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ご挨拶

田嶋 邦彦

京都工芸繊維大学
創造連携センター長

（平成２5年６月１1日現在）

  新会員企業 ご紹介  新会員企業 ご紹介 平成２４年６月以降、新たに1010企業・団体に入会いただきました。
日本写真印刷株式会社日本写真印刷株式会社
（〒604-8551　京都市中京区壬生花井町3）

株式会社たまゆら株式会社たまゆら
（〒573-0094　大阪府枚方市南中振3-5-1）

ローム株式会社ローム株式会社
（〒615-8585　京都市右京区西院溝崎町21）

ウィンドナビ株式会社ウィンドナビ株式会社
（〒606-0005　京都市左京区岩倉南池田町72-1）
株式会社エマオス京都株式会社エマオス京都
（〒615-0055　京都市右京区西院西田町26）

ナルックス株式会社ナルックス株式会社
（〒618-0001　大阪府三島郡島本町山崎2-1-7）

デザイナーフーズ株式会社デザイナーフーズ株式会社
（〒464-0858　名古屋市千種区千種2-22-8名古屋医工連携ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ207）

株式会社タナベ株式会社タナベ
（〒602-8141　京都市上京区西堀川通丸太町上ル上堀川町121）

株式会社梅田製作所株式会社梅田製作所
（〒627-0002　京丹後市峰山町矢田699）
日東精工株式会社日東精工株式会社
（〒623-0054　綾部市井倉町梅ヶ畑20）

 新任ご挨拶 新任ご挨拶 産学官連携コーディネーター

平成２４年度 会員企業・団体との共同研究実績平成２４年度 会員企業・団体との共同研究実績
平成２４年度において、１3企業・団体と１3企業・団体と１5１5件の共同研究を行いました。
ますます、連携が深まるよう期待いたします。

　京都工芸繊維大学創造連携センター事業協力会会員の皆様におかれまして
は、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平成２１年にインキュベーション
センターとの統合を経て設立された創造連携センターも、前身である地域共同
研究センターの時代から数えると設立２４年目を迎えることができました。本
センターが産学官連携および地域連携を推進する機関として活動を続けてこら
れたことは、事業協力会会員企業の皆様のご理解、ご支援のおかげであると、セ
ンター関係者一同深く感謝いたしております。
　東日本大震災から２年が経過し、イノベーションが強く求められる今、創造連

　この 4 月 1 日付をもちまして、創造連携センターの産学官連携コーディネーターに着任いたしました、
小島 義己（こじま よしみ）と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　私は、大学院を卒業後、大手電機メーカーの中央研究所にて、有機半導体関連の研究をしておりました
が、運良く事業に結びつく成果が出ましたので、事業本部へ異動し事業立上を致しました。その間、商品企
画、研究開発、商品開発、生産、品質管理、市場対応等「ものづくり」の川上から川下まで経験して参りました。
　その後、地方行政に移り、地域経済の活性化のための産官学連携の仕事や中小企業支援機関を任されて
おりました。その間、地域の多くの中小企業と知り合いになり、経営支援、新事業化支援、経営基盤構築支援
等を行って参りました。
　今後、事業協力会の皆さま方とは、多くの接点を持ち、一緒に仕事をさせていただきたく思いますので、
ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

携センターが積極的に推し進める産学官の「連携」がますます重要になっています。大学の三大使
命である「教育」「研究」「社会貢献」を関連させて遂行する本センターでは、事業協力会会員の皆様
との交流会や研究会等あらゆる機会に情報を交換し、素材からデザインにいたる広範な専門分野
を持つ本学教員との連携強化に取り組むことが重要と考えております。
　本学特有の「知」と、事業協力会様を中心とする強力なネットワークによる有機的な連携による
相互発展をさらに推進する所存です。
　今年度も一層のご理解とご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。
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平成２５年度 創造連携センターの主な産学官連携活動（予定）
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平成２４年度 創造連携センターの主な産学官連携活動

平成24年4月11日-13日
平成24年4月25日-27日
平成24年6月12日

平成24年6月19日-20日
平成24年6月27日
平成24年7月20日

平成24年8月4日
平成24年8月24日
平成24年8月30日-31日
平成24年9月4日
平成24年9月5日-7日
平成24年9月6日-7日
平成24年9月12日

