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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

大学サイエンスフェスタに
参加しました

教育NOW
工学教育の新たな方向性を追求する「特色GP」は
着実に成果を上げ、次の一歩を踏み出す
並木 誠士 教授（造形工学部門）
卓越したブランド構築力を持つ人材の育成をテーマに
先進独自の取組で多彩な実績を生み出した「現代GP」
久保 雅義 教授（デザイン経営工学部門）

研究室探訪
次代を担う先駆的なマイクロ・ナノオーダーの微細加工技術を探究
応用分野は自動車から産業機器、医療工学、ロボットまできわめて多彩
太田 稔 教授（機械システム工学部門）
メタボリックシンドロームを抑制する植物由来ドラッグシーズの探索と、
新たな抗マラリア薬開発に役立つスクリーニング方法の開発をめざす
亀井 加恵子 准教授（応用生物学部門）

共同研究
流水抵抗を極限まで低減したスイミングゴーグルの開発に成功
自社製レギュラータイプで72%以上低減という驚異的な成果
萩原 良道 教授（機械システム工学部門）／山本光学株式会社

活躍する卒業生
日本ペイント株式会社
石川 隆士さん
三菱自動車工業株式会社
鹿本 直志さん

センターだより
昆虫バイオメディカル教育研究センター
森 肇 センター長
井上 喜博 准教授

本野精吾の関係資料について

TOPICS
・ 英語イブニングセミナー、TOEIC集中特訓セミナーを実施
・ 「学生と教員の共同プロジェクト事業」の健闘が光ります
・ Home Coming Day（東京地区同窓生懇親会）を開催しました
・ 小学生向けポスター教材「KIT・Kit」を考案・製作し、
  ポスターづくり教室を実施しました
・ 京都府立大学と編入学に関する覚書を締結しました
・ 京都高等工芸学校（本学の前身校）教授
 『本野精吾』の業績を紹介する初の展覧会を開催しました
・ 学年歴

・ 平成23年度　入学試験関係日程表
・ 4月以降の主なイベント
・ 美術工芸資料館展覧会

美術工芸資料館収蔵品紹介

INFORMATION



第 一 会 場
展示ブース

　メイン会場となった第１会場は、『「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！ ―』をテーマとして、展
示会場全体を本学工芸科学部造形工学課程3回生の学生たち
がデザインから制作・設営までを行いました。展示ブースは、間伐
材を用いたウッドデッキに、フラクタル構造を持つ日よけ「シェルピ
ンスキーの森」を配置するなど環境にやさしいイメージを全面に出
し、さらに、本学と「連携・協力に関する包括協定」を締結している
京丹後市の名産品である「丹後ちりめん」を高さ７ｍから吊り下げ
るなど大胆なデコレーションを施しました。

京都工芸繊維大学創立60周年記念事業

会場：国立科学博物館［東京・上野公園］

エコの未来をデザインが拓く
ー科学と芸術の融合・エコをデザイン！ー

大学サイエンスフェスタに
参加しました。

　本学では大学創立60周年記念事業の一環として、11月20日から29日まで、東京・上野

にある国立科学博物館で開催された「大学サイエンスフェスタ」に出展しました。

　同イベントは、大学の多様な先端研究の成果を来館者が楽しみながら体験し、理解で

きるようにと、国立科学博物館と参加大学が主催する科学の祭典です。

　今回は、全国から10大学が参加し、3つの期間で連続開催され、本学は第2期の11月

20日から29日まで、熊本大学、静岡大学と同時に展示を行いました。

　展示期間中は、小中学生をはじめ多くの来場者があり、大学の先端研究を体験しまし

た。国立科学博物館によると、第2期の来場者は約3万人に上り、東京において本学の

研究内容の一端をアピールする良い機会となりました。
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第 1 会 場
展　示

「石油の時代からバイオマスの時代へ」

　ブース内では、バイオマスから作るプラスチック（ポリ乳酸）に関

する研究内容を、20世紀の石油時代からの変遷とともに紹介し、

イラストを交えた説明パネルや実際に使われているポリ乳酸の製

品などに加え、50年後、200年後、3000年後の未来社会（京都）

をイメージして作成した大きなジオラマも展示され、多くの来館者

の目を惹いていました。

造形工学課程意匠課題コースでは、「意匠造形Ⅳ」という学部３年生の

授業で毎年学内にウッドデッキを制作しています。今年は特別に東京で

の期間限定展示となりました。我々はまず約30人いる学生を6つの班に

分け、プレゼンテーションで今後の方針を決めることにしました。

選ばれた班の模型を基に図面を描いていきます。ここからは毎日のように

大学の工房に通い、木材を加工していきます。そして完成したウッドデッキ

をコンテナに積み、無事に届くことを祈りながら東京で待ちます。

班対抗アイデアコンペティション

木材加工、強度実験…いざ東京へ！

ウッドデッキ制作
造形工学課程意匠課題コース「意匠造形Ⅳ」

バイオマスエネルギーは、ロケットのエネルギーに
なる可能性も秘めています。

200年後の未来社会は
宇宙が舞台…！？

フラクタルが街を冷やす
シェルピンスキーの森

次代を担う環境適応型の新素材
バイオベースマテリアル

「コンセプトは…」

「完成まであと一息！」

「怪我しないように気をつけないと」

立体構造なのに２次元。不思議な四面体で
構成された「シェルピンスキーの三角形」

バイオマスから作られたプラスチック
（ポリ乳酸）製品

６班対抗プレゼンテーション

材料搬入→配置→組立→展示物搬入 （@東京）

木材を１つずつ丸のこで切っていきます （@京都）
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第 2 会 場

　第2会場は、おもしろ科学教室と題し、水の表面張力を利用し
た実験コーナーや、本学で育てたカイコが作ったまゆ玉を使ってス
トラップを作る工作コーナー、人とシステムとの相互関係を包括
的に捉える新たな設計概念であるインタラクティブデザインに関す
る授業の成果紹介など、第１会場の視覚に訴える展示とは違い、
体験型ブースとして来館者が気軽に参加できる実験や工作を行
いました。

　その他にも、化学反応によって目の前で光る液体や、ハサミと糊で簡単に作れる分光器、くまのロボットとのハンドベル演奏など、
科学の面白さを直接体験することができ、終日多くの参加者でにぎわいました。
　また、京丹後市の風土・物産を紹介するコーナーもあり、東京から遠く離れた京丹後市に、多くの来場者が関心を寄せていました。

水の表面で遊ぼう
コクーン

ーまゆ玉ストラップを作ろうー

光を作ろう

水の表面張力を利用したマーブル染め本物のまゆ玉を使ったストラップづくり

光る液体！化学反応を間近で体験！！

くまのおんがくたい

簡単！
CD分光器“虹色鳥”

電卓
―つぶやき仕様―

七宝焼を作ってみよう

光の違いが分かるかな？

人と電卓の新しい関係を提案！

伝統技法を用いたオリジナルブローチづくり

ハンドベル演奏による
人とロボットとの相互コミュニケーション
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特 別 講 演 特 別 講 演

　11月20日、東京・上野の国立科学博物館に出展していた「大学サ
イエンスフェスタ」の一環として、特別講演「次代へのデザインインス
ペクション―サスティナブルスタイル価値創造にむけて―」を実施しま
した。
　この講演会は、これまで大量生産消費を牽引してきたデザインの分
野にも、社会的文化的価値創造への転換が求められて久しいことに
鑑み、今一度次代に向けてデザインが果たすべき役割とそのために
整備すべき要件とは何かを論議することを目的に実施したものです。
　講演は、デフルト工科大学教授のErik Jan Hultink（エリック，ジャ
ン，ハルティンキ）氏による「デザインマネジメントによるイノベーション
への示唆」など、海外よりブランド戦略、ECOデザイン、世界最高クオ
リティのデザインを手がける著名な専門家3名を招いて行われ、その
後、それらの専門的視点からサスティナブル（持続可能）なデザインに
ついて考えるパネルディスカッションが行われました。
　講演会へは本学関係者のほか、同博物館の一般観覧者も訪れ、
有名企業のブランド戦略やプロダクトデザインの実例紹介など先進
的なデザイン分野の知見に触れていました。
　このほか、講演者の一人でカロッツェリアザガート社のチーフデザイ
ナーである原田則彦氏がデザインした世界に2台しかないフェラーリ
575 GTZが講演会当日限定で博物館正面玄関に展示され、観覧
者の耳目を引いていました。

