み解き―
を京都府立文化芸術会館にて開催しました。

「感性の京都」―祇園おもてなし文化のなぞと脳科学による読み解き―

■創造連携センター設立記念講演会
「感性の京都」
－祇園おもてなし文化のなぞと脳科学による読み解き－

平成21年6月19日(金)
於：京都府立文化芸術会館

○基調講演
　「祇園おもてなし文化・感性・脳科学」
　講師 京都工芸繊維大学長 江島 義道

○特別講演
　「祇園の文化とおもてなし」
　講師 華道家・祇園 花彩オーナー 桐木 千寿 氏

○舞の実演
　「蛍狩り」
　「祇園小唄」

審査説明 ： 古山正雄理事

受賞者の方々

新同窓会パビリオンの模型

優秀賞 ： 角田暁治氏の設計図面

江島学長による基調講演 桐木氏による特別講演

優秀賞 ： 角田暁治氏（造形工学部門　准教授）

新同窓会パビリオン（仮称）
設計競技

創造連携センター
設立記念講演会

賞　　　名
優　秀　賞
特　別　賞
佳　　　作

佳　　　作

氏　　　　名
角　田　　暁　治　氏
円満字　　洋　介　氏
矢　部　　達　也　氏
大　西　　康　伸　氏
内　田　　雅　章　氏
米　田　　　明　　氏
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　本日ここに巽　友正　京都工芸繊維大学第７代学長をはじ
め多数のご来賓のご臨席のもと京都工芸繊維大学創立60周年
記念式典を挙行できますことは、大学にとって大きな喜びであ
ります。
　本日、ご多用の中をご出席頂きました皆様に対し、大学を代
表して心からお礼申し上げます。
　京都工芸繊維大学は昭和24年に設立されましたが、設立に
いたるまでの道は大変厳しい茨の道でありました。
　戦後まもなく、昭和22年暮れに、それまでのすべての専門学
校が廃止されるという学制改革の波が唐突に押し寄せたので
す。50年の伝統をもつ本学の前身校である京都繊維専門学校
と京都工業専門学校にもその波が押し寄せ、それぞれが、二者
択一の選択を迫られました。選択肢の一つは旧制大学への合
併吸収で、他の一つは単科大学への昇格でした。伝統のある校
史をいかに進展させるべきか、それが両校の運命を決するだけ
にその渦中の人たちは、慎重に討議をし、最終的には、名をとら
ず実を求めて単科大学への道を選ぶことを決められました。
　しかし、この道には大きな障害がありました。すなわち、東京
以外の府県では国立大学の設置は一府県に一大学しか認可さ
れないという国の方針があったのです。
　国のこの方針は、京都にはすでに京都大学がありましたの
で、単科大学への昇格の道は閉ざされていることを意味してい
ました。
　しかし、京都大学との合併を返上した単科大学設立委員会
は、八方ふさがりと言えるこの難局をあらゆる可能な手立てを
尽くして、それを克服し、ついには、京都工芸繊維大学の設立に
まで漕ぎ着けられたのです。
　このあたりの事情については、京都工芸繊維大学百年史に詳
しく記載されています。
　大学設置の目的と使命については次のように述べられています。
　「今や我が国の工芸及び繊維業は重大な意義をもっている。
すなわち工芸は文化の尺度として、並々重んぜられるとともに、
日本産業の一大部門を占めることとなるであろうし、また繊維業
は並々我が国産業の大宗となるであろう。
　そして、これら産業の振興のためには、それぞれの専門の高
き教育と深き研究を兼ねて行う学術機関設置の必要が痛感さ
れる。そしてこの様な学術機関たる大学が設置されるとすれば、
京都市こそは最適の地であろう。
　ここに於いて、我々は、この趣旨に基づいて、工芸及び繊維に
関する教育と研究の長い歴史と実績を有し、且つ専門設備の

大学の歴史展、貴重資料展 科学技術展

美術工芸資料館企画展「館所蔵名品展  コレクション展Ⅲ」

インタラクションデザイン授業成果発表会新同窓会パビリオン設計競技応募作品展ロボット展 ： 学生ロボコン2009出場ロボット

学生フォーミュラ展

美術工芸資料館企画展「館所蔵名品展  コレクション展Ⅲ」

整った京都工業専門学校と京都繊維専門学校を母体とし、それ
ぞれを工芸学部及び繊維学部とする新制大学を設置しようとす
るものである。
　従ってこの大学の目的とするところは、学校教育法の精神に
基づいて豊かな一般教育を授けるとともに、工芸及び繊維に関
する学術の中心として深く専門の学芸を教授研究するにあり、
その使命とするところは、それによって日本工芸界及び繊維業
界の発展向上を計り、もって世界の文化に貢献せんとするもの
に他ならない。」
　大学設立委員会の努力が実って、昭和24年5月31日に、めで
たく京都工芸繊維大学は新制大学としての産声をあげることが
できました。そして、２年後の昭和26年には、時代の要請によっ
て工業短期大学部（夜間）が併設されました。
　以来、本学は、戦後の経済復興とそれに続く高度経済成長、そ
してバブル経済の崩壊という目まぐるしく変動する経済状況の
中で、社会の要請と産業界の要望に応えて、教育研究組織の新
設・改組・再編を行ってきました。
　大学を取り巻く社会環境も60年の間に大きく変化しました。
　科学技術は、専門をかぎりなく分化・深化させることによって
驚異的な発展をみるとともに、人間の可能性を押し広げてきま
したが、その半面で、地球環境問題、地球温暖化問題、エネル
ギー枯渇問題、食料不足問題、富の格差問題、都市問題といっ
た諸問題を顕在化させました。さらに、情報技術、通信技術、交
通手段の飛躍的発達が世界を狭くしグローバル化を押し進め
ました。
　その結果、従来のパラダイムでは対処できない、新たな問題
群が世界に突きつけられることになりました。
　社会状況のこのような変化の中、21世紀の科学技術には、過
度の分析主義への反省から「総合的視点」に基づく新しいパラ
ダイムが求められるようになりました。そしてこの新しいパラダ
イムには、「限りある自然と人間の共生」と「人間相互間の共生」
を追及するとともに、「持続的社会の構築」という課題に応えるこ
とが求められました。
　このような時代の変化に対して、本学の先人たちは先見性を
もって素早く対応してこられました。
　特に、昭和63年に行なわれた大学院課程の大きな組織再編
は、第６代学長の福井謙一先生と本日この場にご臨席頂いてい
る第７代学長の巽　友正先生によって行なわれましたが、時代
の潮流をいち早く予見され、他に先駆けて大学の新しい方向付
けをしていただいた改革だったと思います。

京都工芸繊維大学60年の
歩みを振り返り

（5.30 学長挨拶より）

　　　　　　　　　学 長 　江島　義道
挨拶を行う江島義道学長

その他の催し
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　組織再編の内容は博士後期課程を新設するとともに、それま
での工芸学研究科と繊維学研究科を工芸科学研究科に統合す
るものでありました。
　この計画の遂行のため、文部大臣に提出された「京都工芸繊
維大学大学院工芸科学研究科博士課程設置計画書」には次の
ような記載があります。
　「近年の科学技術の急速な進歩は、人間社会の発展と福祉の
向上をもたらしたが、一面その巨大化、専門領域の深化・細分
化等の傾向から、人間疎外等の問題が生じていることを見逃す
ことはできない。
　これからの科学技術は、先端的分野の研究開発を一層進め
ると同時に、人間の真の豊かさの実現に資し、人間社会・自然と
の十分な調和が図られ高次元のレベルを志向していくべきこと
が強くもとめられている。
　このようなテクノロジーと人間との結びつきに係る分野は、い
わばテクノロジーのソフトの面であり、そして今後においては、
人間の感性の充実や精神的な潤い、自然の保全等との関係を
深くすることを強く意図した、より普遍性のあるテクノロジー言う
ならば「ソフトテクノロジー」の実現を目指すべきことが必然的
な方向になるものと考える。
　本学は、これまで高度のテクノロジー系の教育研究を展開し
てきたが、それとともに常にテクノロジーと人間性との結びつき
に留意し、テクノロジーのいわばハード面を基盤としつつも、全
体としてソフト面を強く志向してきた体制と実績を有している。
このように本学の教育研究は、現代のテクノロジーの進展の方
向に沿うものであり、この分野の高度研究者、専門技術者を求
める各方面の要請が強まりつつある今日、それに応え、その開
拓に十分貢献しうる立場にあると考える。
　本学が設置を計画する「工芸科学研究科」は、以上に述べた
テクノロジーの展開の方向と社会的要請を踏まえ、本学の特色
と実績に基づき、この分野の研究開発を推進するとともに、産
業界等の人材需要に応えようとするものである。
　ソフトテクノロジーを志向する意図から名称を工芸科学研究
科とした。
　工芸科学とは、Technological Science の意味で、科学を基
礎として人間性との関係を強く意識した高度の工学、すなわち
Technology そのものの意味で用いているものである。本学の
英語名が（Kyoto Institute of Technology）であることと軌を一
にする。」
　昭和62年に文部省に提出されたこの設置計画書は、人間性
との結びつきに留意して総合化、学際化をはかるソフトテクノロ

