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建築弾塑性骨組の倒壊にいたるまでの大変形挙動を精度良く予測するためには、
材料の履歴則を降伏・除荷点を正確にとらえ、かつ座屈などの臨界挙動を確実に
とらえられなければならない。そのために、有限要素法基礎式を増分摂動法を用
いて構築し、非線形解析法で難題とされる増分刻み幅の自動決定法と整合剛性行
列を形成するための技法を備えた数値解析法を開発した。主として鋼構造骨組を
対象としてきたが、木造軸組構法についても開発に取り組んだ。
また、伝統的京土壁の実験による構造性能評価を行って、京町家や神社仏閣など
の建築文化財の補修・補強に役立つ事項を蓄積し、これらの成果・経験を活かし
て、実践的な活動にも取り組んだ。

法人本部

森野
迫 芳
清朗
貴
小

学長・副学長
理事

M no or i sYaoksoh iKr ioy o t a k a
O

所属
学会

都市計画学会、日本水環境学会、日本建築学会、
日本建築学会、日本鋼構造協会
造園学会、建築史学会、都市史学会

1982年04月～
1979年04月～
1996年04月～
1991年10月～
2006年04月～
2000年05月～
2008年10月～
2012年04月～
2015年04月～
2018年04月～
2018年07月～

京都大学
助手 講師助手
京都工芸繊維大学
岡山大学 助教授 教授
京都工芸繊維大学 助教授
情報・システム研究機構統計数
理研究所
客員教授教授
京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学 教授
京都工芸繊維大学 理事・副学長
同副学長
京都工芸繊維大学
学長
同理事
・副学長

建築構造物の非線形挙動解析と伝統的建築物の構造評価
都市・風景の近代化メカニズム
市の水系に着目した形成メカニズムの解明が水利権を通して研究される。ま
建築弾塑性骨組の倒壊にいたるまでの大変形挙動を精度良く予測するためには、
都
材料の履歴則を降伏・除荷点を正確にとらえ、かつ座屈などの臨界挙動を確実に
た市場など食材や水を介した都市生成の研究は都市政策的課題となる。都市のボー
とらえられなければならない。そのために、有限要素法基礎式を増分摂動法を用
ダーの再定義も中世から近世、近代と形を変えて行く都市の自律的他律的動態を
いて構築し、非線形解析法で難題とされる増分刻み幅の自動決定法と整合剛性行
明らかにできる。また庭園や、公園、街路樹など風景の定義のメカニズムは現出
列を形成するための技法を備えた数値解析法を開発した。主として鋼構造骨組を
する景観の生成の意図がどのように現れ、変えられていくのかが理解できる。こ
対象としてきたが、木造軸組構法についても開発に取り組んだ。
れらは、近代とは何かという都市史的な解答を得ることで、次の世代への都市生
また、伝統的京土壁の実験による構造性能評価を行って、京町家や神社仏閣など
成の準備をなすものである。
の建築文化財の補修・補強に役立つ事項を蓄積し、これらの成果・経験を活かし
て、実践的な活動にも取り組んだ。
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法人本部

小本
野 昌
芳広
朗
吉

理事・副学長

O on soh iYm
oo
s ht oi r oM a s a h i r o
Y

所属
学会

都市計画学会、フェロー)
日本水環境学会、
日本建築学会、
応用物理学会(
、電子通信情報学会、
I造園学会、建築史学会、都市史学会
E E E ( 米国電気電子学会）、電気学会 等

1982年04月～
1988年04月～
1996年04月～
1997年03月～
2006年04月～
2004年04月～
2008年10月～
2015年04月～
2015年04月～
2018年04月～
2018年07月～

京都大学 助手 講師
岡山大学 助教授 教授
京都工芸繊維大学 助教授
情報・システム研究機構統計数
理研究所 客員教授教授
京都工芸繊維大学
京都工芸繊維大学 教授
京都工芸繊維大学 副学長
同副学長
京都工芸繊維大学
理事・副学長
同理事・副学長

ビスマス含有Ⅲ－Ⅴ族半金属半導体の創製とデバイス応用
都市・風景の近代化メカニズム
-V族半導体や、非晶質半導体、シリコン、プラズマ・光プロセス、発光現象
都市の水系に着目した形成メカニズムの解明が水利権を通して研究される。ま
Ⅲ
などを対象に、やりたい研究、やるべき研究、稼ぐ研究の区別を意識しながら幅
た市場など食材や水を介した都市生成の研究は都市政策的課題となる。都市のボー
広く研究に取り組んできました。やりたい研究として、ビスマス含有Ⅲ-V族半金
ダーの再定義も中世から近世、近代と形を変えて行く都市の自律的他律的動態を
属半導体の創製を手掛け、この半導体で世界初のレーザ発振を実現しました。サ
明らかにできる。また庭園や、公園、街路樹など風景の定義のメカニズムは現出

イバー空間を成り立たせているシリコンは、産業上はもちろん、工学教育の面か
する景観の生成の意図がどのように現れ、変えられていくのかが理解できる。こ
らも、やるべき研究の対象です。シリコンの過渡的電気特性や発光特性をもとに、
れらは、近代とは何かという都市史的な解答を得ることで、次の世代への都市生
集積回路などの性能に大きく影響する結晶欠陥の分析を進め、産業界にささやか
成の準備をなすものである。
な寄与をしています。半導体を作り、加工し、デバイスに仕上げ、特性を分析す
ることで得られた知見と経験を活かして共同研究を進め、稼ぐ研究として研究設
備・環境を改善してきました。
このほか、放熱性能を高めたシリコン複合貼り合わせ基板や、リモートプラズマCVDによる低損傷絶縁膜堆積法、
極低温サブミクロン解像度発光顕微鏡などを提案し研究開発してきました。最近はモット転移型ニューロモル
フィック半導体の研究に関与しています。
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応用生物学系

秋野 順治

教授

Akino Toshiharu

所属
学会

日本応用動物昆虫学会、日本動物行動学会、
日本蟻類研究会、日本昆虫学会

等

1997年04月～

農林水産省 蚕糸昆虫農業技術
研究所 研究員

2001年04月～

独立行政法人 農業生物資源研
究所 主任研究員

2007年05月～

京都工芸繊維大学 准教授

2012年07月～

京都工芸繊維大学 教授

生物種間相互作用における化学交信と行動応答

生物種間の相互作用は、生物多様性の源ですが、その謎を解き明かす鍵の一つ
は化学交信にあります。研究室では、主に真社会性昆虫のアリが、その集団生活
を維持するための“会話”の手段として利用するフェロモンの構造や機能、その認
識学習の実態解明を進めています。加えて、アリを取り巻く様々な昆虫や植物との
相互作用についても行動・化学生態学的な視点から研究を続けています。さらに
重要家屋害虫シロアリや集合性サシガメ等のフェロモンコミュニケーションの解
明も進めており、これらの成果を活かすことで低環境負荷型かつ生物多様性を損
なわない害虫防除･駆除の総合的管理システム開発や、生物資源としての昆虫・植
物の持続的利活用とそれに基づく環境保全システムの構築につなげています。
植物・虫に関連する日本古来の伝統・伝承に関する科学的検証
大神神社の神事三枝祭で奉納される御神花に関する科学的検証・解明研究や、魏志倭人伝にも記載がある阿蘇黄
土の効能に関する科学的検証・実証研究などを含む

応用生物学系

井沢 真吾

准教授

Izawa Shingo

所属
学会

農芸化学会、生物工学会、分子生物学会、生化学会、
酵母研究会、アメリカ微生物学会

1995年08月～

京都大学食糧科学研究所 助手

2001年04月～

京都大学大学院農学研究科
助手・助教

2009年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

等

ｽﾄﾚｽ下での酵母mRNA fluxの改変と発酵・醸造分野への応用

酵母をはじめとする真核生物では、ストレスによって翻訳が阻害されると非翻
訳状態のmRNAがP-bodyやstress granuleとよばれるmRNP granuleに隔離さ
れ、生き残る上で本当に必要とされるごく一部のmRNAのみが優先的に翻訳され
ています。グルコース枯渇やエタノールストレス、木質バイオマスから生じるバ
ニリンなどは細胞の翻訳を抑制してしまう非常にシビアなストレスです。我々は、
エタノールやバニリンストレス下でも優先的に翻訳されているmRNAを同定し、
その分子機構の解析を行っています。また、そのメカニズムを利用して、酵母の
発酵能やバイオエタノール製造効率の飛躍的な改善に取り組んでいます。
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応用生物学系

市川 明

助教

所属
学会

1997年04月～

日本学術振興会 特別研究員

1999年01月～

科学技術振興事業団 (国立医薬
品食品衛生研究所) 科学技術特
別研究員

2001年11月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

Ichikawa Akira
日本農芸化学会、日本生化学会、
日本分子生物学会、日本動物細胞工学会

動物細胞を用いた生体分子の機能解析と生産方法の開発

（１）ヒトモノクローナル抗体の作製のための体外免疫法の開発
ヒト末梢血から単離した単核球の体外免疫時の培養条件の最適化を行っています。
また、活性化された抗原特異的B細胞の不死化方法の検討も行っています。
（２）タンパク質間架橋形成酵素トランスグルタミナーゼの生理機能解析
組織型トランスグルタミナーゼは各種細胞に広く分布し、その触媒活性により基
質タンパク質の機能を調節していると考えられています。基質を検索することに
より組織型トランスグルタミナーゼの関与する生理機能を解析しています。
（３）緑茶カテキンの生理活性発現メカニズムの解析
緑茶カテキン受容体に対するモノクローナル抗体を作製し、緑茶カテキンの細胞
に対する作用メカニズムの解析を目指しています。

応用生物学系

伊藤 雅信

1989年10月～

教授

京都工芸繊維大学 助手

1994年10月～1996年09月
ロヨラ大学シカゴ校 Visiting Research
Associate

Itoh Masanobu

所属
学会

2004年08月～

京都工芸繊維大学 助教授

日本蚕糸学会、日本遺伝学会、米国遺伝学会、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

日本分子生物学会

2010年05月～

京都工芸繊維大学 教授

侵入トランスポゾンと宿主ゲノムの相互作用

トランスポゾン（転移因子）は遺伝子
システムに大きな影響を与えることが

トランスポゾンP	
  element	
  の水平伝播	
(Fly	
  images:	
  EHIME	
  stock	
  center	
  HP)	
  
トランスポゾンP	
  element	
  の水平伝播	
(Fly	
  images:	
  EHIME	
  stock	
  center	
  HP)	
  
D.	
  willistoni	
D.	
  melanogaster	
D.	
  simulans	
D.	
  willistoni	

知られていますが、転移機構の詳細は
必ずしも明らかではありません。ショ
ウジョウバエのP因子は少なくとも２回
の水平伝播により別種ゲノムに侵入し
たことがわかっています（図）。これら

D.	
  melanogaster	

D.	
  simulans	

1950s	
  -‐70s	

2006-‐	

1950s	
  -‐70s	

2006-‐	

P	
  element	
  	
  (2907	
  bp)の塩基配列の変化	
32	

2040	
P	
  element	
  	
  (2907	
  bp)の塩基配列の変化	
exon0

32	
A	
  =>	
  T	

A	
  =>	
  T	

exon1

exon2

2040	
G=>	
  A	

exon3

G=>	
  A	

３種におけるP因子の動態（コピー数・構造変化）調査、および改変因子の導入実験
等により、宿主側の調節・防御機構とトランスポゾンの長期的運命の関連を解明
し、高導入率で長期安定な新規遺伝子導入ベクターの開発を目指します。
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応用生物学系

井上 喜博

1994年04月～

教授

Inoue H. Yosihiro

1997年04月～
2009年03月～
2018年04月～

所属
学会

日本分子生物学会、日本細胞生物学会、
日本遺伝学会、日本ショウジョウバエ研究会

2020年02月～

名古屋大学大学院理学研究科
助手
愛知県がんセンター研究所
主任研究員
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学昆虫先端研究推進拠
点昆虫バイオメディカル研究部門長
京都工芸繊維大学 教授

ショウジョウバエモデルを用いたアンチエイジング物質及び治療薬候補の探索

ショウジョウバエはヒト疾患遺伝子の
７５％を持つので、発症メカニズムを遺伝子
レベルで解明するのに優れたモデル系になる。
これまでに早老症、糖尿病、白血病のモデル
を作製して、生体老化やこれらの疾患の発症
機構の研究を進めている。たとえば早老症系
統を用いれば、老化を遅延させる天然物、化
合物の効果を短時間で評価できる。実際に食
べて効くアンチエイジング物質の単離、同定に成功している。また上記の疾患モ
デルは治療薬の大規模探索をおこなう際の１次スクリーニングとして有効です。
ショウジョウバエは病原微生物が侵入した時にそれらを殺菌する効果のあるペプチドを誘導する。これらの中
にョウジョウバエの白血病モデルを抑制する効果があることを見出した。それらは哺乳類にも保存されており、
新たな抗癌剤として期待できます。

応用生物学系

片岡 孝夫

教授

Kataoka Takao

所属
学会

日本農芸化学会、日本分子生物学会、
日本生化学会

1992年04月～

東京工業大学 助手

2001年08月～

東京工業大学 助教授

2007年04月～

東京工業大学 准教授

2007年05月～

京都工芸繊維大学 准教授

2015年04月～

京都工芸繊維大学 教授

炎症を制御する情報伝達と免疫応答の分子機構

炎症性サイトカインは炎症反応、細胞増殖、細胞死などを制御しています。最近、
慢性的な炎症が炎症性疾患だけでなく、がんや糖尿病にも関与していることが明
らかになってきました。本研究室では、炎症性サイトカインの情報伝達や遺伝子
発現を制御する小分子化合物（バイオプローブ）の探索と作用メカニズムの解明を
行っています。
免疫系は、がん細胞や病原体を排除する強力な生体防御系です。細胞傷害性T細胞
やナチュラルキラー細胞は、インターフェロンγ等を産生するだけでなく、分泌
型リソソームの一つである細胞傷害顆粒等を介して標的細胞を殺傷します。本研
究室では、インターフェロンγの産生機構や細胞傷害顆粒の構造や機能に関する
研究を行っています。
上述の研究に加え、細胞死を誘導するタンパク質として見出したBcl-2ファミリータンパク質Bcl-rambo/BCL2L13
が制御する細胞死とマイトファジーの分子メカニズムの解明に取り組んでいます。
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応用生物学系

加藤 容子

准教授

Kato Yasuko

所属
学会

日本分子生物学会

2008年10月～

京都工芸繊維大学 非常勤研究員

2009年01月～

理化学研究所 研究員

2013年03月～

Cincinnati Children's Hospital
Medical Center Research
Associate

2015年03月～

京都工芸繊維大学 助教

2020年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

ショウジョウバエの受精嚢形成制御機構の解明

雄から受け取った精子を受精まで体内に蓄え貯蔵するために受精嚢と呼ばれる
内部生殖器官を持つ動物は少なくない。ショウジョウバエ雌では精子を一時的に
蓄える環状受精嚢と長期的な貯蔵場所である受精嚢を保有し使い分けている。昆
虫の受精嚢数は種により様々であるが、受精嚢数と生殖能力の関連には不明な点
が多い。本研究課題では、キイロショウジョウバエの研究プラットホームを利用し、
分子生物学的・発生生物学的アプローチにより受精嚢数を決定する分子機構、受
精嚢数と生殖能力との関係を明らかにする。また、受精嚢数と妊性との関係を明
らかにすることにより、不妊虫放飼や、種の保全技術等への応用に貢献すること
を目的とする。

応用生物学系

川口 耕一郎

講師

Kawaguchi Koichiro

2016年07月～

国立長寿医療研究センター研究所
研究員

2022年03月～

京都工芸繊維大学 講師

所属
学会

日本生化学会、日本分子生物学会、
日本基礎老化学会

代謝恒常性の破綻と加齢性疾患を結ぶ分子基盤の解明

超高齢化社会にある我が国において、加齢に伴い発症するようになる加齢性疾
患に関する研究は重要な研究課題の一つです。しかしながら、生物の老化は複雑
な生命現象であり、その詳細な分子機構には不明な点が多く残っています。一方
で近年、加齢により生体内に蓄積した老化細胞が、様々な生理活性物質の分泌を
介して周辺組織に慢性的な炎症状態を惹起し、がんや生活習慣病などの加齢性疾
患の発症・増悪化に関与することが明らかになってきました。本研究では、多く
の加齢性疾患の基盤病態である慢性炎症に着目して、炎症性シグナルの制御によ
る加齢性疾患の予防・治療を可能とする分子基盤の確立を目指しています。

細胞内の脂質輸送体である脂肪酸結合タンパク質の機能解析に取り組んでいます。脂肪酸結合タンパク質は、リ
ガンド 依存的転写因子の核内受容体との相互作用を介して炎症性シグナルの活性化に関与しており、その詳細
な分子機構の解明を目指しています。
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応用生物学系

北島 佐紀人

准教授

Kitajima Sakihito

1996年06月～

京都大学放射性同位元素総合セ
ンター 助手

1998年10月～

財団法人地球環境産業技術研究
機構 研究員

所属
学会

2002年08月～

京都工芸繊維大学 助手

日本植物生理学会、日本蚕糸学会、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

日本農芸化学会

2009年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

植物のユニークな機能を遺伝子・タンパク質レベルで解析

1. 植物がもつユニークな生体防御機能の解明。クワ、イチジク等の植物が産
生する乳液が、微生物あるいは昆虫に対する防御成分を多く含むことに着目し、
そのタンパク質、RNA成分等を網羅的に解析します。有用な遺伝子を発見して、
GM植物等に活用することを目指します。
2.

植物バイオからの伝統産業への貢献と新技術への展開。漆がなぜ固まるのか、

を植物科学の視点から分子レベルで解析します。その成果を活用して、漆メカニ
ズムを模した酵素重合型バイオマス由来新規塗料の開発に貢献します。

応用生物学系

Kurganov Erk i n 助教

2017年04月～2018年03月
Okazaki Institute for Integrative
Bioscience, Postdoctoral Researcher

所属
学会

2018年03月～

京都工芸繊維大学 助教

日本神経科学会、日本解剖学会

脳の温度感受性タンパク質による体温と炎症の制御機構

Transient receptor potential (TRP) channelは、温度感受性のあるタンパ
ク質ファミリーである。TRPＭ８は、温度低下を感知するだけでなく、炎症を抑
える機能を持っている。一方、TRPV1は温度上昇を感知し、痛覚にも関与してい
る。私は、脳内のTRPM8並びにTRPV1が体温調節や炎症反応にどのような役割
を持っているのか調べている。
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応用生物学系

小谷 英治

教授

Kotani Eiji

所属
学会

日本蚕糸学会、日本生化学会、

1995年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2008年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

2018年01月～

京都工芸繊維大学 教授

日本比較免疫学会、無菌生物学会

カイコ遺伝子組換え技術による改変繭糸の応用

絹糸腺の繭糸タンパク質発現機能を操作することで、絹糸フィブロインを作ら
ずセリシンだけでできた繭を作るカイコを創出した。セリシン繭から得られるセ
リシン水溶液を基にES細胞の培養素材の作製に成功した。また、セリシンをサイ
トカインの活性を保護しつつ放出するキャリアとして、生体外上皮モデル作成の
ための立体培養に利用できることもわかった。また、セリシンを作る機能を抑制し、
絹糸フィブロイン成分を高濃度に含む繭も作り、このフィブロインを細胞の足場
タンパク質として細胞培養技術に応用できることも見出した。さらに、セリシン
と絹糸フィブロインを両方とも作らないように遺伝子操作したところ、繭を作ら
ないカイコが得られ、このカイコ蛹をタンパク質生産用の個体として有効利用出
来ることも見出した。

応用生物学系

齊藤 準

所属
学会

1990年04月～

日本学術振興会 特別研究員

1993年10月～

Saito Hitoshi

科学技術振興事業団 重点研究
支援協力員

2002年11月～

京都工芸繊維大学 助教授

日本蚕糸学会、日本応用動物昆虫学会、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

准教授

日本動物学会、日本野蚕学会

等

昆虫資源の保全と活用・環境評価で地域社会へ貢献

昆虫の多様性を生み出す色彩関連分子（色素と

(４月下旬〜５月上旬）
孵化

色素結合タンパク質）に焦点をあてて、色彩関連分
子の生理機能と色彩形成メカニズムの解明を目指

産卵

しています。昆虫の発生状況のモニタリングから
生息環境の変化をとらえ環境評価を行っていま
す。環境教育研究を通じて京都の自然環境への関
心を深め、京都産ヤママユ類を貴重な文化資源と
して、系統化による保護とその生息環境の保全を

(６月中旬〜７月上旬）

５齢幼虫

年１化
羽化(成虫)

♂

営繭

(７月中〜下旬）

♀

(８月上旬〜９月上旬）

繭

ヤママユの生活環

積極的に進めています。ヤママユ類がもつ生物素材としての多彩な機能性を活か
した京都ブランド創出を目指しています。
京都北山やままゆ塾：(1) 北山の自然とふれあい環境をみつめる。
(2) ヤママユなどの虫たちの成長から生命の大切さを知る。
(3) 環境を守る気持ちと地域のコミュニケーションを育み、豊かな未来につなげる環境教
育・環境学習を展開する。
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応用生物学系

志波 智生

2001年04月～

教授

2005年06月～
2009年08月～

Shiba Tomoo

所属
学会

2010年04月～
2011年06月～
2019年01月～

日本結晶学会、日本生化学会、
日本蛋白質科学会

高エネルギー加速器研究機構
博士研究員
東京大学大学院総合文化研究科 助手
東京大学大学院医学系研究科
特任助教
東京大学大学院医学系研究科 助教
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学 教授

寄生虫関連タンパク質のX線結晶構造解析

寄生虫の生存に必要なタンパク質や病気に
関係するタンパク質の立体構造をＸ線結晶構造
解析で決定し、タンパク質の構造と機能の関係
を明らかにします。また、決定した構造に基づ
いて阻害剤を設計し、薬剤を開発するために必
要なリード化合物の発見を目指しています。最
近では、アフリカ睡眠病の治療薬開発のター
ゲットタンパク質である寄生虫トリパノソーマ
のシアン耐性酸化酵素と薬剤候補化合物との複
合体の構造を明らかにしました（図）。

応用生物学系

鈴木 秀之

教授

Suzuki Hideyuki

所属
学会

農芸化学会、生物工学会、生化学会、
バイオインダストリー協会、ASM、ASBMB

1989年04月～
1994年08月～

京都大学農学部 助手
University of California, Berkeley, Visiting
Research Fellow
1999年04月～ 京都大学大学院生命科学研究科
助教授
2003年03月～2003年04月
Universite Henri Poincare-Nancy I,
Faculty of Pharmacy, Visiting Professor
2007年09月～ 京都工芸繊維大学 教授

アミノ酸・ポリアミン関連物質の発酵および酵素生産

細菌のアミノ酸とポリアミン代
謝・その制御について研究し、その
成果を有用物質の生産へ展開して
います。γ-グルタミルトランスペ
プチダーゼの研究ではフロントラ

γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(GGT)の転移反応の利用

ンナーを続け、その応用として様々
なγ-グルタミル化合物の酵素合成法を開発してきました。その中には、抗結核剤：
γ-D-Glu-L-Trp、コク味物質：γ-Glu-Val-Gly、緑茶のうま味成分：テアニン
（γ-Glu-エチルアミド）などがあります。また、大腸菌を用いたポリアミンの発酵
生産にも取り組んでいます。
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応用生物学系

高木 圭子

准教授

Takaki Keiko

2016年02月～

京都工芸繊維大学 助教

2021年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

日本蚕糸学学会、日本応用動物昆虫学会

コクヌストモドキ端栄養型卵巣の制御機構の解明

昆虫は、卵を大量に産む「多産多死」型の戦略をとっています。しかし、餌が

十分にない環境下であれば、子世代が生き残れないだけでなく、親世代の負担も
大きくなり自分自身の生存さえも危うくなります。そこで限られた餌の下で、昆
虫の卵細胞の成熟と親の生存とのバランスをとるための機構があることが予想さ
れ、その解明を目指しています。
ここでは甲虫の一種であるコクヌストモドキをモデルとして用いて研究を行って
います。この虫では、体全体でRNAi（systemic RNAi）を簡便に誘導できるため、
必要に応じた実験系を迅速に構築することが可能となります。
また、甲虫は木材害虫に多い目であり、駆除の難しい害虫といわれています。木
材の建築や文化財の多いわが国において、本研究が効果的な防除方法の開発の礎
になると期待しています。

応用生物学系

高野 敏行

1990年04月～

教授

Takano Toshiyuki

所属
学会

日本遺伝学会、日本進化学会、
日本ショウジョウバエ研究会、米国遺伝学会

九州大学理学部 助手

1992年09月～

Duke University Hargitt Fellow

1993年03月～

国立遺伝学研究所 助手

2002年03月～

国立遺伝学研究所 助教授

2012年02月～

京都工芸繊維大学 教授

ヒト超保存配列の機能発見

ヒトから魚類までセキツイ動物のゲノムには、
数百塩基対にわたって高度に保存される超保存配
列が存在する。このような10億年を超えて保存さ
れる超保存配列は非コード領域にも多数存在する
が、いまだその機能は明らかになっていない。ヒ
トゲノム配列をショウジョウバエに組み込んだヒ
ト化ショウジョウバエ系統を作出し、その機能を
解明する。
各種ゲノム配列の機能をショウジョウバエと
いう生体をつかって比較解析する

精子とメスとの対話のメカニズム：メスの体内に侵入後、精子がメスと交わす対話のメカニズムの解明
希少・未診断疾患の原因解明：ショウジョウバエ等のモデル生物を用いた希少・未診断疾患の病因遺伝子変異候
補の機能解析
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応用生物学系

都丸 雅敏

1995年10月～

助教

新技術事業団 科学技術
特別研究員

所属
学会

Tomaru Masatoshi

1996年04月～

筑波大学 準研究員

2000年03月～

京都工芸繊維大学 助手

日本動物行動学会、日本遺伝学会、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

日本ショウジョウバエ研究会、米国遺伝学会

配偶者選択と求愛の進化の行動学的及び遺伝的基盤

進化によって、自然界に見られる多様な生き物

定位
Orientation

タッピング
Tapping

翅振動
Vibration

が生み出されてきました。生物の最も基本的な特
徴のひとつである生殖は、進化の原動力となって

います。多くの高等動物は、求愛の間、相手を認
識し、配偶者を選び、自身の子孫を残してきまし
た。また、求愛の過程では、近縁別種と交わらぬ
よう識別も行われています（性的隔離）。ショウ
ジョウバエを用いて、配偶者選択や求愛に関して

交尾
Copulation

交尾試行
Copulation attempt

リッキング
Licking

キイロショウジョウバエの求愛の模式図

行動学的な研究を行い、その遺伝的基盤を明らか
にすることにより、進化の謎に迫ります。
（研究室URL）http://www.cis.kit.ac.jp/~tomaru/
研究分野：進化遺伝学・動物行動学・生物多様性
その他：KYOTO Stock Center（ショウジョウバエの系統センター）の運営を通して、ショウジョウバエを用いた研
究基盤を支えています

応用生物学系

長岡 純治

准教授

Nagaoka Sumiharu

所属
学会

日本蚕糸学会、日本農芸化学会

1995年07月～

農林水産省蚕糸・昆虫技術研究所
非常勤研究員

1996年04月～

理化学研究所ライフサイエンス
筑波研究センター 非常勤研究員

1998年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2021年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

新しい転写・翻訳共役型無細胞タンパク質合成系の開発

本反応系は、試験管内で転写反応に必要
な因子群と昆虫細胞破砕液中に含まれるリ
ボソームや翻訳因子群などの機能を組み合
わせたものです。短時間に、タンパク質の
種 類 を 気 に せ ず に コ ー ド し て い るDNA
(RNA) から一定量のタンパク質を合成させ
ることができ、翻訳後の修飾も期待できま
す。生命倫理問題を気にせず、反応の全自動・
低コスト化が可能です。また、カイコの組織抽出液を利用していますので、新た
な昆虫産業（蚕業革命）創出にも寄与できます。
テーマ①：昆虫オス生殖メカニズムの解明により，昆虫の人工授精法ならびに個体数管理方法を開発する
テーマ②：唯一の食草であるクワをカイコがどのように利用しているかを解明する
テーマ③：伝統的な養蚕学技術の継承と革新的養蚕・昆虫利用法を開発する
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応用生物学系

半場 祐子

教授

1997年04月～

日本学術振興会, 特別研究員

1998年12月～

岡山大学 資源生物科学研究所
（現：岡山大学 資源植物科学研
究所） 助手

Hanba Yuko, T.