　11月26日、繊維科学センター第3回東京地区講演会「ナノテクノロ
ジーに基づく新しい繊維プロセス技術」を、大学サイエンスフェスタの
会期に合わせ、東京・上野の国立科学博物館講堂にて開催しました。
　本センターは平成18年4月に設置され、本学の特色である繊維科
学の教育研究を総合的に推進し、我が国の繊維科学分野の発展に
寄与することを目的としており、本講演会は、センターの活動を広く社
会にアピールするために開催されたもので、東京での開催は平成18
年のセンター設置から3回目となります。
　講演会は、江島義道学長の挨拶で幕を開け、群馬大学大学院工
学研究科応用化学・生物化学専攻の河原豊教授の特別講演があ
り、引き続き、センター教員らによる研究発表等が行われました。
　特別講演では、「生物由来高分子の自己組織化による高次構造
の形成と素材開発」と題し、タンパクの自己組織化のうち、絹フィブロ
インおよび羽毛ケラチンのメカニズムについて紹介がされました。特
に、羽毛ケラチンはバイオポリマーの重要な出発原料になるのではな
いかと期待されているなど、今後、資源・エネルギーのパラダイムシフト
を進める上で非常に興味深い内容の講演でした。
　その後、木村良晴センター長から、センターの体制、活動状況や、
平成22年4月に設置する「バイオベースマテリアル学専攻」について
の報告が行われた他、センター教員より4件の研究発表が行われ、参
加者は、繊維科学の新たな展開や、本学の積極的な取り組みに熱心
に聴き入っていました。

サスティナブルスタイルの
価値創造を目指した講演会を開催

繊維科学センター
第3回東京地区講演会を開催

講演者（左から）：
　・デフルト工科大学　教授　Erik Jan Hultink氏
　・o2 Global Network Foundation ecoデザイン専門家　
　 Ernst-Jan van Hattum氏
　・カロッツェリアザガート チーフデザイナー　原田 則彦氏
司会（右端）：
　・本学ブランドデザイン教育研究センター長　久保 雅義氏

開会の挨拶をする
江島学長

センター教員による研究発表（左から）
浦川 宏 教授、田中 克史 准教授、安永 秀計 准教授、櫻井 伸一 准教授

群馬大学大学院
河原教授による講演

木村センター長に
よる講演

原田則彦氏（左から2人目）デザインのフェラーリ575GTZと同博物館
事業推進部長德岡公人氏（右から2人目）および本学関係者
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　文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)」
に平成19年（2007）に採択された「新たな工学的感性を養う
教育プログラムー表現行為の実践と人文的教養を基礎とし
てー」が今年度3年目の節目を迎えています。テーマの「新たな
工学的感性」とは「優しい」「美しい」「調和」などを感じ取り、こ
れをモノづくりに活かせる能力を指します。21世紀の工学教
育では高度な知識や技術と共に、芸術的な視点や人文的な
教養によって育まれた鋭敏な感性が必要とされているからです。
本取組の起点になったのは、本学が開学100周年（大学創立
50周年）を迎えた平成12年（2000）に掲げたスローガン「科学
と芸術ー出会いを求めてー」です。ここには工学系と造形系の
教育・研究を行う学科が共存する本学ならではの在り方を、原
点に立ち返って再確認するという意図が込められていました。
　これを受けて同年に全学科の学生を対象にした人間教養科
目「科学と芸術の出会い」を開講し、表現活動を通じて芸術へ
の関心を高めるためのプログラムとして絵画の共同制作を試み
ました。しかし、これでは一時的な体験のみに終わり、深みのあ
る学びが得られないと判断。平成16年度（2004）からは科学
と芸術の融合をより具体的に体感できるピンホールカメラの製
作とこれを用いた芸術表現をプログラムに取り入れました。ちな
みに、ピンホールカメラとはレンズの代わりに針穴を利用した写
真機で、現在のカメラの原型をなすものです。「写真機や現像
の原理を知るという科学的要素があり、撮影することによって

　教育プログラムは1年次の「KIT入門」に始まり、2年次の
「科学と芸術の出会いⅠ」でピンホールカメラの製作と撮影を
行い、3年次の「科学と芸術の出会いⅡ」で科学と芸術の接点
を探り、4年次の「科学と芸術の出会いⅢ」で卒業研究に取り
組みます。入門篇で「科学と芸術の出会い」を理解した後、体
験、発見を経てそれを具現化するというカリキュラムです。ピン
ホールカメラでは毎年異なるテーマが設定され、学生たちはグ
ループごとにディスカッションを重ねながら対象を決めて撮影しま
した。たとえば、「空間に歴史を撮る」というテーマであれば、まず
「歴史とは何か」を納得できるまで議論します。作品のタイトル
やコメントにも意図を明確に反映させなければなりません。「コン
セプトの探究が思考を深めるのに大きく役立つのです。また、撮
影時には講義で学んだカメラや光の理論などを現場で活かすこ
とによって科学と芸術の出会いを具体的に体験できたと思いま
す。作品の展示会も外部からの評価を各自が実感できる良い
機会になりました」と、並木誠士教授はふり返ります。現在、卒
業研究にも「科学と芸術の出会いⅡ」の受講生のうち、レポート
による選考で選ばれた4回生4名が取り組んでいます。
　イベントも数多く企画されました。内外の研究者が芸術作品、
建築物、無形文化財の保存に関する事例報告とパネルディス
カッションを行った国際シンポジウム「保存する科学/保存され

芸術的な表現の面白さを実感することができます。素朴な技法
で、モノクローム写真というところも学生たちには新鮮だったと
思います。科学と芸術という枠組みの中で実習と講義が一体
化するように配慮しました。講義の内容も写真の原理や歴史、
美術との関わりなどに絞り込みました」。この「科学と芸術の出
会い」は、元々は2年次を対象とした科目で、絵画の共同制作
の時期を第Ⅰ期、ピンホールカメラの製作と芸術表現の時期を
第Ⅱ期として、2期7年間にわたり実施してきた取組みでしたが、
これを1年次から卒業研究までの継続的な教育プログラムに
再構築し、充実化したのが第Ⅲ期目となる「特色GP」に採択さ
れた本取組です。

る芸術」、京都市勧業館「みやこめっせ」や建仁寺・禅居庵など
を会場にした学生の作品展「ピンホールカメラで出会う科学と
芸術」、本学の美術工芸資料館で開催した展覧会「アート・ア
ンド・テクノロジー」展など多彩です。「本取組で意図した新たな
流れは生み出すことができたと思っています。今後も教育プログ
ラムを充実させることは大切ですが、本学の方向性をアピール
していくためにも対外的な活動は非常に重要だと考えています。
美術工芸資料館も継続的な科学と芸術の発信の場にできれ
ばと願っています」。「特色GP」がめざした科学と芸術を融合さ
せるための一貫教育プログラムは着実に成果を上げ、さらに新
たな一歩を踏み出そうとしています。

1年次から卒業研究までの一貫教育で「工学的感性」を

本学の方向性をアピールする対外的な活動も重視

工学教育の新たな方向性を追求する
「特色GP」は着実に成果を上げ、
次の一歩を踏み出す

教 育

文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）」
新たな工学的感性を養う教育プログラム ー表現行為の実践と人文的教養を基礎としてー
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「ピンホールカメラで出会う科学と芸術　2008学生作品展「空間に歴史を撮る」」
（平成20年9月23日～29日 会場：京都勧業館「みやこめっせ」）

「ピンホールカメラで出会う科学と芸術　学生優秀作品2007－2009」
（平成21年12月14日～20日 会場：建仁寺禅居庵）

国際シンポジウム「保存する科学/保存される芸術」
（平成20年3月1日 会場：弥栄会館ギオンコーナー）

ピンホールカメラの製作とピンホール写真の撮影実習（優秀作品授賞式の様子）

並木 誠士 NAMIKI, Seishi

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。オンやオフの区別なく内外の美術館を巡り、数多くの作
品に接する日 を々続けている。社会における美術館の在り方を考える美術館学も
研究中。
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　世界市場におけるアジア各国の急激な台頭に即応し、国際
的な競争力を再強化するためには、日本も欧米のようにブラン
ド・デザイン重視政策を推し進めることが急務です。つまり、これ
までの機能・性能の追求を超えた新次元での高価値の創出で
す。日本が誇る「知」や「美」などに基づく生活者の視点に立っ
た文化的価値の創造が際立つ差別化を生み出し、熟成した国
内市場の活性化にも繋がるのです。この具現化には優れたブ
ランド構築力を持つ人材が不可欠です。しかし、従来の理工系
大学の教育は理論・技術を偏重し、学生たちは専門領域のみに
目を向け、総合的な視点や能力に欠けるきらいがありました。そ
こで、次代を拓くブランドを構築できる技術者やデザイナーの育
成をめざして、本学が平成19年度（2007）文部科学省「現代
的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）」に申請し、採択
されたのが「京都ブランドによる人材育成と地域創成―産官学
連携による地域ブランド教育プログラムの展開と市民啓発―」
です。
　本プログラムでは各界の第一線で活躍する経営者などによ
る講義を始め実践的な実習、インターンシップ、卒業研究など
を多角的に組み込んだ一貫教育が行われました。ブランド構成
力に必要な4つのスキル、（1）プランニング力、（2）デザイン力、
（3）コミュニケーション力、（4）マネジメント力を各自が設定した
到達目標に即して学べるようになっています。また、本学から市
民への講義提供、地元企業との演習・研究の連携などによっ

