




研究戦略推進本部 平成２９年度 年報の発行にあたって 

「開かれた大学」として、その高度な専門的知識と技術を社会に還元し、地域の発展に貢献することは、

大学の重要な役割の一つです。

そのため、本学では産学官連携及び研究の推進を担う研究戦略推進本部を中心として、地域の産業界、

団体、自治体等と共同研究や各種の研究会等を通して幅広く連携しております。

また、本学は「工芸繊維大学」という歴史のある名称ですが、我が国の重点 4 分野であるライフサイエ

ンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料の各先端科学技術分野はもちろんのこと、工学、自然科

学、人文社会分野での研究をはじめ非常に広い範囲の研究を実施しており、特定分野の技術だけでなく

様々な分野を横断した近年の産業界の技術ニーズに的確に対応できるのが本学の強みでもあります。

このため、これらの強みを活かした科学技術相談や各種研究会、共同研究等を充実させ、地域の産学官

連携の推進に積極的に貢献しています。

研究戦略推進本部には『産学公連携室』『研究推進・ベンチャー室』『知的財産室』を設置しており、そ

れぞれの活動を通して、本学で創出された研究成果や知的財産を社会に還元し、地域社会の発展に貢献す

ることを目指しております。研究戦略推進本部を中心とした主体的、組織的な産学連携に取り組み、今後

も産業界・社会からの要請や期待に応えていきます。

本書は、平成２９年度における研究戦略推進本部の活動をまとめており、学内外に関わらず、組織の活

動内容を広く周知することを目的としております。本書により、研究戦略推進本部が実施する研究者への

支援、産学公連携活動の推進、研究成果等に基づいた実用化及び起業化の推進等に係る活動についてご理

解・ご協力いただき、また、積極的にご活用いただけると幸いです。

京都工芸繊維大学 研究戦略推進本部長

吉本 昌広 
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研究戦略推進本部について 
 

 

研究戦略推進本部 
 

本学研究者への研究支援に加え、産学公連携活動の活性化

や研究成果等に基づいた実用化及び起業化の推進に向けた支

援等を行います。産業界との共同・受託研究の推進、地域社

会との連携協力事業等によって、地域における新たな価値を

創造するとともに、本学で創出された研究成果や知的財産を

社会に還元し、地域社会の発展に貢献することを目指します。 
 
 

各室の概要 
     

● 産学公連携室 
研究活動の活性化や産学公連携活動の推進に向けた支援等

を行います。主な活動内容は後述の「産学連携の取組みにつ

いて」をご覧ください。 
 

● 研究推進・ベンチャー支援室 
アントレプレナーシップの涵養を目的に、イノベーション

やベンチャーマインドに関する演習科目の提供や講演会の実

施、関連するイベントへの学生参加を支援します。 
また、若手研究者を活用した研究プロジェクトを支援し、

研究活動の活性化と若手研究者の育成を促します。 
 
● 知的財産室 

 産学公連携室及び研究推進・ベンチャー支援室と連携して、新規事業と基本知財の創出を推進

しています。主な活動は以下のとおりです。 
 

・長期的知的財産戦略の策定、推進 
・知的財産の評価審査 
・知的財産の運用管理 
・知的財産に関する教育及び研究 など 

 
 

産学連携の取組みについて 
 

 「開かれた大学」として教育・研究から生み出される知的成果や技術を社会に還元し、地域社

会の発展に貢献することは、大学の重要な使命のひとつです。 
研究戦略推進本部産学公連携室では、「教育」「研究」「社会貢献」という大学の三大使命を

有機的に関連させて実施することにより、社会への貢献を果たしています。 
 

● 研究／産業界との研究活動を推進します。 
・産業界との共同研究の推進と支援 
・産業界からの科学技術相談への対応 
・研究シーズや産学連携施策に関する情報の提供 
・競争的資金の確保に向けた支援 

 
● 教育／産業界でニーズの強い人材育成を図ります。 

・社会人を対象としたセミナーや研修の実施 
 -知的財産権セミナー 
 -先端技術研修 

 

■組織図■ 
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研究戦略推進本部について 

 
● 社会貢献／地域産業の振興に貢献します。 

・フォーラム、研究会、技術・経営相談会の実施や協力 
・地域からのニーズに応じたセミナー等の開催 

 
 

研究開発・産学公連携推進体制（平成２９年度） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 研究戦略推進本部メンバー（平成２９年度） 

研究戦略推進本部長       森   肇（理事・副学長） 
 
＜産学公連携室＞ 

産学公連携室長         吉本 昌広（副学長） 
ＵＲＡ             小島 義己  
専門職             片山  茂 
特任教授            松田 一敬 
ＵＲＡ             松田 範昭 