所属
学会

日本生態学会、日本植物生理学会、
日本植物学会、日本景観生態学会

2004年12月～

京都工芸繊維大学 助教授

2012年04月～

京都工芸繊維大学 教授

安定同位体を利用した植物の環境応答に関する研究

植物は食料や建築材として利用され
るだけでなく、大気から二酸化炭素を吸
収し温暖化を抑える重要な役割を担って
います。このような役割の基礎となるの
が光合成のはたらきです。私たちは、安
定同位体を利用して、植物の光合成の環

光合成機能を解析するための装置

境応答機構を詳細に解明しています。
テーマとしては、植物の膜タンパク質であるアクアポリンの二酸化炭素輸送機構
の解明、大気汚染ストレスに対する街路樹の光合成応答などがあります。
植物の光合成機能の環境応答機構
私たちは、植物の光合成がさまざまな環境ストレスにどのように応答するのか、そのメカニズムを明らかにする研究や、どのような種がストレスに強いのかを評価する研
究を行なっています。研究テーマとしては、温暖化の緩和に有用な樹木種の探索、シダ植物の光利用メカニズムの解明、コケ植物の重力応答機構の解明などがあります。

応用生物学系

堀元 栄枝

准教授

Horimoto Sakae

所属
学会

日 本 雑 草 学 会 、日 本 農 作 業 学 会 、日 本 作 物 学 会 、

2003年04月～

農業環境技術研究所 特別研究員

2003年07月～

佐賀大学農学部 助教

2013年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

Weed Science Society of America

環境保全型農業における作物生産と雑草防除について

産業廃棄物として廃棄される剪定枝等の植物残渣を未利用資源として作物生産
に活用する栽培方法を研究しています。例えば、剪定枝は粉砕機でチップ化し作
物や野菜の栽培において多用されるプラスチックマルチの代替として導入する栽
培方法について研究しています。また、できるだけ環境に負荷のかけない栽培技
術についても研究しています。マメ科植物を対象作物の前に栽培するか、あるい
は同時に混作することで窒素肥料を低減しながら対象作物の生育と収量が確保で
きるような栽培方法について研究しています。また、地表表面を覆う被覆植物と
対象作物を混作することで雑草の発生を抑えることができるため、除草剤の使用
量を低減しつつ安定した作物生産のできる環境保全型農業の栽培方法について研
究をしています。
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応用生物学系

宮田 清司

教授

1987年04月～

フジフィルムグループ 富山化
学工業 綜合研究所 薬理研究員

1992年06月～

京都工芸繊維大学 助手

所属
学会

Miyata Seiji

1995年09月～

カリフォルニア大学（リバーサ
イド校） 客員研究員

神経科学会、解剖学会、神経内分泌学会、

2006年08月～

京都工芸繊維大学 助教授

Society for Neuroscience

2016年04月～

京都工芸繊維大学 教授

脳における神経幹細胞機能と神経炎症機構の解明

私は、次の項目について研究を行っている。
１）成体マウスの視床下部や延髄に存在する神経幹細胞の機能と脳の組織修復機
構。
２）細菌感染時における、脳の炎症開始機構と敗血症のメカニズム解明。
３）暑熱環境における体温調節機構。
４）低分子蛍光トレーサーを用いた脳血管の透過性評価。

応用生物学系

吉田 英樹

准教授

Yoshida Hideki

2009年10月～

京都工芸繊維大学 助教

2018年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

日本分子生物学会、The RNA Society

ヒト疾患モデルショウジョウバエの作出と利用

ショウジョウバエとヒトは、姿格好は全く違いますが、組織を作る過程や行動
の際に細胞の中で起こる現象は非常に良く似ています。実際、ヒトの疾患関連遺
伝子の85%がショウジョウバエにも存在しています。この特性を利用し、ヒトの
病気の発症機構を調べる研究が盛んに行われています。私たちは、神経疾患に焦
点を当て、患者と似た症状を示すショウジョウバエを作製し、その体の中でどん
なことが起きているのかを解析しています。また、近年、解析機器の飛躍的な進
歩に伴い、ヒトの神経疾患の原因と考えられる遺伝子変異が数多く報告されてい
ます。しかし、ヒトやマウスで、その変異が疾患の原因になるかどうか確かめる
ことは容易ではありません。ここでも、遺伝子操作が容易で、安価なショウジョ
ウバエが力を発揮します。

012

応用生物学系

吉村 亮一

准教授

Yoshimura Ryoichi

1995年08月～

国立循環器病センター研究所
COE特別研究員

1997年04月～

国立循環器病センター研究所
流動研究員

所属
学会

1998年12月～

京都工芸繊維大学 助手

日本神経科学学会、日本動物学会、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

日本応用動物昆虫学会、日本解剖学会

2018年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

動物細胞における細胞間相互作用の解析

動物の神経・内分泌系の機能と構造・形態に関するテーマについて研究してい
ます。哺乳類を中心に、個体レベルだけでなく、脳のスライス培養系や培養細胞
を用いて、PCR、免疫ブロット、in situ ハイブリダイゼーション、免疫組織（細胞）
化学、電子顕微鏡などの手法により解析を行います。増殖・分化等、細胞の活動
および生体の維持・生存に重要な調節に関わる受容体・チャネルなど種々のタン
パク質の局在や意義を明らかにしようとしています。研究課題としては、神経活
性物質受容体の局在動態、ギャップ結合チャネル複合体を形成する蛋白質群の機
能、哺乳動物の神経内分泌系に対する内分泌撹乱物質の作用などがあります。研
究成果は動物学会、神経科学学会、解剖学会等で発表しています。
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材料化学系

浅岡 定幸

2001年04月～

准教授

Asaoka Sadayuki

2002年06月～
2003年04月～

所属
学会

2007年12月～
2011年10月～

日本化学会、高分子学会

東京都立大学大学院工学研究科
応用化学専攻 助手
東京工業大学資源化学研究所
助教
米国ブルックヘブン国立研究所
化学科 博士研究員
京都工芸繊維大学 准教授
科学技術振興機構 戦略的創造
研究推進事業 さきがけ研究員

高機能性ナノ構造材料の精密分子設計

有機合成化学の発展により、分子レベルでの構造制御は可能となりつつありま
すが、それよりサイズが１～数桁大きなナノ～マイクロメートルサイズの構造制
御法は未だ確立されていません。生体のような複雑で高い機能を有する材料を設
計するためには、この領域の精密構造設計法を確立することが不可欠です。
本研究室では、世界有数の構造規則性を有するシリンダー型ミクロ相分離構造薄
膜を利用して、狙った位置に「思いのままに」機能性分子を配置する手法を確立
することによって、これまでの有機材料をはるかに超える高機能性材料の創出を
目指しています。

材料化学系

一ノ瀬 暢之

1992年09月～

教授

Ichinose Nobuyuki

所属
学会

日本化学会、米国化学会、高分子学会、
光化学協会

1993年10月～
1998年10月～
2001年05月～
2006年03月～

新技術事業団増原極微変換プロ
ジェクト極微機能グループ
研究員
日本原子力研究所 関西研究所
研究員
大阪大学産業科学研究所 助手
京都工芸繊維大学 助教授
京都工芸繊維大学 教授

分子の励起状態、反応中間体のダイナミクス

分子の会合・解離は、化学反応や溶液
物性、ゲル化などの化学現象に関連する
基本的な挙動であり、その熱力学やダイ
ナミクスを議論するための測定方法は会
合挙動の時間スケールに依存する。我々
は、定常分光法やパルスレーザーを用い
た時間分解分光法の他、パルスレーザー

レーザー衝撃波クロマトグラフィー法の概念図
（C&EN, March 11.2011. American Chemical Society.）

を用いて発生させた衝撃波を利用した分子量・サイズ測定法を開発し（レーザー誘
起衝撃波クロマトグラフィー法）、タンパクや多糖類など高分子の会合体の検出法
として用いることができることを示した。
表面張力の精密測定とゲルの相転移、界面化学と光化学を融合した有機ナノ粒子の励起エネルギー緩和の研究
有機ナノ粒子中にドープした分子の電子スペクトルの狭線化と材料への展開、光学的泡圧法による表面張力の精
密測定とゲルの相転移現象の高感度検出への応用
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材料化学系

稲田 雄飛

2014年04月～

助教

Inada Yuhi

2015年01月～
2015年04月～

所属
学会

日本化学会、応用物理学会、高分子学会

2016年03月～

日本学術振興会 特別研究員
（ＤＣ2）
ウルム大学（ドイツ） 客員研究員
日本学術振興会 特別研究員
（PＤ）
京都工芸繊維大学 助教

有機／カーボン機能材料の創製と構造・光電子物性

【研究背景】近年、有機光エレクトロニクス分野では、有機半導体を用いた電
流注入発光デバイスの開発が盛んに行われてきました。当研究室では、本研究分
野の未踏課題である『有機レーザーデバイスの実現』にチャレンジしています。
有機半導体は分子設計の自由度が高く、コンパクトな半導体レーザーのフルカラー
化が期待できます。
【課題】有機レーザーデバイスの実現を足止めしている主な課題の一つは、有機半
導体の電流注入耐性が低く、レーザー光の発生に至る前にデバイスが破壊されて
しまうことです。
【最近の取り組み】有機半導体発光デバイスに有機機能材料あるいはカーボン機能
材料をハイブリッドさせることにより、電流注入耐性の改善に取り組んでいます。

材料化学系

岡田 有史

助教

Okada Arifumi

所属
学会

応 用 物 理 学 会 、日 本 表 面 科 学 会 、日 本 物 理 学 会 、
日本セラミックス協会、American Chemical Society

2000年04月～2003年03月
日本学術振興会特別研究員-DC1
2003年05月～

豊田工業大学 ポストドクトラル
研究員

2005年04月～

筑波大学 研究員

2008年08月～

京都工芸繊維大学 助教

結晶表面における物質生成とその応用

走査プローブ顕微鏡を中心とした表面科学の方法を用い、消費電力の増大や各
種デバイスの高機能化が求められる現代における新規材料の実現に向けて次の二
つのテーマについて研究を行っている。(1) 酸化ガリウム表面におけるエピタキ
シャル成長初期過程の研究: 次世代パワーデバイスの材料の候補である酸化ガリウ
ムの表面に別の物質が成長する際の初期過程に着目し、基板の前処理から種々の
方法での成長までを原子レベルで観察することで、欠陥を抑制する条件を探索す
る。(2) 金属表面における二次元分子ネットワークの構築: 平面状の有機分子を金
属結晶の表面に吸着させて自己組織化による配列構造を作製し、分子間および分
子-基板相互作用を詳細に理解することで、共有結合で広がった二次元構造への転
換を図る。
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材料化学系

角野 広平

教授

Kadono Kohei

所属
学会

1986年04月～

通商産業省工業技術院大阪工業
技術試験所（当時） 研究員

1990年10月～

通商産業省工業技術院大阪工業
技術研究所（当時） 主任研究官

2001年04月～

独立行政法人 産業技術総合研
究所 主任研究員

2006年04月～

京都工芸繊維大学 教授

日本セラミックス協会、日本化学会、
応 用 物 理 学 会 、 材 料 学 会（ 米 国 ）

機能性ガラス・アモルファス材料の創製と応用

ガラスは、成形加工が容易、広い波長範囲で透明
など材料として多くの優れた特性を備えています。
ガラスの持つこれらの特性を深化し、また、新たな
機能を賦与するための研究を行っています。一例と
して、赤外透過ガラスの研究を紹介します。イオウ、
セレン、テルルを主成分とするガラスをカルコゲン
化物ガラスといい、赤外透過材料として注目されて
きました。これまでヒ素などの毒性の高い元素が多
く用いられてきましたが、新たに毒性元素フリーで

新規に開発したGa-Sb-S系ガラスロット。
As, Seを含まず、高価なGeも含まない

優れた赤外透過性を有するガラスを開発しました。

材料化学系

木梨 憲司

2005年04月～

准教授

Kinashi Kenji

所属
学会

応用物理学会、高分子学会、繊維学会、
近畿化学協会

Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS)
Research Fellow

2008年04月～

Kobe University, Assistant Prof.

2011年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2019年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

３次元像と放射線の可視化材料の開発

機能性色素は染料や顔料の光吸収だけでなく、分
子構造を工夫することで光、熱、電場、圧力など様々
な外部刺激に反応します。
私たちは、電子状態から分子設計した機能性有機・
高分子化合物の合成を行い、フィルム状や繊維状に
成形することで、新機能を発見しています。
現在、機能性色素を中心に有機半導体、導電性高分
子や無機蛍光体も含め幅広く研究対象とし、以下の
応用に向けて研究活動を行っています。

有機合成、サンプル作製、デバイス化、応用
まで幅広く研究

・放射線の可視化 ・動的ホログラム ・油水分離膜
研究分野：動的ホログラム，ナノファイバー
研究課題：フォトリフラクティブポリマーを用いた動的ホログラム
アゾベンゼンポリマーを用いた動的ホログラム
ナノファイバーを用いた油水分離膜 ナノファイバーを用いたエアロゲル
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材料化学系

小林 治樹

助教

Kobayashi Haruki

2011年03月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

繊維学会、炭素材料学会

高強度材料の力学的性質と構造

アラミド繊維などの有機系高強度繊維や、
炭素繊維などは、高強度であり、金属など
と比較すると軽量でもあります。このため、
航空宇宙産業、防護服、スポーツ用具など、
高強度かつ軽量な材料が求められる分野に
おいて広く利用されています。その市場規

X線散乱法による材料の構造解析

模は近年著しく拡大しており、今後も拡大
するものと考えられています。当研究室では、こういった高強度かつ軽量な高分
子材料や炭素材料の力学的性質を評価し、また、その力学的性質を発現する構造
についての解析などを行っています。
高強度繊維材料の疲労現象に関する研究、繊維強化型複合材料の力学的性質に関する研究、
ナノフィラー充填材料の力学的性質に関する研究、炭素材料の細孔構造制御に関する研究

材料化学系

坂井 亙

教授

Sakai Wataru

所属
学会

高分子学会、日本ゴム協会、電子スピンサイエンス学会、
マテリアルライフ学会、繊維学会、日本化学会

1994年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2001年04月～

アメリカ合衆国標準技術研究所
在外研究員（長期）として滞在

2004年08月～

京都工芸繊維大学 講師

2007年07月～

京都工芸繊維大学 准教授

2021年03月～

京都工芸繊維大学 教授

スピントラップ法による高分子材料の劣化反応のラジカル解析

プラスチックやゴムなどの高分子材料は、
光や熱、応力のほか、酸素や水分など様々
な要因によって劣化します。そのため、高
分子材料の安定性向上の為には、劣化反応
の経路を詳しく解明し、原因療法を行うこ
とが大事です。しかし、寿命が短い中間体
ラジカル種は観察することができず、対処

スピントラップ法による短寿命ラジカル種の捕
捉と観察

療法的な劣化防止策が行われています。そこで私は、ラジカル種を延命する『ス
ピントラップ法』を用いて中間体を観察することを考え、これまで様々な高分子
材料の劣化反応の詳細を明らかにしてきました。
高分子材料の機能化および改質：ケミルミネッセンスによる酸化劣化反応の解析、電子線照射による改質、
高分子材料のラジカル反応による改質、光機能性高分子材料、高分子光造形、
機能性繊維材料開発
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材料化学系

塩野 剛司

教授

Shiono Takeshi

所属
学会

日本セラミックス協会、日本材料学会、

1985年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年01月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2020年02月～

京都工芸繊維大学 教授

耐火物技術協会、粉体粉末冶金協会

セラミックスの組織制御と機械的特性評価

セラミックスは、高温で高い破壊強度を維持しま
すが、何の前兆もなく突発的に破壊し、また熱衝撃
への抵抗が低いことが欠点です。この欠点を克服す
るために、鉄鋼業で過酷な条件で使用されるセラ
ミック材料を中心に機械的特性に及ぼす微細組織の
影響を研究しています。機械的性質としては、破壊
強度だけでなく、脆性破壊に対するパラメータであ
る破壊靭性、耐熱衝撃性に大きな影響を及ぼす破壊
エネルギーの評価に重点を置き、耐火物だけでなく、
単一相材料、複合材料、多孔体を対象としています。

1450℃、10時間の熱処理で、作製した板状
粒子からなるアルミナ質焼結体。

研究分野：セラミックスの作製と評価（高温構造用材料、耐火物、環境浄化材料、ゼオライト）
研究課題：耐火物の組織制御と有効破壊エネルギー
もみ殻灰を利用した機能性材料の創製

材料化学系

塩見 治久

准教授

Shiomi Haruhisa

所属
学会

日本セラミックス協会、粉体工学会、

1983年04月～

日本特殊陶業(株) 研究員

1989年05月～

京都工芸繊維大学 助手

1998年05月～

京都工芸繊維大学 講師

2007年08月～

京都工芸繊維大学 准教授

無機マテリアル学会、日本材料学会

水質浄化用セラミック多孔体および粉体の合成と評価

ホタテ貝、アワビ、カキ等の貝殻の水産系廃棄物、石膏ボードなどの建築系廃
棄物を有効利用して、生活排水、工業排水に含まれる富栄養化の原因物質である
リンや、有害な鉛、カドミウムなどの重金属除去の可能なセラミック多孔体の合
成を行っています。また、合成したセラミック多孔体に酵母菌等の有用微生物を
担持させることにより、排水中のリン除去とCODの低減を同時に達成できるよう
な新規水質浄化材の開発を目指しています。その他、ハイドロタルサイトや層状
亜鉛水酸化物のような、層間に種々の陰イオンを含み、陰イオン交換能を示す層
状化合物粉体の合成を行い、陰イオン交換能を用いた排水中のリン酸イオンの除
去・回収の可能性について検討しています。
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材料化学系

朱 文亮

2005年10月～

教授

Zhu Wenliang

2010年11月～
2016年11月～

所属
学会

2017年12月～
2022年04月～

京都工芸繊維大学 物質工学部
教務補佐員・研究員
大阪大学 大学院医学系研究科
特任助教
大阪大学 大学院医学系研究科
特任准教授
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学 教授

電子材料の性能、微細構造、応力と欠陥の分光分析

高分解能スペクトロスコピーを開発し、技術及び理論分析を含め、様々な分野
における先端技術材料（電極材料、半導体、誘電体、強誘電体と生体材料等）の構
造的、光学的、また化学的な性質、ミクロ/ナノスケールの微小領域における定量
的な研究分析に応用を行っております。材料の製作環境の変化、ヘテロイオンの
ドーピング、或は異なる環境下でのアニーリング等の影響を調べ、材料自体の性
能改善メカニズムを明らかにし、材料中或は材料表面に存在する非化学量論の欠
陥への定量的な研究も行なっております。特に材料の性能、微細構造、材料中の
残留応力と欠陥の関りについての分光分析に注目しております。

カーボン/遷移金属酸化物ハイブリッド化合物の電極材料の開発
酸化ガリウム薄膜の製作と評価
ジルコニアベースセラミックスの分光分析

材料化学系

菅原 徹

教授

Sugahara Tohru

所属
学会

日本セラミックス協会、応用物理学会、
日本物理学会、日本熱電学会

2012年04月～ 大阪大学産業科学研究所 助教
2017年09月～2018年09月
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
主査
2019年12月～ 大阪大学産業科学研究所 准教授
2021年09月～2022年03月
早稲田大学 主任研究員
2022年04月～ 京都工芸繊維大学 教授

小型・軽量フレキシブル熱電変換デバイスの開発と応用

研究グループでは、超微細な半導体チップを、
高密度に搭載する実装技術を有しています。こ
の技術を用いて、超小型・軽量かつフレキシブ
ルな熱電変換デバイスを作製することができま
す。また、この熱電デバイスを利用した微小エ
ネルギー環境発電や、温冷触覚技術、医療機器
への応用研究・開発を実施しています。
具体的には、ポータブルデバイスの充電器やエ

図1 小型フレキシブル熱電変換デバイスの外観写
真と拡大写真および電流・電圧、出力・電圧特性。

ンターテイメント機器、情報提示機器などの各種電子機器や、パーソナルエアコ
ンや局所冷却機器として医療機器への社会実装が期待されます。
セラミックス薄膜コーティング技術
溶液・塗布法による低温・省エネ・省資源なセラミックス薄膜の成膜技術を開発しています。また、これを利用
した物理センサや化学センサ、各種電池など、電子デバイス応用の研究・開発を実施しています。
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材料化学系

鈴木 智幸

助教

Suzuki Tomoyuki

所属
学会

高分子学会、繊維学会、日本複合材料学会

2003年06月～

名古屋工業大学 共同研究セン
ター 博士研究員

2011年10月～

京都工芸繊維大学 ナノ材料・デ
バイス研究プロジェクトセン
ター 博士研究員

2012年07月～ （公財）科学技術交流財団 主任
研究員
2014年09月～

京都工芸繊維大学 助教

有機－無機ハイブリッド気体分離膜の創製

気体分離膜は、圧力差を駆動力として混合
気体から特定の気体成分を優先的に透過（ある
いは遮断）して分離する機能性材料です。膜分
離法は、分離プロセスが簡便で、ランニングコ
ストを抑えることが出来るため、既存手法に代
わる新規な気体分離・精製技術として期待され
ています。本研究室では、地球規模の環境問題
およびエネルギー資源問題の解決に貢献する、
新規な高性能・高効率有機－無機ハイブリッド

気体分離膜（非多孔質膜）の気体分離機構の模式図

気体分離膜の創製を目指しています。

材料化学系

髙﨑 緑

准教授

Takasaki Midori

2015年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

繊維学会、高分子学会、
プラスチック成形加工学会、日本農芸化学会

レーザーエレクトロスピニングﾞによるナノファイバー製造法の開発

ナノファイバーは直径1μm以下の繊維と定義
され、比表面積が大きいことから、特異的なナノ
サイズ効果の発現が期待されます。
レーザーエレクトロスピニング(LES) は、高電圧
を印加した状態でレーザー光を照射して繊維を瞬
間的に均一加熱溶融し、静電力(静電反発力と電場
力) によって引き伸ばすことで、ナノファイバー
を含む極細繊維が製造可能なプロセスです。
レーザーエレクトロスピニングプロセス
の概念図
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材料化学系

髙廣 克己

教授

Takahiro Katsumi

所属
学会

応用物理学会、日本物理学会、日本金属学会

1991年04月～

東北大学金属材料研究所 助手

2000年03月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2008年04月～

京都工芸繊維大学 教授

原子衝突を利用した表面改質と表面分析

ビッグバンによる宇宙の誕生以来、原子
衝突を繰り返しながら素粒子、原子、分子、
物質、生命が誕生してきました。新元素「ニ
ホニウム」も人工的な原子衝突から生まれ
たものです。私の研究室では、広いエネル
ギー範囲での原子衝突過程を研究していま
す。とくに最近では、原子衝突を利用して、
自然に倣った新物質創製や表面特性改善

実験装置と原子衝突を利用した表面改質の例

（改質）、および表面・界面構造解析を行っています。さらに、原子衝突研究を通
して自然界の成り立ちをも明らかにしたいと考えています。
プラズマを用いた機能性金属ナノ粒子の創製：プラズマにより金・銀ナノ粒子の表面を改質し、環境に敏感に反
応するナノ粒子をつくります。そのナノ粒子を基盤とする環境モ
ニタリングデバイスの作製を目指しています。

材料化学系

竹内 信行

准教授

Takeuchi Nobuyuki

所属
学会

米国セラミック学会、日本セラミックス協会、
日本材料学会、無機マテリアル学会

1980年04月～

愛知県公立学校 教諭

1982年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2006年01月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

等

下水汚泥焼却灰と豚骨粉からの軽量セラミックスの作製

下水道普及率の増加に伴い、下水処理場から排出される汚泥焼却灰の排出量は
年々増加し、その処分が各自治体で問題になっています。汚泥焼却灰は、セメント、
レンガなどの原料として一部再利用されていますが、機能材料への転換も要求さ
れています。また、福岡県では、月450トンの豚骨が廃棄されていますが、ほと
んど焼却処理されています。最近、ごく一部が肥料等に再利用される試みが行わ
れていますが、新規の再利用法が要望されています。そこで、本研究では、豚骨
粉を添加した下水汚泥焼却灰を焼成して発泡させ、軽量セラミックスを作製しま
した。断熱効率が高く、耐水・耐候性の高い建築用屋根材および外断熱材への利
用が期待されます。また、植物の生育に不可欠なリンを多く含むので、屋上緑化
材料としての利用も可能です。
・鉛フリー高温PTCR材料の開発
・高温水素中で加熱したムライト系不定形耐火物の熱的変化
・アルミン酸ストロンチウム系蛍光体の長残光特性に及ぼすホウ素の影響
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材料化学系

辰巳 創一

助教

Tatsumi Soichi

2008年10月～2010年07月
東京大学物性研究所 研究員
2010年08月～2014年03月
東京工業大学 助教

所属
学会

2014年04月～

日本物理学会、日本熱測定学会

京都工芸繊維大学 助教

真空物理蒸着による超安定ガラス生成機構の解明

ガラス転移の微視的な機構

の解明は物性物理学の長年の

課題です。そのためには、よ
り安定化したガラス状態を実
現し、その物性を調べること
が重要です。私たちは、近年
注目されている真空物理蒸着

発見したSub-Tg endotherm強度の膜厚依存性とそれを説明するモデル図。

法により、超安定ガラスを作り安定なガラスの局所構造を明らかにすることを目
指しています。その一例として、最近私たちは安定ガラスにおいて表面に擬二次
元的な構造が形成されることを発見しました。今後はこの擬二次元構造の普遍性
と、結晶状態への遷移過程について深く調べることを予定しています。
pinning 系のガラス転移挙動：オリゴマーとその高分子の混合系のガラス転移の高分子濃度依存性を通じ、ガラ
ス転移の起源に迫る。
熱拡散率の揺らぎ測定：熱拡散率の揺らぎを測定可能な装置を作成し、ガラス転移や相転移に伴う異常性を検出する。

材料化学系

田中 克史

教授

Tanaka Katsufumi

所属
学会

高分子学会、日本レオロジー学会、
繊維学会、The Society of Rheology

1988年04月～

山形大学工学部 助手

1992年07月～

京都工芸繊維大学 講師

1996年03月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2013年04月～

京都工芸繊維大学 教授

ナノ粒子系における構造形成過程のモニタリングと制御

ナノ粒子は、媒体中に分散され、デバイス化・
材料化には、微細間隙中への注入、薄層フィルム
成形等の加工工程、さらには固定化工程を経ます。
従って、ナノ粒子の媒体中における分散、配列・
配向の計測・制御、及び、固定化が極めて重要で
す。
本研究では、ナノ粒子系における微細構造形成過
程のモニタリング、微細構造と物性制御を目的と

酸化チタンナノ粒子/シリコーンオイル分散系
の粒子挙動の直接観察例

し、不透明分散系について、光学的直接観察システムによる粒子の分散・電場配
列挙動の評価（図）、セルロース誘導体薄膜の電場配向等を検討しております。
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材料化学系

寺澤 昇久

助教

Terazawa Norihisa

所属
学会

原子衝突研究協会、日本物理学会、

1993年10月～

京都工芸繊維大学工芸学部 技官

1998年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

日本化学会、放射線化学会

分子超励起状態とその関連分野の研究

気相における原子・分子の性質を解明することを目標としている。原子や分子
はイオン化エネルギー以上のエネルギーを内部に持たされると、電子を失ってイ
オン化したり、２原子以上の分子であれば解離するなどして、より安定な状態へ
と変わる。このようなイオン化エネルギー以上の内部エネルギーを持った状態を
超励起状態といい、連続状態（イオン化状態）の中に埋もれた離散状態（高励起状態）
として特殊な性質を持つ。これまでに原子・分子の超励起状態を対象に、その崩
壊過程の解明に関して研究を行ってきており、現在はその関連（実験技術など）の
研究を行っている。

材料化学系

中西 英行

教授

Nakanishi Hideyuki

所属
学会

日本化学会、高分子学会、電気化学会、
アメリカ化学会

2007年07月～
2010年07月～
2011年06月～
2012年10月～
2017年01月～
2021年03月～

ノースウェスタン大学 博士研究員
カリフォルニア大学アーバイン
校 日本学術振興会 海外特別
研究員
（独）物質・材料研究機構 研究員
京都工芸繊維大学 助教
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学 教授

ナノ材料の物理化学と複合系高分子材料の創出

金属は、熱や電気を通すだけでなく、触媒
作用も示し、現代の産業に欠かすことのできな
い極めて重要な材料です。しかし、金属は、固
体であり、加工しづらい欠点があります。私た
ちは、常温常圧で融解する金属のナノ結晶を独
自に開発し、その反応機構と応用方法について研究しています。最大の特徴は、
ナノサイズの物質に現れる物理化学的な性質を応用すると、簡単な操作で、固体
の金属を液体のような状態にすることができる点です。その特徴を利用すると、
溶媒に浸すだけで、幅広い高分子/繊維材料に金属を組み込むことができ、電気伝
導性や熱伝導性、触媒活性を付与することができます。
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材料化学系

永原 哲彦

助教

Nagahara Tetsuhiko

所属
学会

化学、物理、応物、OSA,、分子科学、光化学、
レーザー、日本分光学会

2002年04月～

分子科学研究所 IMSフェロー

2005年04月～

九州大学大学院 工学研究院
学術研究員

2006年02月～

広島大学 量子生命科学プロ
ジェクト研究センター 研究員

2007年10月～

京都工芸繊維大学 助教

超高速分光・非線形光学分光

極超短パルスレーザを用いた時間領域の分光や非線形分光とその手法の開発、
分子系への適用を行っている。

材料化学系

西川 幸宏

准教授

Nishikawa Yukihiro

1994年04月～

科学技術振興事業団新技術事業団
橋本相分離プロジェクト研究員

1999年09月～

理化学研究所構造生物化学研究
室 振興調整費特別研究員

所属
学会

2002年04月～

京都工芸繊維大学 助手

高分子学会、日本レオロジー学会、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

プラスチック成形加工学会

2011年12月～

京都工芸繊維大学 准教授

X線CTの研究開発とX線CTの高分子材料への応用

高分子材料においては、２種類以上の
高分子の混合や、繊維や微粒子の混合な
どによって、物性を制御する手法がしば
しば用いられる。混合によって、さまざ
まな不均一性、すなわち内部構造が形成
され、その内部構造の制御が材料の物性
に決定的な影響を与える。我々はX線CT

ポリプロピレン中のガラス繊維のX線CT画像

を用いることで、材料の内部構造を三次
元で観察し、材料研究に役立ている。さらに画像解析を応用することで、さまざ
まな構造パラメータを測定し、物性との相関を明らかにする研究を行っている。
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材料化学系

野々口 斐之

講師

Nonoguchi Yoshiyuki

所属
学会

日本化学会、応用物理学会

等

2013年07月～

奈良先端科学技術大学院大学
助教

2016年10月～

科学技術振興機構 さきがけ研
究者（兼任）

2021年01月～

京都工芸繊維大学 講師

ナノカーボンの“錬金術”

カーボンナノチューブを中心とするナノカーボン材料の潜在的な機能や新現象
を引き出す手法とその基礎・応用技術を開発しています。現在進行中の主な研究
テーマは以下の通りです。
（１）カーボンナノチューブを用いた温度差発電（熱電変換）材料の開発
（２）化学ドーピング法の開発
（３）機能性インクの開発

研究分野：物性化学，熱電変換，炭素材料化学，マテリアルズ・インフォマティクス
研究課題：ナノカーボンや有機半導体による熱電変換材料の開発
ナノカーボン材料のインク化・複合化・組織構造制御

材料化学系

則末 智久

教授

Norisue Tomohisa

所属
学会

高分子学会、レオロジー学会、高分子ゲル研究会、
アメリカ音響学会

1999年01月～

日本学術振興会 特別研究員

2000年01月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2008年10月～

京都工芸繊維大学 准教授

2018年01月～

京都工芸繊維大学 教授

ナノからミクロンの微粒子分散系の新しい超音波解析

化粧品、インク、半導体、燃料電池スラリーなど、微粒子分散系は様々な分野
で応用されています。これらは液中そのままの状態で解析できる事が望まれてい
ますが、既存の技術では大幅な希釈・乾燥を要することが問題点でした。我々は
新しい超音波散乱法を開発し、動的なイメージングやナノメートルレベルの粒子
解析も可能としました。この手法は単に、(1)粒子径の分布を評価する手法にとど
まらず、(2)液中に浮遊する粒子の弾性率を単独で抽出することも可能としていま
す。また、マイクロカプセルや中空粒子の構造を非接触で特定し、シェルの部分
のみの弾性率を評価することも可能となっています。現在では気体・液体・固体
を問わず、多彩な材料に対して研究に取り組んでいます。
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材料化学系

橋本 雅人

准教授

Hashimoto Masato

所属
学会

高分子学会、日本物理学会、日本顕微鏡学会、

1994年12月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2013年07月～

京都工芸繊維大学 准教授

繊維学会

高分子結晶の融解記憶効果

結晶性高分子は融液から結晶化すると、多くは球晶というモルフォロジーが融
液の中に生成します。一旦それを融点以上で融かして結晶が消えた後、再び温度
を下げて結晶化させると、もとあった場所と同じ位置に球晶が成長したり、もと
もと球晶が存在した領域に球晶がたくさん成長したりする、いわゆる融解記憶効
果が現れます。これは高分子特有の現象であり、高分子は鎖状で動きにくいので、
融点以上でも結晶が解けきらずに残っていることに起因すると考えられますが、
まだまだ分からないことは多いです。
そこで、様々な条件で結晶化・融解・再結晶化させ、色々なモルフォロジーを生
成してこの融解記憶を調べています。

研究分野：高分子物理学、結晶物理学

材料化学系

藤原 進

教授

Fujiwara Susumu

所属
学会

日本物理学会、高分子学会、分子シミュレー

1995年04月～

核融合科学研究所 助手

2002年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2014年01月～

京都工芸繊維大学 教授

ション学会、日本シミュレーション学会

ソフトマター系における構造形成機構の解明

高分子や両親媒性分子などのソフトマターは、
構造制御の工夫により多種多様な物性を発現する
新規材料として期待される物質です。私たちは、
ソフトマター系における構造形成機構を分子レベ
ルで解明し新規材料の創出に寄与するため、高分
子や両親媒性分子の分子シミュレーション研究に
取り組んでいます。また、ソフトマター系におけ
る構造形成機構の解明を通して、様々な系に普遍
的に存在する非線形法則を探求するという基礎科