ジーを実現することが、社会の必然的な方向であるという認識
に立ったものであり、まさに時代の変化の方向を先取りしたもの
であったと思います。
　そして、この考えは、本学のその後の方向をきめる基本になっ
たと思います。
　次に、平成16年4月に行なわれた国立大学の法人化は、大学
の形態を根本から変える大変革でありました。大学は、文部科
学省管轄下の組織ではなくなり、法人格を持った自主自律の組
織となりました。財政基盤は、政府から措置される運営費交付金
と授業料等収入（授業料、入学料、外部資金）となり、運営費交
付金の中の主な経費である教育研究経費は、毎年、対前年度比
で１％ずつ減額されることになりました。
　本学は、このような厳しい状況の中、平成18年4月に、時代の
変化に柔軟に対応できるうる教育体制をつくるため、教育研究
組織の改組再編を行ないました。教育内容と教育指導をより精
緻化するとともに、より豊富にし、大学院と一体化した教育研究
を可能にするための教育研究体制を作りました。
　従来の2学部を再編統合して大学院と同じ名称の工芸科学部
とし、それまでの2学部7学科を１学部3学域10課程に再編しまし
た。また大学院博士前期課程を9専攻から12専攻に改編しました。
　この改組再編では、学域という新たな組織を設置しましたが、
これは本学が長年にわたって育て蓄積してきた教育研究の特
徴をより鮮明にし、さらに展開するためでありました。
　ものづくりの要である３要素、すなわち「知」、「美」、「技」をつ
かさどる３つの学域を設け、それぞれの学域が専門性を高める
と同時に、互いに刺激し合い、影響し合うことを可能とする体制
をとったのです。３学域は、「知」、「美」、「技」に対応させて、それ
ぞれ生命物質科学域、造形科学域、設計工学域としました。
　さらに本学の伝統である「繊維」と「ものづくり」に関する教育
研究をより積極的に推進するため、「繊維科学センター」と「もの
づくり教育研究支援センター」を設置し、この分野の教育研究
を社会と連携しながら全学体制で行なうこととしました。
　平成18年の組織改組再編の方向性は、それぞれの学問分野
の専門性を高度化、深化させながら、同時にそれらの学問分野
を総合化しようとするもので、昭和63年に行なわれた改革の考
え方と軌を一にしたものであります。
　今年は、組織の改組再編から４年が経つことになりますが、
様々な面で教育研究が活性化され、また実績が着々と蓄積さ
れ、新たな展開が図られてきております。
　これは、本学の教職員がそれぞれの立場でそれぞれの役割
を果たしてくれていることと、皆様方をはじめとする本学関係者

のご支援とご協力のお陰であります。
　本学は、現在、これらの実績を基にさらなる発展を期すべく、
大学院課程の新しい専攻の設置、新しい研究センターの設置
等を企図しているところであります。
　本日は、京都工芸繊維大学創立60周年記念式典にあたり、創立
時の状況を思い起こすと共に、その後に起こった二つの大きな組
織の改組再編について、私の考えを述べさせていただきました。
　京都工芸繊維大学は多くの課題を抱えながらも、いま、更な
る飛躍のための新たな一歩を踏み出したところであります。私ど
も教職員一同は、大学の更なる飛躍のため全力を尽くす覚悟で
あります。
　今回の60周年記念事業は、大学の新たな歩みをより確かなも
の、力強いものとするために計画させていただいたものであります。
　本学は、9年前の平成12年に、本学の同窓会である京都工大
会様と衣笠同窓会様のお力添えで、記念事業後援会（会長　古
川敏一京都工大会理事長、副会長　山崎　隆　衣笠同窓会会
長）を設置して、事業推進を強力にバックアップしていただき、
京都工芸繊維大学百周年・大学創立五十周年事業を賑々しく
盛大に挙行させていただいたばかりであります。
　他方、今の社会の経済状況は、百年に一度といわれる世界的
不況のまっただ中にあります。
　私は、このような状況を見たとき、記念事業推進のための後
援会の設置を、再度、同窓会様にお願いすることはとてもできな
い、すべきでないと考えていました。
　しかし、他方では、本学の未来を少しでも確かなものに、豊か
なものに、また力強いものにしたいとの強い思いもありました。
　記念事業を行うべきか、行うべきでないのか、迷いの日々が
ありました。
　この様なときに、二つのことが私の背中を押してくれました。
　一つは、60歳は、人にとって特別で、多くの人が「還暦」というお
祝いをすること。還暦は、他に代えがたい大きな祝い事であること。
　二つは、不況のときや苦境の時は、冷静で前向きな姿勢でそ
れに臨めば、新たなチャンスの時でもあるという「好況よし。不
況さらによし」という松下幸之助のものの考え方であります。
　この二つのことの後押しによって、私は、敢えて、創立60周年
記念事業を進めさせて頂くことに致しました。
　ただ、今回は、同窓会様に後援会を設置していただくことをお
願いせずに、大学の基金委員会に大学創立60周年記念事業部
会を設置して、その部会を中心に実施することとしました。同窓
会の方々には４人の方にこの部会の委員にご就任していただ
いて、ご協力をお願いすることとしました。先の京都工芸繊維大

学百周年・大学創立五十周年事業を推進して頂いた時とは全く
違った小さい体制で推進することにしたのです。
　本学の前身校である京都工業専門学校と京都繊維専門学校の
ご卒業の同窓生の皆様には、今回の事業も前と同じように、同窓
会を中心とした後援会を設置し「110周年・60周年記念事業」とい
う看板で行なうべきであったとのお考えがあるかもしれません。
　このことについては、私が60周年という言葉を全面に出すこ
とによってやっと事業の計画に踏み出せたという背景を是非お
汲み取りいただき、ご理解をお願いする次第です。今回は、先輩
として、また、兄姉として弟妹たちの「還暦」を引き立て、共にお
祝いいただくことをお願いする次第です。
　さて、今回の創立60周年記念事業の主要な事業の一つは、
松ヶ崎KIT会館の新営であります。本学同窓会の会員や本学教
職員および元教職員が、集い合い、交流し合える場所を建設す
るものであります。準備は着々と進んでおり、素晴らしい建物が
できそうです。
　計画の内容については本日ご披露させて頂く予定です。（P3
参照）
　企画事業としては、本日の特別講演会と式典の他に記念シン
ポジウム二件と大学サイエンスフェスタを予定しております。
　また、その他の事業としては、本日配布させていただきました
創立60周年記念誌の刊行、学生食堂の改築、歴史的資料の展
示室整備があります。
　経済的不況という厳しい環境にありながら、これらの事業を
進めることが出来ていますのは、偏に、大学創立60周年記念事
業部会委員の方々、すなわち、同窓会の古川敏一様、松原藤好
様、本城博一様、三好　明様をはじめとする部会委員（25名）の
方々のご尽力、ご協力のおかげであります。
　募金は来年（平成22年）3月まで行うこととしておりますので、
今は、まだ中途でございますが、すでに本学同窓会の京都工大
会様を始めとして、多くの団体、企業、教職員、卒業生、在学生、
本学関係者などの方々から、誠にありがたいご芳志をいただい
ております。
　本学のために、このような、ご協力、ご支援、ご厚意をいただ
いている方々に対して、この席をお借りして、心からのお礼を申
し上げます。
　最後に本日ご列席の皆様には、今後とも、京都工芸繊維大学
の歩みを暖かく見守り、ご支援、ご鞭撻を賜りますようお願いし
て私の式辞といたします。

平成21年5月30日
京都工芸繊維大学長　　江島　義道

記念式典司会 ： 功刀滋理事本学役員等一同記念式典の様子ご来賓の方々
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○峰山・網野・久美浜高等学校	 造形工学：自分の街のリ・デザイン
　（３高校合同）※
○京丹後市立弥栄中学校※	 ショウジョウバエから学ぶ遺伝子	：	生命科学の不思議
○京丹後市立丹波小学校※	 理科への興味・関心をもたせるロボット製作とロボコン教室
○京都市立紫野高等学校	 フラクタルとコンピュータサイエンス
○京都府立桃山高等学校	 酸化還元滴定法を用いた宇治川の水質調査
○京都府立莵道高等学校	 ガラスと色と光
○京都市立塔南高等学校	 大腸菌の遺伝子組み換え実験

○大学体験入学（応用生物学課程）
　・化学生態学入門	：	アリの超能力を探る
　・分子遺伝学入門	：	遺伝子のスィッチの仕組みを探る

○創造性豊かなものづくり体験学習２００9（機械システム工学課程）
　・創造性豊かなものづくり体験学習―ロストワックス法による鋳造作品制作への挑戦―
　・芸術とものづくりの出会い―レーザー加工機による芸術作品制作への挑戦―

○中高生のための科学技術教室（電子システム工学課程及び情報工学課程）
　・体験学習：コンピュータのしくみ～ハードからソフトまで～２００9

○大学体験入学（物質工学課程）
　・	―化学の力で色や光を作ってみよう！	―

研修内容
　・ＤＮＡの化学	　・遺伝子治療と化学　	・ＤＮＡを理解するための実習
　・タンパク質の化学	　・タンパク質（酵素）でものを創る	
　・タンパク質を理解するための実習

○小学生のための美術教室（京都市立松ヶ崎小学校）
　・エクスリブリスの世界展　・コロタイプで蘇る法隆寺金堂壁画展
○デリバリーキャンパス（京都府立加悦谷高等学校）
　・身近な現象を科学する　・私たちの生活を支えるセラミック材料－陶磁器が先端材料？－

○京都府立洛北高等学校	
　①研究室訪問研修を実施（夏季休業期間中）
　・ガラス材料の不思議	　・光と物質　・身のまわりの高分子化合物の不思議	　・有機フッ素化合物の合成と構造決定
　・水面上に有機分子を並べる　・染色の伝統工芸と先端技術－伝統藍染から染料分子シミュレーションまで－
　②高校での特別講義
　・サイエンスⅠ・Ⅱを学ぶにあたって　	・洗浄は身近なナノテクノロジー　・身のまわりの高分子化合物の不思議	
　・物質の性質についてナノレベルで考える　・有機フッ素化合物の特性と利用－フッ素原子が物質の性能を変える－
　・染色の伝統工芸と先端技術－伝統藍染から染料分子シミュレーションまで－
○京都教育大学附属高等学校
　①ショウジョウバエの突然変異体の観察　②DNA鑑定とPCR法