 
＜研究推進・ベンチャー支援室＞ 

研究推進・ベンチャー支援室長  吉本 昌広（副学長） 
 
＜知的財産室＞ 

知的財産室長          森   肇（理事・副学長） 
ＵＲＡ             川﨑  修 
ＵＲＡ             島田かおり 
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研究戦略推進本部について 

 
 
産学連携交流制度の概要 
 
●共同研究制度 
 企業等と当大学の研究者が協力し

て、共通の課題について対等の立場

で共同して研究することで、優れた

成果を生み出そうとするのが共同研

究制度です。研究に必要な設備を大

学内に持ち込むことや、当大学に企

業から研究者を派遣することもでき

ます。 
 
 
●受託研究制度  
 企業等から当大学の研究者が委託

を受けて研究を実施し、その成果を

委託者に報告する制度です。 
（ここでの「受託」は大学側から見

た呼称です。）   
 
 
●受託研究員制度  
 企業等が現職技術者や研究者を当

大学に派遣して、大学院レベルの研

究指導を受ける制度です。 
 
 
 
●寄附金制度 
 学術研究や教育の奨励を目的とし

て、企業等から現金及び有価証券を

受け入れる制度です。当大学への寄

附金は、法人税法、所得税法による

税制上の優遇措置が受けられます。

また、法人の場合は全額を損金に算

入することができます。個人の場合

は、寄附金の年間合計が２千円を超

える場合、その超えた金額を総所得

金額の40％を上限として所得控除で

きます。 
 
■学術指導制度  
 当大学の研究者が、企業等の事業

活動を支援することを目的として、

教育、研究又は技術上の専門知識に

基づき、企業等に指導及び助言を行

います。 
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活動紹介 －研究シーズ・成果発表 

 

 

１．研究シーズ・成果発表 

 
BIO tech 2017 

    
日 時  平成29年6月28日（水）～30日（金） 
場 所  東京ビッグサイト 
主 催  リードエグジビションジャパン株式会社 
出 展  「ショウジョウバエモデルを用いた迅速、安価な有用物質と遺伝毒性物質の探索」 

応用生物学系  井上 喜博 
「進行性末梢神経難病モデルショウジョウバエの開発と応用」 

応用生物学系  山口 政光 
「遺伝子組換えカイコが作るセリシン繭」 

応用生物学系  小谷 英治 
「ヒト臓器の「やわらかさ」の触診メカニクスに基づく計測システム実用化」 

繊維学系    佐久間 淳 
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活動紹介 －研究シーズ・成果発表 

 

 
 
京都工芸繊維大学新技術説明会 
 
  日 時  平成29年8月3日（木）12時55分～16時00分  
   場 所  JST東京本部別館 1Fホール 
    主 催  国立研究開発法人科学技術振興機構 

国立大学法人京都工芸繊維大学 
    後 援  特許庁 

 
     プログラム 

     開会挨拶                     副学長      森   肇 
     「光学的透明性に優れた新規重合性含フッ素分子性フィラー」 

                             分子化学系   中  建介 
「型押し成形可能なヒ素・セレンフリー赤外透過ガラス」 

                               材料化学系   角野 広平 
        「固体近赤外発光を示す非晶質ポルフィリン金属錯体： ポルフィリンガラス」 

                              分子化学系   森末 光彦 
               「GaN とほぼ格子整合する新しい ITO 膜の形成技術」 
                                 電気電子工学系 西中 浩之 

     「カテキンとゼラチンでつくる再生医療材料」 
                              繊維学系    田中 知成 
     「誘電体/磁性体からなる電磁メタマテリアルの無線応用」 
                              電気電子工学系 上田 哲也 

         閉会挨拶                     学長補佐    渡辺 泰司 
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活動紹介 －研究シーズ・成果発表 

 

 
 
   イノベーション・ジャパン 2017 

 
    日 時  平成29年8月31日（木）～9月1日（金） 
  場 所  東京ビッグサイト 東１・４ホール 

   主 催  国立研究開発法人科学技術振興機構 
／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

出 展  「３次元ホログラフィック表示システム、及び３Ｄディスプレイ装置」 

材料化学系   堤  直人 

「電力ルーティング装置 ～電力をネットで自由に配る～」 
電気電子工学系 門  勇一 

       「「触感」の見える化 ～ 触診システムの分析機能を高度化」     
繊維学系    佐久間 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6



活動紹介 －研究シーズ・成果発表 

 

 
 
 第12回けいはんなビジネスメッセ 

 
      日 時  平成29年10月26日（木）、27日（金） 
  場 所  けいはんなプラザ 

   主 催  公益財団法人 
関西文化学術研究都市推進機構 

   出 展  研究戦略推進本部 
 

 
 