　本取組の大きな柱になったのが京都商工会議所との共催
で開講した「京都ブランド創生」講座です。京都のブランド価値
を再認識し、都市「格」の向上を図るために、「現代GP」に先立
ち平成17年（2005）から開始した事業です。「地元のハイテク
企業、伝統文化の老舗、さらに日本を代表するパワーブランドの
経営者の方々などを講師として招き、ブランド戦略の実例紹介
などを通じて多元的な視点からブランド考察を試み、ブランド価
値向上の方法論を学びました。これによって多大な学術的成
果を得ることができ、地元との密接な連携の下に新たな産官学
の研究開発事業も次々に具現化されています」。ちなみに、5
年間で講師陣は60名、受講者は約6000名に達しました。
　特別講義としては「ブランドデザインフォーラム」を3回にわ
たって主催しました。内外の著名なデザイン関係者らによる講
演とパネルディスカッションの構成で、各テーマは「京都ブランド
価値創造」と「京都ブランドの飛翔」「次代へのデザインインス
ペクション」です。今後、サスティナブルライフ（持続可能な生活
様式）を実現するためのデザイン概念を国際的な視点から議論
する「国際サスティナブルデザインフォーラム」に引き継がれて、
今後も京都の地から発信していく予定です。さらに、経済産業
省のワークショップとしてブランドを含む地域・産業振興を探究
する「新日本様式」協議会、知恵産業のまち・京都の伸展を図

て地域との双方向の関係構築も積極的に試みられました。「京
都は世界を牽引するハイテク企業から伝統文化の老舗まで多
様なブランド力を有する都市です。また、本学は科学と芸術の
出会いを理念に掲げ、地元の産業・文化の振興に貢献してきま
した。これらを背景にした今回の先進的な独自の取組は、卓越
したブランド力を持つ人材の育成に大きく役立ったと考えてい
ます。彼らは京都ブランドの価値をさらに高め、地元の経済産
業の進展にも貢献してくれるはずです」。「現代GP」としての取
組は本年度で終了しますが、その成果に久保雅義教授は確か
な手応えを感じています。

る「デザイン&ビジネスフォーラム」に参画し、（財）日本産業デザ
イン振興会が東京ビッグサイドで開催した「グッドデザインエキス
ポ2008」に作品や企画プランを出展しました。
　ブランドデザイン演習では「京丹後市起業アイデアコンペ
ティション」に参加。本年も特賞に2件が選ばれ、地元企業の
協力の下に商品化、実用化が検討されています。平成20年
（2008）に京都市内の中心部に開設した「京町家キャンパ
ス」では小規模講義、演習・事業研究などが活発に実施されて
います。このように多彩な実績を生み出した「現代GP」は、その
意図と結実に基づく次代の取組へと引き継がれて行きます。

京都ブランドの価値を高め国際的な競争力を強化する

地域との密接な連携の下に新たな事業を次々に具現化

卓越したブランド構築力を持つ人材の
育成をテーマに、先進独自の取組で
多彩な実績を生み出した「現代GP」

教 育

-2

「次代へのデザインインスペクション2009」
（平成21年11月20日　会場：国立科学博物館）

「京都ブランド創生」講義の様子

「グッドデザインエキスポ2008」
（平成20年8月22日～24日　会場：東京ビッグサイト）

「京都ブランドの飛翔」（平成20年10月2日）パネルディスカッションの様子

久保 雅義 KUBO, Masayoshi

大学院工芸科学研究科　デザイン経営工学部門教授
専門分野は生活科学一般。松下電器産業㈱(現パナソニック)でブランドデザイ
ン、製品開発デザインに携り、平成16年(2004)より本学教授。オフタイムは連日
のようにジャズダンスを楽しみ、日本百名山の全峰踏破にも挑戦中。

文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」
京都ブランドによる人材育成と地域創成
ー産学官連携による地域ブランド教育プログラムの展開と市民啓発ー
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　本研究室では次代を担う先駆的なマイクロ・ナノオーダーの微細
加工技術の開発に挑み、工学的だけでなく工業的にも有用なシー
ズ技術の創出をめざしています。応用分野は自動車から産業機
器、医療工学、ロボットまできわめて多彩です。そのため、平成20年
（2008）4月に、研究室名称を「特殊加工学研究室」から「マイク
ロ・ナノ加工学研究室」に刷新しました。太田稔教授が取り組んで
いる主なテーマは「微細加工による高機能表面創成」と「放電・電
解放電加工による微細加工技術の開発」です。
　「微細加工による高機能表面創成」のために行っている研究は
「マイクロ・ナノテクスチャリングによる表面機能の創成」と「超高
速ラピッドローテーション鏡面研削」です。「マイクロ・ナノテクスチャ
リングによる表面機能の創成」では、マイクロナノフォーミング・エレ
クトロプロセッシングなどで工作物表面に微細表面形状を創出する
ことによって高機能表面を生み出します。テクスチャリングとは表面
に微細な凹凸構造を創ることです。またフォーミングは成形加工、エ
レクトロプロセッシングは電気的なエネルギーで全体を加工するとい
う意味の造語です。現在、部品表面の微細構造の形成による成
果として期待されているのは光学機能、流れ制御機能、トライボロジ
機能などの新機能です。光学機能では効率の低下の原因になる
光の反射を防ぐために、透過率を最大限に高める表面の状態を追
求しています。「たとえば、蛾の眼には微細な凹凸があって光をすべ
て吸収し、反射しません。これに準ずるものを人工的に創ろうとして
いるのです。また、蓮の葉は撥水性があり、水を垂らしても表面は濡
れません。このように生物が持っている優れた機能も表面創成に応
用できると考えています」。流れ制御機能では撥水・親水に液体や
気体の動的な流れも含めた制御を探究しています。これは表面に何
らかの液体や流体を介して反応が進む化学反応型システムなどの
機能の促進にも役立ちます。トライボロジ機能は物体の摩擦や摩
耗が対象です。特に自動車などには重要な機能で、表面の摩擦係
数を減らしたり、逆に大きくすることで動力伝達効率を高めることが
できます。これらの研究中の手法が具現化できれば、これまで困難
であった材料にも低コストで微細テクスチャを施せるようになります。

「超高速ラピッドローテーション鏡面研削」は高機能表面を創成す
るためのベースであるナノ鏡面を効率的に研削するための新手法
です。粗い砥石の表面を平らにするトランケートドレッシングに砥石
と工作物の周速度を高速化するラピッドローテーション研削を組み
合わせて高効率な鏡面研削法の実現に取り組んでいます。砥石の
回る速度を高めるほど加工に使われるエネルギーは小さくなり、同時
に工作物の回転速度を高めると工作物への熱流入が少なくなり高
品位な表面が得られます。これは加工効率を促進するだけでなく、
省エネや環境保全にも役立つのです。
　「放電・電解放電加工による微細加工技術の開発」では、「ふ
れまわり放電加工によるバリ取り技術」と「電解放電加工によるセ
ラミックスの微細加工」を研究しています。「ふれまわり放電加工に
よるバリ取り技術」は長尺の細軸工具電極の回転時に起こる「ふ
れまわり現象」を利用した画期的な放電加工法で、小径穴裏側の
エッジ仕上げを効率的に行うことができます。「小径穴の裏側の縁
にはみ出した部分がバリです。これを除去する技術は難しく、加工
工程での難題でした。特にマイクロデバイスなどの精密なものに紛
れ込んだ場合、品質や性能を左右する大問題になります。それだけ
に、この加工法が実用化した時の貢献度は大きいと思います。放
電加工ですから導電性があれば、どのような材料にも用いることが
できます」。導電性がない素材に電気加工を施す方法を開発してい
るのが「電解放電加工によるセラミックスの微細加工」です。電解
液の中に対象物を浸して放電による微細加工を試みています。す
でにホウケイ酸ガラスに20μm以下の微細穴を加工するのに成功
し、現在は表面テクスチャリングに応用する研究を行っています。先
端のモノづくりを多岐にわたって支えるマイクロ・ナノオーダーの微
細加工の研究は着 と々成果を上げています。
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次代を担う先駆的なマイクロ・ナノオーダーの
微細加工技術を探究。応用分野は自動車から
産業機器、医療工学、ロボットまできわめて多彩