児童生徒の科学技術、理科、数学に対する興味・関心と知的探究心等を育成するとともに、進路意
識の醸成及び分厚い科学技術関係人材層の形成を目的として、学校等と大学・科学館等との連携
により、科学技術、理科、数学に関する観察、実験、実習等の体験的・問題解決的な学習活動を実
施する際の経費支援等を行う。（JSTのHP（http://spp.jst.go.jp/）より抜粋）

教育委員会等と大学・科学館等の連携により、科学技術、理科・数学
に関して、観察・実験等の体験的・問題解決的な活動に係る理数系教
員の実践的指導力の育成・向上を図ることを目的とする。

●第一線の研究者・技術者を講師とする講座型の学習活動
●最先端の研究現場における合宿型の学習活動

●SSH	への研究者・技術者の派遣
●大学・研究機関における体験授業
　の実施	等

●理科・数学教育の重視
●大学関係機関との連携方策の研究
●高等学校や中高一貫校の理科・数学に
　重点を置いたカリキュラム開発
●創造性や独創性を高めるための指導方法の研究

高等学校等において、先進的な理数教育を実践することにより、将来の国際的な科
学技術関係人材の育成を推進することを目的とし、先進的な理数教育を実施すると
ともに、高大接続の在り方について大学との共同研究や、国際性を育むための取組
を推進する。また、創造性、独創性を高める指導方法、教材等の開発等の取組を実
施する。（文部科学省HP（http://www.mext.go.jp/）より抜粋）

　大学独自の取組みとしては、大学一日体験入学や小学生のための美術教室などを実施しています。
　大学体験入学では、京都府近隣の小学校・中学校・高等学校の児童・生徒を対象として、５つの教育課程の体験を実施しており、
それぞれの教育・研究分野における、最先端技術や伝統的技法を体験する実験実習を行っています。
　その他、美術工芸資料館の貴重な収蔵品を用いて、近隣の小学校の児童を対象とした美術教室を実施するなど、大学の特色を
生かした取組みを行っています。

本学では、小学校・中学校・高等学校の児童・生徒だけでなく近畿地区の理数系教員を対象として指導力向上を目的とした研修も実施しています。

この包括協定は、本学と京丹後市が、相互の人的、物的、知的資源を交流・活用
し、産業、教育、文化、まちづくり等の分野で連携・協力することにより、人材育成、
企業の活性化など、地域社会の発展を
図ることを目的としています。

京丹後地域連携センター 包括協定書

SPP事業の一例

SPP事業とは…

理数系教員指導力向上研修とは…

大学一日体験入学等

理数系教員指導力向上研修(ティーチャーズ・サイエンスキャンプ) 平成19年度実施

その他の事業

SSH事業とは…

SSH事業の一例

大学独自の取組み事業例

その他

京丹後市と連携・協力に関する包括協定を締結（平成17年12月2日）

京都工芸繊維大学では、独立行政法人 科学技術振興機構（JST）実施の
SPP（Science Partnership Project）事業や、
文部科学省実施のSSH（スーパーサイエンスハイスクール）事業などに協力しているほか、
大学独自の取組みとして大学一日体験入学などを実施し、地域社会への“知の還元”を行っています。

“知の還元”により地域社会に貢献

教 育

京都工芸
繊維大学

全国の小・中・
高等学校、

特別支援学校

都道府県
教育委員会

等
連携

連携活動

※＝京丹後市との包括協定に基づく地域貢献事業の一環で実施。

京都工芸
繊維大学

スーパー
サイエンス
ハイスクール
（SSH）

連携・協力

1009
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　世界で最初に集積回路を製作したのはテキサス・インスツルメン
ツの科学者ジャック・キルビーです。昭和33年(1958)に開発し、
翌年に特許出願を行いました。それから10数年後の昭和46年
(1971)に大規模集積回路が出現します。この時点で、誕生した
当初はわずか数個だったトランジスタ集積度が2,200個になり、そ
の後も目覚しい技術開発によって集積度は加速度的に向上し、
2005年には実に2億3千万トランジスタに達しています。半世紀
あまりで億倍という劇的な微細化・高集積化が今日の電子機器の
進化を支えているわけです。ちなみに、その名称もIC(Integrated 
Circuit)からLSI(LargeScale Integrated Circuit)、さらにVery を
冠したVLSIへと変わってきました。このように多数の回路素子を搭
載できるようになった理由の一つは、ナノテクノロジーの発展です。
ただし、驚異的な高機能化を果たした超大規模集積回路はいくつ
かの本質的な技術的課題に直面しています。素子の微細化によ
る特性のばらつきの拡大、経年による劣化、時間を要する検証や
設計、消費電力の増大などです。小林和淑教授の研究室では集
積回路のディペンダビリティ(信頼性)を起点に、これらの問題を解
消するディぺンダブルVLSIシステムの基盤技術を探究しています。

　回路素子の個数が1億個以上もある場合、ナノメートルの微細な
世界ですべてに同じ特性を持たせることは不可能とされています。
品質の均一化が難しく、不良なものが必ず生じる。これが「ばらつき
の課題」です。たとえば、自動車メーカーであれば、生産体制に問題
がなければ欠陥車は皆無ですが、集積回路の分野では一定量の
不良品が出ることが前提になっています。その結果、つねに歩留ま
り(使用原料に対する製造品の比率)が悪く、コストが高くなるので
す。小林研究室ではこれを改善するために、回路をプログラムできる
ハードウェア・FPGAによる「ばらつき補償・活用設計」を研究してい
ます。ばらつきを波に例えると、従来はこれを抑える方法を探ってきま
した。しかし、100nm以降の微細プロセスで生じる大きな波に対し
てはサーフィンのように巧みに乗る方が速度が上り、歩留まりの向
上が図れるのです。部分ごとに異なる特性に応じて回路配置を最
適化すれば、上手な波乗りができ、ばらつきの補償ができるという提
案です。「時を経ると集積回路の速度が遅くなるという現象が生じ
ます。これが経年劣化です。また、宇宙から降り注ぐ中性子によって
LSIに時々誤作動が起きています。現在、これらを防止するための回
路構造も探究しています」。小林研究室では設計ができた段階で、
可搬型のLSIテスタを大阪大学核物理研究センターの中性子室に
持ち込んでの実測を予定しています。また、高度なシステムレベル
言語を用いたLSI設計環境の構築に関する研究にも取り組んでい
ます。

　研究がもたらす成果としては、集積回路のディペンダビリティを
確保することによってユーザーの利便性が高まり、ばらつき補償は
メーカーのコスト削減に直結します。これも販売価格が安価になる
という点で使用する側にメリットをもたらします。「試行錯誤を重ねな
がら新たなアイデアを見出し、これを具現化していくところが研究の
醍醐味です。たとえば、試作した集積回路が予想通りに可動した
時は、何度経験していても嬉しいですね。学生たちの場合も同様で
す。その結果を内外の学会に報告し、さまざまな刺激を受け、このよ
うな一連の流れの中で学生たちが成長していく姿を見るのも大き
な楽しみです」と小林教授は晴れやかに微笑みます。
　かつて集積回路の微細化は1ミクロンが限界と予測されていまし
た。しかし、実際にはこれを突破して現在の最先端のテクノロジーで
は45nmまで来ており、さらにその約半分の22nmまでは可能だと考
えられています。ただし、そこまで微細化してもほんとうに需要がある
のかという点が最大の課題になっています。また、「シリコンの次は
何か」という問題も熱く議論されていますが、まだ決定的な方向は
見出せていないのが現状です。

電
子
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ム
工
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和
淑
研
究
室

探訪

究 室
研

本質的な壁に直面している
超大規模集積回路。この課題に挑み、
信頼性を高め、コスト削減を図る

工学博士。専門は電子回路工学。著書「ディジタル集積回路の設計と試作」培風館。
本年4月から本学の教授。たとえば、iPodのようなガジェットが好みで、音楽と映画も趣
味。海外TVドラマシリーズ「24 TWENTY FOUR」も欠かさず視聴。最近は多忙でなか
なか出かけられないが、マウンテンバイクにも乗りたいとのこと。

最初の集積回路（1958）
Jack Kilby, Texas
Instrumentsによる

プローバを用いたLSIの測定風景

90nmプロセスにて試作
したLSIのチップ写真

最初のプロセッサ（1971）
Intel 4004　2,200トランジスタ
10㎛プロセス　300mW
108kHzクロック

現在のSystem on Chip（2005/2008）
Cell B.E.　2億3千万トランジスタ
90nm/45nm（13×9㎟）  50W at 1.1V（予想）
4GHz/6GHzクロック