 

中信ビジネスフェア  
 

  日 時  平成29年10月18日（水）、19日（木） 
  場 所  京都パルスプラザ 

   主 催  京都中央信用金 
出 展  研究戦略推進本部 

 
 
 
 

 
京都産学公連携フォーラム2018（同時開催：京都ビジネス交流フェア 2018） 

 
   日 時  平成30年2月15日（木）～16日（金） 
  場 所  京都パルスプラザ 
  主 催  京都工芸繊維大学、京都産業大学、京都大学、京都府立医科大学、京都府立大学、 

同志社大学、立命館大学、龍谷大学、京都府、京都市、京都商工会議所、 
京都産学公連携機構、（公社）京都工業会 

   シーズ発表   
「数値シミュレーションによる生物流体力学」 

機械工学系   福井 智宏 
「電気電子工学を中心としたグリーンイノベーション拠点の整備」 

電気電子工学系 吉本 昌広 
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活動紹介 －地域産業活性化への支援 

 

 
 
２．地域産業活性化への支援 
 

 
研究戦略推進本部フォーラム 

 
 
 Serend 創業者・プリンシパル大木美代子氏を講師としてお招きし、世界のイノベーションの中心

であるシリコンバレーの近況、特に最近話題のロボットやAI、IoT関連の動向に関するフォーラムを

開催しました。また、京都工芸繊維大学で行っているデザインシンキングを取り入れた取組みや、

スタンフォード大学始め世界の大学や企業と共同で実践しているデザインプロジェクト ME310 
の活動、日本のものづくりとデザイン、シリコンバレー等海外とのコラボの可能性について紹介し

ました。  
 

 日  時  平成29年4月17日（月）18時00分～20時00分 
  場  所  京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス 60周年記念館 記念ホール 
  テ ー マ  シリコンバレーにおけるAI、ロボット、IoTとデザインシンキング 
                            ～京都、日本とのコラボの可能性 

主  催  京都工芸繊維大学 研究戦略推進本部／合同会社SARR  
 
プログラム 

１．イントロダクション 
森   肇  （理事・副学長／研究戦略推進本部長） 
松田 一敬  （研究戦略推進本部 特任教授／合同会社SARR 代表執行社員） 

 
 ２．話題提供 
   ① テーマ ： 「シリコンバレーにおける最近の動向、特に AI、ロボット、IoT」」 

講 師 ： 大木 美代子 氏 （Sered 創業者・プリンシパル） 
 
     ② テーマ ： 「デザインシンキングと京都・日本と海外とのコラボについて」 
      講 師 ： Sushi Susuki （京都工芸繊維大学 大学戦略推進機構系 特任准教授） 
 
   ３．参加者ディスカッション 
      モデレーター ： 松田 一敬 
 
   ４．ネットワーキング 
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活動紹介 －地域産業活性化への支援 

 

 
 

京都工芸繊維大学／りそな中小企業振興財団 
技術交流会「AIブームを支える機械学習技術～基本技術から産業応用まで～」 

 
 

中小企業の経営者や技術者を対象とした技術交流会を開催し、最新技術に関する講演や企業と大

学教員との交流の場を提供することで、産学連携の推進を図りました。 
 
日 時  平成29年11月27日（月） 14時00分～18時00分 

  場 所  京都工芸繊維大学 15号館 1階 多目的コラボレーションエリア講義室 
主 催  公益財団法人りそな中小企業振興財団 
     京都工芸繊維大学 研究戦略推進本部 

  開催内容 
      １． 開 会 

開催挨拶         りそな中小企業振興財団 専務理事 湯本 真一 
京都工芸繊維大学    副学長  吉本 昌広 

 
      ２．講  演 

 
「心理学を活かした人間中心デザイン」  

大学戦略推進機構系  西崎 友規子 
 
「各種バイオマス由来のセルロースナノファイバーおよびナノ複合材料」 

大学戦略推進機構系  岡久 陽子 
 
「工業製品・部材の品質設計」 

繊維学系       西村 寛之 
 
   ３．懇親会 
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活動状況の紹介 －教育 

 

 
 
 ３．教育 

 
 先端技術研修｢組み込み系 Linux システムチューニング｣技術講習会 
 

企業の電気系技術者を対象として、生産現場に適した IoT システムを中心に、エッジデバイスの

一種である無線センサーノードとプラットフォーム層としての簡易 web サーバーに関する実習を

含んだ講習会を開催した。 
 
日 時  平成29年8月4日（金） 
場 所  京都工芸繊維大学 京丹後キャンパス 
対 象  工作機械や生産設備の設計・開発に従事する電気系技術者 
     電気・制御系のファームウェア開発に関心のある情報系技術者 
講 師  情報工学・人間科学系  福澤 理行 
講習内容   