分子シミュレーションにより解明された短い
鎖状分子の構造形成過程。色は二面角の大きさ
を表す。

学研究も行っています。
研究分野：生物物理・化学物理・ソフトマターの物理、高分子・繊維材料、放射線・化学物質影響科学
研究課題：高分子の構造形成、両親媒性分子の自己会合、高分子材料及び生体分子への放射線影響
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材料化学系

PEZZOTTI Giuseppe 副学長・教授

2000年04月～
2008年01月～
2016年04月～

所属
学会

2017年04月～
2018年04月～

日本セラミックス協会、日本股関節学会、
科学アカデミア（ボローニャ校）、日本生理学会

等

京都工芸繊維大学 教授
大阪大学臨床医工学融合研究教
育センター（現 大阪大学国際医
工情報センター） 招聘教授
東京医科大学 整形外科学分野
客員教授
京都工芸繊維大学 副学長
京都府立医科大学 医学研究科
免疫学 特任教授

Raman分光学を用いた生体材料に関する研究

次世代生体材料の開発を中心とした人工関節、
人工骨、脊髄インプラント等のセラミックス及び
高分子/セラミック複合材料の開発に取り組んで
います。天然生体を分子スケールで深く理解する
事により、インテリジェント材料（体内にhealing
functionを持つ材料）の研究を発展させ、その結
果、国内に限らず世界中とのコラボレーションに
結びついています。
更に、Raman及びX線分析計測機器のポータブル
化とその計測アルゴリズム開発も目指しています。

材料化学系

細川 三郎

准教授

Hosokawa Saburo

所属
学会

触媒学会、セラミックス協会、日本化学会、
希土類学会、石油学会、近畿化学協会

2007 年04月～2007年04月
京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学
専攻 産学官連携研究員
2007 年05月～2013年03月
京都大学大学院工学研究科物質エネルギー化学
専攻 助教
2013 年04月～2015年09月
京都大学学際融合教育研究推進センター 触媒・
電池元素戦略研究拠点 特定講師
2015 年10月～2021年03月
京都大学学際融合教育研究推進センター 触媒・
電池元素戦略研究拠点, 特定准教授
2021年04月～
京都工芸繊維大学 准教授

新規環境触媒材料および酸素貯蔵材料の開発

環境触媒の代表的な例は貴金属元素を含む自動車触媒であり、貴金属表面にお
いて排ガス中に含まれるCOやNOは無害なCO₂やN₂に分解されます。また、自動
車触媒には酸素貯蔵材料も搭載されており、走行モードに応じて変動する排ガス
中の酸素濃度変化を緩和させる役割を担っています。我々は、固体内部に酸化物
イオン欠陥を有するFe系複合酸化物が既存材料に匹敵する酸素貯蔵能を有するこ
と見出しています。さらに、この材料を活用したPd触媒は排ガス浄化に有効に作
用し、表面だけでなく固体内部も触媒反応に大きく関与していることを明らかに
しています。これらの研究成果を基に、年々深刻化していくことが予想される環
境汚染や石油資源の枯渇問題の解決を目指して、「環境・エネルギー」の観点から
新規触媒材料の開発を進めています。
研究分野：動的挙動観察に軸をおいた放射光分光、分子プローブを用いた表面構造解析、有機溶媒中での金属酸
化物ナノ結晶合成
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材料化学系

町田 真二郎

准教授

Machida Shinjiro

所属
学会

高分子学会、光化学協会、応用物理学会、

1994年04月～

東京大学工学部 助手

2001年07月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

日本化学会

新しい機能を示す有機・高分子材料の探索

ある温度以下では水に可溶、その
温度以上になると水に不溶となる温度
応答性高分子は、薬剤や窓材などへの
応用が期待されています。このような
温度応答性高分子に、光照射により色
が変化する（フォトクロミック）色素や
強い蛍光を発する色素など、様々な材

光ー温度応答性高分子
アルミ
ホイル
可視光


 

紫外光



可視光

 

水溶液に可視光を照射すると、高分子鎖に結合した色素が
水溶液に可視光を照射すると、
高分子鎖に結合した色素が
反応する。その結果、高分子が不溶化して溶液が濁る。
反応する。その結果、高分子が不溶化して溶液が濁る。

料を複合化して、その性質を調べています。また、強い発光を示す分子やナノ粒
子を合成して、その分子（ナノ粒子）１つからの蛍光を観測しています（単一分子分
光）。そこで得られた知識をもとに、より優れた発光材料の探索を行っています。

材料化学系

Mar in E lia

准教授

所属
学会

ISTA、IAAM

2008年01月～
2014年10月～
2017年08月～
2018年04月～
2021年10月～
2022年04月～

ウディネ大学（イタリア）研究員
JSPS（日本学術振興会）外国人
特別研究員
京都府立医科大学 特任助教
京都工芸繊維大学 助教
ウディネ大学（イタリア）材料科
学の専門家
京都工芸繊維大学 准教授

生体材料とそれらとの細胞及び細菌のインターフェイス

細胞、ウィルス、バクテリア及び真菌

などのインターフェースあるいは異なる生
体環境において歯科及び整形外科分野に使
われる生体材料の内、特にバイオセラミッ
クスの微視的および分光学的研究を行う。
3Dプリンターにより生体材料を作成し、
コーティングおよび表面処理によって抗菌
性と骨伝導性を同時に実現させる。

3Dプリンター技術により作製した生体活性PMMA
ポリマー人工骨

温度、湿度、光照射による金属、セラミック、高分子材料の環境劣化と腐食に関
する研究。
高温で金属合金上に形成された酸化物の生成と特性評価。
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材料化学系

水口 朋子

2010年04月～

准教授

Mizuguchi Tomoko

所属
学会

日本物理学会、高分子学会、日本シミュレー
ション学会、分子シミュレーション学会

日本学術振興会特別研究員

2012年04月～

分子科学研究所 特任研究員

2014年04月～

大阪大学 特任研究員

2014年07月～

名古屋大学 研究員

2015年03月～

京都工芸繊維大学 助教

2020年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

分子集合体としてのソフトマターの物理

高分子や界面活性剤などのソフトマターは、分子が自己集合して構造を形成す
ることが一つの特徴である。例えば、タンパク質や脂質分子の集合体である生体
膜や、界面活性剤の集合体であるミセルなど、生命から物質まで、我々の周辺に
数多く存在する。私は計算機シミュレーションを使って、分子集合体としてのソ
フトマターの性質を解明することを目指している。いま取り組んでいる研究の一
例として、生体膜やミセルへの物質分配がある。シミュレーションで分子の位置
や配向を細かく制御することによって、どのような条件で物質が分配しやすいか
を原子レベルで調べることができる。同様の手法で、高分子膜の透過や分離を調
べることも可能である。
・ガラス転移メカニズムの解明：（概要）単純な分子モデルを用いたシミュレーションでガラス転移とその関連現
象の解明を目指す。
・液体セレンの金属-半導体転移：（概要）セレンの構造変化から、金属-半導体転移のメカニズム解明に挑む。

材料化学系

八尾 晴彦

准教授

Yao Haruhiko

1990年04月～1998年03月
東京工業大学理学部物理学科

所属
学会

1998年04月～

東京工業大学大学院理工学研究科
助手

2007年06月～

京都工芸繊維大学

日本物理学会、日本熱測定学会、
日本生物物理学会

助手

1992年06月～1994年01月
Massachusetts Institute of Technology,
Research Associate

准教授

高感度DSCなどの装置の開発とその物性研究への応用

生体膜、皮膚角層の細胞間脂質、液晶などの相

転移、タンパク質の熱変性、低温変性、圧力変性、
高分子の相転移やガラス転移などのソフトマター
の物性を研究するために、感度±0.2nWの超高感
度DSCや、1GPaの圧力下の熱容量を精度0.01%
で測定できる高圧高精度ACカロリメーター、高感
度DSCとＸ線回折の同時測定装置、ACカロリメ
トリーとＸ線回折の同時測定装置、熱膨張率とAC
カロリメトリーの同時測定装置、誘電率とACカロ
リメトリーの同時測定装置などの測定装置などを
開発しています。

開発した高感度DSC
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材料化学系

山雄 健史

教授

Yamao Takeshi

所属
学会

応用物理学会、電子情報通信学会、
高分子学会

他

2003年04月～

京都大学国際融合創造センター
産学官連携研究員

2004年10月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2010年10月～

京都工芸繊維大学 准教授

2018年01月～

京都工芸繊維大学 教授

有機機能性材料の光・電子物性評価とデバイス応用

本研究室では、優れた発光性と伝導性をもつ有機半導体のオリゴマー材料の結
晶成長を研究しています。気相や液相での結晶成長方法の開発・改良を進めると
ともに、得た有機結晶の物性を評価し、さらにそれらの結晶を用いて、高性能な
有機デバイスの開発を目指しています。具体的には、電流注入で発振する有機レー
ザー素子の実現を目指した研究を推進しています。有機結晶や基板に対して様々
な加工を施すことにより、デバイスの構造や電流の注入方法を工夫し、レーザー
発振の実現を狙っています。また最近では有機オリゴマー材料を用いた高効率な
有機薄膜太陽電池の開発も行っています。特に有機半導体分子やそれらの結晶の
配向に着目し、その制御を通じて、高効率化の鍵となる基礎技術の開発を行って
います。

材料化学系

湯村 尚史

教授

Yumura Takashi

所属
学会

日本化学会、分子科学会、フラーレン・ナノ

2007年03月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年05月～

京都工芸繊維大学 助教

2013年12月～

京都工芸繊維大学 准教授

2019年02月～

京都工芸繊維大学 教授

チューブ・グラフェン学会、錯体化学会

量子化学計算による機能性ナノ材料の開拓

量子化学のアプローチによりナノ材料
の設計に関する研究をしています。実際、
量子論に基づいた分子軌道法や密度汎関
数法を用いて、計算機を用いたシミュレー
ション（計算機実験）を行い、原子・分子レ
ベルで化学反応機構や材料物性を調べ、そ
の結果として新たな機能性ナノ材料の設
計指針を得ることを目的にしています。特
に、カーボンナノチューブやゼオライトが有するナノ空間での化学現象に注目し
ています。
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材料化学系

若杉 隆

教授

Wakasugi Takashi

所属
学会

日本セラミックス協会、日本材料学会、

1991年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2006年03月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2012年12月～

京都工芸繊維大学 教授

アメリカセラミック協会

ガラスの金属・セラミックスとの接合

ガラスの複合材料や封着剤への応用を目的として、ガラスの金属やセラミック
スと接合について、接合強度の評価法の確立と接合機構の解明を目指す。
【その他の研究内容】
ガラスの結晶化機構：結晶化ガラスの開発を目的としてガラスの結晶化挙動を明
らかにしそれが物性に与える影響を調査する。
ガラス融液における酸化還元反応：ガラス融液内における金属イオンの酸化還元
反応を調べ熱力学的挙動を明らかにするとともに、金属イオンが関与するクラス
ター形成過程を調査する。
釉薬の特性評価：陶磁器等における釉薬の特性を物理化学的に評価する。
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分子化学系

足立 馨

准教授

Adachi Kaoru

所属
学会

2004年11月～

東京工業大学 助教

2008年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2020年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

高分子学会、日本化学会

反応性高分子の化学と有機・無機複合化

高分子物質は今日の現代社会を支える基盤材料
の１つとして、大変重要な役割を担っています。
高分子は分子構造を的確に制御することで、精緻
で多様な特性や機能を発揮できます。そこで反応
性高分子の化学を基盤に、特殊構造高分子のデザ
インと、有機－無機ハイブリッド化について研究
しています。これまでに多分岐高分子と直鎖高分
子との分子特性や凝集構造の違いなど、高分子の
形由来のさまざまな特性を見いだしたほか、高分子の構造による利点を取り入れ
た、複合材料のデザインを行っています。
研究内容：高分子化学、高分子合成、機能性高分子、特殊構造高分子、
高分子界面制御、高分子複合材料、有機－無機ハイブリッド

分子化学系

池上 亨

准教授

Ikegami Tohru

所属
学会

日本化学会、有機合成化学協会、

1997年10月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2008年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

クロマトグラフィー科学会

各種分子間相互作用の分離科学への利用

生命活動に対する糖鎖の構造や役割を解析するメタボローム解析やグライコー
ム解析の性能向上には、糖鎖の精密分離が不可欠である。本研究室では、液体ク
ロマトグラフィーの分離媒体の高性能化の研究を行なっている。近年は、糖鎖を
始めとする高親水性の生体由来成分の精密分離を目指して、親水性相互作用クロ
マトグラフィーに用いる分離媒体の設計、合成、評価を一貫して行なっている。
水素結合以外の強い相互作用を示さない糖鎖の分離には、親水性の官能基を持つ
モノマーを重合により修飾した固定相が有効であることを見出した。その官能基
ごとの分離特性の違い、ポリマーの重合度と分離性能の関係などを検討し、より
有用な分離媒体の調製を目指している。
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分子化学系

井本 裕顕

2009年04月～

准教授

日本学術振興会 特別研究員
（DC1）

所属
学会

Imoto Hiroaki

2012年04月～

JSR株式会社 研究員

2014年07月～

京都工芸繊維大学 助教

日本化学会、高分子学会、近畿化学協会、

2019年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

錯体化学会

典型元素化学を基盤とした超分子・高分子の創出

従来の有機材料（高分子材料など）は、炭素・水素・酸素・窒素などの限られた
元素を使って分子が構成されていました。有機材料に典型元素化学を取り入れる
ことによって、従来の炭化水素系材料では達成できなかった物性や現象を実現し
ようと取り組んでいます。特に、私はケイ素とヒ素に注目しています。かご型の
ケイ素酸化物クラスターを有機化合物と組み合わせることによって、無機物由来
の耐久性と有機物由来の柔軟性や設計性を両立させた材料になります。また、ヒ
素化合物は毒性への懸念からほとんど研究が行われていませんでしたが、安全な
合成ルートを開発したことによって、様々な有機ヒ素化合物を合成することが可
能になりました。これらの材料は、それぞれの元素の特徴を反映したユニークな
物性を示します。
研究分野：有機化学、高分子化学、錯体化学、無機化学
研究課題：従来材料のトレードオフを解消する新規物質の開拓
特異な光・電子機能を生み出す材料群の創出

分子化学系

大村 智通

教授

2004年04月～

京都大学 助手/助教

2009年08月～

京都大学 講師

所属
学会

Ohmura Toshimichi

2012年03月～

京都大学 准教授

日本化学会、有機合成化学協会、ケイ素化学協会、

2022年04月～

京都工芸繊維大学 教授

近畿化学協会、触媒学会、米国化学会

革新的化学反応のデザイン・創出

地球環境破壊や資源枯渇の問題が深刻化する現代社会の要請に応え、低環境負
荷・省エネルギーでの物質創製に貢献する化学反応の開発に挑戦しています。ま
た、人類の健康増進に寄与し、食生活を支え、暮らしを豊かにする優れた機能性
分子群の開発促進を指向し、未知有用化合物の効率的創出に資する革新的合成方
法論の確立に取り組んでいます。これらを実現する鍵の一つは、
「触媒のデザイン・
創出」であり、これまでに蓄積した遷移金属触媒と有機分子触媒に関する独自の
知見を基に、世界の化学反応開発を先導する研究を展開しています。
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分子化学系

金折 賢二

准教授

Kanaori Kenji

所属
学会

日本化学会、日本生物物理学会、
日本生物高分子学会

1990年04月～

日本チバガイギー(株)
国際科学研究所

1995年07月～

京都工芸繊維大学 助手

1999年05月～

ペンシルバニア大学 研究員

2001年07月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

磁気共鳴分光学を用いた生体関連物質の構造機能相関

生体関連物質の化学構造や高次構造を核磁気共鳴（NMR）分光法や質量分析を用
いて決定し、それらの作用機序を物理化学的な解析手法で明らかにしています。
アミロイドを形成するタンパク質や、細胞の寿命や老化に関係している遺伝子末
端テロメア部位のDNA配列、植物由来の抗酸化活性物質などを研究対象としてい
ます。2000気圧以上の圧力を印加した状態で、タンパク質や核酸の高次構造変
化を解析し、平衡定数を含む熱力学パラメーターや、反応速度定数を決定して機
能解析を行っています。分子動力学計算や分子軌道計算などのコンピュータケミ
ストリーにより理論メカニズムを解明しています。食品成分の機能解析と高圧処
理装置（～400MPa）による食品機能の改変についても研究しています。
上述の研究に加えて材料工学に関係する研究テーマを特色あるNMR装置で実施しています。
① 固体NMRを用いた高分子材料（粉末、フィルム、ゲルなど）の構造研究
② NMR微量プローブを用いた光触媒反応の解析 ③ セラミックNMR試料管を用いた高圧NMR測定

分子化学系

所属
学会

1989年08月～

京都工芸繊維大学 助手

1998年02月～

京都工芸繊維大学 助教授

Kamei Kaeko

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2012年05月～

京都工芸繊維大学 教授

日本生化学会、日本糖質学会、FCCA、

2021年04月～

亀井 加恵子

副学長・教授

日本毒性学会

京都工芸繊維大学 副学長
（国際担当）
・国際センター長

「健康社会の構築」を目指した生体分子の機能利用

生物、生体分子の優れた機能を活用し、
「健康社会の構築」に貢献することを目
指します。
感染症抑制の研究では、バクテリアを特
異的に溶菌するバクテリオファージや植
物が生産する天然抗菌物質を探索し、環
境に優しい安全な抗菌剤として活用します。
また、ヒトのモデル生物であるショウジョウバエや動物細胞を利用し、メタボリッ
クシンドロームやアルツハイマー病などを抑制する植物由来物質の探索を行って
います。
「吸入麻酔薬の生体への影響解明」についても研究しています。
生物個体としてショウジョウバエを用い、吸入麻酔薬によって意識喪失にいたる作用機序の解析に取り組んでい
ます。研究成果を安全な麻酔薬の開発に繋げたいと考えています。
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分子化学系

北所 健悟

1990年04月～

准教授

Kitadokoro Kengo

1996年04月～
1999年07月～
2002年04月～

所属
学会

日本結晶学会、日本細菌学会、
日本生物物理学会、トキシンシンポジウム

2007年10月～

塩野義製薬（株）中央研究所
研究員
京都大学 理学部附属機器分析
センター 助手
ジェノバ大学 文部省在外研究員
京都大学 低温物質科学研究セ
ンター 助教
京都工芸繊維大学 准教授

病態関連蛋白質並びに環境関連蛋白質の構造生物学

細菌毒素は、「病気を起こすのに必要なすべての機能を一分子内に包含する」マ

ルチドメインを有する超分子複合体の総称である。既にPasteurella multocida

由来のパスツレラ毒素の活性ドメインやボツリヌス菌B型由来毒素の神経毒素の赤
血 球 凝 集 因 子 複 合 体、 食 中 毒 を 引 き 起 こ す ウ エ ル シ ュ 菌（Clostridium
perfringens ）が産生する腸管毒素などについてX線構造を決定した。
黄色ブドウ球菌 Staphylococcuss aureus 由来のリパーゼ (SAL) はMRSAの
患者から大量発現された酵素で、菌の増殖に関連している。SAL と抗肥満薬であ
るオルリスタットと複合体の立体構造を決定し、詳細な相互作用を解明した。引
き続き、さらに強力な阻害剤探索をインシリコの手法に基づいてスクリーニング
して、阻害剤とSALの複合体構造により、抗SALの阻害剤の相互作用に基づくド
ラッグデザインへの礎を構築する。
生分解性プラスチック合成酵素の構造生物学的研究

分子化学系

所属
学会

1997年07月～

岡崎国立共同研究機構 助手

1999年04月～

名古屋大学大学院工学研究科
助手

Kusukawa Takahiro

2002年05月～

東京大学大学院工学系研究科
助手

日本化学会、アメリカ化学会、光化学協会、

2003年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

基礎有機化学会、有機合成化学協会

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

楠川 隆博

准教授

医療診断用蛍光発光センサーの開発

特定の分子を検出する蛍光発光センサーは、そ
の検出感度と簡便さのため医療診断等多方面へ応
用されている。我々は代謝異常症のマーカーであ
る人尿中ジカルボン酸を検出できるセンサー分子
を開発してきた。現在は有機リン系化合物や他の
バイオマーカーを検出できるセンサー分子の開発
を行っている。

化学兵器の使用痕跡を検出する蛍光発光センサーの開発
機械的刺激に応答する蛍光発光性分子の開発
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分子化学系

所属
学会

2005年04月～

日本学術振興会 特別研究員
(PD)

2007年03月～

京都工芸繊維大学 助手

Kumada Yoichi

2007年05月～

京都工芸繊維大学 助教

2014年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

化学工学会、日本生物工学会、

2016年04月～

テキサス大学オースティン校
Visiting Scholar

熊田 陽一

准教授

アメリカ化学工学会

バイオ医薬品の分離精製および高機能化に関する研究

治療用酵素や抗体医薬、さらには免疫検査薬の
分離精製ならびに高機能化に関する研究を行って
います。特に、独自に開発した「材料親和性ペプ
チド」を利用し、クロマトグラフィ担体やバイオ
センサ表面に単鎖抗体やProtein A等のアフィニ
ティリガンド分子を高密度・高活性・均一な配向
で固定化することによって、ターゲット分子を高
効率に回収可能となります。その結果、従来より

タンパク質チップのパフォーマンスの考え方

も高速・高効率・低コストなアフィニティ分離担体の開発が可能となり、バイオ
医薬品生産や医療診断分野に大きく貢献します。

分子化学系

小堀 哲生

2002年04月～

教授

Kobori Akio

所属
学会

日本化学会、生体機能関連化学部会、アメリカ化学会、
新世代の生物有機化学研究会、日本核酸医薬学会、日本核酸化学会

2004年10月～
2007年04月～
2009年03月～
2009年03月～
2019年02月～

独立行政法人科学技術振興機構
博士研究員
京都工芸繊維大学 助手
京都工芸繊維大学 助教
Stanford University
Visiting Scholar
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学 教授

RNAを標的とした病気治療分子・診断システムの開発

ヒトの生命を脅かすガンやエイズなどの疾患は、ある特定の生体分子の機能発
現、あるいは発現異常によって引き起こされます。したがって、疾患に関与する
生体分子の活性を選択的に制御することが可能になれば、疾患の治療におおいに
貢献できると考えられます。また、体内で発現している疾患に関与する生体分子
を測定する方法が開発されれば、疾患の診断技術の進展が見込まれます。そこで
私達のグループでは、生体中で様々な機能を発揮しているRNAに焦点を絞り、以
下の2つの研究を行っています。
研究1：疾患関連遺伝子の選択的ノックアウト法の開発と、疾患治療への応用。
研究2：体液中疾患関連RNAの定量法と、ガンやアルツハイマー病の早期診断へ
の応用。
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分子化学系

今野 勉

教授

Konno Tsutomu

所属
学会

日本化学会、有機合成化学協会、
アメリカ化学会、日本フッ素化学会

1997年07月～

米国ミシガン大学薬学科 博士
研究員

1998年07月～

京都工芸繊維大学 助手

2006年01月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2012年12月～

京都工芸繊維大学 教授

フッ素含有有用物質の新規創出ならびにその応用

有機分子にフッ素原子を導入すると、



フッ素系高分子材料 など
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フッ素化合物の合成戦略図

分子・フッ素系高分子などの合成と分子特性の評価（3rd Stage）を行っています。

分子化学系

櫻井 庸明

講師

2012年04月～

大阪大学 博士研究員

2014年06月～

大阪大学 助教

所属
学会

Sakurai Tsuneaki

2015年04月～

京都大学 助教 講師

日本化学会、高分子学会、日本液晶学会、

2020年01月～

京都工芸繊維大学 講師

光化学協会

透明性と可視域発光性を兼ね備えた液晶材料の開発

「液晶」は、分子が配列秩序性と流動
性を兼ね備えた固体と液体の中間のような
状態を指し、この性質が液晶ディスプレイ
技術を支える鍵となっています。私たちは、
液晶分子とよく混和し、高効率で発光する
有機分子を開発しています。開発した発光
分子/液晶分子の混合材料は、液晶の配列
に沿って配列した発光分子が偏光発光するため、紫外光を照射しながら偏光子を
通して見ることでのみ情報が読み取れるセキュリティ素子や、自発光ディスプレ
イ、液晶レーザー等の応用を見据え研究を進めています。
被覆型共役高分子の合成と高効率発光材料への展開
分子間相互作用の精密制御に基づく有機半導体の材料設計
粒子線固相重合法を用いた超微細直立有機ナノワイヤの構築
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分子化学系

佐々木 健

准教授

Sasaki Ken

所属
学会

1988年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2004年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

日本化学会、高分子学会、アメリカ化学会

有機化学的手法を用いた生体類似機能分子の開発とその応用

１.生体分子中で働く物質の機能を模倣した
人工分子の設計と有機化学の手法による合成。
２．酵素や光合成系のような高度な機能を発揮す
る組織体を構築するための原理や実験手法の
探究と、水素結合や疎水性相互作用などの非
共有結合性の分子間相互作用による分子の
「形」を見分ける分子の開発。
３．分子認識・自己組織化・超分子の化学
４．有機化合物の分光学的手法による同定と生体

人工光合成モデル

機能分子の特定

分子化学系

清水 正毅

1994年04月～

教授

Shimizu Masaki

所属
学会

日本化学会、アメリカ化学会、近畿化学協会、
有機合成化学協会

三菱化成株式会社 研究員

1995年06月～

東京工業大学 助手

1998年04月～

京都大学 助手・講師・助教授・
准教授

2012年05月～

京都工芸繊維大学 教授

機能性有機発光材料の創製とその応用

有機ELや有機半導体レーザーなど、有機材
料の固体発光を礎とする機能素子の発展には、
固体状態において高効率で発光する有機蛍光材
料ならびに室温りん光材料の創製が必要不可欠
である。こうした背景のもと、我々のグループ
では、14族元素で架橋されたビアリール骨格
やビス（アクセプター）ビス（ドナー）置換ベンゼ
ン骨格を分子設計の基盤に据えて、強発光性有

これまでに開発した蛍光材料の
発光の様子と構造式

機蛍光固体の創製に取り組んでいる。また最近、レアメタルを含まない室温りん
光材料の開発にも着手し、成果を挙げている。
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分子化学系

中 建介

副学長・教授

1990年04月～

鹿児島大学 助手

1996年03月～

京都大学 助手

所属
学会

Naka Kensuke

2000年07月～

京都大学 助教授

日本化学会、高分子学会、アメリカ化学会、

2007年11月～

京都工芸繊維大学 教授

日本接着学会、近畿化学協会

元素ブロック開発による革新的高分子材料の創出

シリコーン樹脂の中でポリシルセ

かご型シルセスキオキサンモノマー

Si
Si
O O
スキオキサンは電子・光学用途材料
Si O
SiO
O
O
OSi
Si
として重要です。しかし、その分子
O O O
重合
H N
Si O Si
レベル構造の精密制御は困難です。
T8/PMDA polyimide T8/6FDA polyimide
O
F C CF
もし有機高分子のように分子レベル
O
O
O
N
N
N
N
構造を自在合成できれば、従来材料
O
O
O
O
を凌駕する物性機能が追求できると
考えています。
私たちは官能基を２個導入した分子構造が明確な様々なかご型シルセスキオキサ
ンモノマーを開発し、これらの重合により、耐熱性に加えて剛直性と柔軟性、ま
たは結晶性と非結晶性という相反特性を合せ持つ従来にない素材開発を行なって
います。
O

NH 2

2

3

3

実践的ヒ素−炭素結合生成反応開拓による有機ヒ素化学の創出
上記の研究に加えて、猛毒な亜ヒ酸から有用な有機ヒ素中間体の製造法を開発し、これらから有用な有機ヒ素材
料の開発を行なっています。

分子化学系

布施 泰朗

准教授

Fuse Yasuro

2013年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2020年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

分析化学会、日本陸水学会、日本腐植物質学会、
大気環境学会、廃棄物資源循環学会

環境中化学物質の解析技術の開発と動態解析

近年の気候変動の影響により、湖沼環境ではこれまでの物質循環と

テーマ１：

異なる現象が世界中で報告されている。その影響は生態系の変化をも
たらすと共に我々の身近な自然環境に変化をもたらしている。これら
の変化を化学的に捉えその対策を導くことは喫緊の課題である。そこ

で、水環境、土壌環境に存在する化学成分特性解析を分析化学的手法
を開発し、動態解析を行っている。
テーマ２：廃棄物焼却処理では排熱回収のため、ダイオキシン類などの発生リス
クが極めて高い環境にある。しかし、発生したダイオキシン類は吸着
除去され、最終処分場に移行している。そのため、未解明な有機物動
態を徹底的に解明する手法開発と有害有機物質の発生を抑制する低コ
ストで実用的な技術を検討している。
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分子化学系

堀内 淳一

教授

1984年04月～

東洋エンジニアリング株式会社

所属
学会

Horiuchi Jun-ichi

1998年09月～

北見工業大学 助教授

2003年04月～

北見工業大学 教授

日本生物工学会、化学工学会、バイオインダストリー協会、

2015年04月～

京都工芸繊維大学 教授

日本農芸化学会、日本水環境学会

微生物反応を中核とする新しいバイオプロセス開発

バイオプロセスは、生物の機能を利
用した環境に優しいものづくり技術で、
医薬品・発酵生産や環境浄化に幅広く
活用されています。本研究室では、こ
れまでに蓄積したバイオリアクター技
術、培養制御手法、微生物固定化技術
等を活用して、様々な微生物を用いた

各種のバイオリアクターシステム

新しいバイオプロセス開発を進めています。最近では組換え大腸菌を用いた短鎖
抗体の高濃度分泌生産、組換え藍藻による炭酸ガスからのバイオアルコール生産、
再生可能バイオマスを用いたバイオリファイナリー開発などに注力しています。

分子化学系

前田 耕治

1991年04月～

教授

Maeda Kohji

所属
学会

日本分析化学会、日本化学会、日本ポーラログラフ学会、
溶液化学研究会、電気化学会

1993年04月～
1996年04月～
1997年10月～
2007年04月～
2018年04月～
2021年04月～

神戸大学大学院自然科学研究科
助手
福井県立大学生物資源学部 講師
京都工芸繊維大学 講師
京都工芸繊維大学 助教授
京都工芸繊維大学 教授
2021年3月 京都工芸繊維大学
副学長・教授
京都工芸繊維大学 教授

人工生体膜におけるエネルギー変換反応の電気化学

液膜や脂質二分子膜のような人工膜系で、神経伝播のモデルとなる電位振動反

応や呼吸・光合成のモデルとなるイオンと電子の共役透過反応を実現させて、そ
の反応機構を電気化学的に解析する。電位振動においては、心臓細胞の拍動のよ
うに、異なる場所で生じる複数の振動が同期するための条件や機構を、膜電位と

イオンの分配・吸着の関係を基礎に研究している。また、エネルギー変換のモデ
ルとしては、生化学では重視されていない、イオンの膜透過と電子の膜透過の共
役に注目し、それぞれが生体膜に局在化した部位で生じることに対応した実験系
を構築して、両者の共役の原理、ひいては、エネルギー変換の熱力学、速度論に
ついての新しい知見を獲得しようとしている。この原理にもとづいて、ミトコン
ドリア病や神経伝達阻害などのメカニズムと治療に関する情報が得られることが
期待される。
１）エマルションの安定性評価：電気化学発光法を用いて光散乱法より短い時間分解能で粒径分布の変化を観察する
２）各種生体膜のイオン透過特性評価：卵殻膜・クチクラ膜など生体由来膜のイオン透過・吸着・濃縮をボルタンメトリーで観察する
３）銀電極を用いる環境中アニオンの定量：ハロゲン、イオウ、ヒ素などの環境での現場測定を目指し電気化学定量を行う
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分子化学系