100nm以前のプロセス
これまでは、ばらつき幅が小さく、押
さえつける従来手法が有効

従来手法 提案手法

ばらつきを用いて速度と歩留まりを向上させるFPGA
ばらつきによる特性変動を利用して、回路の動作速度を上げる

100nm以降の微細プロセス
提案手法により、拡大したばらつき
をそのまま利用できる

小林 和淑  KOBAYASHI, Kazutoshi

工芸科学研究科　電子システム工学部門　教授

約50年前に数個だった
トランジスタ集積度が、現在は
2億3千万トランジスタまで向上

ばらつき補償・活用設計で
新提案を行い、経年劣化対策、
システムレベル設計に取り組む

新たなアイデアを見出し
これを具現化するのが
研究の醍醐味

11

集積回路 ： 発展の歴史

ばらつき補償設計

ソフトエラーによるLSIの誤動作
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　先端ファイブロ科学部門に属する鋤柄佐千子教授の研究室
では、人間の感覚と物性分析の融合によって素材の特性評価を
行っています。製品の用途に応じた性能予測手法を導き出し、素材
そのものの感性評価もできる画期的な研究です。ファイブロは「ファ
イバー状の」という意味の連結語で、たとえば布・不織布・毛皮・フィ
ルムなど人が触れて素材感を感じるヒューマンマテリアルを対象に
しています。「使う人により良い素材を提供したいというのが研究の
基本的な目的です。具体的には心地良いといった形容詞的な評価
を数値化して裏付ける場合と、ある特定の機能性を探究するケー
スの2方向があります。これらが新たな付加価値の創出を促し、素
材の進化に役立てばと願っています」。
　人間の五感に強い関心を抱いていたことが現在の研究に取り
組む端緒になったと鋤柄教授は振り返ります。視覚・聴覚・臭覚・味
覚・触覚の中で、客観的な評価がしにくいと考えられる臭覚・味覚を
除き、視覚・聴覚・触覚について研究し、その中でも最も精度が高い
のが触覚だという結論に達しています。視覚の研究も継続していま
すが、どうしても個人差があってばらつきが出ます。その点、触感はき
わめて的確です。繊維の場合、数ミクロンの差を感知できる人も数
多くいます。なお、性別では女性の方が優れていますが、これは日常
での経験値が影響していると判断しています。
　人間による官能評価と測定器による物性分析の双方を組み合
わせて素材の特性評価を試みるのが鋤柄教授の研究の大きな特
徴ですが、活用できる測定器が少なかったことがこの発想の起点に
なったそうです。官能検査にはいくつもの方法がありますが、研究室
では分析型官能検査を採っています。一対比較や段階的評価など
を用いた検査方法で、少人数で行え、素人でも高精度の結果が得
られるのが特徴です。ちなみに、付属装置を自在に組み替えたりで
きる測定器などを備えた「工房のような実験室」が鋤柄教授の理想
です。

　研究室には企業から数多くの依頼が寄せられています。これを科
学的な視点から吟味し、特に興味深い素材やテーマを研究してきま
した。たとえば、医療分野での新たな活用をめざすナノファイバーか
らできた不織布の開発、湿った布の心地良い湿気の度合いの探
究、表面の摩擦特性や凹凸による化粧用スポンジの「なめらかさ」
の評価などきわめて多岐にわたります。最近ではエアゾールスプレー
による噴霧で布の熱伝達機構にどのような影響が出るのかを素材
特性とスプレーの噴霧特性の観点から総合的に評価する実験も
行っています。「クーリングと言うとスポーツを思い浮かべますが、私
は高齢者の方々の日射病対策に活かせるのではないかと考えまし
た。衣服の上から急冷できれば、応急処置の時に役立つのではな
いかと閃いたのです」。これも、日々新たな可能性を探る鋤柄教授
の研究姿勢を象徴する事例の一つです。
　現在、積極的に取り組んでいるのが「しっとり感」です。この言葉
は素材や対象について好感を持った時に使われる表現であり、これ
を布における優れた触感として指標化できれば、ユーザーにさらに望
ましい良品を提供できると考えるからです。これまでに実施された官
能評価では「あたたかさ」、「やわらかさ」を感じ、指先を布表面で動か
した時の摩擦係数が大きく、弾力性のある試料の方がより「しっとり
感」を覚えるという結果が出ています。また、これと併せて卵の皮の
再生利用の研究も行っています。多量の廃材を再活用するエコロ
ジカルなテーマですが、まだ、必要とする長い糸を生み出すことがで
きないなど、紡糸の点が課題となっています。「これからも様々な素
材を対象に、研究を続けて行きたいと思っています。派手さはありま
せんが、この分野を探究している研究者は少ないので、私なりに貢
献できることがあるだろうと考えています」。

指の指紋を模擬した摩擦子を
使う表面測定

布を圧縮しながら熱移動を測定先
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さらに優れたヒューマンマテリアルを
創出するために、人間の感覚と物性分析の
融合による素材の特性評価を探究

繊維工学博士。専門は生活科学一般、高分子・繊維素材。研究室で触感に関わる素材
の特性評価を研究。以前は服を作るのに熱中し、余暇はテニスを楽しんだ。最近は多忙
で暇を見出すのが難しいが、時間があれば古刹に出かけて庭園などを巡り、気分転換を
図っている。

布の曲げ測定

鋤柄 佐千子  SUKIGARA, Sachiko

大学院工芸科学研究科　先端ファイブロ科学部門　教授

人間の五感の中で
最も精度が高いのが触覚

布における優れた触感
「しっとり感」の指標化をめざす

13
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　現在、世界規模で陽光の照り返しや密集した高層ビル、大気汚
染などの影響で周辺よりも高温になるヒートアイランド現象が大き
な問題になっています。
　このヒートアイランド現象の原因の一つである放射熱を抑制する
手法として幾何学構造の新型日よけを京都大学人間・環境学研
究科の酒井敏教授が発案されました。その新型日よけの際立つ効
果に着目した積水化学工業が製品化に取り組み、その製品化に
向けた素材・色彩を含むデザインを本学の西村雅信准教授と角田
暁治准教授が担当しています。
　この新機能を備えた日よけは「フラクタル（fractal）」と呼ばれる
特殊な構造をしています。「フラクタル」とは部分と全体が相似形
を示す図形のことで、今回は、「シェルピンスキーの三角形」という
三角形の小さな板を数多く組み合わせた形状になっており、すき間

が多数空いているのが特徴です。光を遮り、風を通す、画期的な
日よけです。昨年8月に京都市中京区の商業施設「新風館」で行
われた実験（日中:快晴:気温35度程度）でもパラソルの表面温度
60-70度に対してフラクタル日よけは40-50度という結果が出てい
ます。約20度もの差が生じており、優れた機能性を裏付けていま
す。また、涼風にゆらぐ木陰に憩うような心地良さも好評でした。

三角形の小さな板を多数組み合わせた、光を遮り、風を通す、画期的な日よけ。

　フランスの数学者マンデルブロが提唱するフラクタル理論による
と自然界には細部と全体が類似するという自己類似性があると指
摘されています。たとえば、複雑な海岸線や山脈、樹木などもこの一
例です。「酒井先生は樹木の姿からこの日よけの斬新な幾何学形
態を着想されたそうですが、私も最初にフラクタル日よけを見た時、
重なり合う木の葉をイメージしました。機能性を究めていくと、自然界
に回帰するというのも興味深いですね。樹木がこの形態になってい
るのには深い意味があるように感じます」。強い日差しを受け続けて
も樹木は熱くならず、強風もしのぐといった点も、酒井教授が追求し
た機能性と見事に合致します。
　西村准教授は木の葉の「ゆらぎ」にも着目しています。現状では
フラクタル日よけの各部は固定されていますが、ここに許容内で「遊
び」の動きを組み込めば、木漏れ日の下で休む時に人々が感じる快

　フラクタル形態を応用した高機能の日よけは世界初の試みであ
り、その製品化が実現すれば内外で脚光を浴び、さらに新たな需要
が次々に生まれると予測されています。「6月24日から東京・お台場
の日本科学未来館で最終的な実験設置を行っています。スペース
的には約200㎡の規模です。関係者の誰もが非常に積極的で、好
結果を確信しています。その後、これに基づいて約1年間の時間をか
けて製品化することになっています」。当面は次代型の画期的な日
よけとして販売される予定ですが、その活用範囲は限りなく広く、酒
井教授や西村准教授をはじめとする研究開発陣は数多くのプランを
抱き、その具現化をめざしています。まず、ヒートアイランド対策として
ビルの屋上緑化に代わる施工、都心に点在する駐車場への設置。
炎天下のスポーツ施設や屋外作業のためのヘルメット、優れた安全
性の点からイベント向けの大型テントの代替品、競技場の観客席の
覆い、リゾート地のパラソルに代わる活用など用途は多種多彩であ
り、世界規模で考えれば、その需要の規模は驚異的です。「太陽電

感を創出できるのではないかと考えています。また、設置する現場へ
の搬入を容易にするために、折り畳める形状にして、さらに軽量化す
るというのも当面の改良点です。現在、用いている素材は難燃性と
いう理由から再生塩化ビニルですが、たとえばポリプロピレンでデザ
インすれば実現可能と判断しています。ちなみに、色彩も近赤外線
を反射する木の幹に近い茶色60%に明るいグリーンとベージュを
各20%の比率で配色し、
安らぎを感じる樹木の色
合いに近づけています。

池のパネル形状にも活用できるかもしれません。植樹の成長促進に
も役立ちそうです。もし東京オリンピックの開催が決定したらそこにも
全面的に採用していただきたいですね」。この他にも数多くの新たな
活用方法が生まれてくるはずだと西村准教授は期待しています。

木の葉の「ゆらぎ」にも着目し、簡便な折り畳み形状と軽量化をめざす。

お台場の日本科学未来館に実験設置。世界的な需要を生む多彩な用途。

株式会社積水
インテグレーテッドリサーチ

×
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専門はコミュニケーションデザイン（視
覚伝達）。日本パッケージデザイン大
賞・特賞をはじめ多数受賞。日本パッ
ケージデザイン協会会員。趣味はカヤッ
クやサッカー。日本代表サッカーチーム
の応援で赴いたドイツでは手づくりの奇
抜な鎧姿が雑誌全面に掲載された。