1. IoT システムの用途・目的 
         (ア) IoT システムの活用モデル 

(イ) 生産現場における IoT の典型用途 
(ウ) IoT システムの導入ステップ 

2. IoT システムの基礎 
         (ア)IoT システムのアーキテクチャ 

 (イ)フィールド・エッジデバイス 
 (ウ)インフラストラクチャ 
 (エ)サービスプラットフォーム 

3. エッジデバイス実習 
 (ア)Sensor Tag の機能と構造 
 (イ)Sensor Tag を用いた BLE 通信 

4. プラットフォーム実習 
 (ア)Sensor Tag データの収集・可視化 
 (イ)Sensor Tag のデータ活用 

5. まとめ 
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活動状況の紹介 －教育 

 

 
 

    知的財産権セミナー 

「勝ち残り戦略：知的財産権を理解し活用メソッドを学ぶ」 

 
日 時  平成29年10月20日（金）、30日（月）  
場 所  京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス 60周年記念館 1階 記念ホール  

            （ライブ中継：綾部地域連携室）  
主 催  京都工芸繊維大学 研究戦略推進本部 
     京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab 
プログラム   
  講 師  京都工芸繊維大学 特任教授  日髙 一樹（日高国際特許事務所 弁理士） 
  テーマⅠ 「知的財産権の基礎とマネジメント」 
  テーマⅡ  「価値創出の構築とビジネス成功のための知的財産権」 
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活動状況の紹介 －科学技術相談 

 

 
 
 ４．科学技術相談 

 
近年、科学技術の高度化・複合化の進展は著しいものがあります。このような状況下にあって、

本学のように伝統の上に立ちながら時代の進展と共に自己改革を進め発展を続けてきた工学系の大

学に対する産業界の期待は、一段と大きくなってきております。 
本学は、平成元年１２月に「科学技術相談室」を設置し、広く産業界や公的機関からの技術相談

に応じており、企業等が直面する技術的な問題や課題を、本学の専門研究者（教員）との共同研究

等により解決してきました。 
相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。科学技術相談がさらに共同研究等へ発展し、大

学の持つ高度な専門的知識と技術が社会に還元されることを期待します。 
 
・相談受付の流れ 

 

・科学技術相談実績（件数の推移） 

 

＊＊＊＊ ＊ ＊ 相談申込先 ＊ ＊ ＊＊＊＊  
京都工芸繊維大学 研究戦略推進本部 産学公連携室 

 
〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町１ 

TEL:（075)724-7933/ FAX:（075)724-7750 
E-Mail: corc@kit.ac.jp 
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活動紹介 －産学連携等実施状況 

 
 

５．産学連携等実施状況 

 

○ 共同研究実施状況 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 受託研究実施状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（件数） 

（件数） 

（千円） 

（千円） 
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活動紹介 －産学連携等実施状況 

 
 
 

○ 学術指導実施状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 奨学寄附金受入状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（件数） （千円） 

（千円） （件数） 

H27 年度より制度開始 
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活動紹介 －産学連携等実施状況 

 
 
 

○ 特許等出願状況 
 

※（ ）内は共同出願 

年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

発明等届出件数 22 49 44 55 41 

特許等出願件数 

国内出願※1 18(8) 38(21) 33(16) 32(19) 40(23) 

国際出願※2 11(2) 4(3) 10(6) 6(4) 10(5) 

外国出願※3 5(2) 12(7) 12(8) 5(3) 14(10) 

 
特許権保有件数 194（98）件 （平成 30 年 5 月 1 日現在）         
        内訳：国内 129（57）件、外国 65（41）件  
 
※1 「国内出願」には基礎出願、国内優先権主張出願、分割出願件数を計上 
※2 「国際出願」には特許協力条約(PCT)に基づく出願件数を計上 
※3 「外国出願」には国ごとに出願した件数(パリ条約に基づく出願、PCT 出願・EPC 出願後の指定国 

移行を含む)を計上 
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活動紹介 －研究支援事業 

 

 