平成24年9月27日-28日
平成24年10月15日
平成24年10月17日-18日
平成24年10月24日-26日
平成24年10月25日
平成24年10月27日-28日
平成24年11月1日-2日
平成24年11月9日
平成24年11月15日
平成24年11月16日
平成24年11月17日
平成24年12月6日
平成24年12月12日
平成24年12月17日
平成25年2月1日
平成25年2月8日
平成25年2月21日
平成25年3月16日-17日
平成25年3月20日
平成25年3月21日
平成25年3月22日
平成25年3月26日
平成25年3月15日-6月30日

平成25年5月8日-10日
平成25年5月21日
平成25年6月11日

平成25年6月28日
平成25年7月26日
平成25年8月3日
平成25年8月27日-28日
平成25年8月29日-30日
平成25年10月3日-4日
平成25年10月中旬
平成25年10月24日-26日
平成25年10月下旬
平成25年10月31日-11月1日
平成25年12月6日
平成25年12月上旬～中旬
平成26年2月下旬
随時
随時
随時
随時
随時

Photonix2012 アカデミックフォーラム（会場：東京ビッグサイト）
BIOtech2012 アカデミックフォーラム（会場：東京ビッグサイト）
創造連携センター事業協力会（役員会・総会・講演及びポスタートーク・交流会・企業パネル展・研究室及び
実験室特別見学）（会場：60 周年記念館）
KIT－NISSIN 総括技術交流に基づく「組み込み系 Linux 技術講習会」（会場：京丹後キャンパス）
第 3回 KIT－KSPF 連携交流会（会場：総合研究棟多目的室）
京都工芸繊維大学（KIT）技術交流会「京のものづくりを考える－伝統芸能の応用から最先端加工・プロダクトデ
ザインまで－」（会場：総合研究棟多目的室）
第 1回おもしろ科学教室 in 京丹後市（会場：京丹後市織物・機械金属振興センター）
平成 24 年度第 1回事業経営・技術相談会（会場：京丹後市役所峰山庁舎）
第 25 回国立大学法人共同研究センター専任教員会議
第 1回大学発ベンチャー企業との経営研究会（会場：創造連携センター）
JASIS2012（分析展 2012 ／科学機器展 2012）
先端技術研修「組み込み系 Linux 実践」技術講習会（公開講座）
KIT－NISSIN 総括技術交流に基づく特別講演「SiC やサファイア基板等の鏡面研磨加工について」（会場：株式会
社日進製作所）
イノベーション・ジャパン 2012、第 11 回産学官連携推進会議（会場：東京国際フォーラム）
KIT－DESIGNERFOOS 研究交流会（会場：創造連携センター）
中信ビジネスフェア 2012（会場：京都府総合見本市会館パルスプラザ）
びわ湖環境ビジネスメッセ（会場：滋賀県立長浜ドーム）
異業種京都まつり（主催：京都産業 21、会場：京都全日空ホテル）
京都産業まつり（主催：京都商工会議所、会場：みやこめっせ）
第 24 回国立大学法人共同センター長等会議及び第 13 回四工大地域共同センター等会議
岩手ネットワークシステム産学官連携交流会 in 京都（会場：総合研究棟）
京都産学公連携フォーラム（会場：京都工業会館）
第 2回大学発ベンチャー企業との経営研究会（会場：創造連携センター）
第 2回おもしろ科学教室 in 京丹後市（会場：京丹後市織物・機械金属振興センター）
イノベーションフェア関西（主催：科学技術振興機構、会場：大阪国際会議場）
知的財産権研修（共催：知的財産センター、会場：総合研究棟）
京都のベンチャー・中小企業の技術展示会（会場：オムロン草津事業所）
KIT－NITTO 研究交流会（会場：総合研究棟）
第 3回大学発ベンチャー企業との経営研究会（会場：創造連携センター）
京都ビジネス交流フェア（主催：京都産業 21、会場：京都パルスプラザ）
科学・技術フェスタ in 京都（主催：内閣府、会場：京都パルスプラザ）
理科わくわく教室－地球のことを考えてみよう－（会場：京丹後市峰山地域公民館）
平成 24 年度第 2回事業経営・技術相談会（会場：京丹後キャンパス）
株式会社タンゴ技研、株式会社積進、大善株式会社を企業訪問
KIT－KANEKA 研究交流会（会場：創造連携センター）
ダイガク×チカテツ　駅ナカアートプロジェクト（会場：市内地下鉄８駅）