松尾 和哉

助教

Matsuo Kazuya

所属
学会

日本化学会、日本薬学会、日本ケミカルバイオロジー学会、
日本バイオイメージング学会

2014年04月～

京都大学大学院工学研究科
博士研究員

2014年06月～

日本学術振興会 海外特別研究員

2015年06月～2021年09月
北海道大学電子科学研究所 助教
2021年10月～

京都工芸繊維大学 助教

細胞機能を操作する化学ツールの開発

細胞機能の中でも、特にダイナミックな機能の１つである「細胞分裂」に着目し、
その動的過程を自在に操作する化学ツール（機能性分子）の開発を行っています。
多種多様な生体分子が協奏的に機能する細胞分裂において、染色体の動きを精密
に操作し、娘細胞に伝播する染色体の「数」を制御する技術や、細胞質の分裂過
程を非対称に制御する技術を利用することで、次世代の細胞の性質や運命を大き
く変化させることができます。これらの技術を駆使し、新しい性質・機能を有す
る細胞を作成したり、異常な細胞を治療するための新たな方法論を確立すること
で、創薬・医療技術におけるイノベーションを創出し、ライフサイエンスを革新
することを目指しています。
研究分野：ケミカルバイオロジー、光薬理学、創薬化学
細胞分裂を操作する化学ツールの開発に加え、光で生体機能を制御する光薬理学リガンドの開発や新たな創薬技
術（機能性抗がん剤など）の確立を行っている。

分子化学系

箕田 雅彦

教授

Minoda Masahiko

所属
学会

高分子学会、日本化学会、アメリカ化学会、

1990年07月～

京都大学化学研究所 助手

2000年06月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 教授

繊維学会、セルロース学会

自然に倣った高機能ポリマー材料の精密重合による創製

自然界には高度な機能をもつポリマーが多く
見られ、機能性材料の創製における手本となり
ます。他方、精密重合の発展によりポリマーを
精密に分子設計可能となりました。分子の化学
構造や分子集合体の振る舞いが、材料のマクロ
な機能として現れます。私は、精密重合を駆使
して、自然に倣った機能、自然を超える機能を
もつポリマー材料を創出しています。例えば、

天然生理活性多糖であるグリコサミノグリカン
のミミックとなる糖担持ポリマーの精密合成

人工生理活性材料、環境を選ばない高接着性材料、外部環境に応じて表面特性が
変化する材料、抗菌性材料などを設計・合成しています。
課題①：ナノインプリント法と表面グラフト修飾の融合による階層的表面構造材料の作製
課題②：汎用ポリマーの表面修飾による高付加価値化に基づく環境低負荷材料の創製
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分子化学系

三宅 祐輔

所属
学会

2011年04月～

東京工業大学大学院 物質科学
専攻 研究員

Miyake Yusuke

2012年04月～

北海道大学大学院 情報科学研
究科 研究員

日本化学会、電子スピンサイエンス学会、

2014年08月～

京都工芸繊維大学 助教

助教

光化学協会、米国化学会、国際EPR学会 等

機能性分子におけるラジカル反応と構造のESR分光研究

ラジカル種の生成・消失反応は多くの機能性物質に重要な関りを持ちます。例
えば、抗酸化物質における活性酸素種の消去反応、リビングラジカル重合を特徴
付ける中間体ラジカルの平衡反応や精密度低下に影響を与える副反応、含有原子
が決め手となる新規化合物の分解反応や常磁性種の安定性などです。ラジカル種
の選択的な観測が可能な電子スピン共鳴（ESR）分光法を用いて、分野の異なる研
究者との交流から学ぶ機能性分子（新規化合物、高分子、生体関連分子）が関わる
様々なラジカル生成・消失反応機構を観測し、物理化学的な解釈を加え、分子の
機能性・特性との結びつきの解明を目指し研究を進めています。

ESR分光法による励起/基底三重項状態の機能性化合物の構造解明

分子化学系

本柳 仁

准教授

Motoyanagi Jin

所属
学会

日本化学会、高分子学会

2006年04月～ （独）科学技術振興機構
ERATO-SORST 相田ナノ空間プ
ロジェクト 研究員
2008年03月～

京都工芸繊維大学 助教

2021年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

新規ブラシ状パイ共役ポリマーの創製

材料を分子レベルからデザインすることが可能なパイ共役分子・高分子からな
る電子・光デバイスが近年数多く報告されています。これらの分子デザインは、
骨格構造や置換基の導入といった分子骨格を設計することが主流となっています。
一方、周辺置換基としてアルキル鎖を導入することにより溶解性が向上し、同時に、
高い蛍光量子収率を示す発光材料となり、パイ共役分子・高分子をアルキル鎖で
覆うことにより機能特性が向上することが知られています。そこで、単純なアル
キル鎖の代わりに機能性側鎖を導入することで主骨格の機能との協奏によって新
規機能性材料となることを期待し、構造を精密に制御した側鎖を有するパイ共役
分子・高分子の効率的な合成手法を開拓し、新たな外部刺激応答性材料を開発す
ることに成功しております。

環状ポリマーの簡便な大量合成手法の開拓
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分子化学系

森末 光彦

2001年04月～

助教

Morisue Mitsuhiko

所属
学会

高分子学会、光化学協会、日本化学会、錯体化学会、
無機高分子研究会、複合系の光機能研究会

2002年05月～
2003年12月～
2006年03月～

山形大学工学部機能高分子工学
科 教務補佐員
科学技術振興事業団戦略的創造
研究推進事業(CREST) 「分子複
合系の構築と機能」 研究員
奈良先端科学技術大学院大学物
質創成科学研究科 博士研究員
京都工芸繊維大学 助手・助教

生体応用を指向した近赤外発光ポルフィリンガラスの創製

「生体の第２光学窓」と呼ばれる近赤外波長領
域は、生体組織の吸収・散乱・自家発光が最小と
なり、非侵襲性のin vivoイメージングや光線力学
療法(PDT)に有効とされています。有機発色団で
近赤外波長での吸収・発光を行うためには非発光
性の会合種形成を抑制しながらπ電子系を拡張し
なければなりません。また赤外伸縮モードの影響
を受けやすい近赤外発光は通常困難とされてきました。われわれはポルフィリン
をガラス化することによりこの難問を克服し、エキシマー形成に基づく「生体の
第２光学窓」で発光する材料創製を行っています。

分子化学系

山田 重之

2008年09月～

准教授

Yamada Shigeyuki

所属
学会

日本化学会、日本フッ素化学会、日本液晶学会、
高分子学会、有機合成化学協会

2010年09月～
2011年04月～
2014年04月～
2016年04月～
2019年01月～

ミュンヘン大学 アレキサン
ダー・フォン・フンボルトフェ
ロー
京都大学 博士研究員
東京農工大学 産学官連携研究員
立命館大学 特任助教
京都工芸繊維大学 助教
京都工芸繊維大学 准教授

フッ素原子の性質を活用したフッ素系機能分子の創製

フッ素原子は、全元素で最大の電気陰性度をも
ち、強いC—F結合を形成することから、フッ素材
料はテフロン®に代表されるように高い熱安定性
や化学安定性に富む。そのため、フッ素原子を機
能分子に導入することで高い熱安定性や化学安定
性を付与した新規な機能材料の創製に貢献できる。
そのフッ素原子に起因する電子密度や分子凝集構
造の制御は固体機能分子の設計に重要となること

研究コンセプト–フッ素含有高機能分子の創製

から、本研究ではフッ素原子の性質を活用し、電子密度と分子凝集構造の精密制
御に起因する高機能分子の創製を目指した研究に取り組んでいます。
①高効率なフッ素含有固体発光分子の開発
②外部刺激応答性のフッ素含有機能分子の開発
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分子化学系

吉田 裕美

准教授

Yoshida Yumi

所属
学会

日本分析化学会、日本ポーラログラフ学会、日本化学会、
International Society of Electrochemistry、電気化学会

1999年02月～ 京都工芸繊維大学 助手
2000年09月～10月
スイス連邦工科大学ローザンヌ校 客員教授
2006年10月～ 独立行政法人科学技術振興機構
さきがけ「構造機能と計測分析」
研究員
2007年04月～ 京都工芸繊維大学 助教
2008年01月～ 京都工芸繊維大学 准教授
2016年01月～2017年03月
ハーバード大学 客員研究員

電量測定型イオンセンサ イオン性分子の脂質二分子膜透過

膜や界面でのイオン分配に関する物理化学的視
点から、各種電気化学分析法を開発しています。
電位操作で簡便にイオンを抽出・逆抽出できる電

図１

電解抽出法

解抽出法や、酸化還元しないイオンであっても電
気量から物質量を直接測定できるイオン移動クー
ロメトリーを実現しています（図１）。一方、イ
オンの分配では、電気的中性を保つために、かな
らず二つ以上のイオンが膜へ分配します。近年、

図2

脂質二分子膜でのイオン分配

この相互補完的な分配が、生体膜の構成成分である脂質二分子膜でも生じている
ことを明らかにしました（図２）。
リポソーム内部水相へのイオン性薬物導入法
フッ素化アルキルイオンの分離・定量法
キャリブレーションフリーイオンセンサ

分子化学系

和久 友則

准教授

Waku Tomonori

2009年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2021年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

高分子学会、バイオマテリアル学会、
日本化学会

がん免疫療法への応用を指向した抗原デリバリーシステムの構築

がんペプチドワクチン療法は、患者への負担や副作用が小さいことから、従来
法に代わる新たながん治療法として注目されています。しかし、未だ実用化には
至っておらず、問題点が多くあります。ナノサイズの分子集合体をキャリアとし
て用いたワクチンデリバリーシステムの構築は、実用化を阻む問題に対する解決
法のひとつとして有望視されています。これまでに、種々の機能性分子素子を組
み込んだ“球状”ナノ粒子がデリバリーキャリアとして開発されてきました。こ
れに対して本研究では、ナノキャリアの形態が流体中での動的挙動や細胞との相
互作用に与える一つの因子であることに着目し、ファイバーやロッド形状のペプ
チドナノ会合体をキャリアとして用いた抗原デリバリーシステムの開発に取り組
んでいます。
アルツハイマー病の病原タンパク質の異常凝集を抑制するナノ材料の開発
ペプチドおよびタンパク質を用いた材料表面改質技術の開発
機能性ペプチドを用いた新規生体材料の開発
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電気電子工学系

所属
学会

1997年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2005年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2005年10月～

独立行政法人科学技術振興機構
戦略的創造研究推進事業さきが
け 個人研究者

応 用 物 理 学 会 、日 本 光 学 会 、米 国 光 学 会 ( O S A ) 、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

国際光工学会(SPIE)

2014年08月～

京都工芸繊維大学 教授

粟辻 安浩

教授

Awatsuji Yasuhiro

高速度3次元動画像計測ならびに超高速動画像記録

これまで困難であった動く物体の3次元動画像
計測を実現します。とくに、気体や液体の流れや
生細胞などの透明の動く物体の3次元動画像計測
に適した技術を用いて、これまでに世界最高速の
毎秒100万コマの3次元動画像計測の達成や毎秒
15万コマの3次元動画像生物顕微鏡の実証に成功
しています。
また、アインシュタインの相対性理論では、この
世の中で最も速いとされる光の伝播の3次元像の

(上)高速透明ガス噴流の3次元動画像計測結果
(下)光の伝播の様子の3次元動画像記録・観察結果

静止画やスローモーション記録と観察にも世界で初めて成功しています。
研究分野：応用光学、光工学、情報光学、光波面計測、光波面制御、光学設計
研究課題：新規光学イメージング技術、新規光学システム

電気電子工学系

一色 俊之

教授

Isshiki Toshiyuki

所属
学会

応用物理学会、日本物理学会、
日本顕微鏡学会

1987年04月～

大阪府立工業高等専門学校 講師

1993年04月～

京都工芸繊維大学 助手

1998年05月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2015年04月～

京都工芸繊維大学 教授

高信頼性SiCパワーデバイス実現に向けた欠陥評価

シリコンカーバイド(SiC)は高性能パ
ワー半導体素材として期待されていま
す。SiCデバイス実用化には結晶欠陥を
十分低減したデバイス用基板が必要で、
基板中の欠陥種分布の評価が品質基板
製造の鍵となります。本研究室では長
年培ってきた電子顕微鏡による構造評

SiCデバイスの信頼性向上への課題：SiC基板中の欠陥構造

価技術を中核に、SiC基板の欠陥分布評価法の探求および個々の欠陥構造の詳細評
価に取り組んでいます。近年は走査型や透過型電子顕微鏡に加え、新開発のミラー
電子顕微鏡による複合的な欠陥評価で成果を上げています。
研究分野：材料科学、結晶工学、電子顕微鏡学、半導体工学
研究課題：酸化ガリウム結晶の電子線結晶学的研究
ミラー電子顕微鏡法のアプリケーション開発
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電気電子工学系

井上 純一

助教

Inoue Junichi

2014年04月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

応用物理学会、電子情報通信学会、
エレクトロニクス実装学会

共振器集積型導波モード共鳴素子の応用検討

導波モード共鳴素子は、特定波長の光のみを反射する狭帯域波長フィルタです。
光導波路薄膜を堆積し、その表面に周期構造（グレーティング）を加工するだけで
作製できるため、生産性の高い波長フィルタとして近年注目されています。導波
モード共鳴は、グレーティングによる空間光と導波光との結合に起因するため、
導波光の励振形態（モード）や結合状態を制御することで様々な特性の発現が期待
できます。本研究室では、従来の導波モード共鳴素子に導波路共振器を集積する
ことで、新たな機能発現や応用展開を目指した研究を推進しています。通信用波
長フィルタ、集積レーザミラー、光変調器、スイッチング素子などへの応用を理
論的・実験的に検討しています。

電気電子工学系

所属
学会

1996年04月～

(株)アルバック 主任

2004年05月～

大阪大学大学院基礎工学研究科
特任研究員

Imada Saki

2005年04月～

大阪大学大学院基礎工学研究科
特任助教

日本放射光学会、日本XAFS研究会、

2005年08月～

京都工芸繊維大学 講師

日本応用物理学会

2009年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

今田 早紀

准教授

AlNベース紫外-可視超広帯域光電変換材料の開発

数％のVやCr、Mnを添加した窒化アルミニウム（AlN）は、紫外-可視-赤外の広
い帯域に渡る太陽光を吸収する物質になることが理論的に予測されています。し
かも、水を分解するポテンシャルを持ち、物理的・化学的安定性（とくに酸化耐性）
が非常に高いため、太陽光と水、二酸化炭素から水素ガスやCH系燃料を作り出す
人工光合成デバイス材料として期待されています。本研究室では、これらの物質
の合成に成功し、実際に、太陽光に非常によく一致した光吸収構造を持っている
ことを明らかにしました。さらに、これらの物質を安価な金属基板上に形成する
ことに成功し、高効率でかつ安価な人工光合成デバイスの実現を目指して、物性
解明、デバイス開発の両面で研究を進めています。
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電気電子工学系

上田 哲也

教授

Ueda Tetsuya

所属
学会

電子情報通信学会、IEEE、日本物理学会

1997年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2013年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2017年01月～

京都工芸繊維大学 教授

非相反メタマテリアルと次世代無線通信システムへの応用

光・電磁波の波長に比べて小さなサイズの
構成要素からなる「メタマテリアル」は、既
存の材料からなる構造設計により、新奇な電
磁現象発現、新機能デバイスの創製を目的と
しています。特に、伝搬方向により透過係数
が異なる「非相反メタマテリアル」は、表と
裏で屈折率が正負入れ替わる性質をもち、共
振構造により、共振器内の電磁界分布、特に

(a)非相反メタマテリアルによる
電力リサイクル機能付漏れ波ビーム走査アンテナ
(b)試作回路の写真

位相勾配の空間分布を自由自在に動的制御できます。さらに次世代無線通信シス
テム、無線電力伝送システム向けのアンテナへの応用探索を行っています。
上述の研究に加えて、高誘電率粒子による人工磁性体と金属細線からなる3次元等方性メタマテリアル・メタサー
フェスとその応用、カイラルメタマテリアルと電磁波の偏波制御、アンテナの小型化・低姿勢化と広帯域化に関
する研究を行っている。

電気電子工学系

裏 升吾

教授

Ura Shogo

所属
学会

IEICE、JSAP、JIEP、OSJ、IEEE、OSA

1987年04月～

大阪大学工学部 助手

1998年04月～

大阪大学大学院工学研究科 助手

2000年09月～

京都工芸繊維大学 助教授

2004年04月～

京都工芸繊維大学 教授

光波回路における光の入出力結合に関する研究

情報化社会の継続的進展のためには情報処理システムの心臓部である電子回路
（LSI）の高性能化が必須ですが限界に近づいています。そこで次世代技術として電
子回路と光回路との融合が注目されていますが、その実現のための光回路への有
効な光結合法が未開発です。本研究では、導波モード共鳴現象の特異な光学特性
を利用する画期的な結合方法を世界に先駆けて提唱し、その実現可能性を理論的・
実験的に検証しています。

光配線に関する研究、携帯型光センサに関する研究、VR/MR用光デバイスに関する研究、波長合波に関する研究、
感性の数値化に関する研究
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電気電子工学系

大柴 小枝子

教授

Oshiba Saeko

所属
学会

電子情報通信学会、照明学会、IEEE

1984年04月～
1984年11月～
2003年10月～
2007年04月～
2009年04月～
2011年10月～
2017年04月～

(株)日立製作所日立研究所研究員
沖電気工業株式会社
基盤技術研究所 研究員
京都工芸繊維大学 助教授
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学 教授
日本学術会議連携会員
東京大学生産技術研究所
リサーチフェロー

光と無線を用いた次世代高速無線通信と応用システム

光ファイバ伝送の高速化が進むとともに無線通
信でもさらなる高速化が要求されています。すで
に、ほとんどのインターネットユーザがモバイル
端末を利用しており、さらに、IoTなど将来はト
リリオンセンサデバイスがインターネットと接続
されることが予測されています。本研究室では、
エンドユーザに対して光と無線で情報を提供でき
る高速無線通信の実現を目指し、光信号処理技術、

応用のイメージ（光ファイバ無線融合アクセス）
光ファイバ伝送速度をフェムトセル内の無線通
信で実現する

光パルスを用いたUWBインパルス無線通信、可視光通信技術とその応用システム
の研究に取り組んでいます。

電気電子工学系

鐘ケ江 一孝

Kanegae Kazutaka

助教

2019年04月～

日本学術振興会 特別研究員
(DC1)

2022年03月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

応用物理学会

ワイドバンドギャップ半導体中の欠陥評価

半導体結晶の電気的・光学的性質は、結晶中のわずかな量の欠陥によって決定
されます。このため、半導体材料のポテンシャルを最大限に引き出したデバイス
を作製するには、半導体結晶中の欠陥を精密に制御する必要があります。特に欠
陥の密度を正確に定量することは、成長炉・デバイスプロセス装置の改良や成長
条件・デバイスプロセス条件の最適化のために重要です。欠陥の中でも、原子レ
ベルの変位である点欠陥に着目し、その局在した電子状態(欠陥準位)を過渡容量分
光法により測定しています。半導体結晶中の着目したい点欠陥に合わせた欠陥密
度の定量手法の開発を行い、点欠陥の性質を調べて学理を深めつつ、得られた情
報をフィードバックして結晶成長・デバイスプロセスの改善に貢献することを目
指しています。
導電性GaN及びSiC基板の光学的・電気的評価、ホモエピタキシャル成長n型GaN層中の炭素アクセプタ密度の精密
定量、SiC中のデバイスプロセス誘起欠陥の密度深さ分布の定量、β-及びκ-Ga2O3の結晶成長と欠陥準位の定量
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電気電子工学系

北村 恭子

2008年04月～

准教授

Kitamura Kyoko

所属
学会

応用物理学会、
Optical Society of America

日本学術振興会特別研究員
（DC1）
京都大学 大学院工学研究科
特定研究員（産官学連携）
2012年04月～ 京都大学 白眉センター 特定
助教（白眉）
2015年03月～ 京都工芸繊維大学 講師
2020年06月～ 京都工芸繊維大学 准教授
2011年04月～

センシング分野に革新を起こす微小集光レーザの創製

近年、バイオセンサや車載用センサなどの先進センシング分野において、光の
利用が進んでいます。このようなセンサにおける、分解能・感度・精度の限界は、
焦点の大きさ(光強度)や、焦点での光と物質の相互作用で決まるため、微小集光の
形成は、これらの限界の突破口となります。
本研究室では、ドーナッツビームを用いることで、通常のレーザビームでは不可
能だった波長以下の微小集光が可能であることを、世界に先駆けて見出してきま
した。また、フォトニック結晶レーザを用いることで、微小集光可能なドーナッ
ツビームを1 mm角程度のワンチップで生成することに成功しています。将来的
には、微小集光が必須となる先進センシング分野に、小型光源を提供することで、
革新を起こすことを目指しています。

電気電子工学系

黒澤 裕之

所属
学会

2013年04月～

北海道大学 博士研究員

助教

2015年04月～

Kurosawa Hiroyuki

物質・材料研究機構
NIMSポスドク研究員

2016年09月～

情報通信研究機構 研究員

日本物理学会、応用物理学会

2020年03月～

京都工芸繊維大学 助教

メタマテリアルにおける非相反電磁力学の開拓と応用

メタマテリアルと呼ばれるサブ波長構造では、自
然界には存在しない電磁応答が可能になります。こ
れまでに、時間および空間反転対称性の破れを同時
に有する非相反メタマテリアルにおいて、通常は存
在しない「光に対するローレンツ力」などの特異な
電磁応答を定式化することに成功しています。
このような非相反メタマテリアルは、基礎物理学を
研究する舞台として有用であるだけでなく、アイソ
レータやマジックミラーなどの応用も期待されてお
り、基礎と応用の両面から研究を行っています。
テーマ①紫外メタマテリアルによる高効率な空間清浄化技術の開発
テーマ②メタマテリアルを用いたマイクロ波-光量子インターフェイス
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（a）非相反メタマテリアルの模式図。
（b, c）
電磁波の入射方向に依存して異なる
電磁応答。

電気電子工学系

小林 和淑

1993年04月～

教授

2001年04月～

Kobayashi Kazutoshi

所属
学会

電子情報通信学会、情報処理学会、IEEE、

2002年04月～
2004年04月～
2009年04月～

応用物理学会

京都大学工学研究科電子工学専攻
助手
京都大学情報学研究科通信情報
システム専攻 助教授
東京大学大規模集積システム設
計教育研究センター 助教授
京都大学情報学研究科通信情報
システム専攻 助教授・准教授
京都工芸繊維大学 教授

高信頼集積回路による安全安心な社会基盤の構築

集積回路（LSI）は社会基盤の至るところに利
用され、高い信頼性を要求されます。完全な
自動運転には10９時間に10回しか動作不良を
起こさない高い信頼性が要求されます。一時
故障を起こすソフトエラー、RTN、永久故障
を起こすBTなどの信頼性を脅かす現象を測定
したり対処するLSIの設計とその実測を行い評

集積回路の信頼性を測定するための回路基板

価しています。さらにGaN HEMTによる電力
集積回路の研究も実施しています。

ワイドギャップ半導体向けゲートドライバ

電気電子工学系

三瓶 明希夫

准教授

Sanpei Akio

所属
学会

日本物理学会、プラズマ・核融合学会、

2004年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2014年02月～

京都工芸繊維大学 講師

2019年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

日本応用物理学会、アメリカ物理学会

プラズマ計測方法の開発とエネルギー応用の研究

プラズマは様々な分野に応用され
ていますが、広範な密度と温度と時
間スケールを持っており、物理的理
解と応用の高性能化の観点から、各々
のプラズマに適した計測法の開発が
常に求められています。本研究室で
は種々のプラズマ計測法の開発と、

画像として計測されたプラズマの例．様々な時間・空間・温度ス
ケールを持つ

そのシステムを用いてプラズマ物理やその応用についての研究を行っています。
高速な2次元軟X線イメージング検出器や、マルチレンズを用いて一方向からプラ
ズマ中の微粒子の三次元位置を特定する手法等の開発を進めています。
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電気電子工学系

島﨑 仁司

准教授

Shimasaki Hitoshi

所属
学会

電子情報通信学会、IEEE(米国電気電子学会)

1990年04月～

京都工芸繊維大学 助手

1993年10月～

京都工芸繊維大学 講師

1999年12月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

導電性織物を用いた高周波回路

金銀糸と呼ばれるアルミ等の金属を含んだ糸が、西陣織など装飾用の織物を織
る際に、数百年以上も前から使われています。そのような金属糸を織り込んだ導
電性織物を用い、無線通信などに使用される高周波回路を設計・試作・特性測定
しています。織物を使った電子機器を構成することで、着られる／身に着けるこ
とのできる、いわゆるウェアラブルデバイスとなります。これまでに一例として、
Bluetoothや無線LANに使用されている2.4 GHz帯のアンテナを試作しました。
特長は曲げられることで、衣服の中に自然に組み入れることができます。なお、
導電性をもつ布であれば、織物でも不織布でも構いません。電子機器の製作に日
常の衣服と同様の素材を使用することが、ボディエリアネットワークやユビキタ
ス社会構築への可能性を広げます。
研究分野：電磁波工学、無線通信工学、電子デバイス・電子機器
研究課題：産業用IoTのための無線通信機器
農場におけるセンサネットワーク構築のための電波伝搬特性調査

電気電子工学系

新谷 道広

2005年04月～

准教授

Shintani Michihiro

2014年10月～
2017年05月～

所属
学会

2019年04月～
電子情報通信学会、IEEE

2022年03月～

松下電器産業株式会社
半導体社
京都大学大学院情報学研究科
特定助教
奈良先端科学技術大学院大学
助教
Duke University Visiting
Scholar
京都工芸繊維大学 准教授

大規模かつ高信頼なコンピューティングの設計基盤

大規模集積回路（Very Large-Scale Integrated circuit、VLSI)は我々の生活
のあらゆる電気製品に組み込まれています。これは、微細化の恩恵により高性能化・
大規模化を達成できたことによりますが、一方で、大規模な回路を正しく設計す
ることは困難になっています。特に、統計的デバイス特性変動による信頼性低下、
出荷時の量産検査は困難になっており、特性変動・劣化があったとしても性能を
補償できる設計技術、機械学習を用いた検査の効率化に関する技術の開発に取り
組んでいます。また、非シリコン材料による新原理次世代コンピューティング基
盤に向けた設計技術の開発、低炭素社会の実現のための次世代半導体電源回路の
回路シミュレーション技術の開発にも取り組んでいます。
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電気電子工学系

髙井 伸和

教授

1999年04月～

東京工芸大学 講師

2005年04月～

群馬大学 講師

所属
学会

Takai Nobukazu

2010年02月～

群馬大学大学院 准教授

I E E E（ 米 国 電 気 電 子 学 会 ）、 電 子 情 報 通 信 学 会 、

2022年04月～

京都工芸繊維大学 教授

電気学会

人工知能を用いたアナログ集積回路の自動設計・合成

集積回路設計において、アナログ回路
は依然として知識・経験のある技術者が
設計している。本研究室ではこれまで、
人工知能アルゴリズムを用いて熟練の技
術者の経験・知識・勘所を学習し、計算
機によりアナログ回路設計が可能である
ことを示してきた。今後は企業との共同

深層学習を用いたアナログ回路の自動合成

研究を通して研究成果を製品に組み込んでいく。さらに、人間では到底思いつか
ないような集積回路を計算機で設計するシステムを目指し、誰でも簡単に回路設
計できる環境を実現する。
デジタル論理回路の自動合成：真理値表を満たす回路をセル単位ではなくトランジスタ単位で合成
車載アンテナ用整合回路の自動設計・合成：複数周波数を受信可能な整合回路を自動合成
電源回路の自動設計：環境変化に応じた適切なフィルタを人工知能で学習

電気電子工学系

髙橋 和生

准教授

Takahashi Kazuo

所属
学会

応用物理学会、日本物理学会、米国真空学会、
日本マイクログラビティ応用学会

他

2000年01月～ 日本学術振興会 特別研究員
2001年02月～2006年03月
京都大学大学院工学研究科 助手
2005年06月～2006年03月
ドイツ連邦共和国マックスプランク研究所
客員研究員
2006年04月～ 京都工芸繊維大学 助教授・准教授
2015年04月～20015年10月
フランス共和国オルレアン大学 客員教授

プラズマで拓く先端テクノロジー

プラズマは、電子やイオン、活性種を含むユニークな環境であり、人の生活に
関わるあらゆるプロセスを実現できます。研究では、プラズマプロセスの高精度
制御により、高集積化および高機能化が進む集積回路の微細加工における技術革
新に挑戦します。また、プラズマを利用すれば、宇宙空間で天体が形成されるの
と同様に物質を創成し、空間や表面に配列させられます。これを新規材料のマニ
ピュレーションに用います。大気圧雰囲気で発生させたプラズマには殺菌効果が
あります。プラズマを種子や植物体に照射すれば、発芽や生長を促進することが
できます。プラズマを用いて、物質創成、半導体先端テクノロジー、医療、食品、
農業などさまざまな分野におけるブレークスルー、さらには未来に求める宇宙環
境利用への応用を目指します。
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電気電子工学系

髙橋 駿

准教授

Takahashi Shun

所属
学会

応用物理学会、日本物理学会、

2012年04月～

東京大学ナノ量子情報エレクト
ロニクス研究機構 特任助教

2017年03月～

京都工芸繊維大学 助教

2022年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

T h e O p t i c a l S o c i e t y（ 米 国 光 学 会 ）

半導体カイラルナノ構造による光・電子スピン制御

左回り・右回り円偏光における電場（磁
場）は、それぞれ左巻き・右巻きのらせん
軌跡を描きながら伝播しますが、固体中の
電子と相互作用するとき、それぞれ上向
き・下向きのスピンとして転写されます。
本研究室では、らせん構造をもつカイラル
ナノ構造を利用して片方の円偏光のみを閉

微細加工した半導体薄膜を一枚ずつ積層することで作製
したカイラルナノ構造の電子顕微鏡像

じ込め、外部磁場なしで効率的に電子スピンを偏極することに取り組んでおりま
す。将来的には、熱の発生しないスピン流回路を実現し、喫緊の課題であるコン
ピュータの演算能力の向上を目指しています。

電気電子工学系

武田 実

教授

Takeda Minoru

所属
学会

応用物理学会、日本光学会、アメリカ光学会

1982年04月～

ソニー株式会社半導体事業本部
社員

2006年11月～

ソニー株式会社マテリアル研究所
シニアリサーチャー

2008年04月～

京都工芸繊維大学 教授

ナノ構造材料・プロセス研究と光学デバイス応用

集束イオン・電子ビーム等を用
いた超微細加工によるナノスケー
ル構造の材料・プロセス、及びそ
れを用いて作製したデバイスの研
究を行っています。最近は主に金
属薄膜にナノ構造を作り込むこと

ナノ構造光学デバイスの電子顕微鏡観察イメージ（スケールバーの
長さは1ミクロン）

により表面プラズモンを励起させ、特異な機能を発揮させるメタサーフェイス構
造デバイスについて、設計、製作、評価まで進めており、小型高機能で高集積化
可能なマイクロレンズ、偏光素子、光学フィルター等のナノフォトニック・デバ
イスへの応用展開を目指しています。
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電気電子工学系