６．研究支援事業 

若手研究者を活用した研究プロジェクト 

概 要  本学教員が遂行する研究プロジェクトに参画する研究者を研究戦略推進本部特任助教として

採用することで、研究プロジェクトの活性化及び専門分野に関して高度な能力を持つ若手研究

者の育成を図る。 
具体的には、「若手研究者を活用した研究プロジェクト」の募集を行い、本件に採択された

「研究プロジェクト」から推薦のあった若手研究者について教員審査を行い、研究戦略推進本

部特任助教として採用する。 
 

研究プロジェクトの応募条件 
研究代表者が本学教員であり、次の条件を満たす研究プロジェクト 

(1) 博士の学位を取得した者を活用する研究プロジェクトであること。 
(2) 外部資金による研究プロジェクトであり、その研究期間は、平成２９年４月１日より

２年以上であること。 
(3) 外部資金による研究プロジェクトであり、その研究費（間接経費含む）は、平成２９

年度から平成３０年度の年平均金額が５００万円以上であること。 
(4) 原則、単独の研究プロジェクトで(2)(3)の条件を満たすこと。 
(5) 活用する若手研究者の年齢は、平成２９年４月１日時点で、３９歳以下であること。 

 

学術論文投稿等支援事業 

目 的  研究活動の活性化を図るとともに、研究をさらに推進する環境を整備し、研究基盤を強化す

ることを目的として、教員が執筆する学術論文の学術誌への投稿料、掲載料、論文別刷の購入

費用、並びに芸術作品等の発表費用を一定の条件下で支援する。 
 

対象者  専任教員（原則、学術論文の責任著者又は芸術作品等の発表責任者を対象とする。） 
※投稿時において、本学に在籍した専任教員を含む。 

 

京都工芸繊維大学リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の募集 

趣 旨  本学における研究活動に優秀な大学院博士後期課程の学生を研究補助者として参画させ、研

究実施体制を充実させるとともに研究補助業務を通じて若手研究者への育成を図る。 
 
資 格  ＲＡ採用候補者は、優れた能力を有し、研究活動に意欲を持って取り組む本学大学院博士後

期課程在籍の学生とする。  
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活動紹介 －研究支援事業 

 

 

研究推進支援事業 

趣 旨  競争的資金の獲得を支援するため、平成２９年度科学研究費補助金で不採択となった課題の

うち、有望な研究及び研究実績の乏しい若手研究者に対し研究費支援を行い、競争的資金（特

に科学研究費）の獲得への基盤を形成するとともに次年度の採択を促す。 
 
募集事業・内容 
   研究期間：１年間（今年度末まで） 
   対  象：基盤研究（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）若手研究（Ａ）、（Ｂ） 
        ただし、基盤研究（Ｃ）は、H29.4.1現在で４５才以下の専任教員のみとする 
   要  件：審査結果のランクが、「Ａ」または「Ｂ」であること。 
        専任教員であること。 
 

シンポジウム等開催助成支援事業 

趣 旨  学術研究の新たな展開や発展を期して、学術的・学融合的研究の融合を推進するため、これ

までの研究成果等を公開・討論するためのシンポジウム、セミナー、ワークショップ、研究会等

（以下「シンポジウム等」という。）の開催を支援するため、開催経費の一部助成する。また、

若手研究者（４０歳以下）のキャリアアップ支援のため、複数の若手研究者が主体となり、企

画・立案し、広く研究成果を発表し、研究の推進を図るべく会議開催の開催経費の一部を助成

する。 
 
対 象  「分野横断型」、「若手研究者」もしくは「国際交流型」のいずれかを対象とし、学内の複数

の教員が参画しているシンポジウム等であり、平成３０年３月３１日までに終了するもの。 
 
応募資格 シンポジウム等の主催者（ただし、本学の専任教員に限る。）  

※分野横断型は、共同申請者が必須。 
 
成果報告等  成果報告書を研究推進課ホームページにて一般公開している。 

なお、平成２９年度の助成対象は以下の９件である。 
 

・東アジアにおける庭園と絵画の位相 II. 
    ―19世紀末から1930年代朝鮮の都市空間と絵画― （平成29年6月5日） 

 ［グローバルエクセレンス 井戸美里講師、デザイン・建築学系 並木誠士 教授］ 
 

・ネット文化のなかの台湾と日本―-オリジナリティー再考 （平成29年7月23日） 
 ［基盤科学系 伊藤徹教授、澤田美恵子教授］ 

 
・第5回生物の優れた機能から着想を得た新しいものづくりシンポジウム（平成29年10月6日） 

    ［機械工学系 太田稔教授、増田新教授、澤田祐一教授、軽野義行准教授］ 
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活動紹介 －研究支援事業 

 

 
・ピカソと人類の美術（平成29年11月11日） 

    ［デザイン・建築学系 永井隆則准教授］ 
 

・ヘルスサイエンス研究推進シンポジウム（平成29年12月9日） 
    ［応用生物学系 高野敏行教授、井上喜博准教授］ 
 

・先端ファイブロ科学シンポジウム（平成30年2月17日） 
 ［繊維学系 山田和志准教授、井野晴洋助教］ 

 
・高分子の物性測定とその応用（平成30年3月2日） 

    ［材料化学系 辰巳創一助教、グローバルエクセレンス 水口朋子助教］ 
 

・Transport Phenomena Seminar（輸送現象セミナー）（平成30年3月14日） 
    ［機械工学系 北川石英准教授、萩原良道教授、田中満准教授、山川勝史准教授］ 
 