BIOtech2013 アカデミックフォーラム（会場：東京ビッグサイト）
平成 25 年度 第 1回大学発ベンチャー企業との経営研究会（会場：創造連携センター）
創造連携センター事業協力会（役員会・総会・講演会・ショートプレゼン・ポスターセッション・交流会・ポスター
展示・研究室及び実験室特別見学）（会場：60 周年記念館）
「組み込みリアルタイム計測・制御」技術講習会（会場：京丹後キャンパス）
京都工芸繊維大学 (ＫＩＴ)「技術交流会」（共催：公益財団法人りそな中小企業振興財団、会場：創造連携センター）
おもしろ科学教室 in 京丹後市（会場：京丹後市織物・機械金属振興センター）
第 26 回国立大学法人共同研究センター専任教員会議（会場：横浜国立大学）
イノベーション・ジャパン 2013（会場：東京ビッグサイト）
第３回おおた研究・開発フェア（会場：大田区産業プラザ PiO）
中信ビジネスフェア 2013（会場：京都府総合見本市会館パルスプラザ）
びわ湖環境ビジネスメッセ 2013（会場：滋賀県立長浜ドーム）
異業種京都まつり（主催：京都産業 21、会場：京都市内（予定））
第 25 回国立大学法人共同研究センター長等会議（会場：鹿児島大学）
京都産学公連携フォーラム 2013（会場：京都工業会館）
知的財産権研修（知的財産センターと共催）
京都ビジネス交流フェア 2014（主催：京都産業 21、会場：京都市内（予定））
企業訪問（創造連携センター事業協力会会員企業を中心に）
KIT－NITTO 研究交流会
KIT－KANEKA 研究交流会
KIT－NISSIA 研究交流会
KIT－DESIGNERFOODS 研究交流会



創造連携センターのホームページをリニューアル

カラーリサイクルシステムを開発し、マグネットバーを作成

「知のシーズ集2013」発行

　京都工芸繊維大学創造連携センターでは、ホームページを
より使いやすくするため、平成 25 年 6 月にデザインを刷新
しました。ページ全体の配色は大学のシンボルカラーを基調
としています。メニューのアイコンをわかりやすく配置する
ことにより、お探しの情報に早く辿り着けるようにするとと
もに、「事業協力会」のメニューを新設いたしました。
　今後も会員企業の皆様にとって魅力的なホームページに
なるように、内容を充実させてまいりますので、ぜひアクセ
ス下さい。

　日本では、毎年百万 t 近くの衣料が廃棄されていますが、リサイクル
率は２割程度にとどまっています。その一部は中古衣料として再利用さ
れていますが、ほとんどは産業資材としての用途に限られています。繊
維製品はさまざまな繊維が混繊・混紡されていたり、古くなると素材判
別のタグが褪せたり取れたりして素材ごとに分別することは困難とな
ります。また、さまざまな色の衣料を混ぜてしまえば、濁った灰色にな
り、一般の方が好む素材とはなりません。もっと一般の方が楽しんで使
える魅力的な素材としてリサイクルはできないか？との発想から、未利
用資源有効活用研究センター（木村照夫センター長）では、色によって廃
棄衣料を分別し、色を利用してリサイクルするという『カラーリサイク
ルシステム』を開発しました。
　今回、当センターがこのシステムを開発し作成した『カラフルマグネットバー』は色分別した廃
棄衣料繊維を 20% 使用し、美しさをアピールすると共に繊維がプラスチックの強化材としての
役目も果たしています。