田村 安彦

助教

Tamura Yasuhiko

所属
学会

1993年04月～

コナミ(株)研究員

1994年05月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

電子情報通信学会

周期表面でのイメージグリーン関数の方法

周期表面や構造からの電磁波散乱回折解析は、不規則海面散乱解析としてリモー
トセンシング分野、分光素子・フィルタ・カップラ・漏洩波アンテナの設計等で
光学や電磁波工学分野において重要です。従来、積分方程式法は基準解が得られ
る 厳 密 手 法 と し て 知 ら れ、 散 乱・ 回 折 特 性 の 指 針 や 他 手 法（微 分 法,有 限 要 素
法,FDTD法等）の妥当検証にも極めて有効でした。しかしながら、周期グリーン関
数が臨界波数に対し全空間で発散するため、レーリー波数を含めた臨界波数入射
とその近傍では使えなくなります。一方、提案するイメージグリーン関数の方法は、
影理論とそのような発散を生じない周期イメージグリーン関数を用いるため、臨
界波数を含む全波数で有効です。また、周期が波長に対して非常に長い周期表面
の計算にも適しています。
欠陥のある周期楮からの電磁波散乱特性解析：
（完全な）周期構造の一部が不規則に欠陥を持つ場合の散乱の理論解析に取り組んでいます。電磁波散乱特性から、
欠陥の位置や状態を非接触に推定するための基礎研究になります。

電気電子工学系

西尾 弘司

助教

Nishio Koji

所属
学会

日本物理学会、日本顕微鏡学会、

1993年04月～

京都工芸繊維大学 教務職員

1998年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

応用物理学会

ナノ微粒子の成長機構及び構造に関する研究

ナノスケールでのデバイス設計や開発において
ナノ微粒子生成機構の解明は物性の理解やデバイ
ス設計に指針を与える重要なテーマです。透過型
電子顕微鏡法及び走査型電子顕微鏡法を用い、こ
れに分光学的手法を組み合わせて、金属、半導体、
セラミックス等様々な物質の構造評価及び成長機
構の解明、さらにはデバイス応用を目指した研究
を行っています。ナノスケールで観察評価するこ

テトラポッド型酸化亜鉛微結晶の構造と成長
機構の解明

とで初めて得られる知見は数多く、これまでデバイス、薄膜、微粒子等を対象と
して研究を実施し成果をあげています。
研究分野: ナノ構造科学、電気電子材料工学、薄膜及び表面界面物性
研究課題: 半導体材料のナノ構造解析、非晶質材料の電子顕微鏡法による研究、電子顕微鏡像の定量的解析に関
する研究
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電気電子工学系

西中 浩之

准教授

Nishinaka Hiroyuki

所属
学会

2009年04月～

シャープ株式会社 主事

2015年01月～

京都工芸繊維大学 助教

2020年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

応用物理学会、IEEE、材料学会

ミストを用いた半導体デバイス形成技術

加湿器や医療用ネブライザ、冷却用の濡れない
霧など、幅広く利用されているミストを半導体の
形成技術へ適用する研究を進めています。このミ
ストは塩のように水や溶媒に溶解できれば、どの
ような材料でも半導体形成に利用できるといった
特徴が有ります。この特徴を活かして、種々の酸
化物半導体や有機材料の成膜に成功しています。
現在は、このミストを用いて分極を有する超ワイ
ドバンドギャップ酸化物によるパワーデバイスや
有機無機ペロブスカイトによる発光・受光素子の
研究を行っています。

ミストとそれを用いた装置

安 定 相 制 御：新しい結晶を形成するためのエピタキシャル成長技術に関する研究
応力利用デバイス：応力利用の構造変化による新規センサーやデバイスに関する研究
可視光応答光触媒：Biによるバンド内準位を利用した可視光応答の光触媒に関する研究

電気電子工学系

野田 実

1983年04月～

教授

Noda Minoru

所属
学会

応用物理学会、電気学会、IEEE、同EDS 関西、
センシング技術応用研究会、日本誘電体学会

三菱電機株式会社 エル・エス・
アイ研究所 光・マイクロ波デバ
イス開発研究所 北伊丹製作所
研究員・主事・主幹
1997年03月～ 大阪大学 基礎工学部電気工学科
大学院基礎工学研究科 助教授
2007年03月～ 京都工芸繊維大学 教授
（2007年～2008年 大阪大学大学院基礎工学研究
科システム創成専攻電子光科学領域 招へい教授）

バイオセンサ、知能性機能性材料デバイス、同システム

1. バイオセンサ・センシング
１）アルツハイマー、パーキンソン病等アミ
ロイドーシス対応リポソームセンサ：
①カンチレバー、②誘電分散解析、
③蛍光分子封入リポソーム、④LSPR、
⑤IS-FET、⑥QCM

リポソーム固定化カンチレバーセンサによる
パーキンソン病患者、健常者血清の識別

２）システム：①蛍光アレイ、②識別統計解析、③マイクロ流路
３）バイオ分子：①異種基脂質膜リポソーム、②コレステロール添加、
③極微量原因線維の自己鋳型効果、④糖鎖修飾、⑤抗体修飾
４）バイオナノ構造：①モールド、②ナノインプリント
２．知能性薄膜素子
1)不揮発メモリ①FeRAM用HZO、②FeFET、③ReRAM用BTO
2)高周波可変素子①BST
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３．集積センサ
1)室温赤外センサ①BST、②MEMS
2)３次元触覚センサ①抵抗静的検出、②カンチレバー

電気電子工学系

萩原 亮

教授

Hagiwara Makoto

所属
学会

日本物理学会、日本物理教育学会、
科学基礎論学会

1988年04月～

大阪大学基礎工学部 助手

1991年05月～

京都工芸繊維大学 講師

1998年06月～

京都工芸繊維大学 助教授

2001年04月～

京都大学 非常勤講師

2012年04月～

京都工芸繊維大学 教授

磁性体と超伝導体の物性実験、物理学一般

・基本的な物理現象の中には、既存の物理法則の延長上にあるように見えな
がら、実は、簡単には説明できない実験事実が数多くあります。高温超伝導体の
電気抵抗消失の臨界領域におけるI-V特性などがその代表例です。このような、物
理的な基本問題の再発見につながる現象を実験的に精密に追跡する研究に取り組
んでいます。その中で培った非線型特性に関する精密観測・分析技術は、応用デ
バイスなどの試験にも活かされることが期待されます。
・物理（科学）概念を言語によって表現する際の問題を考察し、教育に活かす取り
組みを行っています。理工学と人文系の融合的領域にも貢献したいと思っていま
す。

物理教育

電気電子工学系

蓮池 紀幸

助教

Hasuike Noriyuki

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2009年12月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

応用物理学会

半導体ナノ構造上への表面プラズモン励起とその応用

表面プラズモンに基づく光学技術はこれま
での光の限界を突破する新たな手法と考えら
れています。我々は、半導体ナノ構造上に励
起される表面プラズモンについて研究を進め
ています。その光学的性質は半導体のキャリ
ア物性と表面形状に影響を受けるため、それ
らを上手く制御することで新たな光学的性質

金属あるいは半導体を励起場に用いた場合の表面
プラズモン共鳴波長

を引き出すことができる可能性があります。
我々は安価・低環境負荷な酸化物半導体材料群を基にその技術を利用したバイオ
センシング素子や高感度赤外光検出器などの創製を目指しています。
半導体材料のラマン分光研究
応力マッピング、欠陥評価、キャリア密度分布、フォノンモード解析
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電気電子工学系

比村 治彦

1997年05月～

教授

1998年07月～
1999年04月～

所属
学会

Himura Haruhiko

2012年08月～

プラズマ・核融合学会、物理学会、

2019年01月～
2022年04月～

応用物理学会、電気学会、表面真空学会

米国プリンストンプラズマ物理
研究所 博士研究員
東京大学大学院工学系研究科
助手
東京大学大学院新領域創成科学
研究科 助教授
文部科学省・研究振興局 学術調
査官
京都工芸繊維大学 教授
学術振興会・学術システム研究
センター 専門研究員

2流体プラズマ・メタステートの物理、新型ナノプロセスの開発

プラズマは電気的中性と考えられていますが、プラズマ物理学において非中性
の状態が存在します。本研究室では、このような性質から予測される2流体プラズ
マやメタステートの先端プラズマ物理の開拓、また、このような性質を新型ナノ
プロセスの開発へと応用する研究を進めています。

電気電子工学系

廣木 彰

所属
学会

1985年04月～

松下電器産業(株)技術本部

1997年04月～

Hiroki Akira

松下電子工業(株)半導体社プロ
セス開発センター

2002年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

IEEE、電子情報通信学会、応用物理学会、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

准教授

電気学会、日本音響学会

半導体デバイスのモデリングとシミュレーション

集積回路は、現代社会を支える基盤素子として、高性能化、高機能化を実現し
てきています。また、集積回路の構成要素である半導体トランジスタは、高精度
なＴＣＡＤ（コンピュータ支援設計技術）を用いて微細化を実現してきました。し
かし近年、トランジスタの微細化は、物理的な限界に達し、高性能化を維持する
ことが難しくなってきています。将来のIoT社会を目指し、トランジスタのさらな
る高性能化を実現するために、次世代のトランジスタとして新規材料や新規構造
が研究されています。本研究室では、シリコンに代わる新規材料のエネルギーバ
ンド構造を考慮した物理に基づいた電子輸送をモデリングし、従来のプレーナー
構造に代わる新規構造のトランジスタの電気特性を高精度にシミュレーションす
る技術を研究開発しています。
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電気電子工学系

古田 潤

助教

Furuta Jun

所属
学会

2012年04月～

学振特別研究員(DC2)

2014年04月～

京都工芸繊維大学 特任助教

2017年03月～

京都工芸繊維大学 助教

IEEE、情報処理学会、電子情報通信学会

放射線に強靭な高信頼性集積回路の検討

宇宙から飛来する放射線が集積回路の一時的な誤動作を引き起こし、自動車や
飛行機などの安全性を低下させる主要因とされています。従来の対策では回路の
三重化による多数決が一般的に用いられていますが、面積や消費電力が3倍以上に
増加してしまうため、より低コストな耐放射線回路の実現が必要とされています。
本研究では耐放射線回路の設計と放射線照射による加速試験評価、デバイスシミュ
レーションによる検討結果を基にして低コストかつ高放射線耐性を持つ回路構造
の検討を行っています。2016年には従来回路全体の2割程度の構造を変更するこ
とで数十倍の耐性を実現できることを確認しました。

上述の研究に加え、
「次世代パワー素子の駆動回路」をテーマとして研究を行っています。次世代パワー素子は
シリコン素子よりも高速なON/OFFの切り替えが可能ですが、ノイズの増大が問題となっています。本研究では次
世代パワー素子の駆動回路を検討しています。

電気電子工学系

山下 馨

教授

Yamashita Kaoru

所属
学会

電気学会、応用物理学会、IEEE

1994年04月～

大阪大学 助手

2007年04月～

大阪大学 助教

2007年10月～

京都工芸繊維大学 准教授

2018年01月～

京都工芸繊維大学 教授

圧電MEMSデバイスと応用システム

圧電体は、電気エネルギーと機械エネルギーを
相互に変換する働きを持つ材料です。我々は、
MEMS（微小電気・機械システム）と圧電体薄膜を
組み合わせて、超音波センサや触覚センサあるい
は振動型エネルギー・ハーベスタなどのデバイス
の研究開発を行っています。超音波センサによる
ジェスチャ入力インターフェースや多次元触覚に
より人に優しく接するロボット、環境発電で半永

開発したMEMS超音波センサ２００素子アレ
イのウェハ写真と立体構造を持つ多次元触覚
センサの顕微鏡写真

久的に動作する個人用健康モニタリングなどの応用システムを通じて、全人類の
クォリティ・オブ・ライフの向上に資する研究を進めてゆきます。
研究関連キーワード：圧電体、MEMS、強誘電体、超音波、触覚、ハーベスタ
関連課題：MEMSデバイス作製プロセスの開発、エネルギー変換メカニズムの研究、
センシングシステム・センシングアルゴリズムの開発
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電気電子工学系

山下 兼一

教授

Yamashita Kenichi

所属
学会

応用物理学会、電子情報通信学会、Optical Society
of America、IEEE Photonics Society

1999年04月～

日本学術振興会 特別研究員

2002年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2013年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2017年01月～

京都工芸繊維大学 教授

光と電子の相互作用を操った新しい光電子デバイス研究

LEDやレーザ、フォトダイオードや太陽電池などの光電子デバイスでは、物質が
持つ発光および吸収などの光物性がデバイス動作の基礎物理であり、性能の良い
デバイスを実現するためには物質中での光と電子の相互作用を理解・制御するこ
とが重要になります。本研究室では有機半導体やペロブスカイト半導体が持つ特
徴的な電子物性に着目しており、これを従来の光波制御の技術と組み合わせるこ
とにより、光-電子間の相互作用を効果的に制御することを考えています。最近は
特に室温共振器ポラリトンの研究を推し進めています。ポラリトンは光と物質の
性質を半分ずつ持った新しい量子状態であり、これの量子デバイス応用や、高効
率レーザ/太陽電池応用に向けた研究を展開しています。

研究分野：電子・電気材料工学、電子デバイス・電子機器、光工学・光量子科学、デバイス関連化学、応用物性
研究課題：自己組織化トポロジカル有機マイクロ共振器の開発

電気電子工学系

WERNER CARL FREDERIK

2008年10月～

助教
2014年09月～

所属
学会

2016年09月～
2020年08月～

ドイツ Aachen University of
Applied Sciences Institute
of Nano- and Biotechnologies
博士課程の学生・研究員
東北大学・医工学研究科所属
日本学術振興会
外国人特別研究員
東北大学・電子工学専攻 助教
京都工芸繊維大学 助教

化学イメージセンサー・バイオセンサーアレイ

化学イメージセンサは検出する分子濃度の空間分布を十分な分解能で測定でき
る。この技術として、光により空間位置認識が可能なポテンシャル検出センサで
ある light-addressable potentiometric sensor (LAPS)技術を開発、研究し
ている。これにより溶液中の時空間化学計測が可能である。
ここでセンサ表面を化学修飾すると、多種の化学、生化学分子種の計測が可能で
あり、マイクロ流路を伴うことで化学反応と微生物の代謝能力の計測も可能であ
る。さらにアレイセンサ構成では数種の検出対象分子種を同時計測できる。
現在、FPGA信号処理による実時間LAPSシステムを開発中である。これにより毎
秒30フレーム速度、遅延時間100 µs以下で化学イメージのストリーム処理がで
きている。
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機械工学系

荒木 栄敏

1984年04月～

教授

Araki Shigetoshi

所属
学会

日本材料学会、日本機械学会

三洋電機(株)電子機器事業本部
映像事業部ビデオ事業部開発部
研究課 主任技術員

1990年04月～

滋賀県立短期大学工業部 助手

1992年04月～

京都工芸繊維大学 助手

1998年02月～

京都工芸繊維大学 助教授

2003年04月～

京都工芸繊維大学 教授

複合材料の力学特性のマイクロメカニックス解析

複合材料の巨視的な力学特性は、材料中に存在する強化繊維や粒子などの強化
基材の配向分布や偏在の状態に大きく依存します。このような強化基材の状態を
マイクロメカニックスの手法を用いてモデル化し、それを解く方法を開発してき
ました。現在は、強化基材の偏在状態が緩やかに変化する場合などの未解決な問
題に取り組んでいます。また、力学特性の解析方法を応用することで、巨視的熱
伝導率、誘電率、電気伝導度、透磁率などの熱・電磁気特性の解析や定常振動場
に対する応答、例えば、制振特性、交流場の下での電磁気特性の解析にもその範
囲を広げております。さらに、実際的に解を応用するために、最も捕らえにくい
材料中の強化基材の分散・傾き状況を材料の断面に現れるそのプロファイルから
推定する方法も開発しています。

機械工学系

飯塚 高志

教授

Iizuka Takashi

所属
学会

日本塑性加工学会、日本機械学会、

2000年12月～

京都工芸繊維大学 助手

2006年10月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2022年04月～

京都工芸繊維大学 教授

日本材料学会、日本軽金属学会、日本鉄鋼協会

新しい塑性加工法の開発および成形メカニズムの解明

薄板成形を中心とした新しい塑性加工法の開発を行っています。古典的で簡単
な塑性理論を発想の元として、超長尺容器の少工程成形法、インクリメンタル板
鍛造、板鍛造援用によるスプリングバック抑制法など、効果的で低コストの加工
法の開発を目指しています。また、薄板成形やせん断かえり形成などにおけるプ
ロセスに依存した塑性変形のメカニズムの解明や実用的な成形限界評価法の開発
にも取り組んでいます。機械工学の観点からの新素材の開発として、形状等のサ
ブマクロ周期構造を有する板材の力学特性および成形性の解明も進めています。
このほか、鋼／アルミニウム合金を中心とした異材接合や木材および木材粉末成
形など関連する材料加工プロセスの開発およびメカニズムの解明にも取り組んで
います。
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機械工学系

射場 大輔

教授

Iba Daisuke

所属
学会

日本機械学会、計測自動制御学会、

2005年06月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2010年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

2020年02月～

京都工芸繊維大学 教授

自動車技術会、日本地震工学会

損傷の予兆検知が可能なスマートギアの開発

機械装置が自らの完全性を自覚し、構成要素の
損傷や劣化を予見する能力を持つことにより、機
械装置の可用性を高度に保ちつつ、保全を効率的
に行うことが可能となります。本研究では、完全
性を自覚できる機械装置の具現化を目指して、歯
車に導電性インクを印刷することでセンサ機能を
与え、回転中に状態が観測できるスマートギアを
開発しています。現在、歯車に導電性インクを印

歯車用き裂センサ

刷できるレーザー印刷機を開発し、センサ及びその情報を送受信するシステムを
構成する回路の印刷を試みています。
製作された歯車の形状偏差データをネットワーク化し、偏差要因を推定する研究を行っています。また、歯車の
かみ合い振動を人工知能を利用して解析し、歯元き裂の有無を推定するシステムの開発を行っています。

機械工学系

江頭 快

准教授

Egashira Kai

所属
学会

精密工学会、電気加工学会、日本機械学会、

1999年04月～

近畿大学生物理工学部 助手

2003年04月～

京都工芸繊維大学 講師

2005年10月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

砥粒加工学会

マイクロ工具の製作及びそのマイクロ加工への応用

放 電加工等によりミクロン
サイズのマイクロ（微細）工具を
製作します。この工具を用いて、
切削加工、研削加工、放電加工、
電解加工、超音波加工、塑性加
工等によるマイクロ（微細）加工
を行います。従来実現不可能で
あった微細寸法の穴あけ加工や
軸加工が様々な工作物材種に対

直径１７ミクロンのマイクロドリルと内径７ミクロンの穴あけ加工例

して行えます。
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機械工学系

小野 裕之

助教

Ono Hiroyuki

2001年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

日本機械学会、日本材料学会

複合材料の力学特性に関する研究

TiNi形状記憶合金繊維や形状記憶ポリマーなどの機能性素子を含むインテリ
ジェントマテリアルや、コーティング繊維を含む複合材料の剛性やじん性などの
力学特性の解析を行ってきました。近年、強化基材が母材内で一方向に配向して
いる状態から、二方向にランダム分布している状態、さらには三次元的にランダ
ム分布している状態までを取り扱える連続解に対する検討を行っております。ま
た、異方性特性を有する強化基材を含む複合材料の巨視的な弾性定数や線膨張係
数の解析も行っております。現在、導出された解析解の適用範囲を検証するために、
強化基材の配向分布や偏在状態が異なる種々の複合材料を作製し、力学特性を求
める実験を行っております。

機械工学系

軽野 義行

教授

Karuno Yoshiyuki

所属
学会

日本機械学会、日本オペレーションズ・リサーチ学会、

1993年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2003年11月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2020年02月～

京都工芸繊維大学 教授

電子情報通信学会、スケジューリング学会

生産システム最適化関連のアルゴリズム設計

利益をあげる生産を考える上で、スループットは最重要評価指標の一つです。
製造ラインの平準化、製造設備や作業者のスケジューリング、マテリアルハンド
リングのシステム設計等は、スループット最大化と密接に関係するとともに、組
合せ最適化問題としての定式化が可能です。研究室では、そのような生産システ
ム関連の組合せ最適化問題に対するアルゴリズム設計に取り組んでいます。イン
ダストリアルエンジニアリング（産業工学）、オペレーションズリサーチ（戦術研
究）、マネジメントサイエンス（管理科学）といった学際領域の数理情報学的観点か
ら、IoTの将来も見据えつつ、多くの生産システムが共通して抱える困難や成功事
例の本質を解明すべく、その道具としてのアルゴリズム設計技法を日々強化する
ことに努めています。
研究分野：社会システム工学、IE、OR、組合せ最適化
研究課題：無人航空機による小包配達のスケジューリングモデル、積替ネットワークの整数計画モデル
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機械工学系

所属
学会

2002年04月～

海上技術安全研究所知的乱流制
御研究センター 特別研究員

2004年04月～

京都工芸繊維大学 助手

Kitagawa Atsuhide

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2009年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

日 本 機 械 学 会 、日 本 混 相 流 学 会 、日 本 伝 熱 学 会 、

2015年04月～

英国ウォーリック大学 客員准
教授

北川 石英

准教授

可視化情報学会

高機能表面による壁面気泡運動のスマート制御

「気泡」は、スケール別に超微細な「マイクロ

バブル」から大変形を伴う「ミリバブル」に分類
され、現在、船舶や医療等の様々な分野において
盛んに利用されています。このような状況のもと、
多くの場合では、壁面近傍の気泡運動が利用効果
や機器性能に直接的影響を与えます。このため、
気泡運動の人工的制御が可能となれば、気泡利用
効果のさらなる向上が期待できます。本研究では、
表面性状が局所的に異なる「高機能表面」を創製
し、その利用による気泡運動制御技術の開発に取
り組んでいます。
テーマ①：超撥水エアーディンプルを利用した摩擦抵抗低減技術の開発
テーマ②：気泡を利用した液浸冷却コンピュータの冷却促進技術の開発
テーマ③：液体中のマイクロプラスチック捕集技術の開発

機械工学系

木村 浩

1988年04月～

教授

Kimura Hiroshi

所属
学会

日本ロボット学会、日本機械学会、
計測自動制御学会、IEEE

1992年10月～
1995年04月～
2007年04月～
2008年02月～

東北大学工学部機械工学第二学科
助手
電気通信大学電気通信学部機械
制御工学科 講師
電気通信大学情報システム学研
究科 助教授
電気通信大学情報システム学研
究科 准教授
京都工芸繊維大学 教授

生物規範型四脚ロボットの不整地動歩行・走行

四足動物と昆虫はまったく別個に脚を進
化させましたが、両方の歩行には「リズ発
生 器 (CentralPatternGenerator:CPG)」
と抹消からの感覚などによって発生する
「反射」の組み合わせにより生成・制御され
ているという共通点があります。このよう
な神経系を数式でモデル化し自立型四脚ロ
ボットの制御に用いることにより不整地自
律適応動歩行・走行の実現を目指します。また移動速度に応じて自律的に歩容遷
移を行うメカニズムの解明を行います。

四脚歩容生成・遷移・適応のための統一手法
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機械工学系

坂根 慎治

助教

Sakane Shinji

2020年03月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

日本機械学会、 日本鉄鋼協会、日本材料学会

凝固組織高精度予測のための大規模計算手法開発

凝固組織は鋳造品や3Dプリンタ製品の特性を決定します。そのため、それらの
製品の高性能化には、凝固組織の高精度な予測と制御が重要です。Phase-field
（PF）法は典型的な凝固組織形態であるデンドライト（樹枝状結晶）の成長を高精度
に再現可能な数値モデルとして発展していますが、計算コストが高く、組織評価
において重要な3次元複数デンドライト成長の評価が困難でした。そこで、演算性
能の高いGPUを複数用いた並列計算をベースとした大規模PF計算手法の開発を行
い、3次元凝固組織予測を可能とする研究を行ってきました。現在は、凝固中の液
相流動や結晶の破断、運動、衝突、結合なども同時に評価可能なモデルの構築と
更なる計算の大規模化を達成可能な計算手法の開発に取り組んでいます。
テーマ①：積層造形におけるデンドライト凝固組織予測手法の開発
テーマ②：適合格子細分化法やGPU並列計算などによるPF凝固計算の大規模化
テーマ③：液相中を運動しながら成長する等軸デンドライト結晶の成長挙動評価

機械工学系

澤田 祐一

教授

Sawada Yuichi

所属
学会

計測自動制御学会、ｼｽﾃﾑ制御情報学会、日本機械学会、
IEEE、日本ロボット学会、IMechE

1990年04月～

ミノルタカメラ(株)

1995年07月～

京都工芸繊維大学 助手

2006年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2015年12月～

京都工芸繊維大学 教授

不規則な伝送遅れを伴う通信路を介した遠隔制御システムに関する研究

近年一般的に利用されるようになったインターネットなどの通信手段は、日本
のみならず全世界に広がる極めて重要なインフラとなった。これを介した遠隔制
御によって、遠方または物理的に到達困難な場所に設置されたマニピュレータな
ど何らかの作業をなしうる機械を用いて人の作業能力を提供することは、移動コ
ストや作業危険度の低減に大きな寄与が望める。本研究は、通信遅れが不規則か
つ伝送情報の欠落を伴うような、不安定な通信ネットワークを介してマニピュレー
タなどの機械装置を自然な操作感を持って扱える遠隔操作・遠隔制御システムの
研究・開発を目指す。
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機械工学系

高木 知弘

教授

Takaki Tomohiro

所属
学会

日 本 機 械 学 会 、日 本 鉄 鋼 協 会 、日 本 計 算 工 学 会 、
日本金属学会、日本材料学会

1997年04月～

神戸商船大学 助手

2003年10月～

神戸大学海事科学部 助手

2007年04月～

神戸大学大学院海事科学研究科
助教

2007年12月～

京都工芸繊維大学 准教授

2019年03月～

京都工芸繊維大学 教授

材料の組織と特性のコンピュータシミュレーション

Phase-field法は、複雑な形態の時間発展を精度
良く表現可能な数理モデルです。当研究室では、
phase-field法を基軸としたコンピュータシミュ
レーションにより、凝固、粒成長、相変態、焼結、
薄膜成長等において形成される材料組織の予測と
特性評価に関する研究を行っています。特に最近
では、スーパーコンピュータを用いた大規模シ
ミュレーションに力を入れており、これまで不可
能であった計算を可能とすることで、未解明現象の解明、組織予測の高精度化、
実験と計算の融合を進めています。

機械工学系

武末 翔吾

助教

Takesue Shogo

2018年04月～2019年03月
日本学術振興会 特別研究員 DC2
2019年04月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

日本材料学会、日本金属学会、日本機械学会、
砥粒加工学会、日本熱処理技術協会

表面処理・熱処理による高機能金属材料の創成

機械システムの小型化や高機能化、使用環境の過酷化などに伴い、それらに使
用される材料には、従来以上に優れた特性が要求されています。材料の特性は材
料の微視組織と密接に関連しており、材料を高機能化するためには微視組織を適
切に制御することが重要です。そこで、各種表面処理、熱処理を施すことにより、
金属材料の微視組織を制御し、高機能化させる研究を行っています。これまでに、
微粒子を高速で材料に投射する微粒子ピーニングや、高速加熱が可能な高周波誘
導加熱を利用して、鉄鋼材料やチタン合金の摺動特性や疲労特性の向上を実現し
ています。また現在は、3Dプリンターにより作製された金属や接着接合継手に対
する表面処理、およびその強度評価に関する研究にも取り組んでいます。
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機械工学系

田尻 恭平

助教

Tajiri Kyohei

所属
学会

日本機械学会、日本流体力学会、
日本航空宇宙学会

2009年04月～

ローム株式会社

2015年04月～

京都工芸繊維大学ベンチャー
ラボラトリー 研究員

2015年07月～

京都工芸繊維大学大学戦略推進
機構研究戦略推進本部
ベンチャー支援室 研究員

2016年04月～

京都工芸繊維大学 助教

高効率かつ高汎用性解析手法の開発

これまでに物体を含む流れの解析においてデカ
ルト格子上で物体形状を表現する手法である埋め
込み境界法（IBM）の改良や応用を行ってきました。
複雑な形状をした物体を含む流れの解析をデカル
ト格子上で行えることで、物体形状に応じた格子
の生成を必要としない効率および汎用性の高い解
析を実施できます。また、手法の改良や応用によ

IBMの改良による物体境界近傍における圧力
分布の変化

り、より信頼性の高い解析が実現できるようにな
りました。現在は移動する複数の物体を含む流れを対象としたデカルト格子アプ
ローチの開発に取り組んでいます。

機械工学系

田中 洋介

所属
学会

2002年04月～

京セラ株式会社 生産技術

2007年04月～

Tanaka Yohsuke

日本学術振興会 特別研究員
DC2

2008年04月～

京都工芸繊維大学 助教

日本機械学会、American Physical Society、

2020年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

准教授

日本実験力学会、可視化情報学会

等

位相回復法を用いたホログラフィ法の研究・応用開発

新たに提案した微粒子計測における2台の高速度カメラを用いた位相回復法を
研究・開発しています。主な結果は、位相回復法で必要となる2枚のホログラム間
距離が、得られる画像のSN比と反復計算回数に大きな影響を与えることを明らか
にしています。また、具体的なカメラの設置方法や校正方法も明らかにしています。
最後に4,000 fpsで自由落下する微粒子群(平均粒径70 µm)のホログラムを記録
し、従来のGabor型のホログラフィでは得られなかった高コントラストなホログ
ラム再生像が得られました。今後、本手法は、高速で移動する噴霧液滴、マイク
ロバブル、固体微粒子などの微粒子計測に幅広く役立つことが期待されています。
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機械工学系

外岡 大志

2014年04月～

助教

Tonooka Taishi

所属
学会

化学とマイクロナノシステム学会、
日本生物物理学会

東京大学生産技術研究所 特任
研究員
日本学術振興会海外特別研究員
（BioCircuits Institute,
University of California,
San Diego）
2016年09月～ BioCircuits Institute,
University of California,
San Diego Postdoctoral
Fellow
2018年03月～ 京都工芸繊維大学 助教
2014年09月～

細胞の動作原理を利用したマイクロ・ナノマシンの創製

従来の機械部品を微細加工し組み立てる方法
ではロボットの微小化には限界があります。そ
こで我々は、直径数マイクロメートルにも関わ
らず様々な機能を有する「細胞」に着目し、細
胞の動作原理や細胞を構成する材料を利用する
ことで、マイクロ・ナノロボットを実現しよう
としています。このように作られた微小なロボッ
トは、原理上、細胞と直接コミュニケーション

細胞膜を模擬した人工細胞膜カプセル：
細胞の動作原理を利用したマイクロ・ナノロ
ボットの原型

を取り情報処理できるので、血管内での病気の
診断や治療などに応用できる可能性があります。

人工脂質二重膜マイクロチャンバの開発：マイクロ加工技術を応用することにより、細胞膜を模擬した膜に囲まれた
微小空間を作製することができます。この膜に、調べたい膜タンパク質を導入すると、その膜タンパク質の物質輸送
機能を高速・高感度に計測することができます。創薬ターゲットのスクリーニングに応用できる可能性があります。