・日仏翻訳学研究 第3回研究会「通態性としての翻訳」（平成30年3月16日、17日） 
 ［基盤科学系 ジュリー・ブロック教授］    
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活動紹介 －研究推進に向けたセミナー・説明会 

 

７．研究推進に向けたセミナー・説明会 

 

教職員著作権等研修会 

日  時  平成29年9月22日（金）14時30分～16時30分 
場  所  １３号館４階 多目的室 
主  催  広報委員会、情報統括室、研究戦略推進本部 
講  師  KYOTO Design Lab 特任教授 日髙 一樹（日高国際特許事務所 弁理士） 
内  容  ・講演 

「知的教育機関のコンプライアンス 情報デジタル化とweb利用時代の著作権、肖像権、パ

ブリシティ権＆マネジメント」 
・ケーススタディ（大学における教育研究活動や業務活動を想定） 

 

科研費公募説明会 

日  時  平成29年9月26日（火）14時00分～17時00分 
場  所  ６０周年記念館 記念ホール 
内  容  ・「科研費」の最近の動向 

          日本学術振興会 研究事業部研究助成企画課 課長  大鷲 正和 氏 
      ・アドバイザーからの講演 

          応用生物学系  片岡 孝夫 教授 
     ・「平成３０年度科研費応募にあたっての注意事項」 
           研究推進課 
     ・「公的研究費の使用上のルールについて」 
           経理課 
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活動紹介 －研究推進に向けたセミナー・説明会 

 

日本学術振興会特別研究員学内説明会 

日  時  平成30年3月20日（火）13時30分～16時15分 
場  所  ３号館３階 第３会議室 
主  催  研究戦略推進本部 
プログラム （１）制度説明   研究推進課 研究協力係 

（２）「学振を申請するにあたって」 
講師：立溝 信之 氏（平成30年度特別研究員DC2採用内定） 

（３）「科学技術人材育成事業 －Nanotech CUPAL－」 
    講師：発 正浩 氏 

（産業技術総合研究所 TIA推進センター Nanotech CUPAL事務局） 
（４）「『伝わる』申請書にするために」 

 講師：岡久 陽子 （グローバルエクセレンス 助教） 
 （５）「審査のポイント」 
       講師：寶珍 輝尚 （情報工学・人間科学系 教授） 
 （６）質疑応答 
 

参加対象者  ・特別研究員申請予定の大学院生（次年度以降の申請を検討している者も含む。） 
・特別研究員制度に興味のある本学学生及び関係者 
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活動紹介 －研究推進・ベンチャー支援事業 

 

 

８．研究推進・ベンチャー支援事業 

講義 －テックリーダー演習－ 

 

■ 博士前期課程(春学期)  

「テックリーダー演習Ⅰ－起業工学－」 （問題提起、対話形式） 

担当教員：吉本 昌広 研究推進・ベンチャー支援室長／加納 剛太 非常勤講師／ 

冨澤 治 非常勤講師／和迩 浩一 非常勤講師／出川 通 非常勤講師／ 

石谷 康人 非常勤講師 

 

【目的・概要】 

■ 第１部 イノベーションとアントレプレナーシップ 

「グローバル経済における日本企業の課題」、「イノベーションとアントレプレナーシップ」の講義か

ら起業工学の背景を理解します。また、「日本大企業における起業実践の事例」から、起業工学の意義に

ついての理解を深めるとともに、実践に基づく「ダイナミック・ビジネスモデル」について考察します。

これらにより、技術と経営の間を繋ぐ学際領域である技術経営の歴史を振り返ります。 

 

■ 第２部 新事業創造のプロセスに関する基礎理論 

「新事業創造のプロセスとしての起業工学」、「イノベーション：より優れた価値を生み出す活動」、

「市場リーダー企業の落とし穴-技術の S 曲線と破壊的技術」、「マーケティング入門：顧客志向の概念」

の講義から経済的価値創造プロセスの基礎的な知見を得ます。加えて、「実践的技術経営の考え方」、

「技術を活かす事業創造」の講義を通じて実践的な起業工学の理解を深めるとともに、「京都発イノベ

ーション－サムコ株式会社創業から一部上場まで」では、ベンチャー企業の創業経営者自身から事業創

造のプロセスに関する講義を受けます。 

 