西村 雅信
NISHIMURA, Masanobu

大学院工芸科学研究科
造形工学部門 准教授

森の木陰にも似た自然な感覚で日射しをしのげる

日本科学未来館（東京・お台場）での実験設置

産学連携についてのお申し込み・お問い合わせ
については、本学創造連携センターまでご連絡

ください。創造連携センターでは、共同研究、受託研究、研究者交流や地域
社会との連携共同事業などを通じて、本学の産学連携活動を行っています。

ホームページ ： http ://www.liaison.kit.ac.jp
E-mail ： corc@kit.ac.jp

フラクタルのジョイント部分

産学連携の窓口

創 造 連 携
セ ン タ ー



大学院工芸科学研究科（博士前期課程）
生体分子工学専攻　2008年3月修了

株式会社NSC
開発部

大学で培った「挑む心」
を大切に、研究開発の
第一線に立つ。卒業生

OB & OG MESSAGE

OB & OG MESSAGE
卒業生卒業生

OB & OG MESSAGE
活躍

する 深く理解してもらう
ことが、助教としての
やりがいです。

岡田 有史さん
OKADA, Arifumi

大学院工芸科学研究科（博士後期課程）
材料科学専攻　2003年3月修了中川 麻衣子さん 

NAKAGAWA, Maiko 京都工芸繊維大学　大学院工芸科学研究科
物質工学部門助教

　大学では主に分離膜を研究してきました。所属してい

た研究室では溶液や気体などの混合物を分離する機能

を持つ高分子膜を探究しており、私は光学異性体の分離

をテーマにしていました。大学院でも応用高分子化学分

野の吉川正和教授のもとで同じ研究を続けました。試行

錯誤の連続でしたが、なんとか成功し、修士論文も上手く

まとめることができたと思っています。この研究室で大好

きな化学を深く学ぶことができ、充実した日々を送ること

ができました。

　就職後も化学の分野で研究開発の仕事がしたかったの

で、面接時にその部門への配属を確約していただいた㈱

NSCに入社しました。当社は最先端の液晶基板ケミカル

技術で社会に貢献している企業です。その分野は多彩で

液晶の特殊表面処理から航空宇宙、半導体分野にまで及

んでいます。幸運なことに、これまで携った研究はいずれ

も大学時代と同じ分離膜に関するもので、存分に力を発

揮しながらキャリアを高めることができ、㈱NSCと出会え

たことに感謝しています。

　たとえば、大学の研究開発ではコストなどは度外視して

目標達成のみに邁進します。これに対して企業の場合は

結果を出すことは当然の前提であり、開発費用はもとよ

りすべての面で効率化を考え、時間的な制約を厳守し、し

かも市場で確実に成果をあげるものを生み出さなければ

なりません。これは大学時代でもある程度は予想してい

たことですが、第一線で仕事として取り組むことの厳しさ

を実感しています。しかし、この高いハードルをクリアする

ことに、大きなやりがいを感じているのも事実です。

　4回生までは何事も受け身で、消極的なタイプでした。

大きく変わったのは研究室に入ってからです。チャレンジ

する気持ちがなければ、自らを高めることはできないと

いうことに気づいてからは心を奮い立たせながら積極的

に行動するようにしました。先生に積極的に質問し、与え

られた内外での研究発表の機会にも臆することなく挑戦

しました。心がけひとつで研究に対する姿勢も、人間関係

も、すべてが一変すると思います。だから、後輩の方々にも

「挑む心」を大切にしていただきたいと願っています。

学時代の研究内容を教えてください。大

社の動機と仕事を聞かせてください。入

業での研究は大学とは異なりますか?企

輩たちに伝えたいメッセージは?後

　少年の頃から理科が大好きで、高校時代には化学の中

でも特にセラミックスの分野に興味を持ち、大学進学で

はこの研究を活発に行っている本学を選びました。大学

院ではプラズマを用いたセラミックス粉末の合成につい

て研究していましたが、実験のための装置も独自に改良

しなければならず、相当苦労しました。これもいまでは懐

かしい想い出です。現在はナノサイズの材料の開発など

を念頭に置いて、走査プローブ顕微鏡を使って固体の表

面を原子レベルで観察したり、その性質の変化を探究し

たりしています。

　大学ではアメリカ民謡研究会に入り、キーボードを担当

していました。本学の文化系では最大規模のサークルで

す。卒業してからは当時の仲間ともあまり会わなくなりま

したが、5歳前後からピアノを習っていたので、今でも自

宅で演奏することがあります。最近はなかなか時間が取

れませんが、自転車でのんびりと遠出もしてみたいです

ね。以前、筑波大学で研究をしていた頃には休日になると

出かけていました。

　昨年の8月1日から助教になりました。その時は大学の

一員になれたという感慨も大きかったのですが、果たして

自分にできるのかという不安もありました。教えるという

ことには重い責任が伴うからです。最初に担当したのは

実験と演習でした。特に演習に関してはこれに備えてかな

りの準備をしたことを憶えています。どうしても堅苦しく

構えてしまうので、学生には多少嫌われているかもしれま

せん（笑）。また、他の研究室の先生方にご挨拶にお伺い

した時に、学生時代に教えていただいた教授がおられて、

不思議な感じでした。

 

　教える側に立って実感するのは、もっと積極的に何でも

質問すべきだったということです。「こんな初歩的なこと

を聞いたら、怒られるのでは…。自分のために貴重な時間

を割いてもらうのは気が引ける」といったことを考えがち

ですが、それは的外れな気づかいです。教員側としては教

室以外でも時間が許す限り、対応します。ほんとうに理解

してもらうことが、私たちのやりがいなのです。それから、

進学される高校生の方々には、本学には優れた勉学の環

境が整っているということをお伝えしたいと思います。

学中はどのような研究を
してこられたのですか。在

ラブ活動や現在の余暇の過ごし方は?ク

学の助教になられた時の感慨は?本

輩や高校生に伝えたいことは？後
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ター」展、「ピンホール写真展2009」が開
催され、先日までは「館所蔵名品展（コレク
ション展Ⅲ）」を開催しました。たとえば、文
化財保護デー関連企画として実施した「コ
ロタイプで蘇る法隆寺金堂壁画」展では、
昭和12年に23組だけ作成され、京都高等
工芸学校に納入されていたコロタイプ版原
寸大複製を特別公開しました。大英博物
館、ボストン美術館、国内の主な国立大学
や国立博物館にしか現存しない稀少な複
製であり、本館1階を金堂に見立てた展示
はマスコミでも大々的に取り上げられ、大好
評を博しました。
　「コレクション展Ⅰ，Ⅱ」に引き続いて開催
した「館所蔵名品展（コレクション展Ⅲ）」で
は工芸品・ポスター・家具・現代美術・建築
図面などの各分野から厳選した収蔵品を
展示しました。具体的には江戸時代の姫君
の調度品(女乗物)、ロートレックのポスター
「歓楽の女王」、日本で初めてヌード写真
を用いた赤玉ポートワインのポスター、モダ

ン・アメリカを象徴するアメリカン・ミッド・セン
チュリーの椅子、浅井忠による「武士山狩
図」や陶器や漆製品、建築家・村野藤吾の
建築設計図面などです。8月には本学の造
形系の教員陣による初の試み「造形系教
員作品展」も計画しています。オープンキャ
ンパス時に開催して高校生にも観ていただ
きたいと考えています。

　できる限り数多くの魅力ある企画展を継
続的に開催し、さらに多数の方々が訪れる
「開かれたスペース」にしていきたいという
のが並木館長の今後の構想です。「まだ、
一度も来館されたことのない皆様も、気軽
に覗いていただければと願っています。ま
た、企業でデザインや商品開発などの仕事
をしておられる方々にも、ぜひお立ち寄りい
ただきたい。閃きのきっかけになる作品や情

多くの人々の心を魅了する
「開かれたスペース」をめざす

報に、きっと出会うことができるはずです」。
また、本館では地域交流の一環として地元
の松ヶ崎小学校の児童を対象にした美術
教室も開催しています。昨年の「書物を巡
る密かなよろこび―エクスリブリスの世界
―展」の開催時には、小学生を招いてエク
スリブリス（蔵書票）の世界を案内し、その
後で各自の蔵書票を自作してもらいました。
現在、本館はJR東海のキャンペーン「そう
だ京都、行こう。」のシリーズポスターを多数
収集していますが、これに準じ、小学生にポ
スターの意味を考えてもらう機会として「そ
うだ松ヶ崎、行こう。」というオリジナルポス
ターの制作も計画しています。

美 術 工 芸 資 料 館

ポスター、絵画、工芸、
家具、繊維製品…
独自の価値を誇る
膨大な作品群

　本館は学内共同利用教育研究施設とし
て昭和55年（1980）に設立されました。収
蔵する美術工芸品は本学の前身の一つで
ある京都高等工芸学校の創立以来の収
集品が基盤になっています。当時の教授陣
はヨーロッパの新たなデザイン動向を探り、
数多くの作品・資料を持ち帰ったのです。現
在の収蔵品数は約37,500点、分野も絵
画、工芸、金工、漆工、陶磁器、繊維製品と
実に多彩です。19世紀末から20世紀前半
のポスターコレクション、大胆な意匠で知ら
れる江戸時代の疋田絞の打掛、明治洋画
壇の重鎮・浅井忠の油絵「武士山狩図」な
ど芸術的または学術・歴史的な視点から高
く評価されている作品も数多くあります。さ
らに、ティファニーのガラス器、マッチのラベ
ル、蔵書票なども本館ならでの貴重な収集
品の一つです。また、いずれも貴重な教育