機械工学系

西田 耕介

准教授

Nishida Kosuke

所属
学会

日本機械学会、日本伝熱学会、電気化学会、

2004年04月～

東京工業大学 21世紀COE研究員

2005年04月～

京都工芸繊維大学 講師

2010年11月～

京都工芸繊維大学 准教授

化学工学会、米国電気化学会

燃料電池デバイス内の反応輸送の解析・制御と高性能化

燃料電池は、自動車、家庭用コージェ
ネレーション、モバイル・ウェアラブル

機器向けの発電デバイスとして実用化、
普及が有望視されています。本研究室で
は、機械工学（熱工学）、電気化学、化学
工学等の基礎理論や各種計測技術（レー
ザ応用計測、X線CT解析、可視化技術）
を駆使して、種々の燃料電池（PEFC、
SOFC、バイオ電池）内における複雑な

燃料電池の高性能化に向けたアプローチ

反応メカニズムや物質輸送現象を解明・
制御し、電池デバイスの高性能化および高耐久化の実現を目指します。
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機械工学系

西田 秀利

教授

Nishida Hidetoshi

所属
学会

日本機械学会、日本流体力学会、
日本航空宇宙学会

1983年04月～

東レ・エンジニアリング(株)

1989年05月～

京都工芸繊維大学 助手

1996年05月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2008年04月～

京都工芸繊維大学 教授

デカルト格子上での複雑流動解析手法の開発

従来の複雑流動解析は流路に
沿った計算格子を形成し、その
計算格子上で行われてきました。
しかしながら、流路形状の複雑
性が増すとともに実際の流動解
析に費やされる以上の労力が計
算格子を形成するために必要と

シームレス仮想境界法を用いた解析例

なってきています。そこで、デカルト格子上で複雑流動を解析可能なシームレス
仮想境界法を開発し、この手法をベースとして移動境界問題、熱流動や混相流、
乱流の解析も可能となる手法の開発ならびに応用を行っています。

機械工学系

東 善之

助教

Higashi Yoshiyuki

2010年04月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

IEEE、日本ロボット学会、日本機械学会

鋼構造物に吸着可能なインフラ点検用ドローン

ドローンにとってバッテリの消耗は運
用時間に直結する大きな課題です。現在、
橋梁など鋼製のインフラ構造物まで飛行
し、バッテリを消耗せずに吸着することで
ロータを停止させ、安定した状態で長時間
の点検作業が行えるドローンを開発してい
ま す。 吸 着 機 構 に Electropermanent
Magnet（EPM）を採用することで構造物

EPMで吸着可能な鋼製インフラ構造物点検用ドローン

への効率の良い吸着・離脱を実現しています。また、橋梁下部のようにGPSが使
用できない空間で、自律飛行させる技術についても研究しています。
UWB通信を使用した非GPS環境におけるロボットナビゲーション、接触作業等の外力を受けるドローンの飛行制御、
陸空複合環境下を移動可能な脚を有する飛行ロボットの制御
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機械工学系

福井 智宏

助教

2006年04月～

Fukui Tomohiro

所属
学会

日本機械学会、日本生体医工学会、日本計算工学会、

東北大学 日本学術振興会 特別
研究員DC2

2007年04月～

東北大学 助教

2008年09月～

京都工芸繊維大学 助教

可視化情報学会、日本航空宇宙学会

赤血球に学ぶ機能性流体の創製

微小循環系における血液の見かけ上
の粘度（実効粘度）は、その力学的環境
（ひずみ速度）や幾何学的環境（血管径）
に合わせて、実に10倍も変化します。
これは主に、赤血球と血漿ならびに血
管壁との力学的相互作用に起因します。
本研究では、血液のように自発的・機
血液循環系のバイオメカニクス

能的レオロジー制御を可能とするよう
な、機能性流体の創製を目指します。

呼吸器系のバイオメカニクス、バイオミメティクスなど

機械工学系

増田 新

副学長・教授

Masuda Arata

所属
学会

日本機械学会、米国機械学会、
日本設備管理学会、日本非破壊検査協会

等

1990年04月～

三洋電機(株)研究開発本部・制
御システム研究所

1998年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2000年08月～

North Carolina State
University 客員研究員

2003年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2014年08月～

京都工芸繊維大学 教授

賢い構造システムの創造と応用

材

料や構造および周囲環境との相互作用における非線形性、動的性質とエネル
ギ変換機構を巧みに利用した「賢い構造システム」の創造を目指した研究開発を
行っています。主要な応用としては以下のものがあります：
機械・構造物の健全性モニタリング
機械や構造物の健全性を「通常の供用を続けながら」「常時」監視・診断し、余寿
命を予測する技術です。そのために対象物のなかにセンサを常置あるいは埋め込
んでおき、取得したデータを解析評価することで損傷を検知・監視します。構造
物自体にある種の計算能力を持たせる技術や、小型ドローンやロボットの利用も
提案しています。
環境振動発電
振動・衝撃・流れなどの形で環境中に遍在する力学的エネルギーを回収しマイク
ロセンサデバイスの電源として利用する環境振動発電の研究を全方位的に推進し
ています。
「賢い構造システム」の産業応用として、設備機器の診断技術、回転機械の診断・寿命予測技術について研究し
ており、企業様等からのご相談を多数いただいております。
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機械工学系

三浦 奈々子

准教授

Miura Nanako

所属
学会

日本機械学会、日本建築学会、
計測自動制御学会、日本地震工学会

2011年04月～

慶應義塾大学大学院
日本学術振興会特別研究員DC1

2014年04月～

鹿児島大学大学院 助教

2015年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2022年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

停電中の地震時に効果を発揮する発電免震装置

大地震時には停電が発生することも多く、振動問題とともに電力的な問題（非常
灯の点灯は避難の際にも重要）も生じます。その問題を解決するために、振動を抑
える免震装置に電力を回生させるためのモータを設置する手法を提案しています。
これにより、振動エネルギーを電気エネルギーとして取り出し、振動低減とエネ
ルギー獲得を両立させます。

上述の研究に加え、地震災害時のエレベータの利用を目指し、地震時の振動分析と制御の研究を行っています。
現在は地震時にエレベータは利用できませんが、地震時の避難や余震の頻発する地震後にエレベータを利用でき
れば都市利用の自由度が格段に上がります。

機械工学系

村田 滋

教授

Murata Shigeru

所属
学会

日本機械学会、可視化情報学会、
日本光学会、ＳＰＩＥ、日本実験力学会

1984年04月～

京都工芸繊維大学工芸学部
教務職員

1989年05月～

京都工芸繊維大学 助手

1993年11月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 教授

光・画像解析に基づく動的空間計測法の開発

流速分布計測や噴霧計測等への応用を背景に、単眼で３次元空間分布の時間変
化が記録できる３次元空間情報ディジタル計測法を開発しており、点計測では理
解できない物理現象の定量情報を提供します。３次元空間情報を記録・再生でき
るホログラフィ技術を現代の電子デバイスを利用して発展させたディジタルホロ
グラフィや、異なるカメラ撮影条件で同時に取得した複数枚画像の画像ぼけを利
用したdepth-from-defocusなど、高速に連写した高精細ディジタル画像を活用
し、波動光学等の基本理論に基づくディジタル解析と組み合わせた応用範囲の広
い動的空間計測法の実現を目指しています。また、流体機械等の設計や医工学分
野における利用のため、レーザー光や動画像解析を用いた応用計測法の開発にも
取り組んでいます。

動的空間計測法の医工学応用研究
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機械工学系

森田 辰郎

所属
学会

1991年04月～

京都工芸繊維大学 助手

1998年05月～

Morita Tatsuro

米国Northwestern University
客員研究員

2000年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

日本材料学会、日本金属学会、英国機械学会(IMechE、フェロー)、

2017年01月～

京都工芸繊維大学 教授

教授

日本チタン協会、日本軽金属学会 等

新開発極短時間処理による3Dプリンタ製チタン合金の性能改善

金属用3Dプリンタを用いれば、チタン合金製
医療用インプラントや耐熱超合金製航空宇宙用部
品など、複雑形状の少量製品を設計データに基づ
いて直接造形することができます。しかし、3D
プリンタ製の材料と一般的な材料では、同じ成分
でも性質や強度が大きく異なります。本研究室で
は、3Dプリンタの活用を促進するため、組織、

金属用3Dプリンターによる造形例

機能性および機械的性質について詳細な調査を進
めています。また、当研究室で開発した熱処理や表面処理技術を駆使して性能改
善を進めています。

研究課題：レーザ表面処理および表面微細構造創生によるチタン合金における細菌・細胞親和性制御

機械工学系

山川 勝史

教授

Yamakawa Masashi

所属
学会

日本機械学会、日本航空宇宙学会

1996年04月～

東レ(株)エンジニアリング技術
開発センター

2001年11月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2007年11月～

京都工芸繊維大学 准教授

2021年03月～

京都工芸繊維大学 教授

新型コロナウイルス飛沫感染シミュレーションの研究

新型ウイルスによるパンデミックを予測し、その飛沫感染の可視化および飛沫
核感染に対する対策を、流体シミュレーションを用いて研究を行ってきました。
COVID19世界流行の際は、これまでの計算手法を駆使し、飛沫の可視化シミュ
レーションを世界中へ発信しました。この新型コロナウイルスおよび次世代のウ
イルスに対する感染防止策として、気流制御により感染を低減させる「工学ワク
チン」の開発を進めています。本研究では感染者から拡散されたウイルスの飛翔
経路から、被感染者体内のウイルス漂着部位の特定による発症確率に至るまで算
出を行います。その上で環境に応じた最適な気流をコントロールすることにより
感染防止を目指します。
移動物体に対する高精度動的流体シミュレーション：
自動車や航空機から空飛ぶクルマまで、移動する物体周りの高精度流体シミュレーションを行っています。
本研究では不可能だった物体の、加減速・離着陸・旋回・失速と墜落等あらゆる解析が可能です。
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機械工学系

山口 桂司

准教授

Yamaguchi Keishi

2011年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2020年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

精密工学会、砥粒加工学会、日本機械学会、
電気加工学会

光化学反応等を応用した半導体基板材料の鏡面加工

SiCやGaNは次世代パワー
デバイス材料として注目され
ている半導体基板材料です。
優れた特性を持つ一方、高硬
度かつ熱的化学的に極めて安

SiCの加工例

定な材料であるため、加工が

非常に困難な材料です。我々の研究グループでは、紫外光照射による光化学反応
やメカノケミカル反応を利用した鏡面加工法を開発しています。光化学反応やメ
カノケミカル反応によって材料表面に酸化膜等の軟質な層が形成され、その軟質
な層を除去することでSiCなどの鏡面加工を実現します。

機械工学系

渡村 友昭

助教

Watamura Tomoaki

2016年04月～

大阪大学 助教

2022年02月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

米国物理学会、日本混相流学会、
可視化情報学会

身近な流動の本質を見抜く物理情報処理

ギネスビールに含まれる泡は、他の炭酸飲料と比べて小
さく、ゆっくりと浮上します。無数の泡をクリーミーな味わ
いとして楽しめると同時に、泡の集団が織りなす模様を鑑賞
することもできます。この美しい模様は、ビール愛好家以外
にも、科学者達の心を惹きつけ、「不思議な現象」として知
られていました。私たちは、ギネスビールの泡が模様を作る
とき、コップの傾斜面を液体の塊が転がり落ちていることを
発見し、この現象は雨水が傾斜面を流れる際に現れる模様「転
波」であることを世界で初めて明らかにしました。

上述の研究に加え、気液二相流の振動（例えば、フードプロセッサの液面振動など）を解決するため、実験や数値
計算、数理モデルを駆使して問題解決を目指しています。また、持続可能社会の実現に向け、水車やポンプの損
傷低減に向けた研究も取り組んでいます。
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情報工学・
人間科学系

荒木 雅弘

准教授

1993年04月～

京都大学工学部 助手

1996年04月～

京都大学大学院工学研究科
助手

所属
学会

Araki Masahiro

1997年04月～

京都大学総合情報メディアセン
ター 講師

情報処理学会、電子情報通信学会、

1999年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

人工知能学会、言語処理学会、日本音響学会

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

対話型チュータリングシステムの開発

高等学校「情報Ⅰ」を学ぶことに特化した対話型チュータリングシステムの開
発を行っています。バーチャルエージェントによる説明の後に、質問によって理
解を確認するという対話を行い、解答内容を自動的に評価してさらなる学びにつ
なげるようなシステムの実現を目指しています。

ロールプレイング型対話システムの開発：コールセンターや医療面接など、専門的知識を背景とした対話の練習
が行えるシステムを開発しています。

情報工学・
人間科学系

飯間 等

准教授

Iima Hitoshi

所属
学会

IEEE、システム制御情報学会、電気学会、

1995年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2008年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

計測自動制御学会、進化計算学会、スケジューリング学会

最適化や機械学習による人工知能システム構築法

あらゆる分野で利用できる人工知能システムを構築するための方法論を開発し
ています。その１つは計算知能最適化法で、生物の進化や生物の群れに関する知
能を組み込んだ優れた最適化法、例えば遺伝的アルゴリズムを開発しています。
もう１つは機械学習法で、近年注目されている深層学習法、深層強化学習法
（DQN）、AlphaGo、敵対的生成ネットワーク（GAN）、オートエンコーダなどを
開発しています。また、開発した最適化法や機械学習法を、産業界で実際に直面
する問題に応用する研究を行っています。さらに、これら２つの方法論が互いに
関係があるところに着目し、両者を組み合わせた独創的な方法を世界に先駆けて
研究しています。

時系列データの予測、深層強化学習に基づく最適化法の開発、
群知能最適化法の開発、カリキュラム学習法の開発
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情報工学・
人間科学系

稲葉 宏幸

教授

Inaba Hiroyuki

所属
学会

電 子 情 報 通 信 学 会 、 I E E E（ 米 国 電 気 電 子 学 会 ）、

1992年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2000年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2010年03月～

京都工芸繊維大学 教授

情報処理学会

情報セキュリティ技術とその情報システムへの応用

情報セキュリティ技術は様々なICTシステムを支える基盤技術です。研究室で
は、暗号技術等をベースとする情報セキュリティ技術を応用し、安全な情報シス
テムの提案を行ってきています。主な例としては、写真や映像等のディジタルコ
ンテンツの著作権を保護する電子透かし技術や、なりすましや盗み見に強い個人
認証システムの開発、コンピュータネットワークを安全かつ効率よく監視する
ＩＤＳ（侵入検知システム）などがあります。
また、最近のクラウドサービスの普及によって、大量の情報を安全かつプライバ
シーを保護しつつ、有効に利用する手法の実現が求められており、それを実現す
るセキュアプロトコルの開発も進めています。

情報工学・
人間科学系

梅原 大祐

教授

Umehara Daisuke

所属
学会

電子情報通信学会、IEEE

1999年04月～

京都大学 助手

2007年04月～

京都大学 助教

2011年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

2016年02月～

京都工芸繊維大学 教授

媒体共有型ネットワークにおける通信システム

携帯電話や無線LANなどによる無線ネットワー
ク、自動車内のコントローラエリアネットワーク
（CAN）、電力線通信（PLC）によるホームネット
ワークは多数の通信ノードが同じ通信媒体を共有
する媒体共有型ネットワークです。本研究室では、
互いのパケット伝送が干渉となる媒体共有型ネッ
トワーク特有の通信路をモデル化し、実効スルー

自動車内の媒体共有型ネットワークを用いた
電力・データ統合伝送の提案

プットの向上や伝送遅延及びパケット廃棄率の低減を目的とした変調・符号化方
式、媒体アクセス制御方式、及びリソース制御方式の研究開発を進めています。
研究テーマ1: ミリ波通信を用いたケータイ端末連携MIMO受信技術の研究開発
研究テーマ2: Wi-Fi信号観測に基づくユーザ行動推定技術の研究開発
研究テーマ3: 車載ネットワークにおける省線化技術の研究開発
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情報工学・
人間科学系

梶村 昇吾

所属
学会

日本心理学会、日本神経科学会、OHBM

助教

Kajimura Shogo

2019年03月～

京都工芸繊維大学 助教

脳情報アーキテクチャに基づく認知状態の予測と制御

ビッグデータともいえる脳機能計測データは、その見方によって非常に多彩な
情報を与えてくれます。本研究室は、脳機能計測データから得た情報を利用する
ことで、「心の健康」の向上に寄与する知見・技術を得ることを大きな目標とした
研究を行なっています。「心」は非常に複雑な現象であるため、多様な専門性を有
する研究者の方々との共同研究によって、脳機能イメージング法や非侵襲脳刺激
法などの神経科学的手法、認知心理学に基づく洗練された実験課題や認知モデル、
および機械学習やネットワーク解析といった情報科学技術を駆使して研究を進め
ています。

【脳情報アーキテクチャに基づく対人関係パラメータの予測】複数人の脳情報アーキテクチャに基づいた新たな
指標を考案することで、異性間の相性や共同作業の相性といった対人関係パラメータについての予測という新た
な可能性についても探求しています。

情報工学・
人間科学系

北口 紗織

Kitaguchi Saori

2013年06月～

所属
学会

日本色彩学会、日本繊維製品消費科学会、

2014年03月～
2019年03月～

2008年07月～

准教授

日本繊維機械学会

2013年04月～

京都工芸繊維大学
繊維科学センター 研究員
University of Leeds School of
Design Research Assistant
Unilever Research &
Development Port Sunlight
Appearance Scientist
京都工芸繊維大学 講師
京都工芸繊維大学 准教授

感覚・感性を科学する

私たちは、機能や使いやすさ以上に価値
を見出せるモノを求めている。その価値は、
人々の間で共有できるものであったり、そ
うでないものもある。そのような、私たち
の感覚や認識・印象は評価できるのかとい
うことに注目し、感覚・感性評価方法の提
案や感覚・感性の数値化、さらに、それらがモノのどのような物理特性と関連し
ているのかの研究を行っています。また、様々な人を対象に感性価値の高いモノ
づくりに貢献するために、感覚・感性の異文化間比較なども行っています。

色彩科学、色彩画像工学、感性工学、繊維工学
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情報工学・
人間科学系

桑原 教彰

Kuwahara Noriaki

2002年09月～ （株）ＡＴＲ知能ロボティクス
研究所 主任研究員

所属
学会

ヒューマンインタフェース学会、ライフサポート学会、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

映像情報メディア学会、日本人間工学会、日本繊維機械学会

2016年04月～

京都工芸繊維大学 教授

1987年04月～

教授

住友電気工業株式会社 研究員

1993年01月～ （株）ＡＴＲ通信システム研究所
研究員

高齢者、認知症者、障がい者の生活の工学的支援の研究

情報学、人間工学により、高齢認知症者、
障がい者の生活を支援する様々な機器、サー
ビスを研究開発しています。特に認知症の
方に対し、その方の思い出の写真、映像を
繰り返し提示してその方の記憶を支援し自
己のアイデンティティを取り戻し、徘徊や
暴 言 等 のBehavioral and Psychological
Symptoms of Dementiaを有意に抑制す
る手法を開発ました。またコミュニケーショ

認知症の方の記憶を辿り自己のアイデンティティを
取り戻すメソッドの様子

ンロボットを活用した介護レクリエーションの開発なども行っています。

情報工学・
人間科学系

小山 恵美

教授

Koyama Emi

所属
学会

日本睡眠環境学会、日本時間学会、日本睡眠学会、
日本時間生物学会、日本生理人類学会

1986年04月～

松下電工(株)総合技術研究所・
中央研究所

1993年06月～

松下電工(株)電器開発研究所

2002年04月～

京都工芸繊維大学 助教授・
准教授

2014年04月～

京都工芸繊維大学 教授

睡眠・執務環境がヒト精神生理状態に及ぼす影響評価

光環境を中心に、生活リズムに関わ
る生活環境を精神生理的観点で研究
し、その対象は夜の睡眠に限らず執務
中など昼間の覚醒状態全般に及びま
す。本研究室には生体信号計測室が整
備され、生活環境がヒトの精神生理状
態に及ぼす影響を生体信号を用いて評

光のヒトへの生理的影響（模式図）

価しています。睡眠と覚醒は、健康増進や知的生産活動向上のために重要な生理
機能です。本研究室の取り組みは生活スタイルをデザインする基本と考え、人間
に福音をもたらす空間やモノづくりに貢献することを目指しています。
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情報工学・
人間科学系

渋谷 雄

教授

Shibuya Yu

所属
学会

ヒューマンインタフェース学会、電子情報通信学会、

1990年04月～

京都工芸繊維大学 助手

1994年10月～

京都工芸繊維大学 講師

1999年03月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年01月～

京都工芸繊維大学 教授

情報処理学会、日本人間工学会、ACM、モバイル学会、IEEE

ヒューマンインタフェースに関する研究

ヒューマンインタフェース（HI）とは、コンピュータに代表されるインタラクティ
ブな情報機器（対話型システム）とそのユーザである人間との界面を指している。
HIの良し悪しはその対話型システムの成否を左右する。一方、“良い”HIを持つシ
ステムを構築するためには、正しい手法と大きなコストを必要とする。研究目的は、
優れたHIの構築、情報機器を介した人と人とのコミュニケーションを支援、さら
にはスマートフォンなどの携帯情報機器に特化したHIの構築などである。なお、
研究では単なるモノの開発だけではなく、人と情報機器、あるいは情報機器を介
した人と人とのインタラクションを構築することを目指している。

情報工学・
人間科学系

2012年09月～2013年12月

SIRIARAYA PANOTE 助教

所属
学会

ACM SIGCHI、日本ヒューマンインタフェース学会、
IEEE member

ケント大学 研究員

2014年03月～2017年08月
デルフト工科大学 博士研究員
2017年10月～2019年03月
京都産業大学 情報理工学部 研究員
2019年03月～

京都工芸繊維大学 助教

知的かつ人に引きつける医療サポートシステムの開発

本研究は知的かつ人に引きつける医療サポートシステムの設計と開発を目指し
ています。開発するシステムは機械学習技術を利用して、ユーザの行動と環境か
らの情報を分析し、リアルタイムで個人的に意味のある介入を提供します。それ
を加えて、そのシステムはゲーミフィケーションやインタラクティブデザインと
を利用することによって、より長期的な行動変化を促します。開発するシステム
はメンタルヘルス・スクエア、高齢者の介護など様々な医療分野に応用します。
例としては自尊心を高めるためのバーチャルガーデンの携帯アプリの開発、認知
症の人の介護を支援するためのＡＲ型アートセラピーシステムと心房細動のアフ
ターケアをサポートする知的なアプリなどです。
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情報工学・
人間科学系

田中 一晶

2015年04月～

関西学院大学理工学部 特任講師

Tanaka Kazuaki

2016年04月～

大阪大学大学院基礎工学研究科
特任助教

所属
学会

情報処理学会、人工知能学会、

2017年03月～

京都工芸繊維大学 助教

ヒューマンインタフェース学会、ACM

2022年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2011年04月～

准教授

大阪大学大学院工学研究科
特任助教

人の手の触感を再現するロボットハンドの開発

家族や恋人と離れて暮らすことは孤独感か
らうつ病を発症するなど、メンタルヘルスの問
題に繋がることが知られています。この問題は
コロナ禍において一層深刻化しています。そこ
で、離れた場所にいる相手と触れ合うことがで

人の手の柔軟性・体温・指の動きを再現する
ロボットハンド

きれば効果的に孤独感を低減できると考え、人

の手の触感を再現するロボットハンドを開発しています。身体接触のリアリティ
を高める機能、および相手と同じ空間で触れ合っている感覚を強める遠隔対話イ
ンタフェースの開発に継続的に取り組んでいます。
上述のロボットハンドを利用し、仮想空間のキャラクタやアバタと触れ合えるシステムの開発（実空間と仮想空
間を融合する研究）、ロボットやエージェントが人と同じように接してもらえるように社会的存在感を高める研
究にも取り組んでいます。

情報工学・
人間科学系

諶 璐

所属
学会

I E E E（ 米 国 電 気 電 子 学 会 ）

助教

Chen Lu

2018年03月～

京都工芸繊維大学 助教

生物の構造の多様性に学ぶ情報ネットワークの設計

一般に情報ネットワークの設計問題では、通信性能を最大化するようにネット
ワークの接続構造が定められます。確かに、このように構築されたネットワークは、
設計時に想定した環境下では良い性能が得られます。しかし、想定外の環境変動
が生じると性能は大幅に劣化することが一般的です。環境変動、すなわち急伸的
なサービスの登場等による需要変動や設備故障、が生じやすくなりつつある現状
では、既存のネットワーク性能を最適化する設計手法から脱却し、様々な環境変
動に追随し、少ない設備増設量で通信品質を維持可能な新たなネットワーク設計
手法が求められます。本研究では生物システムに学びました。生物ネットワーク
における接続性の多様性に着目し、将来の環境変動にも適応可能な情報ネットワー
クの設計を図ってきました。
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情報工学・
人間科学系

崔 恩瀞

所属
学会

情報処理学会、電子情報通信学会、IEEE

助教

Choi Eunjong

2015年04月～2016年03月
大阪大学大学院国際公共政策研究科 助教
2016年04月～2018年03月
奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 助教
2018年04月～2019年03月
奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科情報科学領域 助教
2019年03月～ 京都工芸繊維大学 助教

コードクローン検出、リファクタリング支援

ソフトウェア開発におけるソースコード解析することによって、複雑なソフト
ウェアの理解や修正に必要となる情報を抽出することができます。私は主にコー
ドクローン（ソースコード中に存在する互いに一致、または類似したコード片）の
検出やリファクタリング（ソフトウェアの外部から見た振る舞いを変えずに、内部
の構造を整理する作業）の支援を行い、大規模ソフトウェアの開発効率向上を目指
してます。

上記の研究に加えて、リポジトリマイニングを研究している。これは、インターネットで蓄積されたソフトウェ
ア開発データを分析することでソフトウェア開発の新しい知見を得るための研究である。

情報工学・
人間科学系

杜 偉薇

准教授

Du Weiwei

2008年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2019年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

電子情報通信学会、医用画像情報学会、IEEE

有効な視覚情報を抽出する研究

目的によって、異なる画像システムが生成される。例えば、病変を見るための
CT画像が挙げられる。しかし、人間が外界から得る視覚情報を全て理解し、さらに、
他の情報を導くことは難しい。本研究分野では、信号・画像処理、パターン認識、
コンピュータービジョンおよび機械学習であるディープラーニング手法を利用し、
得られた視覚情報を専門家に支援する研究をしています。具体的には(1)木材強度
を研究する専門家に支援するための丸太特徴量の抽出、(2)芸術家に支援するため
の長年にわたる損傷した美術品のディジタル補完、または、医師に支援するため
の(3)肺結節の検出・良悪性の判別、(4)眼底画像の病変分析、などの研究を進め
ています。

画像修復／医用画像に関するコンピュータ診断支援システム／機械学習を用いた原木強度の推定／植物成分の有
効分子構造を解明するシステム
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情報工学・
人間科学系

永井 孝幸

所属
学会

電子情報通信学会、情報処理学会、

1999年11月～

准教授

Nagai Takayuki
日本工学教育協会、ACM、IEEE

日本学術振興会 特別研究員

2001年04月～

鳥取環境大学 環境情報学部 講師

2004年02月～

鳥取環境大学 環境情報学部
助教授

2008年09月～

熊本大学 総合情報基盤センター
准教授

2016年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

仮想学習環境・学習データ・教育用情報システム基盤

コンピュータ室や研究室のパソコンを大勢で共同利用する時代は終わり、現在
ではノートPC、携帯電話、タブレットなど個人が所有する情報機器を使うのが普
通のことになりました。その結果、大学における教育用計算機システムはコン
ピュータ室における計算機環境だけでなく、学習活動・研究活動をはじめとして
大学生活の様々な側面をサポートすることが重要になりつつあります。大学の勉
強というと対面講義を通じた教師から学生への知識伝達が伝統的な姿ですが、こ
れは他に効率の良い情報伝達の手段がなかった時代の名残ともいえます。現在は
全学教育をサポートする観点から、学習環境の高度化を実現するための情報シス
テム（認証連携基盤,仮想学習環境,学習データ収集分析など）に関する研究に取り組
んでいます。

情報工学・
人間科学系

西崎 友規子

2003年04月～

准教授

Nishizaki Yukiko

所属
学会

日本認知心理学会、日本認知科学会、日本心理学会、日本感性
工学会、ヒューマンインタフェース学会、自動車技術会

2005年04月～
2007年04月～
2015年03月～
2020年03月～

Department of Psychology,
Mcmaster University,
postdoctoral fellow
（独）産業技術総合研究所
非常勤研究員
日産自動車（株）総合研究所
研究員
京都工芸繊維大学 講師
京都工芸繊維大学 准教授

インタラクション設計に関わる人の認知・心理機能解明

さまざまな特性を持つ人が個々に満足できる機器やシステムの創出に向けて、
人（ユーザ）が機器やシステムと関わる際の認知・心理特性を実験心理学的手法に
よって明らかにし、人-機器・システム間のインタラクション設計指針の構築を行っ
ています。
マルチタスク遂行における個人差、機械に対する信頼感の個人差、インタラクショ
ン設計に活かせる身体化認知特性を明らかにする基礎的な研究テーマに取り組む
とともに、応用的な展開として、自動車運転に関わる諸問題をひとつの柱と掲げ、
ドライビングシミュレータを使用して、運転者の認知・心理特性やその個人差と
運転行動の関係を明らかにする研究を進めています。
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情報工学・
人間科学系

布目 淳

准教授

Nunome Atsushi

所属
学会

2001年09月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2019年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

情報処理学会、電子情報通信学会、IEEE、ACM

異種分散処理環境のための動的最適化制御方式

多種多様なコンピュータから構成される分散処理環境では、システム全体の性
能を最大限に引き出すために、各ノードの性能や特性を考慮した上で、タスクや
データを最適なノードへ割り付けることが重要です。各ノードの処理負荷やネッ
トワーク状況は実行するアプリケーションによって頻繁に変動するため、それら
の負荷状況を常に監視し、割り付けを適応させていく必要があります。このよう
な動的最適化制御は、本来行うべき処理にとってオーバヘッドになるため、精密
な制御を軽い処理で行うことが要求されます。そこで、ソフトウェアからハード
ウェア、ネットワークといったコンピュータシステム全体で最適化制御を分担す
ることで、様々なアプリケーションに対応できる柔軟性を低いオーバヘッドで実
現する技術を開発しています。
非均質環境における自律分散ストレージシステムに関する研究：ネットワーク上に分散配置された多種多様なス
トレージ装置を、その静的な特性または動的な負荷変動に合わせて自動的に使い分けるストレージシステムを開
発しています。

情報工学・
人間科学系

野宮 浩揮

准教授

Nomiya Hiroki

2008年10月～

京都工芸繊維大学 助教

2016年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

情報処理学会、人工知能学会、
日本データベース学会

等

表情からの感情推定を用いたマルチメディアデータ検索

スマートフォンをはじめとした、マルチメディアデータを扱う様々な機器の発
展により、日常の行動や体験を画像や映像などのマルチメディアデータとして記
録することが容易になっています。これに伴い、個人でも多くのマルチメディア
データを所有するようになってきており、タグ付けなど既存の手法でデータを管
理・検索するのは困難です。そこで、画像や映像中の人物の表情をもとにして人
物の感情を推定し、喜びや驚きなど、何らかの感情が現れているシーンを重要な
シーンとして検索・提示するシステムの確立を目指しています。人の抱く感情の
種類や強さは様々なので、感情を推定する際には、表情の種類だけでなく、表情
の強度も推定することにより、多様な感情が現れているシーンを的確に検索・提
示することを目標としています。
・視聴者の表情を用いた、人手を介さないマルチメディアコンテンツの評価
・伝統技能における動作の解析、動作データのデータベース化、教示システムの構築
・映像中の人物の行動認識を用いた、学習態度の管理・高齢者の見守り等
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情報工学・
人間科学系