■ 第３部 起業工学の実践 

「知識経営と日本式イノベーション」で知識創造のプロセス、伝統産業を基盤とした８合目産業とも

言われる京都発ベンチャーの事例、現代の IoT 時代の先駆けともなった 80 年代の TRON プロジェクト

の例を振り返ります。また、最後の「伝統から未来へ」では、本講義全般を通した今後の日本のあり方を

「伝統から未来へ」というキーワードで議論し、起業工学全体の過去、現在、未来の総括を行います。 
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活動紹介 －研究推進・ベンチャー支援事業 

 

 

KIT ハッカソン 2017 

 
概 要  ハッカソンとは、与えられたテーマに関する新しいサービスやシステム、アプリケーション等を

チームで開発し、その成果を競う実践的な開発イベントです。本学学生のアントレプレナーシップ

の涵養や開発段階からのものづくりの経験の蓄積を目的として実施し、研究戦略推進本部（研究推

進・ベンチャー支援室）において開発費を支援しました。 
 
主  催   京都工芸繊維大学 研究戦略推進本部 
技術協力   ヤフージャパン株式会社 
担当教員   情報工学・人間科学系 山本 景子 助教 
対  象   京都工芸繊維大学に所属する学生 
 
開発テーマ  (1) IoT for おじいちゃんおばあちゃん 

(2) IoT for 赤ちゃん 
(2) IoT for ペット 

 
参加者    21 名（8 チーム） 
 
スケジュール キックオフ 平成２９年１０月１４日（土） 

開発期間  平成２９年１０月１４日（土） 
～平成２９年１１月１０日（金） 

発表会   平成２９年１１月１１日（土） 
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活動紹介 －研究推進・ベンチャー支援事業 

 

 

全国ＶＢＬフォーラム 

 
【日 時】平成 29 年 12 月 1 日（金）13：15～17：40 
【場 所】鹿児島大学 郡元キャンパス 稲盛会館 
 
【プログラム】 
  第１部 フォーラム 
    12：45～      受付 
    13：15～13：20  開会挨拶 
    13：20～14：40  事例紹介（鹿児島大学発法人）  
      13：20～13：40  1）最先端技術と地域課題  
      13：40～14：00  2）社会起業家 
      14：00～14：20  3）研究支援事業  
      14：20～14：40  4）学生起業家     
    14：45～15：15  基調講演Ⅰ 『文部科学省における大学発ベンチャーの支援施策について』 

文部科学省科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課  
    15：15～15：45  基調講演Ⅱ 『ＶＢＬの歴史とこれから』 

 大阪大学産学共創本部 
    15：45～16：00  休憩 
    16：00～17：30  パネルディスカッション「多種多様な大学発法人支援の指向」 
    17：30～17：40  閉会挨拶 
   
  第２部 意見交換会 
    18：00～19：30  場所／ガロア（鹿児島大学郡元キャンパス）  
 
主催／鹿児島大学産学官連携推進センター 
後援／文部科学省 
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活動紹介 －会議 

 
 
１０．会議 
 
 
研究戦略推進本部会議運営委員会 
 
第 12 回 研究戦略推進本部運営委員会 
日 時：平成 29 年 4 月 25 日（火）16 時 10 分から 
場 所：3 号館 3 階 第 3 会議室 
議 題： 

1. 平成 29 年度 研究推進支援費（科研費獲得支援事業）について 
2. 平成 29 年度 リサーチアシスタント(RA)の募集について 

 
第 13 回 研究戦略推進本部運営委員会 
日 時：平成 29 年 6 月 7 日（水）16 時 10 分から 
場 所：3 号館 2 階 第 1 会議室 
議 題： 

1. 平成 29 年度リサーチアシスタント(RA)の選考（第 1 期分）について 
2. 平成 29 年度シンポジウム開催支援事業支援の選考（第 1 期分）について 
3. ＵＲＡの採用について 

報 告： 
1. 産学連携協力会総会の案内 
2. 産学連携協力会の会員企業数を増加させるための方策について 
3. ナノテクキャリアアップアライアンスへの参加について 
 

第 14 回 研究戦略推進本部運営委員会 
日 時：平成 29 年 9 月 22 日（金）11 時 00 分から 
場 所：3 号館 2 階 第 1 会議室 
議 題： 

1. 平成 29 年度科研費獲得支援事業の選考について 
2. 平成 29 年度シンポジウム等開催助成支援事業（第二期）の採択について 
3. 平成 29 年度 リサーチアシスタント(RA)の第二期募集について 
4. 京都工芸繊維大学産学連携共同研究講座等規則の新規制定について 

報 告： 
1. 研究戦略推進本部特任研究員（新シルク産業創造館）の採用について 
2. 研究戦略推進本部KITハッカソンの開催について 
3. 産学連携協力会の加入状況について 
4. 教職員著作権等研修会の開催（9月22日）について 
5. 2017年度知的財産権セミナーの開催（10月20日、10月30日）について 
6. 科研費公募説明会の開催（9月26日）について 
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第 15 回 研究戦略推進本部運営委員会（メール会議） 
議 題： 