教材として収集されたために、いわゆる“名
品主義”に陥っていない点もコレクションの
特徴で、デザインや技法などを幅広く探究
することができます。「他の美術館などにも
言えることですが、本物を目の当たりにでき
るのがこのような施設の最大の魅力です。
極上の作品集であっても、作品の質感やス
ケール感などを実感することはむずかしいと
思います」と、並木館長は直に作品と向か
い合うことが何よりも大切だと語ります。

　収蔵品は常設展・企画展によって順次
公開されており、一般の方 も々鑑賞するこ
とができます。今年もすでにコレクション展
Ⅱ（文化財保護デー関連企画）「コロタイ
プで蘇る法隆寺金堂壁画」展、ヨーゼフ・
フレイシャーを中心とした「現代チェコ・ポス

多岐にわたる貴重なコレクション
その収蔵品数は約37,500点

続 と々独創的な展覧会を企画
8月には初の試み
「造形系教員作品展」を計画

初公開の女乗物（2009年館所蔵名品展） 松ヶ崎小学校美術教室（2007年尼崎コレクション展）村野藤吾の図面から学生がつくった模型
（2009年館所蔵名品展）

松ヶ崎小学校美術教室
（2008年エクスリブリスの世界展）

日本の近代ポスター（2009年館所蔵名品展） 松ヶ崎小学校児童の蔵書票展示（2008年）

ピンホール写真展 2009

現代チェコポスター展 エクスリブリスの世界展 「コロタイプで蘇る法隆寺金堂壁画」展

セ ン タ ー だ よりセ ン タ ー だ よりセ ン タ ー だ より

並木 誠士
NAMIKI, Seishi

美術工芸資料館長
大学院工芸科学研究科  造形工学部門教授

専門分野は日本美術史。昨年、館長に就任。
かつての美術館学芸員の経験も生かしながら
企画・運営に努める。「専門が日本の古美術な
ので本館にある明治以前の収蔵品を徹底調査
し、その企画展も開催してみたい」。

なお、美術工芸資料館では美術館や研究
機関などからの収蔵品の貸し出しや調査依
頼にも積極的に対応しています。
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CENTER FOR GENETIC RESOURCE EDUCATION & DEVELOPMENT

　キュレーター（curator）とは博物館、美術館、研究機関など
の施設で重要な保存資料や研究資源の管理業務を行う専
門職を指します。これを生物遺伝資源の分野に特化し、その
研究や応用に必要な専門技術及び法規などの実務を修得し
た専門技術者を養成するのが「遺伝資源キュレーター」育成
プログラムの目的です。このような新たな専門性を備えた人材
育成は国際的な要望を背景にしたものであり、次代に向けた
先駆的な試みとして注目されています。
　近年、私たちの住む地球では急速に数多くの生物種が絶
滅し、その多様性の保全が大きな課題になっています。’60
年代から始まった環境汚染、さらに今日の地球温暖化や組換
え生物などによる生物多様性の減少と影響の問題を直視し、
「なぜ、生物の多様性が必要なのか」という学問的な理解の
必要があると山本センター長は指摘します。国際的に多様な
生物遺伝資源の持続的な利用を図る気運は高まってきてお
り、国や地域に特有の生物遺伝資源への認識が議論される
ようになってきました。また、激増する遺伝子組換え生物は、そ
の安全管理への的確な取り組み、国際的な法規の遵守が強
く求められています。これは研究室での実験においても厳守し
なければなりません。
　「このような時代に即応できる人材を養成するために、本プ
ログラムでは遺伝資源に関する法規も実践的に学べるように
配慮しました。科学だけでなく法律の面からも専門性を高め、
科学の推進に社会との密接な連携が不可欠であることを盛
り込んでいます」。山本センター長は本育成プログラムの画
期的な特徴を挙げ、その成果に期待を寄せます。

　キュレーター育成プログラムのカリキュラムは「基礎・専門
の講義」、「実験実習と演習」「法規の理解と実務」の3つ
を柱に構成されています。必修科目の「生物遺伝資源学特
論」では生物遺伝資源が進化の過程において遺伝的変異
(genetic variation)を繰り返すことによって生れてきたことを
学びます。「実験実習と演習」は京都工芸繊維大学と宮崎

急激な生物種の減少、遺伝子組換えの問題
世界が必要としている遺伝資源の専門家を

大学による日本初の生物遺伝資源に関する大学院連携教
育として実施しています。京都工芸繊維大学では主にショウ
ジョウバエを用いて動物遺伝資源学の実習・演習を行い、宮
崎大学ではミヤコグサや芝を用いて植物遺伝資源について
学びます。いずれも遺伝研究のモデル生物として非常に適し
ており、大学相互の呼びかけによってこれまでにない連携教
育が実現しました。学生たちも活発に交流しています。「遺伝
資源と社会‒法規‒」では生物多様性条約（Convention on 
Biological Diversity:CBD）によって遺伝資源の多様性保
全の重要性を説き、その知的財産や利益配分などに関する
法的な規制を教えています。「法的な観点から言えば、第一
線で活躍しておられる弁理士の方々にもリカレント教育(経済
協力開発機構:OECDが提唱する生涯教育構想)の一環とし
て遺伝資源に関する法規を学んでいただければと願っていま
す」。山本センター長はこの新たな構想にも積極的に取り組
みたいと考えています。

　遺伝資源キュレーターの認定証は本育成プログラムの必
要単位を修得し、大学院博士前期課程を修了した学生に交
付されます。大学院で自らの専攻分野を究める学生に、さらに
遺伝資源キュレーターとしての専門知識と技術を修得しても
らい、これからの国際社会で有効に活用してほしいというの
が本教育開発センターの基本的な考え方です。「現在の大
学院教育では、学位を目標にした教育ではなく、教育内容の
質の高さを評価したいという方向に向かっているように感じま
す」。遺伝資源キュレーターの場合も、重要なのは遺伝資源
の分野の各現場で役立つ専門的かつ実践的な知識と技術
であり、資格それ自体は緩やかに社会的認知を得ることができ
ると山本センター長は考えています。
　自然界の動植物は生き残るために、つねに多様性を追求し
ています。子孫を繁栄させるために、各世代で変異を起こし、
その中から次世代で適応できるものを生み出そうとします。こ
れが自然の真理です。しかし、研究の現場では正確なデータ
を得るために、同一のモデル生物を保持し、特別な実験環境
を作らなければなりません。このような原理を十二分に理解し
て、生物の多様性や遺伝子の組換えの問題に真摯に取り組
み、かけがえのない遺伝資源を代々維持していくために貢献
できるスペシャリスト。これが、本教育開発センターが育成目
標にしている理想の遺伝資源キュレーターなのです。

山本 雅敏
YAMAMOTO, Masa-Toshi

専門は遺伝・ゲノム動態、細胞生物学、
分子生物学など。研究実績多数。ショウ
ジョウバエやバッタの研究室で科学研
究の楽しみを知る。少年時代は天体望
遠鏡で星空を観測。大学時代は漢方
薬の錠剤作り、鑑識や法医学に興味を
抱き、その現場を見学したり、麻薬取締
官の仕事の現場を訪ねたことも…。

動物遺伝資源学実習及び演習（京都工芸繊維大学開講）
ショウジョウバエ形態的分類法による種の同定を試みる。

植物遺伝資源学実習および演習（宮崎大学開講）
都井岬の野生馬と牧草の多様性に関する実習

　本学においてはショウジョウバエ遺伝資源センターが母体の一つとなって「遺伝資源
専門技術者養成モデルカリキュラムの開発」を実施。「遺伝資源キュレーター育成プロ
グラム」の所定の科目を履修し単位を取得すると認定証が交付される。これまでに本学
12名、宮崎大学10名が修了している。