平田 博章

教授

Hirata Hiroaki

所属
学会

情報処理学会、電子情報通信学会、ACM、
IEEE-CS 等

1989年04月～

松下電器産業(株) 研究開発員

1995年02月～

京都工芸繊維大学 助手

1999年03月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2021年03月～

京都工芸繊維大学 教授

マルチスレッド処理による高性能コンピュータの開発

プログラムの実行時間の短縮を目的として、マルチスレッド処理による高性能
コンピュータシステムを、ハードウェアから基本ソフトウェアにわたって開発し
て い ま す。 世 界 に 先 駆 け て 開 発 し た マ ル チ ス レ ッ ド ア ー キ テ ク チ ャ は、
Simultaneous Multithreading(SMT)やHyper Threading Technologyなどの
名称で、現在の主要な商用マイクロプロセッサに採用・導入されています。
現在は、スレッドの長さ（動的実行命令数）や量（スレッド数）、使用するプロセッ
サ数、の点でより大規模にマルチスレッド化を図るとともに、それらを投機的に
実行することで、従来は並列化が困難であったプログラムに対しても高速に実行
することができるコンピュータを開発しています。

コンピュータアーキテクチャ開発の効率化に関する研究、データ処理の基盤となる新しい並列アルゴリズムの開
発、マシン命令レベルでのコンピュータセキュリティ技術の開発

情報工学・
人間科学系

福澤 理行

准教授

Fukuzawa Masayuki

所属
学会

応用物理学会、医用画像情報学会、電子情報
通信学会、材料学会、SPIE、IEEE

1996年04月～

日本学術振興会 特別研究員
(DC)

1998年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2004年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

多次元信号としての画像の生成と解析に関する研究

画像計測や画像処理は、医療や

産業分野の基盤技術であり、最近
では動画像をターゲットとする計
測や処理が重要となっています。
我々は、静止画像や動画像を「多
次元信号」と捉え、その生成と解
医用画像処理テーマの一例：CT画像からの心臓モデリング
析に関する研究を進めています。
特に、CT、MRI、超音波など医用画像の劇的な画質改善や3Dモデリングなどの
後処理手法、歪みイメージングなど産業分野の新しい品質評価手法、組み込みイ
ンテリジェントイメージセンサーの開発、などに注力しており、企業との共同研
究も積極的に行っています。

研究分野: 産業計測、医用画像
研究課題: 半導体基板の残留歪み・抵抗率の非破壊評価、機械学習に適した外観検査システムの開発、深層学習
を活用した医用画像診断支援、医用超音波エコー動画像のリアルタイム診断支援
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情報工学・
人間科学系

寶珍 輝尚

所属
学会

電子情報通信学会、情報処理学会、

1984年04月～

副学長・教授

Hochin Teruhisa
日本感性工学会、IEEE、ACM、ACIS

日本電信電話公社（株式会社）

1993年07月～

福井大学 助手

1995年06月～

福井大学 助教授

2003年04月～

大阪府立大学 教授

2006年04月～

京都工芸繊維大学 教授

感性を考慮したマルチメディアデータ工学とその応用

デジカメで撮った写真、ダウンロードした音楽、ビデオカメラで撮った映像な
どのマルチメディアデータが私達の周りに遍在するようになってきています。私
達は大量のマルチメディアデータに取り囲まれていると言っても過言ではありま
せん。このような大量のマルチメディアデータの中から所望のものを的確かつ高
速に、また、感性を考慮して求めるのは、現在の計算機をもってしても容易なこ
とではありません。当研究室ではこの問題に取り組んでいます。例えば、マルチ
メディアデータを内容や印象に基づいて検索する手法、類似のマルチメディアデー
タを高速に検索する手法や、マルチメディアデータを管理するデータベースシス
テムの構築法や構成法に関する研究などです。最近は、ビッグデータ解析等のデー
タ科学にも取り組んでいます。

情報工学・
人間科学系

桝田 秀夫

2005年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

所属
学会

電子情報通信学会、情報処理学会、

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

Association for Computing Machinery、IEEE

2015年04月～

京都工芸繊維大学 教授

教授

Masuda Hideo

1998年04月～

大阪大学 情報処理教育
センター 助手

2000年04月～

大阪大学 サイバーメディア
センター 助手

安全・安心な情報システムの運用管理技術

情報通信技術 (ICT) の発展により、様々な機器 (モノ) に通信機能を持たせて
ネットワークに接続して利用する IoT (Internet of Things) が広がってきていま
す。システム全体を安全・安心して使えるように運用管理していく為には、接続
するすべての機器に対する情報セキュリティ対策が欠かせません。しかしながら、
接続する機器が多数になると、個別の対応が疎かになり、脆弱な設定が温存され
やすくなります。本研究室では、多数の機器を一括管理する為に、機器側に管理エー
ジェントを容易に付加できる仕組みや、管理用の通信自体のセキュリティ対策を
高める仕組み、さらにはインターネット接続時を含む不審な振る舞いの検知など
を研究しています。
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情報工学・
人間科学系

水谷 治央

Mizutani Haruo

2016年10月～

所属
学会

日本神経科学学会、日本生理学会、人工知能

2019年10月～
2022年02月～

2006年04月～

特任准教授

学会、日本時間生物学会、米国神経科学学会

2011年10月～

東京大学 総括プロジェクト
機構 特任助教
ハーバード大学 脳科学
センター 博士研究員
㈱ドワンゴ ドワンゴ人工知能
研究所 上席研究員
京都工芸繊維大学 特任准教授
スタンフォード大学 客員准教授

脳の健康に影響を与える生体指標定量化技術の開発

脳の健康は、健康寿命を延伸する上で最も重要視されている健康指標です。そ
の健康指標の算出に必要な生体センシングデバイスを用いて生体信号を解析する
技術を開発し、人の行動変容を引き起こす仕組みの社会実装性を検証しています。
長期間に渡る時系列生体情報を深層学習などの統計的機械学習手法を用いて処理
し、覚醒睡眠リズムを中心とした生体現象から妥当性のある健康指標を定量化す
る技術を生み出すことで、国民の健康寿命延伸とウェルビーイングな社会の創出
を目指しています。

研究分野：脳神経科学、神経生理学、生命情報科学、脳型人工知能
研究課題：コネクトームと呼ばれる神経回路配線図解読技術の開発とそれに関わる人工知能の応用

情報工学・
人間科学系

水野 修

Mizuno Osamu

2007年04月～

所属
学会

電子情報通信学会、情報処理学会、

2009年09月～
2017年01月～

1999年04月～

教授

IEEE Computer Society

2002年04月～

大阪大学 大学院基礎工学
研究科 助手
大阪大学 大学院情報科学
研究科 助手
大阪大学 大学院情報科学
研究科 助教
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学 教授

ソフトウェアリポジトリマイニングによる不具合検出

ソフトウェアリポジトリマ

イニングという分野は、莫大

なソフトウェア開発に関する
データを文字通り採掘するこ
とで、工学的意義のある知見
を見いだそうとする試みであ
り、近年の計算機技術の発達

リアルタイム不具合混入モジュール予測ツール

と相まって発展しつつあります。(1)ソースコードに含まれる不具合を早期に検出
するために、ソースコードのテキストから不具合に関連する情報を発掘する手法、
(2)深層学習技術をソフトウェア工学での判別問題に適用する研究、(3)与えられ
た情報からの不具合の局所化手法
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情報工学・
人間科学系

三村 充

所属
学会

電子情報通信学会、IEEE、

助教

1998年04月～

日本学術振興会 特別研究員

Mimura Mitsuru

2004年05月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

ヒューマンインターフェース学会

行動・感覚情報からコミュニケーションや創造性を支援

IoT(Internet of Things)が現実的になり、日常における様々な事象からデータを
取得・蓄積できる環境が整いつつあります。これらのデータはビッグデータと呼
ばれ、日常に潜む新たな事象の発見や既知の事象に新しい解釈を与えることが期
待されています。これらのデータは多種多様かつ極めて膨大なデータ量であり、
これを解析する方法として深層学習(Deep Learning)の応用が期待されています。
本研究室では、日常生活や仕事における人間の活動を、ICT/IoT技術を用いて様々
な観点から観察し、深層学習等による解析を通じて人間の感情・感性・挙動につ
いての新たな知見・解釈を得て、コミュニケーション支援や会議等の発想支援、
創造性支援に役立てる研究に取り組んでいます。

情報工学・
人間科学系

村上 久

所属
学会

日本動物行動学会、日本認知科学会

助教

Murakami Hisashi

2021年01月～

京都工芸繊維大学 助教

生命システムにおける部分と全体の共立

古いものの単なる並べ替えではなく、新しいことを知るとはどういうことか？
このような問題意識のもと本研究室では人を含めた動物の想定外な振る舞いを、
個体と集団の両方のレベルで研究していきます。動物の群れは個体の集合体であ
りながらまるで一つの生き物のように振る舞います。この群れにおいて、一見対
立する個体の自由な運動と集団の全体性は、むしろ共立する、そのような描像を
カニや魚や歩行者の群れの実験とモデルを通して示してきました。こうした部分
と全体の関係は、多様な感覚情報により意思決定する一個体においても見出せま
す。記憶情報のみを頼りに逃避するはずのカニが想定外の状況では視覚に開かれ
ているのです。このように我々は、特定の文脈から絶えず逸脱する生命システム
へとアプローチしていきます。
群れ、自己組織化、創発、予期、空間認知、注意、視線、記憶
ミナミコメツキガニ、アユ、シオマネキ、ダンゴムシ、ヒト
数理モデル、室内実験、野外実験、位置計測、視線計測
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情報工学・
人間科学系

村川 賀彦

特任教授

Murakawa Yoshihiko

所属
学会

電子情報通信学会、日本ロボット学会、
人 工 知 能 学 会 、情 報 処 理 学 会 、認 知 科 学 会

等

1981年04月～

富士通株式会社

2005年10月～

株式会社富士通研究所 研究員

2019年10月～

京都工芸繊維大学 特任教授

2021年04月～

名古屋産業大学 教授

2022年04月～

帝京平成大学 教授

データサイエンス：テキストデータ分析のビジネス応用

データサイエンスとは、データを扱うための統計的・数理的な技術とその応用
の研究で、従来の伝統的理論や手法とは異なる観点から、データによって真実を
明らかにするものです。その中で、Webデータやセンシングデータなどの実デー
タを分析し、ビジネスや社会での現実問題に貢献する技術について研究していま
す。具体的には、公開データ(Webなど)を利用して、そこから得られるテキストデー
タをデータ分析や機械学習の技術を利用し分析するシステムの研究を行っていま
す。そして、ビジネスコンサルティングなどに利用可能なシステムとして実装す
ることを目指し、上記に必要な技術開発の研究を行っています。例えば、有価証
券報告書から特定企業の動向や同業他社との比較を行うようなシステムを開発し
ます。
ヒューマンエージェントインタラクション：人とエージェントのインタラクションを調べる
インタラクションモデル：人と人のインタラクションを計算機上で扱うことを可能とする
ネットワークロボット：クラウドを利用したロボットサービスの研究

情報工学・
人間科学系

森 真幸

所属
学会

情報処理学会、教育システム情報学会、

助教

Mori Masayuki

2008年04月～

大阪大学 サイバーメディア
センター 助教

2015年08月～

京都工芸繊維大学 助教

日本図学会

マルチメディアを活用した教育システム

アクティブラーニングや反転授業といった授
業スタイルの実施にあたり、受講者の事前学習を
サポートする教育システムの開発をしています。
映像とテキストによる視聴教材や講義スライドと
用語辞書による学習教材等、マルチメディアを活
用し、学習の持続性の向上を目指しています。ま
た、動画像により学習情報を提示する知見を応用
した、情報基盤の可視化に取り組んでいます。冗
長化や仮想化が進む情報基盤システムの複雑な設
定や稼働状況を可視化し、運用や情報工学教育への活用を目指しています。
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情報工学・
人間科学系

森 禎弘

准教授

Mori Yoshihiro

所属
学会

IEEE、計測自動制御学会、

1995年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2009年10月～

京都工芸繊維大学 准教授

システム制御情報学会

システムの解析・設計・制御器設計法の開発

制御とは、対象システムを目的にあわせてうまく動作させることです。その対
象とする分野は広く、情報、電子、機械、化学などの工学分野、さらには経済、
生物、医療などにその応用が広がっています。本研究室では、様々なシステムの
解析・設計法の開発を行っており、最近では制御システムの設計において重要な
システムの安定解析法、システムの動作がモードに依存するようなハイブリッド
システムの解析・設計法、生体システムの解析・設計法の開発に力を入れていま
す。
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繊維学系

青木 隆史

1988年04月～ （財）相模中央化学研究所
研究員補

准教授

1990年04月～ （財）神奈川科学技術
アカデミー 研究員

Aoki Takashi

所属
学会

1991年04月～

上智大学理工学部化学科 助手

日本化学会、高分子学会、日本バイオマテリアル学会、

2000年07月～

京都工芸繊維大学 助教授

繊維学会、日本人工臓器学会、米国化学会

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

生体適合性材料・バイオベースマテリアルの合成と評価

○核酸（DNA）をバイオマスとしてみなし、種々のDNA複合フィルムやファ
イバーの調製とそれぞれの物性や機能の評価を行っています。○人工臓器に使用
されるポリマー表面は、血液成分と接触し血液の凝固反応を引き起こす場となり
ます。生体成分のファウリングを抑えるポリマー表面の実現を目指して、種々の
ポリマー合成とそのファウリング抑制評価を行っています。○微生物が産生する
ポリエステルの生合成反応の機構について解析を行っています。○ポリマー分解
過程を薄膜のpMAIRS分光法を用いて解析しています。○微生物が産生するバイ
オサーファクタントの持つ特徴的な界面活性能について検討しています。

繊維学系

麻生 祐司

教授

Aso Yuji

所属
学会

日本農芸化学会、日本生物工学会、高分子学会

2004年04月～

九州大学 研究員

2005年04月～

京都大学 研究員

2006年01月～

島根大学 講師

2008年04月～

島根大学 准教授

2010年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2021年03月～

京都工芸繊維大学 教授

微生物によるプラスチック原料の発酵生産

微生物の生産する種々の代謝物のう
ち、重合反応性を示すものはプラス
チック原料として利用できる。これら
は発酵生産可能であることから、その
利用はSDGs達成の一助として期待さ
れている。本研究室は世界に先駆けて

ビニルモノマー生産菌の選択的分離と新規プラスチック原料
創出への展開

自然界からビニルモノマーを生産する微生物を簡便・迅速に分離する技術の開発に
成功した。現在、ビニルモノマーを始めとする発酵生産可能なプラスチック原料を
生産する微生物の機能改変や発酵工学プロセスに関する研究に取り組んでいる。

微生物を用いたCO2からの有用物質生産：C1化合物資化菌を用いたCO2からの化成品・食糧の発酵生産
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繊維学系

石井 佑弥

2009年04月～

准教授

2012年04月～

所属
学会

Ishii Yuya

2018年02月～
2018年02月～

日本繊維機械学会、繊維学会、応用物理学会 等

2019年06月～
2022年02月～

日本学術振興会 特別研究員
(DC1)
豊橋技術科学大学大学院工学研
究科電気・電子情報工学系 助教
京都工芸繊維大学 助教
文部科学省卓越研究員事業
卓越研究員
シンガポール国立大学 客員研究員
京都工芸繊維大学 准教授

ポリマーナノマイクロファイバを用いた圧力センサおよびエナジーハーベスタに関する研究

電子的な機能を付与したポリマーナノ
マイクロファイバ膜は、極小かつ極軽量、
機械的に柔軟な新しい電子素子材料として
期待できます。私達の研究グループでは、
フィルムでは通常圧電特性を示さない廉価
な汎用ポリマーであるポリスチレンが、電
界紡糸のワンステップによるナノマイクロ

汎用プラスチックからなる疑似圧電ナノマイクロファイ
バ膜の概説図

ファイバ膜化のみにより、強誘電性ポリマーの圧電特性に酷似した疑似圧電特性
を示すことを世界に先駆けて明らかにしました。最近では、このファイバ膜の動
作メカニズムの解明や応用展開を進めております。
テーマ②：無給電タッチセンシングおよび圧力センシングファブリックの開発
テーマ③：ポリマーナノマイクロファイバを用いたガスセンサに関する研究

繊維学系

井野 晴洋

助教

Ino Haruhiro

所属
学会

日本繊維機械学会、機能紙研究会、

2003年04月～

神奈川県産業技術総合研究所
技師

2007年03月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年05月～

京都工芸繊維大学 助教

日本材料学会、廃棄物資源循環学会

通電により触媒機能を示す機能紙の開発

近年、紙に触媒を付与することによって様々な効果を持たせた触媒紙の開発が
行われている。一方、光を当てることで触媒を活性化させ、
「空気浄化」、
「水浄化」
などの効果を得ることが出来る光触媒が注目されている。しかし、光触媒は光が
届かない場所においては効果を発揮することが出来ない。そこで、光触媒でもあ
る酸化チタンの機能を応用して、酸化チタンを導電紙に付与し、そこに電気を流
すことで触媒を活性化させ、光触媒と同様の効果を得られる機能紙を開発してい
る。この機能紙に通電することにより、一酸化窒素の酸化、植物油の分解、低エ
ネルギーでの水の電気分解反応を起こせることをすでに明らかにしています。
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繊維学系

大谷 章夫

所属
学会

2009年05月～

宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所 研究員

Ohtani Akio

2012年03月～

岐阜大学 複合材料研究
センター 特任准教授

日本複合材料学会、日本機械学会、

2016年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

准教授

日本計算工学会

複合材料の構造材料化に必要な様々な技術に関する研究

近年、軽量化を目標に繊維強化複合材料（FRP）
が様々な分野において使用されてきていますが、
航空機や自動車などにおいては、CO2排出量の削
減を目指して内装材だけでなく1次構造部材へ優
れた性能を有するFRPの適用が期待されていま
す。しかしながら、高性能なFRPの量産化、高性
能化、低コスト化にはまだまだ大きな壁が存在し
ます。この実現に必要な材料技術、テキスタイル技術、成形技術を各々研究し、
高度化することで、優れたFRP構造部材を普及させることを目指しています。

繊維学系

岡久 陽子

准教授

Okahisa Yoko

所属
学会

日本木材学会、繊維学会、セルロース学会

2007年04月～ 京都大学 研究員（科学技術振興）
2008年04月～ （独）日本学術振興会 特別研究員PD
2012年05月～ （独）日本学術振興会
海外特別研究員
2014年10月～ （独）日本学術振興会
特別研究員RPD
2016年03月～ 京都工芸繊維大学 助教
2021年03月～ 京都工芸繊維大学 准教授

非溶解型バイオナノファイバーの製造と特性解析

多糖やタンパク質を原料に、従来の溶解型ナノ
ファイバー（エレクトロスピニング）とは異なる手
法でフィブロインを解繊することで、高性能ナノ
ファイバーの製造を行っています。製造したナノ
ファイバーは天然の結晶形態を維持したまま水中
に分散した状態で得られ、容易にフィルム化が可
能であり、従来の手法で作製したフィルムに比べ
て耐熱性および強度が優れています。本手法は毒
性を有する溶剤を用いることなく多糖やタンパク

機械解繊フィブロインナノファイバーで作製
したフィルム

質を水分散させるものであり、配合や加工性、成形性に優れ、幅広い用途展開を
可能にするものです。
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繊維学系

奥林 里子

教授

Okubayashi Satoko

2007年06月～

京都工芸繊維大学 准教授

2017年04月～

京都工芸繊維大学 教授

所属
学会

繊維学会、日本繊維機械学会、化学工学会、
日本学術振興会第120委員会

超臨界流体や放射線を利用した繊維の機能加工

超臨界流体や放射線を使って、繊維や高分子材料に耐久性の高い機能を付与し
ます。放射線はエネルギーがとても強く、浴びてしまうと人体に悪影響を及ぼし
ますが、我々はこのエネルギーをコントロールし放射線の種類を変えることで、
材料の表面あるいは中心まで加工するプロセスを開発しています。一方、液体と
気体の中間の密度を持つ超臨界二酸化炭素は、高分子材料の中に（から）低分子化
合物を入れる（取出す）プロセスで、水に代わるグリーン媒体として期待されてい
ます。水と違って材料が濡れないため乾燥や廃水処理が必要ないだけでなく、水
では入れることができない化合物を繊維内に取り込むことで、これまでにない機
能性材料の開発に取り組んでいます。

繊維学系

佐久間 淳

教授

Sakuma Atsushi

所属
学会

日本機械学会、日本材料学会、
アメリカ機械学会、日本繊維機械学会

1995年04月～

山口大学 講師

2002年04月～

東京農工大学 准教授

2015年08月～

京都工芸繊維大学 教授

等

「やわらかさ」の計測・評価とデザイン技術の研究

さまざまな素材は、人々の生活を様々

なシーンで支えていますが、その機能の
設計・管理テクノロジーによって価値が
決まります。特にヒトの身近で使われる
ことが多い「やわらかい」素材は、より
文化的な生活を実現していくために一層
の発展が求められており、そのデザイン
技術に高度化が必要となっています。
そこで現在、あらゆる身近なモノを対象として、
「やわらかさ」を定量化した上で、
さらに生活を豊かにできる「やわらかさ」を実現するための研究に取り組んでい
ます。
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繊維学系

櫻井 伸一

教授

Sakurai Shinichi

所属
学会

日本材料学会、日本ゴム協会（副会長）、高分子学会、
日本レオロジー学会、繊維学会（関西支部長）

1989年04月～ 京都工芸繊維大学 助手
1998年02月～ 京都工芸繊維大学 助教授
2007年04月～ 京都工芸繊維大学 准教授
2010年04月～ 京都工芸繊維大学 教授
2017年04月～2018年03月
京都大学 客員教授（京都大学化学研究所）
2021年01月～現在
インド工科大学 グワハティ校 Adjunct
Professor

ゴム・繊維の構造と物性、非線形パターン形成

バイオベースマテリアルの構造と物性の関係を解き明かすとともに、高性能化
や高機能化を目的とした研究を行っています。バイオバースポリマーとそのポリ
マーアロイ、各種エラストマーなどの繊維や薄膜で形成される分子凝集構造と外
場刺激に対する応答としての分子凝集構造変化を、物理化学的手法、分光学的手法、
電磁波（中性子、Ｘ線、光）の散乱・回折法、顕微鏡観察法などを用いて明らかに
しています。具体的な研究テーマとしては、
「ゴム・フィルム・繊維の構造と物性」
「ブロックコポリマーのミクロ相分離構造」「ポリマーブレンドの相溶性と相分離
構造」「結晶性高分子の階層構造」「非線形パターン形成」「相分離をともなうポリ
マーブレンド溶液の対流による自己組織化とパターン形成に関する研究」を行なっ
ています。

繊維学系

佐々木 園

1998年04月～

教授

2004年04月～

Sasaki Sono

2008年03月～

所属
学会

高分子学会、日本放射光学会、日本化学会、
繊 維 学 会 、ア メ リ カ 化 学 会 、日 本 ゴ ム 協 会

等

2010年04月～
2016年01月～

九州大学 大学院工学研究院
応用化学部門 助手
財団法人高輝度光科学
研究センター 副主幹研究員
財団法人高輝度光科学
研究センター 主幹研究員
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学 教授

外場下における高分子薄膜材料の構造特性解析

本研究室では、膜厚が1μm以下の有機・高分子薄膜材料の高性能化・高機能
化を目的とした構造研究をナノスケールで行なっています。地球環境保護や循環
型社会構築の実現を目指して、近年新規な高分子材料が開発されていますが、広
範な産業分野で材料を利活用するためには材料の構造と物性を分子スケールで制
御する必要があります。生分解性・生体適合性ポリエステルシート、電子・光機
能性を有するポリマーナノシート、高分子系有機薄膜太陽電池材料については、
大型放射光施設SPring-8の高輝度X線を利用して実験法を新規に開発し、外場下
の結晶化挙動や相分離挙動を高速で追跡することに成功しました。本研究室の研
究成果は、海洋分解性バイオベースポリマーや機能性薄膜材料の新規構造設計や
高度化研究に重要な知見となります。
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繊維学系

佐藤 哲也

教授

Sato Tetsuya

所属
学会

日本色彩学会、日本繊維製品消費科学会、
繊維学会

1988年04月～

東大阪短期大学 講師

1993年04月～

京都工芸繊維大学 助手

1998年03月～

京都工芸繊維大学 講師

2002年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2006年04月～

京都工芸繊維大学 教授

色彩から受ける印象の国際比較・数量化とその応用

色彩は人に様々な印象を与えます。一方で、
工業的に作られた商品の色彩は、商品にとっ
ての最も重要な価値の一つでもあり、購買者
の消費購買意欲に大きく影響します。本研究
室では、色彩とその色彩から受ける印象を解
析したり、数量化して印象の程度を知るため
のスケールを作っています。そして、広く色
彩に関連する様々なモノの評価を行っていま
す。たとえば、繊維製品の品質管理に関することでは、色の差のチェックや繊維
製品の堅ろう度評価などを計測評価する式やシステムを開発しています。

繊維製品などの品質評価技術の開発

繊維学系

徐 淮中

助教

XU HUAIZHONG

2019年06月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

繊維学会

バイオベーズポリマーの精密三次元構造の構築

溶融エレクトロスピニング書込み（Melt-electrospinning-writing, MEW）と呼
ばれる積層造形技術により、3次元可動コレクターに極細のジェットを堆積させ、
任意の構造を作ることができる。他の積層造形法と比較して、MEWは有毒な溶媒
を使用せずに柔軟で多孔性の製品を製造できる。MEWのスキャホールドを高品質
で実現するために、
１．電圧、距離、温度などの繊維作製に関係するデータベースが確立されている。
２．そのデータベースと繊維の形態、機械的特性、熱的特性などとの関係が研究
されている。
３．様々な構造のスキャホールドで加水分解と細胞培養の実験が行われる。

研究分野（追加）：新型紡糸デバイス開発；ナノテクノロジー
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繊維学系

鋤柄 佐千子

1983年04月～1984年03月

教授

Sukigara Sachiko

所属
学会

日本繊維機械学会、繊維学会、日本繊維製品消費科学会、
アメリカ繊維学会、日本家政学会

University of New South Wales,Australia 研究助手
1989年04月～

新潟大学 助手

1990年04月～

新潟大学 助教授

2003年04月～

新潟大学 教授

2006年04月～

京都工芸繊維大学 教授

テキスタイルの物性と視感・触感評価の関係

糸を組み合わせてできる布は、構造に
よって様々な風合い、機能、意匠性を創
りあげます。人間は、視感、触感によって、
テキスタイルから多くの情報を得ていま
す。それを特性値に置き換え、布の付加
価値の探索に利用しています。また、ホー
ルガーメント編機を使って、糸から３D
形状を作製し、触った時の布の形状変化
と視感・触感の関係も調べています。

触感・視感による評価から特徴ある物性値の抽出

テキスタイルと「愛着」「癒し」の関係、見て記憶に残る布、触感を思い起こすテキスタイルの特徴

繊維学系

田中 知成

2002年04月～

准教授

Tanaka Tomonari

所属
学会

日本化学会、高分子学会、日本糖質学会、
日本応用糖質科学会、セルロース学会

ダイセル化学工業株式会社

2009年04月～

日本学術振興会 特別研究員

2010年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2015年06月～

オックスフォード大学化学科
客員研究員

2018年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

地球にやさしい合成化学による機能性分子・材料の創製

合成化学や材料開発の分野においても地
球に負荷をかけない「地球にやさしい化学」
への取り組みが、2050年までに二酸化炭素
の排出を実質ゼロにするカーボンニュートラ
ル達成のために世界中で加速しています。私
達は、Only one earth
（かけがえのない地球）

水と光とバイオマスを利用した化学による地球にや
さしい機能性分子・材料の創製

の持続可能な資源である「水」と「光」と「バイオマス」を使った「化学」により、
さまざまな機能性分子・材料を地球に負荷をかけることなく合成するとともに、
地球にやさしいマテリアルの開発に取り組んでいます。
研究分野：合成化学、高分子化学、生体関連化学、生体材料、グリーンケミストリー
研究課題：機能性高分子の水中合成、糖鎖高分子の水中ワンポット合成、光重合による高分子マテリアルの開発、
カテキン担持ゼラチンによる骨再生材料の開発
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繊維学系

谷口 育雄

教授

1999年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2004年09月～

マサチューセッツ工科大学
博士研究員

2007年04月～

地球環境産業技術研究機構
主任/研究員

高分子学会、日本化学会、化学工学会、

2012年12月～

九州大学 准教授

日本膜学会、繊維学会、ACS

2022年04月～

京都工芸繊維大学 教授

圧力可塑性高分子

生分解性高分子

CO 2分離膜

所属
学会

Taniguchi Ikuo

火力発電所の排ガスなどに含まれるCO

2

を分離回収し、バイオマス由来の化合物と反
応させて、室温付近で成形できる生分解性プ
ラスチックを創成します。このプラスチック
はサステイナブルであり、化石資源の保護と
ともに、低温で成形できるため省エネルギー
成形加工（CO₂排出低減）が可能です。また、

低温成形可能な生分解性高分子の創成による
プラスチックの循環

リサイクル性が高く、万一環境中に漏出しても、自然環境中で分解するため環境
負荷も小さく、次世代のプラスチック材料として期待されています。
アルカリ吸収液によるCO2の効率的分離とその有効利用
研究概要：セメント工場から排出されるCO2を分離し、セメント原料である炭酸カルシウムを生成する。
そしてこれをセメント材料として有効利用し、炭素循環を検討する。

繊維学系

安永 秀計

准教授

Yasunaga Hidekazu

所属
学会

高分子学会、日本化学会、繊維学会、
日本繊維機械学会

1992年06月～

北海道大学 助手

1995年10月～

京都工芸繊維大学 助手

1997年02月～

ドイツ、マインツ大学 博士研究員

2007年01月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

バイオベースマテリアルを用いた染毛

バイオベースマテリアルを用いた新規染毛
法の研究をしています。植物に含まれるカテ
キン類・フラボノイド・カフェー酸誘導体、ま
た糖やアミノ酸を染料前駆体として用い、こ
れから得られる染料によって毛髪を染色しま
す。人体や環境への負荷が小さいこと、そし
て持続的に原料が得られることが特長です。
廃棄されているクワ枝抽出物に含有のモリンで染
色した服。Al加工により紫外線照射で蛍光発光。

①廃棄される植物残渣から得られるバイオベースマテリアルを用いた機能染色加工
②毛髪の損傷の評価法の開発とその損傷抑制のための加工の研究
③ハプテン金属イオンの捕捉・検知によってアレルギー発症抑制機能を繊維に与える加工
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繊維学系

山田 和志

准教授

2011年06月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

Yamada Kazushi

2015年04月～2016年03月
シンガポール国立大学 客員研究員

高分子学会、日本化学会、応用物理学会、

2018年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

繊維学会、日本包装学会

高分子フィルムや機能性材料の開発および評価

研究の主なターゲットとして、(1)機
能性材料およびフィルムの開発・評価、
(2)顕微分光法や原子間力顕微鏡(AFM)、
SEM-EDS等 を 用 い た 高 分 子 の 構 造 解
析、(3)高分子材料の耐久性評価手法の
開発、(4)包装用フィルムの開発、ヒー
トシール特性ならびに構造解析を目指し
ます。特に、顕微Raman分光測定法、
顕微FT-IR測定およびAFM測定等を駆使することにより、機能性高分子材料に対
してナノ～ミクロンレベルで構造変化を追っていくことを目指します。
研究分野：高分子物性、高分子化学、天然繊維/樹脂材料、劣化、熱接合、材料分析
研究課題：天然材料複合フィルムや複合材料の開発および劣化評価
研究課題：プラスチックリサイクル、フィルムの熱接合および物性評価

繊維学系

Yu Annie

助教
2019年07月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

日本繊維機械学会

Knitted Textile Structures Development

My study focuses on designing 3-dimensional (3D) structured weftknitted fabrics to enhance specific properties such as vibration
isolation, impact force absorption, warm-keeping and moisture
management to suit different end-uses. The wearing comfort and
impact on the human body when used as a textiles product are also
investigated.