専門分野は生産工学・加工学。日産自動車㈱総合研究所で31年余にわたり
自動車に関する精密加工・超高速研削・微細加工による機能表面創成などの
研究開発に従事。かつてはドライブ、現在は社寺巡りを楽しんでいる。

太田 稔  OTA, Minoru

大学院工芸科学研究科　機械システム工学部門　教授

光学機能、流れ制御機能など
新たな表面機能の創出に挑む

バリ取りの新技術を開発し
電解放電による
微細穴加工に成功

13

電解放電テクスチャリング装置

バリ取り前後の工作物断面

電解放電加工の原理 電解放電加工状態
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　研究室では生命体の中で様々な役割を果たしているタンパク質
や抗酸化物質などの生体分子の構造と機能の研究を行い、これ
に基づく新たな機能性食品や医薬品の開発をめざしています。亀
井加恵子准教授の主な研究対象はメタボリックシンドローム・動脈
硬化の抑制を図るための「植物に含まれている生理活性物質」と、
抗マラリア薬の開発を目的にした「マラリア原虫等寄生虫の生存
に必須の代謝経路」です。メタボリックシンドロームは肥満・高血圧・
高血糖・高脂血症が重複して発症する複合生活習慣病です。「植
物由来ドラッグシーズの探索に桑葉を用いているのは、本学の嵯峨
キャンパス（生物資源フィールド科学教育研究センター）で桑を栽
培しており、継続して豊富に得られるからです。また、桑葉は中国で
は漢方薬に使われ、日本の関東地方ではお茶として飲まれてきまし
た。これは、桑葉に優れた生理活性物質が含まれている可能性を
示しています。桑葉の他にもベトナムの植物を使っています」。
　研究では、まず植物の生理活性評価及び機構解析を試験管レ
ベルや培養細胞レベルで試み、有効成分(ドラッグシーズ)を同定。
次に類似の構造を持つ物質を探り、構造の中で生理活性の要に
なる官能基や薬剤として最も効果が高い部分となるファルマコアを
突き止めます。この情報をもとにドラッグシーズの活性を高めたリード
化合物（新薬候補化合物）へ転換します。このようにシーズからリー
ド化合物への展開が機能性食品や医薬品の開発に繋がって行く
のです。この中でも、最初のシーズ化合物を探索するところを中心
に研究を行っています。このプロセスは抗マラリア薬の探究でも同
様です。10年前にスタートした京都大学医学部との共同研究では
桑葉を病態モデルマウスに経口投与することによってメタボリックシ
ンドロームが抑制されることが判明しています。また、2年前からショ
ウジョウバエを用いたターゲット遺伝子の同定に基づく新規抗メタボ
リック物質のスクリーニング方法の開発にも取り組んでいます。

　ショウジョウバエを用いるのは、数多くの利点があるからです。そ
の遺伝子はヒト遺伝子と類似点が多く、腸での消化システムなども
非常に似ており、有効成分が活性な状態で腸から吸収されたことを
評価することもできます。また、ショウジョウバエは幼虫の期間(4日
間)のみ餌を食べますが、幼虫の間は成虫時に複眼となる細胞は体
液中を浮遊しています。そのため、ターゲット遺伝子の導入によって
異常になる成虫の複眼の形態が、幼虫期に試料を与えることで改
善されれば、有効成分が体液から細胞に取り込まれて機能したこと
が分かります。つまり、成虫の眼を顕微鏡で観察するだけで有効性
が判断できるのです。さらに病態モデルマウスと比べて飼育が容易
であり、世代交代が早いので短期間での実験が可能な点もメリット
の一つです。実験の結果、経口投与した桑葉の含有量が増加する
ほど複眼の形態異常が減少したことから、桑葉中の抗酸化物質が
効いたことが判明しました。
　もう一つのテーマである、新たな抗マラリア薬の開発プロジェクト
は、留学生として研究室にいたベトナム人の医師の呼びかけで開
始されました。マラリア原虫のみが持っている生存に必須な細胞
内の機構を試験管内で再現する手法で、その阻害薬を簡便にスク
リーニングする方法を開発しました。現在は、ベトナムの植物や放線
菌の培養液から抗マラリア薬のシーズ化合物の探索を行っていま
す。抗マラリア活性の測定に関しては長崎大学熱帯医学研究所
に勤務するベトナム人の卒業生との共同研究です。「すでにマラリ
アに対する医薬品はいくつもあります。しかし、マラリア原虫は薬剤
に対し耐性を持つことがあるため、現在の医薬品もやがて耐性が生
じて効かなくなることがあります。ですから、新たな有効成分(ドラッグ
シーズ)を同定し、リード化合物を見出して将来に備えておくことが大
切なのです」。日本ではマラリアは1950年代の半ばに撲滅されまし
たが、地球温暖化などによって再発生する可能性は否定できない
のです。この他に化粧品の分野で有効なコラーゲン、食品関係で
は漬物の発酵過程の解明などの研究も企業からの依頼を受けて
行っています。化学の視点から生命現象を物質として扱い、機能性
食品や治療薬の開発に結びつく研究をしたい━これが亀井准教
授のポリシーです。ちなみに、研究室にはベトナムやタイなどアジア
からの留学生も多く、国際交流の場としても役立っています。

企業との共同研究でバクテリアが生産する物質の用途開発も行っています。

アミノ酸を定量する機械です。いろいろな分析機器を駆使して生体分子を分析しています。
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メタボリックシンドロームを抑制する植物由来
ドラッグシーズの探索と、新たな抗マラリア薬開発に
役立つスクリーニング方法の開発をめざす

専門分野は構造生物化学・機能生物化学。外国の大学との共同研究や3つ
の国際交流協定のコーディネーターをしている関係で海外では特にベトナムを
訪問することが多い。現地で日本の文化を披露するために、3年前から篠笛の
稽古に励む。

学生の皆さんと一緒に楽しく研究しています。

この装置を使って
生体分子を分離します。

亀井 加恵子  KAMEI, Kaeko

大学院工芸科学研究科　応用生物学部門　准教授

シーズからリード化合物への
発展が、機能性食品などの
開発に繋がる

化学の視点から生命現象を
物質として捉えた研究を展開
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　萩原良道教授は山本光学㈱との共同研究で流水抵抗を極限
まで低減したスイミングゴーグルを実現しました。この研究の起点に
なったのは平成8年（1996）に立ち上げた「表面に働く水の摩擦
抵抗低減の研究」プロジェクトです。たとえば、船舶やパイプライン
の金属面に沿って流れる水の摩擦抵抗はきわめて大きく、これをわ
ずかでも減らすことができれば、燃油節減やポンプ動力削減が図
れ、省エネルギー化に役立つというのが研究の観点でした。
　平成13年（2001）からはイルカの泳ぎにヒントを得て、新たな視
点から摩擦抵抗低減の方法を探り始めます。福井県にある越前松
島水族館でイルカが高速で泳ぐ時には表面に皺が生じ、さらに皮
膚が剥がれることを知り、この「剥がれ」が水の抵抗を減らしている
のではないかと考えたのです。「生物のプロセスやシステムにヒント
を得て、その原理を研究開発に活かすことをバイオミミクリーと言い
ます。たとえば、ベンツがデザインの着眼点にハコフグ（箱河豚）を
用いたことや、マジックテープがひっつき虫の持つ特性から発想さ
れたことなど、すでにいくつもの事例があります。砂漠に生息するカ
ブト虫の仲間が水分を吸収する仕組みが分れば、乾燥地域におい
ても人工的に水を集める方法が確立できるかもしれません」。このイ
ルカに関する英文学術誌論文は英国の出版社からプレスリリース
され、世界各国の科学関連ウェブサイトやPhotonics、Discover、

日経エコロジーなどに掲載され、NHKテレビ番組「アインシュタイン
の眼」に出演しました。
　スポーツ用品から産業用保護具までを製造販売している山本光
学㈱との出会いは平成18年（2006）に開催された第5回産学官連
携推進会議のパネル展示会場でした。先方の担当者が特に関心を
持ったのは萩原教授がイルカの摩擦抵抗の低減を探るために用い
ていた実験装置でした。数ヵ月後、研究室で話し合いが行われ、「ス
イミングゴーグルの抵抗測定に関する共同研究」がスタートしました。