1. 平成 29 年度 リサーチアシスタント(RA)の第二期選考について 
2. 平成 30 年度若手研究者を活用した研究プロジェクトの募集について 

 
第 16 回 研究戦略推進本部運営委員会 
日 時：平成 29 年 12 月 14 日（木）10 時 00 分から 10 時 30 分 
場 所：3 号館 2 階 特別会議室 
議 題： 

1. 平成 29 年度シンポジウム等開催助成支援事業（追加）の選考について 
2. 平成 30 年度若手研究者を活用した研究プロジェクトの採択について 
3. 平成 29 年度研究戦略推進本部予算計画の変更について 
4. 平成 30 年度研究戦略推進本部予算要求について 
5. 平成 30 年度年度計画（案）及びロードマップについて 

報 告： 
1. 大阪イノベーションハブ主催「香港・深セン 海外ワークショップ」について 
 

第 17 回 研究戦略推進本部運営委員会（メール会議） 
議 題： 

1. 平成 29 年度シンポジウム等開催助成支援事業（追加）の選考について 
2. 平成 30 年度シンポジウム等開催助成支援事業の募集について 
3. 平成 29 年度研究戦略推進本部予算計画の執行について 
4. 平成 30 年度研究戦略推進本部（研究推進・ベンチャー支援室）研究員の募集について 

 
 
第 18 回 研究戦略推進本部運営委員会（メール会議） 
議 題： 

1. 平成 30 年度研究戦略推進本部研究員（セーフティネット型）の採用について 

 
第 19 回 研究戦略推進本部 運営委員会 
日 時：平成 30 年 3 月 23 日（金）13 時 00 分から 
場 所：3 号館 3 階 第 3 会議室 
議 題： 

1. 平成 30 年度学術論文投稿等支援事業について 
2. 平成 30 年度 シンポジウム等開催助成支援事業選考（第 1 期）について 

報 告： 
1. 平成 30 年度研究戦略推進本部（研究推進・ベンチャー支援室）研究員等について 
2. 大学等における産学連携等実施状況について 
3. 研究業績（論文評価）の分析について 
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第２９回国立大学法人共同研究センター長等会議 
   

 日   時：平成 29 年 9 月 28 日（木）14 時 00 分～20 時 00 分 
9 月 29 日（金） 9 時 00 分～12 時 00 分 

場   所：秋田ビューホテル 
主   催：秋田大学（当番校） 
本学参加者：研究戦略推進本部長 森 肇、研究推進課長 砂田 真也 
プログラム： 
［第１日目］9 月 28 日（木） 

    １．開会・学長挨拶 
    ２．基調講演  文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課   
                          大学技術移転推進室長 村瀬 剛太 氏 
    ３．全体協議  ①次期当番大学について 

         ②第３０回国立大学法人共同研究センター等教員会議報告 
    ４．キーノートスピーチ           東北大学 理事    矢島 敬雅 氏 
    ５．各大学の取組事例  山口大学、京都大学 

６．全体セッション 1 
   ファシリテータ ：福井大学 産学官連携本部  准教授    井上 利弘 氏 
   副ファシリテータ：秋田大学 産学連携推進機構 准教授    伊藤 慎一 氏 
   パネラー：北海道大学、筑波大学、新潟大学、宇都宮大学、三重大学、 

電気電子通信大学 
［第２日目］9 月 30 日（金） 

    １．特別講演               株式会社秋田今野商店  今野  宏 氏  
２．全体セッション2 
   ファシリテータ ：信州大学  

学術研究・産学官連携推進機構 准教授  林  靖人 氏 
   副ファシリテータ：秋田大学 産学連携推進機構長       長縄 明大 氏 
   パネラー：熊本大学、鹿児島大学、富山大学、岡山大学、広島大学、帯広畜産大学 
        文部科学省 
３．次期当番大学挨拶 
４．閉会の挨拶 

 

第１８回四工大地域共同研究センター長等会議 
       
   日 時： 平成 29 年 9 月 29 日（金）12 時 30 分～14 時 00 分 
   場 所： ALVE（アルヴェ）公共棟 秋田市民交流プラザ ４階 洋室Ｂ 

主 催： 名古屋工業大学（当番校） 
   議 題： １．「組織 対 組織」の本格的な共同研究に向けた各大学の取組について 

２．今後の四工大地域共同研究センター長等会議について 
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mail corc@kit.ac.jp 
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平成 30 年 7 ⽉１⽇発⾏ 
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