『認定証』と本プログラム推進の中核センターに
よる『遺伝資源キュレーター育成プログラム』の
紹介パンフレット

動物遺伝資源学実習および演習（京都工芸繊維大学開講）
蛍光顕微鏡や共焦点顕微鏡の構造と原理及び各種試料の観察（ニコンイン
ステック（株）の協力）

植物遺伝資源学実習および演習（宮崎大学開講）
芝の種類と利用に関する実習（シーガイヤリゾートフェニックスカントリークラブ
の協力）

遺伝資源キュレーター教育開発
センター長 ・ ショウジョウバエ
遺伝資源センター長 ・ 教授

多様性の真髄を理解し、国際的視野を
持った遺伝資源キュレーターを

「実験実習と演習」は
宮崎大学との大学院連携教育で

科学と法律の両面から
遺伝資源の次代に貢献する逸材を

伝資源キュレーター教育開発センター遺



　時代劇などで姫君が乗る駕籠を見たことがある人は多い

だろう。しかし、その実物を目の当たりにする機会がある人は

さほど多くはないかもしれない。美術工芸資料館で2009年

5月28日から7月3日まで開催した「館所蔵名品展」において

展示した黒漆地九曜紋若松鶴蒔絵女乗物は、その姫君が

乗る駕籠の数少ない現存作例である。

　女乗物とも呼ばれる駕籠は、わが国の工芸品のなかでも、

その大きさという点では有数のものと言ってよい。当時の女

性が小柄であったとはいえ、なにしろ人が一人乗るのである。

しかも、駕籠のなかでも高貴な女性はそれなりに毅然としてい

たはずである。そのための

空間が、当然用意されて

いたと考えてよいだろう。

　2008年のNHKの大

河ドラマ「篤姫」は、空前

の？お姫様ブームを生み

出した。みずからの主張

をしっかりともって、時代

の先を読むことのできた

13代将軍徳川家定正

室・篤姫の生き方に対す

る共感もあっただろうが、

同時に、将軍夫人の華

やかな生活もまた見る人

の目を楽しませた。そして、

この篤姫が実際に使用

した女乗物がアメリカ合

衆国ワシントンのスミソニアン博物館に現存していることが

2008年に確認された。葵紋が堂 と々した豪華な女乗物であ

る。再発見されたこの篤姫所用の女乗物を目玉にして「珠

玉の輿―江戸と乗物」展が2008年12月16日から江戸東

京博物館で開催された。この展覧会は、女乗物を中心にし

た展覧会としては、わが国ではじめて企画されたもので、前

例のない画期的な展覧会であった。

　日本では、古代から中世にかけて、人を乗せるものとして、

まず輿が成立した。輿とは、御神輿の例でもわかるように、居

室と呼ばれる人が乗る部分の底部に二本の担い棒を通し

た形式である。花嫁が輿に乗って嫁入りをした時代があり、

いまでもお輿入れという言葉が残っている。この輿がやがて

駕籠に変化をする。駕籠とは、轅
ながえ

と呼ばれる担い棒を居室の

上部に一本通してつり下げる形式で、輿よりも安定感があ

り、機能的に優れていた。そして、やがて、日常的に駕籠が多

く用いられるようになる。限られた人びとのあいだにではある

が定着をした駕籠が、一方で、軽量化、乗物としての実用性

を追求する方向に変化するのに対して、華美なまでに装飾

的になった一群の駕籠があった。それが女乗物である。

　女乗物は、形式としては駕籠の一種であるが、外装は漆、

金銀の蒔絵などにより、さ

まざまな装飾、文様をほど

こし、さらに家紋が加えら

れる場合もある。大名夫

人など高貴な立場の女

性の乗物であり、家紋が

ほどこされることからもわ

かるように、婚礼に際して

つくられる場合が多かっ

た。女乗物は、内装もま

た華麗である。多くの場

合、日本の伝統的な絵

画様式であるやまと絵に

よる花鳥が描かれている

が、場合によっては、源

氏物語絵のような、やはり

やまと絵による人物図が

描かれる場合もある。いずれにしても、濃彩の華やかな絵画

が内部を装飾している。内部の天井にもさまざまな絵が描か

れ、また、装飾がほどこされる。

　江戸時代から明治時代初期にかけて使用された女乗物

はさほど多く残っているわけではない。徳川美術館、彦根城

博物館といった旧大名家の収蔵品を母体とする美術館・博

物館には女乗物を収蔵している館もあるが、それとてさほど

多くはない。その重量や大きさ故に、そして、なによりも屋外

で人を乗せるためのものであるという点で、どうしても損傷す

る確率が高く、保存が難しいという点があるからだ。

　駕籠をさげる轅
ながえ

は一般的に4ｍ近くの長さがあり、木胎に

漆と金銀の蒔絵で、本体と同様の装飾をほどこす。現存す

る絵画史料によると、前後二人ずつの担ぎ手がいるのが通

例であったと思われる。

　美術工芸資料館が収蔵する黒漆地九曜紋若松鶴蒔絵

女乗物は、大正2年（1913）4月30日に購入されたもので、

購入時の価格は2500円であった。京都高等工芸学校時

代であり、おそらくは図案資料としての購入であったと考えら

れる。教材としてどのような使われ方をしたのかについての

記録は、残念ながら残っていない。寸法は通例の女乗物の

大きさとだいたい同じで、

114.0cm×79.3cm×

103.9cmである。轅
ながえ

の長

さは393.9cmである。煙

草盆および煙管が附属し

ているが、本体とは意匠

が異なる点から考えて、

当初からセットでつくられ

たものではない可能性も

ある。

　本体および轅
ながえ

には、

全体に黒漆地に蒔絵で

若松と鶴の装飾をほどこ

す。若松は形式化、文様

化したものではなく、かた

ちを少しずつ変えて変化

をつけている。幹の部分

には高蒔絵という金蒔絵を盛り上げる表現を用いる。地の

部分には、ところどころに粗く金粉を蒔き、地面をあらわす。ま

た、若松の背後に銀を霞状に蒔くことにより、ある種の奥行

き感もあらわそうとしている。

　鶴もそれぞれかたちを変えてあらわされ、パターン化した印

象は与えない。かたちだけではなく、表現技法の点でも、隣り

合う鶴に発色の異なる金粉を用いたり、羽根の先を銀であら

わす鶴がいるなど、蒔絵技法を尽くして多彩な表現を獲得し

ている。いわゆる丹頂をあらわすために、頭頂部に赤漆を入

れた鶴や目の周囲が赤い鶴も見られる。鶴はいずれも飛翔

するすがたであらわされている。

　若松と鶴は、いずれも吉祥的な主題として好まれたもの

で、このことも女乗物が婚礼という言
こ と ほ

祝ぎの場で制作された

ことを示している。

　若松と鶴のあいだには、九曜紋を散らしている。九曜紋は

細川家が用いた家紋であり、その点から考えると、この乗物

は細川家の姫君が乗っていた可能性もあるが、伝来が不明

であるために確実なことはわからない。紋は窓の枠にもほど

こされている。この九曜紋は、蒔絵であらわしたものと赤みの

ある金の金貝を用いたものとが交互に配されており、表現技

法の相違により、光り方

や質感が異なり、視覚的

効果を生み出している。

　内部は、金地に白と黒

で鶴を描き、緑青で松を

あらわし、外装の意匠に

呼応する表現になってい

る。内部の正面下部には

地上で羽根をやすめる鶴

が描かれているため、下

方が地面であり、ひろび

ろとした空間が上方にひ

ろがり、そこに鶴が舞い

飛んでいる様子をあらわ

していることがわかる。外

装の蒔絵とは異なるやま

と絵的な華やかさである。

格天井形式になっている内部の天井は、格子内部には、内

装同様に金地にやまと絵的手法で水仙、桔梗などの花丸

文を描く。

　本作品は内外装ともに保存状態が良く、使用頻度が少な

かったとも考えられるが、この種の物は修復や表面の張り替

えをすることが多かったこともわかっているため、表面部分を

直した可能性もある。

美術工芸資料館長　並木誠士
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　本学は、独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う大学機
関別認証評価を受審し、機構が定める「大学評価基準を満たし
ている。」との評価を受けました。
　すべての大学は教育研究水準の向上のため、７年以内ごとに
文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による評価を受け
ることが、学校教育法により義務付けられています。
　認証評価機関である独立行政法人大学評価・学位授与機構
が定める大学評価基準は、大学の教育研究活動等の総合的な
状況を評価するため、１１の基準で構成され、大学は全ての基準
を満たしていることが求められます。

　本学は京都ノートルダム女子大学と、社会からの要請に的確
に対応するため、相互の大学力の強化・向上を目的として包括
協定を締結しました。
　この協定は、両大学のキャンパスが近いという地の利を生か
したもので、学生、教職員及び研究者の交流促進や相互の教育
及び研究内容の充実・発展並びに地域貢献に資する共同事業
の推進、また、施設の相互利用を計画しています。
　なお、本学の私立大学との包括協定は京都産業大学に続い
て２校目で、今後、この連携による効果に大きな期待が寄せられ
ています。

本学では、学会での受賞など学術研究活
動において優秀な成績を収めた学生や、課外活動及び社会活
動などで活躍した学生を対象に学生表彰を実施しています。

本学学生を対象に８月と１０月に実施するオープンキャンパスのポスターデザインを
募集し、今年度は３７名、計５９作品の応募のうち、以下の３名の方が入賞しました。

大学院工芸科学研究科博士前期課程　
先端ファイブロ科学専攻 ２回生
岩邊 和也 （いわべ  かずや）
大学院工芸科学研究科博士前期課程　
生体分子工学専攻 ３回生
渡邊 優太 （わたなべ  ゆうた）
大学院工芸科学研究科博士後期課程　
機能科学専攻 ４回生
樋口 麻衣子 （ひぐち  まいこ）

PPS-24（イタリア）国際会議における優秀ポスター賞
ならびに研究成果の社会への貢献

第３３回高性能液相分離及び関連技術国際シンポジウ
ム医薬系部門においてＰｏｓｔｅｒＡｗａｒｄｓ１位

●日本将棋連盟主催 ： 平成２０年度春期個人戦  優勝
●全日本学生将棋連盟主催 ： 第６４回全日本学生将棋名人戦  ４位入賞

● Joint Symposium of 18th International  Roundtable on 
Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids and 35th International 
Symposium  on Nucleic Acids Chemistry Poster Award 受賞
● 第１８回アンチセンスシンポジウム　優秀発表賞受賞

工芸科学部 先端科学技術課程 ３回生
佐々木 恒之 （ささき  つねゆき）

課外活動 対象となった活動

学術研究活動 対象となった活動

工芸科学部　
デザイン経営工学課程  ４回生
大学院工芸科学研究科博士前期課程  
デザイン科学専攻  ２回生
大学院工芸科学研究科博士前期課程  
デザイン科学専攻  ２回生

國本 将哉 （くにもと  まさや）

髙橋 耕平 （たかはし  こうへい）

井尻 雄己 （いじり  ゆうき）

※賞状の授与は、平成２１年６月１８日に実施。

※表彰式は、平成２１年３月２５日卒業証書学位記授与式終了後に実施。 ※表彰者の学年は当時。

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

　平成２１年度全国国立大学工学系学長懇談会が、京都ホテル
オークラにおいて開催されました。これは、工学系出身の国立大
学学長の情報交換や懇親を深めることを目的として毎年１回開
催されているもので、今年度は本学が当番校となり、初参加の
学長も含め２１名の学長が出席しました。
　懇談会では、協議事項として「第１期中期目標期間の業務の
実績に関する評価結果を踏まえた各国立大学法人における第
２期への対応」について大学の取組み状況等が報告され、活発
な意見交換が行われました。
　また、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課の澤田佳
成課長補佐より、第２期中期目標期間についての講演があり、出
席者から多くの質問が飛び出し終了予定時刻を大幅に超過す
るなど、懇談会は盛況裡に終了しました。