イルカの泳ぎにヒントを得て新しい視点から摩擦抵抗低減を探究

　実験装置は上側が開いた開水路の仕様で、その底部にイルカ
の皮膚に相応するものを設置して大量の水を流し、水流の速度を
測定するものでした。これを流体力学に基づいたスイミングゴーグル
の形状抵抗の計測に応用したのです。平成19年（2007）に一般
人の泳ぎの最高速度に対応する高速流が得られるように実験装置
を改良し、小さな物体にかかる力を測定する新たな手法も確立しま
した。「通常、空気流などの測定では、装置の底部に抵抗を感知す
るセンサーを設置することで測定を行うのですが、水流の場合は底
部に穴を開けて仕掛けを施すと水漏れが起こるため、空気流の測
定のように容易に行うことができません。そこで上部から細くて薄い
板を吊して歪みを測る方法を発案しました。非常に有望な形式だと
思っています」。続けて、翌年にはJSTシーズ発掘試験（発掘型）の
助成を受けて、これを改良。さらに、実際の泳ぎに即した状態を再現
するために、金属の材料で人頭の一部を模したもの（人頭治具）に

スイミングゴーグルを装着して全体の形状抵抗が測定できるようにし
ました。そして、平成21年（2009）11月に系統的な測定によって流
水抵抗の大幅な低減を確認することができたのです。「このデータ
をデザインに反映させることによって製品化が決定し、近々新製品
が発売されます。販売先の評価も高いと聞いています。長期間にわ
たる共同研究を理解し、積極的に支援していただいたことに本当に
感謝しています。また、院生たちも修士論文作成の合間をぬって装
置改良と実験に全面的に協力してくれました」と、萩原教授は満足
げに微笑みます。完成したスイミングゴーグルは山本光学㈱製の従
来のレギュラーゴーグルと比較して流水抵抗が72%以上も低減さ
れ、レーシングタイプゴーグルにおいても21%以上低減という驚異
的な成果を上げています。なお、更なる性能の向上を目指し、開発を
計画している新しいゴーグル及び人頭治具を用いた測定法の一部
（原理）については特許申請を想定しています。

改良を繰り返した実験装置で流水抵抗の大幅な低減を確認
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×
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専門分野は熱工学・流体工学。オフタ
イムは新たな発見を求めて水族館の
探訪を続けている。これがイルカの「剥
がれ」を知るきっかけにもなった。幼い
頃から海のない京都市で育った反動
があるのかもしれないと自己分析。

萩原 良道
HAGIWARA, Yoshimichi

大学院工芸科学研究科
機械システム工学部門 教授

実験装置を前にして熱く語る萩原教授

実験装置を調整する学生

高いところでは、天井に届く高さを有する実験装置

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、科学技術相談、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

産学連携の窓口

創 造 連 携
セ ン タ ー



自動車素材の
FRP化を夢見て
頑張っています。

大学院工芸科学研究科
高分子機能工学専攻
2008年3月修了
日本ペイント株式会社　自動車塗料事業本部
電着塗料技術部　開発部

研究室の選択は
将来にも大きく
影響します。

活
躍
す
る

卒
業
生石川 隆士さん 

ISHIKAWA, Ryuji
鹿本 直志さん

SHIKAMOTO, Naoyuki

大学院工芸科学研究科
先端ファイブロ科学専攻
2008年3月修了
三菱自動車工業株式会社
開発本部　材料技術部

　中学時代はクラブ活動で器械体操に打ち込んでいた

ので、まだ将来的なことは考えていませんでした。高校に

入ってから化学と物理の授業が面白くなり、理系コース

に進学したいと思うようになりました。京都工芸繊維大学

を選んだのは、高校3年生の時に受講した予備校の先生

に、「専門的なことをやっている大学」と勧められたからで

す。でも、入学してから2回生の頃までは高校の授業の延

長みたいな感じで、講義に身が入りませんでした。やる気

が出てきたのは実験なども増え、専門的なことが次第に

学べるようになった3回生からです。

　大学院では高分子機能工学を専攻しました。高校の化

学で高分子を学び、プラスチックやゴムといった素材の可

能性に興味を持ったのが選んだ理由です。高橋雅興教授

の研究室で繊維高分子力学を研究しました。具体的には

物質の変形に関するレオロジーと呼ばれる分野です。実

験三昧の毎日で、ほんとうに楽しかったです。時間的にも

まったく自由で、昼過ぎに入って深夜まで取り組んだりし

ていました。現在も2ヶ月に1回程度は研究室に顔を出し

て後輩の研究の進捗状況を聞いたりしています。

　レオロジーの研究では塗料などが非常に重要な要素で

あり、大学で学んだことを活かせる企業として日本ペイン

ト㈱への就職を希望し、幸い入社することができました。

現在、電着塗装技術部の開発部に勤務しています。電着

塗装は車体の鋼板を錆から守るために行うもので、これ

に用いる優れた塗料を開発するのが私たちの仕事です。

実験室では上手くできても、工場では課題が生じたりす

るので、日々、試行錯誤を続けています。学生時代には、

あまり意識しなかった時間管理やコストに対する意識な

ど学ぶべきことも多々あります。

　研究室の選択は非常に大切で、将来にも大きく影響し

ます。ですから、1～2回生の時からどのような研究室が

あり、具体的に何を研究しているのかを探るべきだと思

います。先輩たちにも積極的に聞けば、分り易く教えてく

れるはずです。幅広い選択肢の中から確信を持って選ぶ

ことです。また、京都工芸繊維大学は工学系の学問分野

だけでなく、先頃、テレビでも紹介されていた伝統みらい

研究センターのように、伝統技術などの分野にも力を入

れて取り組んでいます。これらもできるだけ活用し、幅広

い知識を習得することをお勧めします。

学を選ばれた理由を教えてください。本

究室での学びは充実したものでしたか。研

社の動機や仕事の内容を聞かせてください。入
　高専時代に繊維強化プラスチック(FRP)を知り、この

素材をもっと深く学びたいと思ったからです。大学院では

環境にやさしい素材の開発を目的に、強化繊維にJuteの

紡績糸、樹脂に植物由来樹脂であるポリ乳酸(PLA)を用

いた複合材料を研究しました。深夜まで成形や実験を試

みることも多く、ほんとうに大変でしたが、仲井朝美先生

を始め多くの方々に支えられ、また数多くの学会で発表

する機会も与えていただき、実り多い日々を過ごすこと

ができました。言葉ではとても表せないほど感謝してい

ます。

　将来の進路については、かなり迷いました。ただ、「自

動車をFRPで造りたい」という思いは強く、高校時代から

自動車に興味があったことも選択の動機になりました。

米国での学会中に先生に相談し、現地のホテルでエント

リーシートを書きました。三菱自動車工業を選んだのは

i-MiEV(電気自動車)のことをニュースなどで知り、関心

を抱いたのがきっかけでした。ちょうどその頃、研究室の

社会人学生の中にOBの方がおられ、「この会社は任され

る範囲が広く、様々な経験ができ、達成感がある」と教え

ていただき、決めました。

　昨年の4月に入社し、3ヶ月間研修を終えた後、年末ま

では生産台数の増加に伴い生産ラインで組み立てを経

験しました。夏場は汗だくになりましたが、自分の造った

自動車がお客様に届くのが嬉しく、やりがいを感じまし

た。現在は材料技術部で自動車に使用する有機材料のス

ペック(強度や環境基準)の作成、その試験方法の検討、新

材料の研究などを行っています。大学院での勉強がその

まま役立つ仕事です。配属されてまだ1ヶ月ほどしか経っ

ておらず、文字通りこれからですが、自動車素材のFRP化

を夢見て頑張っています。

　自分の経験に基づく助言ですが、あまり深く考え過ぎ

ないことも大事だと思います。やりたいことがあれば、そ

れをとことんやってみる。ただし、決めた以上は挑み続け

る勇気も必要です。それから、これは現在の私自身の課

題でもあるのですが、社会人として重要なのはスピード

感を持って仕事をすること。学生時代から、つねにこの点

を意識して勉学に取り組むことをお勧めします。先生のご

好意によって多くの出会いを得ることができたのも貴重

な財産になっています。在学中から社会人の方々と接す

る機会を積極的につくっていくべきだと思います。

学に進まれた動機を聞かせてください。本 のような仕事をしておられるのですか。ど

2019

現在の会社を選ばれた理由は何ですか。 輩へのメッセージをお願いします。後輩へのアドバイスなどをお願いします。後
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豆腐も上手に分けられていますよね。これと
同じように、細胞増殖因子をタンパク質ビー
ズに固定することで、この細胞はここで増え
なさい、このように分化しなさい…といった
具合に、非常に小さな空間での誘導・制御
ができるようになったのです」。森センター長
は自らの研究を進めながら、本センターをさら
に進展させるために、京都の他大学との共
同研究なども実現したいと考えています。