Topics

【代表取締役】 ⾦⾕ 嘉明
【設⽴】2003 年 10 ⽉
【所在地】京都市⻄京区御陵⼤原１－３６京⼤桂ベンチャープラザ 
     北館 303

【TEL】 (075)５８５-８８１２
【FAX】 (075)５８５-８８１３
【メールアドレス】info@windnavi.com
【資本⾦】1000 万円

windnavi co.,ltdwindnavi co.,ltd

　「節電（省エネ）のポイントは換気技術。ようやく、空調（冷暖房）エネル

ギーのロスをなくす換気技術を本気で考える時代が来た」と実感を込め

て話すのは、ウインドナビ株式会社の金谷嘉明社長。換気設備から失われ

る空調エネルギーに着目して独自の換気システム『ウインドナビシステ

ム』（特許登録済み）を開発して2003年に10月に会社を設立、それから

一つひとつ地道に実績を積み重ねて技術の普及に取り組んできた。

　『ウインドナビシステム』は、熱などの発生源（ガス・ＩＨコンロなど）の

そばから排気口に向けて誘導気流をつくり、拡散を抑えながら少ない風

量で効率的に換気を行う。建物の微陽圧化を図りながら局所換気を実現

するため給排気のバランスが取り易く、空調のエネルギーロスを劇的に削減する節電（省エネ）技術だ。

　建築業界にとって画期的な技術と思われたが、目論見通りに進まないのがビジネスの世界、業界の慣行などが障害と

なった。技術は理解されても実際の物件に採用するのは別問題。「当初は特許技術だけで事業になると思ったが大きな見込

み違いだった」と振り返る。自ら設計施工に乗り出すが、「物件ごとにシステムを設計するのでは限界がある」と方向転換し、

装置化に取り組む。補助金を活用して2008年に排気誘導型調理フード『エレノーズ』（商品名）の開発に成功、発売に踏み切

る。『エレノーズ』は、発売から延べ40件近い物件に採用され、累計の販売台数も130台を超えている。佛教大学二条東キャ

ンパス・紫野キャンパスの学生食堂やワタミ手づくり厨房「岩国センター」、梅田新阪急百

貨店の職員用厨房、「餃子の王将」膳所店などにも採用されているが、「まだまだ目標にはほ

ど遠い。ようやく業界に認知された段階」と話す。

　ホテル、病院、飲食店など厨房施設のある建物は、換気による空調エネルギーの損失が大

きいので想定される市場は膨大だ。しかも、『エレノーズ』は夏場のピーク電力のカットにも

役立つ。「関西電力管内だけ見ても、夏場の冷房ピーク時の僅か100時間のために300万

キロワット以上（原子力発電所約3基分）の発電能力が必要になる。『エレノーズ』は月別消

費電力の変動量の削減率が大きいので契約電力を引き下げ、電力のピークカットにも貢献

できる」と説明する。実際に『エレノーズ』を採用した建物は、平均で年間消費電力削減率

36％、月別負荷変動量の削減率も41％を記録している。

　ところが、『エレノーズ』には大きな問題点が残されていた。基本構造が新築物件を対象に設計されているので、需要が増

加しているリニューアル物件にはほとんど採用されていない。そこで、京都府の「連携型イノベーション研究開発事業」（公

益財団法人京都産業21の公募事業）で、新たにリニューアル工事専用の「エコ調理排気フード」の開発に取り組んでいる。

間もなく「けいはんなプラザホテル」で実証試験を開始し、節電効果の検証も行う。「メガソーラーやバイオマス発電、次世代

二次電池などは開発や導入に莫大な費用と期間が必要だが、わが社の技術は建物の厨房に採用するだけで契約電力、消費電

力の両方に効果がある。個別機器の省エネはおのずと限界があり、この技術を日本中に普及させるのが私の使命」と言葉に

力が入る。　

会 員 企 業 の 紹 介

エレノーズの設置事例

ウインドナビ株式会社 京大桂ベンチャープラザ北館

京都工芸繊維大学の研究シーズを収録した「知のシーズ集
2013」が発行されました。
　表紙は今年も同大学デザイン学部門中野仁人准教授研究室
の学生がデザインしました。
　大学に設けられた１５の部門について、それぞれの特徴を
表すパターンデザインを作成し、それらのパターンを用いて
表紙、扉ページ等をレイアウトしました。
　分子設計からプロダクトデザインにいたる広範な専門分野
を有する同大学の教員から提供されたシーズが事業協力会会
員のニーズに出会い、大きな「実」を結ぶことを願っております。