本学は、役職員の報酬・給与等について公表しております。詳細は、本学ＨＰに掲載していますので、下記アドレスをご覧ください。
http://www.kit.ac.jp/08/pdf/m54-mp090630.pdf

　裏千家前家元の千玄室氏に対し、本学における教育研究の進
展に寄与した功績が特に顕著であると認め、名誉博士記を贈呈し
ました。
　同称号の授与は、本学名誉博士称号授与規則に基づくもの
で、同氏が第１号となります。
　同氏は、平成１８年の本学伝統みらい研究センター特任教授
への就任以降、人間教養科目「京の伝統工芸－技と美」におい
て、本学学生と留学生に対し、講義と茶道研修を行っている他、
本学現代的教育ニーズ取組支援プログラム「創造性豊かな国
際的工科系専門技術者の育成－伝統からイノベーションへ　
ローカルからグローバルへ」の２回のフォーラムにおいて基調講
演を行うなど、本学における教育研究活動に寄与してきた功績
が認められたものです。

　本学のROBOCON挑戦プロジェクトチーム「ＫＩＴドラゴンズ」
が、「大学ロボコン2009」に出場しました。 （本学としては３年
連続出場）
　予選リーグでは１勝１敗の２位となり、惜しくも決勝トーナメン
ト進出はなりませんでしたが、特別賞（任天堂株式会社）を受賞
し、出場３年目にして初入賞の快挙を得ました。
　今年の競技課題は「旅は道づれ　勝利の太鼓を打て」。２
台のロボットが担ぐ籠に自走式のロボット（旅人）を乗せ、峠（坂
道）や林（林立したポール）などの障害を乗り越え、籠から下り
たロボットが太鼓を叩くことができればゴールという難易度の高
いものでしたが、本学チームのロボットは、出場チームの中で唯
一、籠を空中に浮かべたまま自走式ロボットが乗り込む仕組みを
とり、多くの大学が籠の上げ下ろしに苦戦する中でスムーズな
乗り込みを見せ、大いに会場を沸かせました。

認証評価認定証認証評価認定マーク

名誉博士記

千玄室名誉博士
と記念撮影（前列
中央左に同名誉
博士、中央右に江
島学長）

懇談会の様子

澤田課長補佐の講演

健闘を見せた本学チーム

特別賞を受賞

握手を交わす江島学長（左）
と藪内京都ノートルダム女
子大学長

古山広報センター長から賞状を受け取る
最優秀賞の國本くん

「入試広報ポスターデザイン
コンペ」最優秀賞
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大学機関別認証評価を受けました

京都ノートルダム女子大学と包括協定を締結しました

学生表彰

第４回入試広報ポスターデザインコンペ受賞者

平成２１年度全国国立大学工学系学長懇談会を開催しました

国立大学法人京都工芸繊維大学の役職員の報酬・給与等について

名誉博士記贈呈式を実施しました

大学ロボコン2009で「特別賞」を受賞しました3/27
金

6/19
金

5/15
金

4/21
火

6/7
日

工芸学部　機械システム工学科 ４回生
桂田 真充 （かつらだ  まさみつ）
工芸学部　電子情報工学科 ４回生
横瀬 吉邦 （よこせ  よしくに）
工芸学部　物質工学科 ４回生
田中 優香 （たなか  ゆか）

学業成績優秀者 工芸学部　造形工学科 ４回生
片山 めぐみ （かたやま  めぐみ）
繊維学部　応用生物学科 ４回生
山田 有理子 （やまだ  ゆりこ）
繊維学部　高分子学科 ４回生
大上 真寅 （おおうえ  まさとも）
繊維学部　デザイン経営工学科 ４回生
長﨑 陸 （ながさき  りく）



●再生紙を使用しています。

平成22年度  京都工芸繊維大学  入学試験関係日程表

8月以降の主なイベント

学　部

大学院

第2回オープンキャンパス
■平成21年10月25日（日）
　13：00〜16：30
内容：大学紹介、個人相談、研究室公開、施設見学等
事前予約、参加費は不要です。直接大学へお越しください。

入試種別 募集要項
配布開始

入　学　試　験　実　施
出願受付期間 試験実施日 合格者発表

AO入試 配布中 9月30日（水）〜10月7日（水）
 　　第1次選考 ： 10月31日（土） 第1次選考 ： 11月12日（木）

最 終 選 考 ： 11月28日（土）・29日（日） 最 終 選 考 ： 12月10日（木）

社会人特別選抜 配布中 9月30日（水）〜10月7日（水） 11月28日（土） 12月10日（木）

私費外国人留学生 配布中 8月31日（月）〜  9月4日（金）   9月25日（金） 10月  1日（木）

一般選抜 10月上旬 1月25日（月）〜  2月3日（水）
前期 ： 2月25日（木）・26日（金） 前期 ： 3月  6日（土）
後期 ： 3月12日（金）・13日（土） 後期 ： 3月23日（火）

入試種別 募集要項
配布開始

入　学　試　験　実　施 備　　考
（　）内は選抜実施専攻※出願受付期間 試験実施日 合格者発表

一般選抜（学部3年次含む） 配布中

第Ⅱ期　資格認定申請締切　  7月31日（金）
  8月31日（月）〜  9月  4日（金） 9月24日（木）・25日（金） 10月  8日（木） （応、生、高、先）

第Ⅲ期　資格認定申請締切　11月27日（金）
12月  9日（水）〜12月16日（水） 2月3日（水）・4日（木）   2月10日（水） （生、高、物、情、機、

デ経、先）

社会人特別選抜 配布中 第Ⅱ期　資格認定申請締切　11月27日（金）
12月  9日（水）〜12月16日（水） 2月  3日（水）   2月10日（水） （造形以外）

外国人留学生特別選抜 配布中 第Ⅱ期　資格認定申請締切　11月27日（金）
12月  9日（水）〜12月16日（水） 2月3日（水）・4日（木）   2月10日（水） （全）

一般選抜 配布中

第Ⅰ期　資格認定申請締切　  7月31日（金）
  8月31日（月）〜  9月  4日（金） 9月24日（木） 10月  8日（木） （全）

第Ⅱ期　資格認定申請締切　11月27日（金）
12月  9日（水）〜12月16日（水） 2月  3日（水）   2月10日（水） （全）

社会人特別選抜 配布中

第Ⅰ期　資格認定申請締切　  7月31日（金）
  8月31日（月）〜  9月  4日（金） 9月24日（木） 10月  8日（木） （全）

第Ⅱ期　資格認定申請締切　11月27日（金）
12月  9日（水）〜12月16日（水） 2月  3日（水）   2月10日（水） （全）

外国人留学生特別選抜 配布中 資格認定申請締切　11月27日（金）
12月  9日（水）〜12月16日（水） 2月  3日（水）   2月10日（水） （全）

開催日 イベント 参加費（有料・無料） 申し込み期限 問い合わせ先 会　　場

9月11日〜12日

国際学術研究集会「第10回アジア繊維会議　ポスト
シンポジウム」

“京都工芸繊維大学60周年記念　ネオファイバーテ
クノロジー　シンポジウム”

無料 有 浦川　宏（075-724-7567）
urakawa@chem.kit.ac.jp 総合研究棟

10月 2009年度科学と芸術の出会いⅠ
ピンホール写真学生作品展 無料 無 学務課学務企画係

TEL ： 075-724-7123 学内各所

11月20日〜29日
大学サイエンスフェスタ in Tokyo

「エコの未来をデザインが拓く」
―科学と芸術の融合・エコをデザイン ！ ―

常設展示入館料で入場可
入館料 ： 大人600円
※高校生以下は無料

無 研究協力課産学連携係
ＴＥＬ ： 075-724-7035 東京 ： 国立科学博物館

11月26日 京都工芸繊維大学繊維科学センター
第3回東京講演会

常設展示入館料で入場可
入館料 ： 大人600円
※高校生以下は無料

有 箕田雅彦（075-724-7513）
minoda@kit.ac.jp 東京 ： 国立科学博物館

博
士
前
期
課
程

博
士
後
期
課
程

学内・学外を問わず参加いただける講演会などのご案内です。詳細は、それぞれのお申し込み先、お問い合わせ先へお気軽にお尋ねください。

※応 ： 応用生物学専攻、　生 ： 生体分子工学専攻、　高 ： 高分子機能工学専攻、　物 ： 物質工学専攻、　情 ： 情報工学専攻、　機 ： 機械システム工学専攻、
　デ経 ： デザイン経営工学専攻、　造 ： 造形工学専攻、　先 ： 先端ファイブロ科学専攻

この他、本学では体験入学などさまざまな催しを企画しています。
イベント情報は、ホームページ http://www.kit.ac.jp からご覧ください。

  7月27日（月）〜 9月18日（金） 造形系教員作品展
  9月28日（月）〜10月12日（月） アーキニアリング・デザイン展
10月23日（金）〜12月 4日（金） アート＆テクノロジー展
平成22年1月18日（月）
　　〜平成22年2月20日（土） 建築家本野精吾展
平成22年3月23日（火）
　　〜平成22年4月30日（金） 館所蔵ポスター展（仮称）

美術工芸資料館展覧会

INFORMATION
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