　本センターの井上喜博准教授は疾患
モデルショウジョウバエによってヒト疾患
発病メカニズムの解明と新たな疾患治療
薬の開発や診断マーカーの探索に挑んで
います。ショウジョウバエを用いるのはガン
を始めとするヒト疾患原因遺伝子の約８

割がショウジョウバエにも存在し、しかも約
100年に及ぶ研究の積み重ねによって遺
伝子の解析手法が確立されているからで
す。また、世代交代が早いために速やかに
実験結果が得られ、飼育がし易いことも利
点です。これまでに本センターでは、がん関
連、糖尿病Ⅰ・Ⅱ型の疾患モデルショウジョ
ウバエを開発しています。他に白血病、神
経変性疾患（ポリグルタミン病）、筋ジストロ
フィーのモデル（応用生物学部門 山口政
光教授）の研究も行われています。
　「たとえば、ガン細胞では染色体の数が
変化していきます。これが悪性化の原因の
ひとつです。これがどのような遺伝子の変
化によって起きるのかを探っています。すで
に、ショウジョウバエの特定の遺伝子を破
壊すると、がん細胞に似た異常が生じること
が分かってきました。また、これからは個々の
遺伝子の探究だけでなく、他の遺伝子との

相互関係も解明して全体像を把握したいと
考えています」。人間にもショウジョウバエと
同様の遺伝子があるので、この疾患モデル
ショウジョウバエによる探索がヒト疾患発病
の原因解明に繋がり、新たな抗癌剤（増殖
阻害剤）の開発にも役立つのです。また、
糖尿病に関連した遺伝子の異常を持つ
ショウジョウバエは栄養状態などが悪化し、
結果的に小型化します。現在、井上准教授
はこれを通常の大きさに戻す試薬の開発を
計画しています。さらに、研究過程で精子の
数が極端に減少することも突き止めました。
これはインスリンが精子を生み出すのに関
与していることを意味しており、今後の医療
に役立つ可能性を秘めています。昆虫と人
間はあきらかにシステムが異なるというのが
旧来の考え方でしたが、今日では次第に医
学界との共同研究も増加し、昆虫バイオメ
ディカルへの期待が高まっています。

昆 虫 バ イ オ メ デ ィ カ ル 教 育 研 究 セ ン タ ー

昆虫（カイコ）ウイルスを用いた組織再生の
研究、疾患モデルショウジョウバエによる
新たな治療薬の探究などで
次代の医療に貢献

Insect Biomedical Insect Biomedical 
Research Center

　平成22年（2010）1月に「昆虫バイオメ
ディカル教育研究センター」が新設されまし
た。平成21年末まで教育研究プロジェクト
センターとして活動を続けてきた「昆虫バイ
オメディカル研究センター」（平成17年4月
設置）を基盤にしたもので、森肇教授がセン
ター長に就任しました。本センターでは医療
に貢献するために、昆虫（カイコ）ウイルスを
用いた組織再生の研究、疾患モデルショウ
ジョウバエによる新たな治療薬の探究など
を行っています。
　森センター長は再生医療をテーマに細
胞増殖因子など特定の細胞に情報を伝達
するサイトカインをカイコウイルスからの多角
体（タンパク質微結晶）に固定化したタンパ
ク質ビーズを作製し、1細胞からの細胞増

殖と分化誘導を試みています。特にカイコ
を選んだのはこの昆虫がタンパク質の優れ
た「生産工場」であり、ビーズやチップへの
加工が可能だからです。カイコの研究その
ものは以前から行われてきましたが、タンパ
ク質のビーズ化やチップ化は最先端の取
り組みです。
　人間の身体は細胞の集合体です。数多
くの細胞が集まって組織がつくられ、さらに
器官・臓器が形成されています。複数の細
胞を平面的にも立体的にもしかるべき位置
に的確に配置してはじめて眼なら眼、神経
なら神経、皮膚なら皮膚としての機能を発揮
します。この誘導と制御が組織再生の要な
のです。ちなみに、iPS細胞は万能細胞の
一種として知られていますが、これを増殖さ
せるだけでは何も再生することはできません。
「たとえば、すき焼きを思い浮かべてくださ
い。お鍋に仕切りはないけれども、肉も葱も

タンパク質のビーズ化で
1細胞からの増殖と分化誘導を

細胞１個ずつの特徴を調べることができるフローサイトメーター

高性能顕微鏡を使って、細胞が増殖する様子を観察する

ずらりと並んだ疾患モデル系統

セ ン タ ー だ よりセ ン タ ー だ よりセ ン タ ー だ より

井上 喜博

森 肇

INOUE, Yoshihiro

MORI, Hajime

昆虫バイオメディカル教育研究センター
准教授
専門分野 ： 細胞生物学、発生遺伝学

昆虫バイオメディカル教育研究センター長
大学院工芸科学研究科
応用生物学部門教授
専門分野 : 応用昆虫学、分子生物学

ヒト疾患発症メカニズムを探り
新たな抗癌剤などの開発に繋げる



　今回は、先ごろ美術工芸資料館で開催した展覧会、「建

築家・本野精吾展―モダンデザインの先駆者―」（2010年

1月18日～3月11日）において、はじめてその全体像を伝える

ことのできた本野精吾（1882～1944年）に関係する収蔵

品について紹介したい。

　この展覧会は、モダニズムの建築やデザインの黎明期に

京都を拠点に活躍し、京都工芸繊維大学の前身校のひと

つである京都高等工芸学校の教授を務めた本野精吾に焦

点を当て、その活動の幅広さを紹介するとともに、彼の仕事

を通して、広く日本のモダニズム建築やデザインについての

新しい視点を提示しようとするものであった。

　本野精吾は、本野盛亨の5男として、1882年に東京で生

まれている。父・盛亨は、大蔵省に勤務した後に、読売新聞

を創業した一人としても知られる。また、本野精吾の兄弟た

ちも、後に、外務大臣や読売新聞社長、京都帝国大学教

授などを務めるなど、さまざまな分野で幅広く活躍した。その

ような恵まれた家庭環境に育った本野精吾は、1906年、東

京帝国大学建築学科を卒業後、三菱合資会社地所部（現

在の三菱地所設計）に就職し、設計実務の仕事に携わって

いる。しかし、1908年、当時、京都高等工芸学校教授だっ

た武田五一（1872～1938年）の強い招きによって、京都

高等工芸学校の図案科教授に就任する。そして、1943年

に退官するまでの35年間の長きにわたって、同校の図案科

長を務めるなど、武田五一の後を引き継いで、現在の京都

工芸繊維大学へと続く建築とデザインにまたがる造形教育

の基礎を築いた。

　彼が設計を手がけた代表的な建築としては、①「西陣織

物会館」（現・京都市考古資料館、1914年）、②「本野精

吾自邸」（1924年）、③「鶴巻鶴一（京都高等工芸学校校

長）邸」（現・栗原邸、1929年）、④「京都高等工芸学校本

館」（現・京都工芸繊維大学3号館、1930年）などがある。そ

して、いずれの建物も、国の登録文化財（④）や京都市の指

定文化財（①）、近代建築の保存を提唱する国際的な学術

組織であるDOCOMOMOの日本支部の選定建築物（②及

び③）になるなど、近年、その文化財的な価値が認められて

いる。

　また、本野の活動は、建築だけにとどまらず、食器や工芸、

グラフィック・デザイン、舞台デザイン、衣装デザイン、家具、

インテリア、そして、船体デザインに至るまで、幅広い分野に

及んだ。1927年には、当時、最大規模の建築運動団体で

あった、「日本インターナショナル建築会」の設立の中心と

なる。また、後に、『ニッポン』（1934年）などの著作を通して

「桂離宮」に光を当てることになる著名なドイツ人建築家の

ブルーノ・タウト（1880～1938年）の1933年の来日を実現

させている。さらに、その後も、広告についての研究団体「プ

レスアルト研究会」を設立して機関誌を編集するなど、本野

は、建築やデザインの普及にも尽力した。

　いずれの活動も、20世紀初頭に始まる近代建築運動で

ある、モダニズムの理念や方法に基づくものである点では

共通している。しかし、その一方で、日本や京都に特有のあり

方を模索し、装飾的なものを拒むことなく柔軟に取り入れる

など、その手法は幅広く、従来のモダニズムの見方では捉え

きれないものも多数見受けられる。そうした意味で、本野の

活動は、広くモダニズムの見直しが進められつつある現代に

あって、その新しい見方を提示してくれる貴重な存在にもな

り始めているといえるだろう。

　幸いなことに、今回の展覧会では、本野精吾のご遺族か

ら、数年来にわたって、設計原図や紙焼写真だけでなく、家

具や自筆の原稿類に至るまで、数多くの貴重な資料の寄贈

を受けてきた。また、「旧・鶴巻鶴一邸」や「旧・大橋邸」の関

係者や京都高等工芸学校の卒業生からも、資料の提供や

寄贈などの協力を得てきた。こうした寄贈資料を含めて、展

覧会開催の時点で、美術工芸資料館には、本野関連資料

が、およそ840点収蔵されている。さらに、既存の収蔵資料

の中には、本野が教育を行った当時の学生たちの卒業制

作作品も多数含まれている。これらもまた、造形教育の歴史

を知る上での貴重な資料である。そして、何よりも、2008年

に国の登録文化財に指定された、現在の3号館、倉庫、門

衛所という本野の手がけた複数の建築作品が、大学構内

に現存することの意味は大きい。

　おりしも、2009年は、京都工芸繊維大学が戦後の新制

大学として創立されて60周年の節目の年にあたっている。

このような中で、草創期の建築とデザインにまたがる造形

教育を展開した中心人物でもあった本野精吾の活動を振り

返ることは、大学の歴史的伝統やアイデンティティを再確認

し、さらに、今後の造形教育のあり方を考える上でも、大きな

手がかりを与えてくれるに違いない。そして、それは、京都だけ

にとどまらず、広く、日本や世界におけるモダニズムとは、どの

ような問題意識と方法を持っていたのかを再考する上でも、

貴重な視点を与えてくれることだろう。

　美術工芸資料館では、これまで、過去10年間にわたっ

て、日本の近代建築を代表する建築家の一人である村野

藤吾（1891～1984年）の仕事を紹介する「村野藤吾建

築設計図展」を開催してきた。また、その他にも、モダニズム

建築運動の最重要な建築家といわれるル・コルビュジエに

学んだ吉阪隆正（1917～1980年）、その作品である「森

の墓地」がユネスコの世界文化遺産にも登録された北欧

スウェーデンのグンナール・アスプルンド（1885～1940年）

といった建築家の展覧会や、古今東西の建築物を構造デ

ザインの視点から紹介する「アーキニアリング・デザイン展」

など、建築に関する巡回展も行ってきた。残念ながら、日本

にはまとまった形での公的な建築博物館は存在しない。こう

した中で、教育と研究の場である大学に設置された博物館

として、建築に関する資料を収集し、展示活動を続けること

は、広く建築文化を後世に伝えると共に、未来へとつながる

建築教育の実践でもあるのだと思う。今後も、独自な視点か

ら、建築資料の収集作業と展示活動を継続していきたいと

考えている。

美術工芸資料館教授　松隈 洋

1. 本野邸設計図（1923年／AN.5342-05）

2. 丸テーブル
（1920年代／AN.5237）

3. 舞台衣裳デザイン
（ダンサニー「宿の一夜」／1923年
／AN.4888-30）

5. 出雲丸室内パース
（1939年頃か／AN.5342-07）

4. 舞台デザイン（ヘルマン・バング「兄弟」／1923年／AN.4888-28）
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　学部生及び大学院生等を対象に、「やる気のある人のための英語イブニング
セミナー」（全11回）と、「TOEIC集中特訓セミナー」（全２回）を実施しました。
　英語イブニングセミナーは、大学やNHK文化センターで英語講師を勤めなが
ら、日本文化についての情報を英語で発信し続けるジュディス・クランシー氏を講
師として招き、英会話力のブラッシュアップを目的に実施しました。
　kyotology（京都学）を専門とするジュディス・クランシー氏によるセミナーは、
京都の史跡や伝統工芸、ひいては日本の侘び・さびの文化まで深く考えさせるす
ばらしい内容で、英会話力アップだけではなく、日頃「日本人でありながら、日本の
伝統文化を知らない／紹介できない」と感じている学生・職員に、改めて日本文
化を学ぶ機会を提供することとなりました。
　また、TOEIC集中特訓セミナーは、異文化コミュニケーションおよびTOEIC、
TOEFLなどの言語能力テストのスペシャリストであるロバート・ヒルキ氏を講師に
招き、TOEICスコア向上を目的に実施しました。
　セミナーでは、まずは、異文化の人と良い関係を築くには何が必要かという、英
語学習の意義を学生に十分認識させた上で、TOEICのパート別対策の解説と演
習が行われました。
　両セミナーとも、初開催にもかかわらず、申し込み開始後数日で募集定員に達
するなど、英語能力習得に学生の関心が高いことがうかがえました。

　明治神宮外苑をメイン会場として開催された「東京デザイナーズウィーク
２００９」の学生作品展で、本学の学生の作品が、「PREMIO賞（学生賞）」を、ま
た、展示ブースが「PREMIO賞（学校賞）」を受賞しました。
　今年の学生作品展のテーマは『「GREEN LIFE」〜生活のもっと身近に存在
する住空間から環境を考えるGREENデザインプロジェクト〜』で、国内外３３校
３９グループが参加、約５００作品が出展され、造形工学課程３回生の太田梨菜さ
んの作品「卓庭」が「PREMIO賞（学生賞）」を受賞しました。
　また、今年は個々の作品だけでなく展示ブースのデザインにも力を入れ、展示
ブースを対象とした「PREMIO賞（学校賞）」も併せて受賞しました。

　美術工芸資料館において、「建築家本野精吾展 －モダンデザインの先駆者－」
を開催しました。
　この展覧会は、本学の前身校のひとつである京都高等工芸学校の教授であっ
た、本野精吾(1882-1944)についての初めての展覧会で、建築やデザイン活動な
ど、その幅広い業績の一端を紹介しました。
　本野の建築作品では、本学の3号館（旧京都高等工芸学校本館）を含む４つの
作品が現存しており、そのいずれもが国や市などの登録文化財などとして高い評
価を受けています。
　また、本野の活動は、建築にとどまらずインテリアや家具、食器、工芸、グラフィッ
ク、舞台、衣装、船体デザインなど幅広い分野に亘っており、２月１３日（土）に実施し
た記念シンポジウムは立ち見も出るほどの盛況で、日本のモダニズム建築及びデ
ザインのあり方を再考する良い機会となりました。

　東京・上野の国立科学博物館においてHome Coming Day（東京地区同窓生
懇親会）を開催しました。
　このHome Coming Dayは、京都で開催される同窓会などに出席する機会の
少ない関東地区の同窓生が、母校に思いを馳せ旧交を温める機会とすることを
目的に、国立科学博物館に出展していた「大学サイエンスフェスタ」の会期に合
わせて開催したものです。 
　訪れた同窓生は、「大学サイエンスフェスタ」の展示を観覧し、懐古の念を新た
にするとともに、現在の教育研究内容を興味深げに見学していました。
　今回のHome Coming Dayは、大学の本拠地である京都から遠く離れた東京で
開催されたにも関わらず、前身校時代の卒業生から平成の卒業生まで幅広い年代
の同窓生が出席し、学長及び理事をはじめ総勢約８０名の盛大なものとなりました。

　美術工芸資料館では、文化庁「平成２１年度美術館・博物館活動基盤整備支援
事業」に採択された『小学生向けポスター教材「KIT・Kit」の製作とそれを利用し
た地域交流の試み』の取組の一環として、地元小学校の児童を対象にポスター
づくり教室を開催しました。
　この取組で用いた学習教材「KIT・Kit」（キット・キット：「KIT」は本学の英語名
の略称）は、本学の授業科目「博物館実習」を受講している学生が中心となり、資
料館が所蔵する東西の多様なポスターを用いて考案・製作したもので、大きさの
異なる文字や図柄を用いてレイアウト効果を学習するものなど5種類で、通常の
絵画とは異なるポスターの意味・意義を気づかせる内容となっています。
　ポスターづくり教室当日は、小学生たちは、ポスター特有の仕組みである絵と
文字の関係について学習した後、「KIT・Kit」を用いて、地元「松ヶ崎」をテーマに
地域を紹介するポスターを制作しました。完成したポスター作品は、同資料館に
展示され、訪れた人々は子どもたちの柔軟な発想が詰まったポスター作品を通し
て、この教材の実用性と、子どもたちの地域に対するユニークな視点を知ること
となりました。

　本学は京都府立大学と、相互の大学間での編入学の支援を図るための覚
書を締結しました。
　この覚書は、両大学に京都府立医科大学を含めた３大学包括協定の趣旨
に基づき、本学と京都府立大学間での編入学を希望する学生を支援するとと
もに、教育の充実及び発展を図るため、双方からの編入学志願者からは受験
料及び入学料を徴収しないこととするものです。
　この覚書の締結により、両大学の学生の進路の選択肢が幅広くなることが
期待されています。

　さらに、「切削加工ドリームコンテスト出展プロジェクト」チームが、株式会社森精
機製作所主催の「第６回切削加工ドリームコンテスト」において、アカデミック部門
で銀賞を受賞し、一昨年の金賞、昨年の銅賞に続き３年連続の入賞となりました。
　本学チームは、直径0.3mmの小径真鍮パイプに中ぐり・溝入れ加工を行った作品
を出展しました。これらの加工は、一般に用いられるサイズのバイト工具では不可
能であり、超小型のマイクロバイト工具が必要になるが、そのような工具は市販され
ていないので、工具を自作するところから始め、今回の受賞に結びつけました。

ロバート・ヒルキ氏によるセミナー

ジュディス・クランシー氏によるセミナー クランシー氏の著書：
『Exploring Kyoto:
On Foot in the Ancient
Capital』

KIT・Kitを用いて制作されたポスター

KIT・Kitを用いた学習

「建築家本野精吾展
ーモダンデザインの先駆者ー」
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英語イブニングセミナー、TOEIC集中特訓セミナーを実施

「学生と教員の共同プロジェクト事業」の健闘が光ります

京都高等工芸学校（本学の前身校）教授
『本野精吾』の業績を紹介する初の展覧会を開催しました

小学生向けポスター教材「KIT・Kit」を考案・製作し、
ポスターづくり教室を実施しました

Home Coming Day（東京地区同窓生懇親会）を開催しました

京都府立大学と編入学に関する覚書を締結しました
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古川敏一同窓会顧問による乾杯

松原藤好同窓会
会長代行による挨拶

太田梨菜さんの作品「卓庭」

展示ブースの様子

PREMIO賞（学生賞）の受賞

PREMIO賞（学校賞）の受賞

本学の出展作品 表彰式の様子

握手を交わす江島義道学長（左）と竹葉剛京都府立大学長

春季休業 ４月  １日（木）〜４月４日（日）
入学宣誓式 ４月  ５日（月）
学部、課程オリエンテーション ４月  ６日（火）
前学期授業開始 ４月  ７日（水）
大学創立記念日 ５月３１日（月）
前学期授業終了 ７月２７日（火）
前学期試験 ７月３０日（金）〜８月  ５日（木）
夏季休業 ８月  ６日（金）〜９月３０日（木）

後学期授業開始 １０月  １日（金）
冬季休業 １２月２４日（金）〜１月６日（木）
後学期授業終了   ２月  ８日（火）
後学期試験   ２月１４日（月）〜２月１８日（金）
春季休業   ２月１９日（土）〜３月３１日（木）
卒業証書・学位記授与式   ３月２５日（金）

前学期

平成22年
4月   1日（木）〜
9月30日（木）

平成22年
10月   1日（金）〜
平成23年
   3月31日（木）

後学期
平成２２年度　学年暦（学部）



●再生紙を使用しています。

平成23年度  京都工芸繊維大学  入学試験関係日程表

4月以降の主なイベント

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

4月5日 入学宣誓式 無料 無 総務企画課総務企画係
TEL : 075-724-7014 京都コンサートホール

4月10日〜6月26日 京のサスティナブルデザイン講義
（基本的に隔週土曜日開催） 有料 有 学務課学務企画係

TEL : 075-724-7133 センターホール

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。

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。

3月15日（月）〜4月30日（金）	 「浅井忠と京都　1900年〜1907年」展
3月23日（火）〜4月30日（金）	 「世相を映す −ポスターに見る近代ヨーロッパ−」展
5月10日（月）〜6月下旬		 荒川修作＋マドリン・ギンズ：天命反転プロジェクト
7月12日（月）〜9月16日（木）	 近代ポスター展（仮称）
8月（会期未定）	 戦時下染織文様（寺田コレクション）展（仮題）

美術工芸資料館
展 覧 会

INFORMATION

学　部

大学院

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

３年次編入学 ４月上旬
推薦：５月２０日（木）〜５月27日（木） ６月１９日（土） ７月１日（木）
一般：７月１５日（木）〜７月22日（木） ８月２４日（火）、８月２５日（水） ９月２日（木）

AO入試 6月下旬 ９月３０日（木）〜１０月７日（木）
　　第1次選考 ： 10月30日（土） 第1次選考 ： 11月11日（木）

最 終 選 考 ： 11月27日（土）・28日（日） 最 終 選 考 ： 12月9日（木）
社会人特別入試 6月下旬 ９月３０日（木）〜１０月７日（木） 11月27日（土） 12月9日（木）

私費外国人留学生 ４月上旬 8月31日（火）〜  9月6日（月）   9月22日（水）   9月30日（木）

一般入試 10月上旬 1月24日（月）〜  2月2日（水）
前期 ： 2月25日（金）・26日（土） 前期 ： 3月8日（火）
後期 ： 3月12日（土）・13日（日） 後期 ： 3月23日（水）

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

博
士
前
期
課
程

推薦入学（大学卒業見込者）
３月下旬 ６月１０日（木）〜６月１７日（木） ７月３日（土）   ７月１５日（木） （応、生、高、物、電、情、

機、デ経、先、バ）推薦入学（高専専攻科修了見込者）

一般入試（学部3年次学生含む） ３月下旬

第Ⅰ期　資格認定申請締切　6月25日（金）
7月15日（木）〜7月22日（木） 8月18日（水）・19日（木）   8月30日（月） （全）

第Ⅱ期　資格認定申請締切　7月30日（金）
8月31日（火）〜9月6日（月） 9月21日（火）・22日（水） 10月7日（木） （応、生、高、先、バ）

第Ⅲ期　資格認定申請締切　12月3日（金）
12月15日（水）〜12月22日（水） ２月９日（水）・１０日（木）   ２月１７日（木） （生、高、物、情、機、デ

経、先、バ）

社会人特別入試 ３月下旬

第Ⅰ期　資格認定申請締切　6月25日（金）
7月15日（木）〜7月22日（木） ８月１８日（水）   ８月３０日（月） （機、デ経、造、先）

第Ⅱ期　資格認定申請締切　12月3日（金）
12月15日（水）〜12月22日（水） ２月９日（水）   ２月１７日（木） （造形以外）

外国人留学生特別入試 ３月下旬

第Ⅰ期　資格認定申請締切　6月25日（金）
7月15日（木）〜7月22日（木） ８月１８日（水）   ８月３０日（月） （機、先）

第Ⅱ期　資格認定申請締切　12月3日（金）
12月15日（水）〜12月22日（水） 2月9日（水）・10日（木）   ２月１７日（木） （全）

秋季入学（一般入試）

３月下旬 資格認定申請締切　6月25日（金）
  7月15日（木）〜  7月22日（木） 8月18日（水）・19日（木）   8月30日（月）

２２年度入学者選抜
（応、電、造、デ科、建、先）

秋季入学（社会人特別入試） （応、電、情、造、デ科、
建、先、バ）

秋季入学（外国人留学生特別入試） （応、物、電、情、機、造、
デ科、建、先、バ）

博
士
後
期
課
程

一般入試

社会人特別入試
３月下旬

第Ⅰ期　資格認定申請締切　7月30日（金）
8月31日（火）〜9月6日（月） 9月21日（火） 10月7日（木） （全）

第Ⅱ期　資格認定申請締切　12月3日（金）
12月15日（水）〜12月22日（水） ２月９日（水）   ２月１７日（木） （全）

外国人留学生特別入試 ３月下旬 資格認定申請締切　12月3日（金）
12月15日（水）〜12月22日（水） ２月９日（水）   ２月１７日（木） （全）

秋季入学 （一般入試・社会人特別入試・
　　　　　  外国人留学生特別入試） ３月下旬 資格認定申請締切　6月25日（金）

7月15日（木）〜7月22日（木） ８月１８日（水）   ８月３０日（月） ２２年度入学者選抜
（全）

※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、  電 ： 電子システム工学専攻、  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、  デ科 ： デザイン科学専攻、  建 ： 建築設計学専攻、  先 ： 先端ファイブロ科学専攻、  バ ： バイオベースマテリアル学専攻
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