研究課題：スペーサーファブリックを用いた防振手袋の開発
膝保護具の開発
リハビリテーション用モーションセンシンググローブの開発
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糖尿病患者用インソールの設計

繊維学系

横山 敦士

教授

Yokoyama Atsushi

所属
学会

プラスチック成形加工学会、日本機械学会、
日本繊維機械学会、繊維学会

1983年04月～

大阪府立工業技術研究所 研究員

1991年04月～

三重大学教育学部 助教授

1988年04月～

京都工芸繊維大学 助手

1998年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2016年06月～

京都工芸繊維大学 教授

不均質性を考慮した繊維構造体の大変形解析手法

織物は複雑かつ幾何学的な構造上、異方性で強い非線形性を示す。このような
独特な変形挙動を示す織物の評価および挙動の予測は困難である。織物を用いた
構造物設計において、構造物の使用される条件下を想定し、どのような影響・負
荷を受けるかを考慮した設計が必要であり、織物の変形挙動の把握と予測は設計
の上で有益な情報となり得る。この研究では織物の大変形領域での変形挙動の表
現可能な数値解析手法の開発を目的としており、単糸そのものの不均質性に影響
された変形挙動の表現可能な売りモデルの構築を行い、織物全体の変形予測手法
として有用性の確認を行っている。

繊維学系

綿岡 勲

准教授

Wataoka Isao

所属
学会

高分子学会、繊維学会

2000年04月～
2001年03月～
2003年07月～
2007年04月～
2010年04月～
2019年01月～

山形大学 大学院 VBL 研究員
広島大学 工学部 VBL 研究員
信州大学 繊維学部
機能高分子学科 研究員
京都工芸繊維大学
繊維科学センター 研究員
京都工芸繊維大学 助教
京都工芸繊維大学 准教授

イオン液体中のセルロースの構造

天然多糖の代表でもあるセルロースは水や通常よく使われる有機溶媒には溶解
しませんが、近年、「イオン液体」がセルロースを溶解することが明らかにされま
した。この溶液の最も基礎的な物性である溶解状態におけるセルロースの三次元
的構造をＸ線による電磁波散乱手法を主とする測定により決定しました。またこ
のイオン液体に水を添加することで溶液中のセルロースの三次元的構造が変化す
ることをあらたに発見しました。現在は種々のイオン液体中でのセルロース構造
解明とともに有機溶媒をイオン液体に加えることによる溶液中のセルロース三次
元構造の制御と溶液からの高強度セルロース成形体作製手法について検討をおこ
なっています。
リグニンの分子構造解析：抽出リグニンの分岐構造等の分子の構造を散乱法などによって明らかにする
多糖類のゾルゲル転移における分子構造変化の観察：温度などの外部刺激でゲルを形成する多糖類の構造変化を
明らかにする

105

デザイン・
建築学系

赤松 加寿江

2006年04月～

准教授

2012年04月～

所属
学会

Akamatsu Kazue

2013年04月～

日本建築学会、都市史学会、地中海学会

2015年03月～
2020年03月～

東京芸術大学美術学部建築学科
教育研究助手
東京大学大学院工学系研究科
都市持続再生研究センター
特任助教
東京大学大学院工学系研究科建
築学専攻 特任研究員
京都工芸繊維大学 講師
京都工芸繊維大学 准教授

イタリアの建築・都市・景観の歴史的構造と価値の解読

イタリアの歴史的な建築物、町並み、都市、景
観を対象に、歴史的、文化的価値を読み解く研究
をしています。建物や都市空間の実測と、絵図や
古文書といった史料分析を通じて、空間と社会を
なりたたせるしくみを理解し、その保存再生の方
法を考えています。自然と人がともにつくりだす
文化的景観の分析もテーマのひとつで、ぶどう畑
やオリーブ畑といった景観をつくりだす自然基盤
と人の生産、居住の空間を総合的かつ立体的に理

イタリア・ソアヴェのブドウ畑景観

解し、地域の特質を構造的に分析し、価値を見い出します。
・テロワール研究
・茶業集落、斜面集落の空間、土地利用、景観研究
・都市における文化＝空間構造から捉える全体史研究

デザイン・
建築学系

綾 利洋

特任教授

Aya Toshihiro

所属
学会

2006 年04月～2011年05月
RKS Design Inc. 最終職歴：Senior Designer/
Project Manager
2011 年07月～2016年06月
o-lab 代表/デザイナー
2016 年07月～現在
o-lab inc. 代表取締役/クリエイティブ
ディレクター
2018 年08月～2020年07月
醒間株式会社 取締役
2019 年10月～現在
京都工芸繊維大学 特任教授

デザインとコンセプト創出

与

えられた課題を当然視せず、
「そもそも」まで立ち返る問いを立て、時に課題を再定
義することから始めます。
【デザイン】
伝統工芸やくらしの道具から産業装置、先端医療機器まで、分野間に不要な境界線を設け
ない自由な発想により、鮮度と説得力に満ちたデザインを生み出します。デザインとは無
縁と考えられがちな分野にも力を入れて取り組んでいます。
【ブランディング&ディレクション】
数ある選択肢の一つとして埋没することなく「指名」されるモノやコト、ブランドとなる
ために、ユーザーにとって代えがたい意味のある、良いクセが魅力として溢れる独自の世
界観とコミュニケーションを作り上げます。
また、
中長期的なクリエイティブディレクショ
ン、デザインディレクションを通じて、デザイン経営のための伴走者にもなります。
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デザイン・
建築学系

岩本 一将

助教

Iwamoto Kazumasa

所属
学会

日本建築学会、土木学会、日本イコモス

2017年02月～2018年03月
デルフト工科大学（TU Delft） 建築学部
客員研究員
2018年04月～2019年03月
日本学術振興会 特別研究員（DC2）
2019年04月～2022年03月
国土交通省 国土技術政策総合研究所
2022年04月～ 京都工芸繊維大学 助教

質の高い都市空間の形成手法に関する研究

都市空間、中でも建築を含めた公共空間に求められる役割は時代によって大き

く変化してきました。

近年は、環境改善や交通事故の減少、地域コミュニティの強化など、さまざまな
社会問題の解決が都市において求められています。公共空間整備を通じ、それら
社会問題の解決に寄与している国内外の先進的事例を対象として、フィールド調
査やヒアリング調査を通じて、官民連携の体制構築や合意形成手法、空間設計の
工夫など、事業実施上の実践的な課題や特徴を分析しています。
加えて、過去に我が国の都市空間がどのような理念や技術のもとで形成されてき
たのかを分析すること、また現存する歴史的資源の保全・活用に有効な体制構築
や法定計画との連携、空間の設計手法を整理・分析することにも取り組んでおり
ます。

デザイン・
建築学系

角田 暁治

教授

Kakuda Akira

所属
学会

日本建築学会、日本建築設計学会、
日本感性工学会

1989年04月～

(株)竹中工務店大阪本店

1998年04月～

アトリエ・K一級建築士事務所

2004年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2021年03月～

京都工芸繊維大学 教授

情緒に作用する建築及び村野藤吾の設計プロセスの研究

建築空間及びそれにより構成される都市空間と人の情緒との関係について考察
を行う。また、日本を代表する建築家である村野藤吾の建築作品や設計図面につ
いて、主として上記の側面から分析を行い、その設計の特質を明らかにする。建
築の在り様に関する思索のための図面分析と、その実践としての建築設計という
両側面から、新たな建築設計の手法の構築を目指す。
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デザイン・
建築学系

笠原 一人

所属
学会

日本建築学会、建築史学会、意匠学会、
DOCOMOMO japan、日蘭建築文化協会

助教

Kasahara Kazuto

2010年04月～2011年03月
オランダ デルフト工科大学 建築学部
客員研究員
1998年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

近代建築・建築家等の歴史研究、歴史的建築物の保存再生論

日本を中心とした明治期以降の近代建築やモダ
ニズム建築、村野藤吾や浦辺鎮太郎、本野精吾、
上野伊三郎など近代の建築家についての歴史研究
や展覧会開催を通じた研究教育などを行ってい
る。また、近代建築を中心とした歴史的建築物の
保存や修復、再生、改修（リノベーション）の理念
や方法についての研究教育も行っている。

デザイン・
建築学系

金尾 伊織

教授

Kanao Iori

所属
学会

日本建築学会、日本免震構造協会、
プレストレストコンクリート工学会

2000年04月～

京都大学防災研究所 COE研究員

2001年04月～

京都大学防災研究所 日本学術
振興会特別研究員

2003年04月～

京都大学 助手

2006年07月～

京都工芸繊維大学 助教授
（2007年04月～准教授）

2018年01月～

京都工芸繊維大学 教授

建物の性能評価と保存

建物の性能評価と保存に関する研究を行って
います。
立体骨組の臨界挙動を解明するため、解析法の
開発や数値解析を行っています。また、建物が
丈夫であっても、設備配管の損傷などによって
事業継続が不可能になることから、配管などの

煉瓦壁実験

非構造材の耐震性能評価についても研究を進めています。一方、歴史的建物の保存・
活用のための技術開発を行っています。現在は煉瓦造建物について研究しており、
目地の特性の解明、繊維補強方法の開発を進めています。
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デザイン・
建築学系

木谷 庸二

1997年04月～

神戸芸術工科大学 工業デザイン
学科プロダクトデザインコース
助手

Kitani Yoji

2001年07月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

日 本 デ ザ イ ン 学 会 、日 本 感 性 工 学 会 、意 匠 学 会 、
芸術工学会

2013年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2020年05月～

京都工芸繊維大学 教授

教授

デザインマネジメントの視点を通した製品デザイン計画

我々の生活環境を広い視点で捉え、バランスの取れた価値の高い製品を企画・
構想し、その実現プロセスを上手くマネジメントしていくことを、デザインを通
して研究しています。デザインの計画・企画では、景観や企業のイメージなどを
ブランドやデザインとして捉えることも非常に重要で、デザインを経営資源とす
るデザインマネジメントの考え方が大切になります。そしてこれらの計画を市場
にどう理解させるか、人・モノ・金・情報の現実的な検討を重ねながら、どのよ
うに経済活動として成立するかを研究し、実際のプロジェクトを通して実践して
います。

デザイン・
建築学系

木下 昌大

准教授

Kinoshita Masahiro

所属
学会

日本建築学会

2003年04月～

シーラカンスアンドアソシエイツ

2005年04月～

小泉アトリエ

2007年04月～

KINO architects

2014年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2021年03月～

京都工芸繊維大学 准教授

持続可能な建築

持続可能な社会を実現するために、建築においても省エネや再利用（リノベー
ション）の活動が盛んです。一方、活用されない空き家や空きビルの数は減らず、
スクラップ&ビルドが繰り返されるという現状がまだ見受けられます。社会におい
て、建築は人々の生活を支える機械であると同時に、人々の生活を豊かにする文
化の一部でもあります。建築の機能・性能は経年により衰えていきますが、改修・
修繕をすれば建築としての使用は持続可能です。ただし、そこには、改修をして
でも使い続けたいと思わせる何かが必要になります。その動機を担うのが、建築
の文化的な側面ではないでしょうか。建築を単なる機能面からではなく、文化的
な側面も含めて多角的に捉え、社会において持続可能な存在になるための設計手
法を研究していきます。
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デザイン・
建築学系

所属
学会

1982年04月～

櫛 勝彦

意匠学会、日本デザイン学会、HI学会、
感性工学会、老年行動科学会

教授

1998年10月～

Kushi Katsuhiko

1999年10月～
2007年04月～
2008年08月～

㈱日本電気デザインセンター
インダストリアルデザイナー
(株)NECデザインデザインイン
テグレ-ションスタジオ スタジ
オリーダー
京都工芸繊維大学 助教授
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学 教授

共創時代におけるデザイン創造アプローチ

様々な価値・情報が錯綜し、ネットを通して個人に直接流れ込む、あるいは発
信する今日、つまり、膨大なリソースを有しながらも私たち自身が何を求めてい
るのかが見えていない現代において、顕在化していない底流ニーズを掴むこと自
体が極めてクリエイティブな作業です。これからの「デザイン」は、そういった
作業を取り込みながら、個人や社会を深いレベルで理解し、新たな視覚としてリ
フレームすることから始めなくてはなりません。
生活フィールドにおけるニーズ探索方法、多様な個人や社会との共創発想の方法、
そして、デザイン解生成と社会実装までの一連の創造プロセスをテーマに、企業
や団体等と連携しながら実践的に研究しています。

デザイン・
建築学系

畔柳 加奈子

助手

Kuroyanagi Kanako

2005年04月～

パナソニック株式会社

2013年03月～

京都工芸繊維大学 助手

所属
学会

日本デザイン学会、意匠学会

プロセスのデザイン 組織的な創造活動における方法論

ものづくりの現場では様々な分野の専門家らとデザイナーとの協業が必須と
なっていますが、依然としてデザインプロセスの実行は分野をまたぐ理解が難し
く、デザイナーのスキルに委ねられています。これまでの研究では、企業内で実
際に行われた新商品開発の事例分析から、商品コンセプト設計以前に質の高いニー
ズを定義できるか否かが新商品開発の成功・不成功の分かれ目であることを明ら
かにし、効果的なニーズ定義プロセスを独自に定義しました。現在の研究では、
このニーズ定義プロセスに対して、テキストマイニングを用いて質的な分析を支
援する具体的手法を模索しています。また、これらの手法を実際の共同研究等に
おいて積極的に実用し、精度の向上を目指しています。

薬剤の容器や子供用の鞄など、身近な工業製品を対象に、生活者の行動観察から導く問題発見及びデザインソ
リューションの創出を行なっています。
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デザイン・
建築学系

小島 紘太郎

所属
学会

日本建築学会、日本鋼構造協会、
日本地震工学会、日本免震構造協会

助教

Kojima Kotaro

2018年03月～

京都工芸繊維大学 助教

非線形立体建物を対象とした最悪地震動入力方向評価法

耐震工学において、地震動と
建物の共振現象は重要な問題で
あり、損傷やひび割れ等の建物
の非線形挙動を考慮した共振応
答の評価方法を開発しています。

断層近傍のパルス性地震動と地震動入力方向

特 に、1995年 兵 庫 県 南 部 地 震
や2016年熊本地震で観測されたパルス性地震および2011年東北地方太平洋沖
地震で観測された長時間地震動といった建物に大きな被害を与える可能性の高い
地震動を対象としています。また、不整形な建物に上記手法を拡張し、共振現象
を考慮した最悪な地震動入力方向を解明する方法の開発も行っています。
大振幅・長周期パルス地震動に対する免震・制振建物の地震応答評価法に関する研究
設備配管系の耐震性評価と地震後の建物の事業継続性に関する研究
建物－杭基礎－地盤の動的相互作用を考慮した杭基礎の地震応答評価法に関する研究

デザイン・
建築学系

阪田 弘一

教授

Sakata Koichi

所属
学会

日本建築学会、都市住宅学会

1992年04月～

浅井謙建築研究所(株)

1993年08月～

大阪大学大学院工学研究科建築
工学専攻 助手

2001年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2018年01月～

京都工芸繊維大学 教授

被災地に配慮した応急仮設住宅建設・再活用手法

南海トラフ地震をはじめ、将来起こることが予
想されている大規模災害時には、被災者のための
大量の応急仮設住宅の迅速な供給が必要となりま
す。また、復興の遅れから仮設住宅生活の長期化、
さらには使用後の処分などの課題も危惧されます。
本研究ではそうした課題へ対応するため、個々の
被災地の地域性や活用されるべき人的資源を踏ま
えた応急仮設住宅の建設体制や仕様の多様化、再
活用方法などの検討を、実際の被災予想地におけ
る建設実験などを通して進めています。

被災予想地人材による応急仮設住宅建設実験
及び提案内装モデル
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デザイン・
建築学系

清水 重敦

所属
学会

日本建築学会、建築史学会、明治美術学会、
日本ICOMOS国内委員会

1999年04月～

奈良国立文化財研究所 研究員

教授

2009年04月～

Shimizu Shigeatsu

独立行政法人国立文化財機構奈
良文化財研究所 景観研究室長

2012年09月～

京都工芸繊維大学 准教授

2017年01月～

京都工芸繊維大学 教授

日本及び東アジアの都市・建築史と文化遺産の保存活用

日本及び東アジアにおける都市・建築史、そしてそこに方法
的基盤を置いた土地に関わる文化遺産全般の保存活用を研究対

象にしています。都市・建築史研究は、古くは都城や古代建築、
新しくは近代の都市景観から近代建築までを対象に研究を重ね

文化的景観のフィールドワーク
（宇治茶の文化的景観）

ており、また建築保存の理念的基盤を探るべくその歴史について
も考察しています。
文化遺産については、単体の建造物、歴史的都市・町並み・集落、
文化的景観を対象にフィールドワークを実施し、その読解から保
存活用、あるいはまちづくり・地域づくりへと繋げていく活動を
行っています。中でも近年は、文化財の新類型である「文化的景
観」を軸に、主に都市における文化遺産保存活用の統合的アプ

デジタル機器を用いた文化遺産の
調査研究、保存活用手法の開発

ローチの開拓に力を注いでいます。また世界遺産の保全についても各地で助力しています。
デジタル機器を用いた文化遺産の調査研究、保存活用手法の開発
3Dスキャナーや3Dプリンター等のデジタル機器を用いた文化遺産の新たな調査研究を進めています。文化遺産の点群による
記録はもちろんのこと、その情報から保存修復に必要な情報への変換についても研究を進めています。また、建造物の復元
研究において3Dプリンターを用いて検討を迅速化し実験色を強める試みなども行っています。

デザイン・
建築学系

菅 健太郎

所属
学会

日本建築学会、空気調和・衛生工学会、
アメリカ暖房冷凍空調学会

特任准教授

Suga Kentaro

2022年01月～

京都工芸繊維大学 特任准教授

新しい社会にふさわしい環境・設備デザインの創造

社会の変化に伴い求められる空間とその環境も変化します。例えばオフィスで
は従来の均質で閉鎖的な空間から、コミュニケーションを促す開放的な空間や、
居住者の健康を促す半屋外的な空間が提案されるようになり、建築の環境・設備
デザインにも新しい手法が求められています。同時にカーボンニュートラルが求
められる現代において、エネルギーの浪費は許されません。一方で、コンピューター
技術の発展により建築における物理現象がより詳細に解析できるようになり、IoT
技術の発展により建物の使用状況の可視化が可能となるなど、様々な可能性が広
がっています。これら最新のデジタル技術を活用しながら、新しい社会にふさわ
しい環境・設備デザインを作り出していきたいと思います。
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デザイン・
建築学系

高木 真人

准教授

Takagi Masato

所属
学会

こども環境学会、日本建築学会、日本都市計画学会、
日本造園学会、日本インテリア学会

1998年10月～

(株)環境デザイン研究所 特別
研究員

1999年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

2012年05月～

京都工芸繊維大学 准教授

こども環境に関する研究/廊・縁側に関する研究

こども環境をよくしていくための研究を全般的に行っています。例えば、保育
施設に関しては、「保育施設における外遊びの実態調査」、「適正な園庭面積や園庭
の計画についての提案」、「縁側を活用した保育施設の可能性」、
「都市公園内にお
ける保育施設の可能性」、「認定こども園への移行にともなう増改築の実態調査」、
などの調査・研究を行っています。小学校施設については、近畿圏を中心に「公
立小学校の再編に関する実態調査」、「公立小学校再編にともなう遠距離通学と自
立移動性の変化」などの研究を行っています。また、廊や縁側などの伝統的な中
間領域の空間について、歴史・意匠・計画の視点から総合的に分析し、さらに保
育施設をはじめとした現代の都市・建築計画への活用・展開も考えています。

デザイン・
建築学系

多田羅 景太

所属
学会

意匠学会、日本デザイン学会、
北欧建築・デザイン協会

Tatara Keita

助教

2004年06月～

ワークショップグローブ 代表

2008年01月～

京都工芸繊維大学 助教

家具を中心とした北欧デザインに関する研究

これまで暮らしの中心である住環境や、プロ

ダクトデザインの研究開発に携わってきました。
近年は家具デザインの歴史研究に取り組み、中
でも北欧・デンマークの家具デザイン史に精通
しています。また、デンマーク王立芸術アカデ
ミーの建築・デザインインスティテュートと連
携し、学生間交流や共同プロジェクトなどを推
し進めています。サスティナブルな社会として
確立された北欧諸国の人々の暮らしを通じ、本
質的な人間的欲求として今後さらに求められる
であろう、豊かな生活体験の提案を目指します。

『流れが分かる！デンマーク家具のデザイン史』
（多田羅景太著、誠文堂新光社）
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デザイン・
建築学系

登谷 伸宏

所属
学会

日本建築学会、建築史学会、日本史研究会、
都市史学会

准教授

Toya Nobuhiro

2012年04月～

京都橘大学文学部 助教

2018年04月～

京都府立大学文学部 共同研究員

2018年07月～

京都府立大学文学部 特任准教授

2019年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

近世日本の建築・都市史研究、歴史的建造物の調査

京都や城下町など中近世移行期の都市を対象として、それらの空間や社会がい
かに近世化を遂げたのかについて研究を行っています。京都に関しては公家社会
とその集住地区である公家町をとりあげて検討を進めてきました。近年は、織田・
豊臣政権により建設された織豊系城下町に注目し、その歴史的位置、城下町建設
に対して既存の都市の空間構造や、そこに居住する住民の空間意識が与えた影響
について考えています。
その一方で、近畿地方を中心に歴史的建造物・伝統的町並みの調査・研究も積極
的に進めています。調査・研究を通して、地域の建造物・町並みの歴史的・建築
的な価値や多様性を明らかにするとともに、それらを文化財として保存・活用し
ていくための基礎データづくりを行っています。

デザイン・
建築学系

仲 隆介

所属
学会

日 本 建 築 学 会 、情 報 処 理 学 会 、テ レ ワ ー ク 学 会 、
日本オフィス学会

教授

Naka Ryusuke

1984年04月～

東京理科大学工学部第二部建築
学科 助手

1994年08月～

マサチューセッツ工科大学建築
学部 客員研究員

1997年04月～

宮城大学 講師

2002年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 教授

アクティビティを誘発する空間デザインの研究と実践

ワークプレイスを中心に、求められ
るアクティビティ（ワークスタイル）を
誘発し、サポートする空間（ワークス
ペース）をデザインするために、アク
ティビティと空間の相互作用に注目し
て、様々な研究と実践に取り組んでい
る。最近は、多くの企業や自治体と、
イノベーションを誘発するワークプレイスデザインをユーザー参加型で実現する
方法の研究と実践を行っている。
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デザイン・
建築学系

長坂 大

教授

Nagasaka Dai

所属
学会

日本建築学会、日本建築家協会、
日本建築設計学会

1982年04月～

松永巖・都市建築研究所

1985年02月～

アトリエ・ファイ建築研究所

1989年09月～

京都工芸繊維大学 助手

2003年04月～

奈良女子大学 准教授

2008年04月～

京都工芸繊維大学 教授

環境としての建築

建築はその時代において機能的であることが求め
られますが、一方で、山や川や森といった自然地形
のように、もう少し長いタイムスパンで存在する造
形物として考えられる必要があります。またそのよ
うな造形的完成度が求められます。研究室では、使
われなくなった橋やトンネルや堤防、土手のような
土木構築物を「造形遺産」と命名し、あらゆるデザ
インのアイデアを駆使して、機能的で魅力的な場所
として蘇らせる方法を探求しています。

デザイン・
建築学系

中野 仁人

教授

Nakano Yoshito

所属
学会

意匠学会、日本デザイン学会、美術史学会、
日本グラフィックデザイナー協会

2001年04月～

京都工芸繊維大学 講師

2003年10月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2013年10月～

京都府立医科大学 特任教授

2013年10月～

京都工芸繊維大学 教授

デザインによる日本文化の継承と展開

日本の伝統的なものづくり、生活な
どを調査、収集、分析し、その価値を
見直した上で、文字、イラストレーショ
ン、写真、映像などのデザイン手法を
駆使して、それらの魅力を広く伝える
ことと、伝統的技法やイメージをベー
スに現代の視点に立って新たにデザイ
ンすることを進めています。京都、そ
して日本の文化の今とこれからを見据

日本の工芸を取材、撮影、執筆、デザインを担当した書籍

え、世界に発信する活動を展開していきます。
医療におけるコミュニケーションデザイン
アルコール依存症、認知症、うつ病等のメンタルヘルスケアを支援するコミュニケーションデザインや、予防医
学のためのインフォメーションデザインを京都府および医療関係者と協同で進めています。
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デザイン・
建築学系

中村 潔

助教

Nakamura Kiyoshi

所属
学会

日本建築学会

1995年02月～

一級建築士事務所建築少年

1999年06月～

個人事務所

2003年09月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

住環境デザインの研究と設計

建築と環境の多様な事象を読み取り建築設計の
実践につなげています。近代の合理主義が確立し
た制御可能なものとしての均質空間に対する批判
として、日本の伝統的な住居様式や環境との連続
性など様々な変化する事象を重視し、現代におけ
る建築空間を諸室の並んだ静的で機能的な空間の
配列とのみ捉えるのではなく、機能的に変化する
もの、あるいは外部の光や音を感じ外界の広がり
を感受するような変化する器として動的に空間構成を捉え直し、新たな建築空間
の在り方を探っています。

デザイン・
建築学系

中山 利恵
Nakayama Rie

2014年04月～

所属
学会

2006年06月～

日本建築学会、建築史学会、北陸都市史学会、
文化財建造物保存修理研究会

2015年12月～
2020年12月～

准教授

2013年10月～

有限会社 金沢設計［（株）降幡建
築設計事務所金沢分室 ］ 所員
東京大学 生産技術研究所 協力
研究員
金沢美術工芸大学 環境デザイ
ン専攻 実習助手
京都工芸繊維大学 助教
京都工芸繊維大学 准教授

日本の木造建築における「洗い」と「古色塗り」

私は木造建築の木肌を洗って新しく見せる「洗い」と、色付けをして古く見せ
る「古色塗り」の歴史研究を行っています。日本において建築の経年美を考察す
る時、建築の新しさを愛でる文化としては伊勢神宮に代表される「式年造替」が
挙げられます。一方で茶の湯に見られる「さび」もまた古びを愛でる日本独特の
美意識として認識されています。この一見相反する美意識がいかに形成され、経
年した日本建築の視覚的印象が操作・調整されてきたのかを、
「洗い」
「白削り」
「古
塗り」「色付け」といった、建築の表層処理技術の歴史から検証する事が研究の目
的です。近年は、北欧における「ソープフィニッシュ」など、海外との類似技術
との比較研究も進めています。
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デザイン・
建築学系

所属
学会

1987年06月～

京都工芸繊維大学 助手

教授

1994年04月～

京都工芸繊維大学 講師

Nishida Masatsugu

2001年10月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2015年02月～

京都工芸繊維大学 教授

西田 雅嗣

日本建築学会、建築史学会、地中海学会

歴史の建築意匠 -西洋と日本-

過去の建築の形から、建築に込められた意味や
構想のされ方、計画の実際や技術、それらの歴史
的経緯を研究しています。西洋建築が中心ですが、
西洋との比較で日本建築についても研究していま
す。具体的例としては、フランスのロマネスクの
教会堂や修道院を、現地で調査、実測して詳細な
図面を作って分析をしたり、日本建築のさまざま
な特徴を、フランスの研究者やフランスの学生と

ブラノ教会堂（フランス、11世紀）
：実測断面図
（左）と外観（右）

共同で、西洋の眼差しと共に考えたりしています。

上記の研究は、「西洋建築の通史」や「19世紀の建築のあり方」にも深く関係し、西洋建築の通史の記述や19世
紀の日欧における建築のあり方にも興味を持って取り組んでいる。

デザイン・
建築学系

西村 雅信

1985年04月～

准教授

(株)ＧＫ

1992年06月～ （有）デザインシナプス 代表取
締役

所属
学会

Nishimura Masanobu

2004年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

パッケージデザイン協会

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

デザイン思考を用いた新製品デザイン、新ブランド開発

●新製品開発デザイン
イン

●ブランド開発デザ

●生活の中で使われる食品、日用品のパッ

ケージデザイン開発

●デザイン学術指導（実績

多数） ●グッドデザインの特別賞、日本パッケー
ジデザイン大賞の金賞他、多数のデザイン賞の受
賞に裏打ちされたデザイン実績
かになるデザイン

●多くの人が豊

●長い期間生産され使用され

るロングライフデザイン

●デザイン思考を重視

商品のデザインの他、企業やブランドのロゴ
やシンボルマーク等もデザイン開発します。

した創発の方法論を用いた企業の開発部門等、社会向けモノづくりに向けた学術
指導（デザイン思考学術指導）も行います。
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デザイン・
建築学系

花田 佳明

1982年04月～

特任教授

Hanada Yoshiaki

所属
学会

日本建築学会、建築史学会、
Docomomo Japan、Docomomo International

1992年04月～

日建設計
神戸山手女子短期大学 専任講師
（1996年4月から助教授）

1997年04月～

神戸芸術工科大学 助教授

2004年04月～

神戸芸術工科大学 教授

2022年04月～

京都工芸繊維大学 特任教授

近現代建築の歴史、設計者、および保存再生に関する研究

近現代建築の歴史と設計者についての研
究と同時に、それを保存再生し使い続けて
いくための方法の考察と実践を行なってい
ます。成果のひとつが、愛媛県八幡浜市立
ひ づち

日土小学校の保存活動と改修設計、および
設計者である建築家・松村正恒に関する研
究です。また、より身近なマンションや住
宅などのリノベーションも手がけてきまし

八幡浜市立日土小学校：改修工事中（左）、完成後の外
観（右、撮影：北村徹）

た。こういった作業を積み重ねることで、私たちが暮らす環境を、歴史や文化の
連続性があるものにしたいと考えています。

建築設計理論、建築評論、建築雑誌など、建築をめぐる様々な言説に関する研究も行っています。

デザイン・
建築学系

平芳 幸浩

所属
学会

美学会、美術史学会、意匠学会、
社会藝術学会

教授

Hirayoshi Yukihiro

2000年04月～

国立国際美術館 研究員

2003年07月～

国立国際美術館 主任研究員

2008年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2020年04月～

京都工芸繊維大学 教授

近現代芸術におけるオリジナリティ成立要件の再考

近代以降の芸術家のオーソリティを受容理論的立場から相対化し、複製技術時
代以降の芸術作品のオリジナリティを再考することを研究の大きなテーマとして
います。研究の方法論としては、芸術を芸術家の個人的な営為としてではなく、
他者による受容と解釈の連鎖として捉え直すことで、芸術活動を多角的に再考し、
旧来の「作家論」では見えてこない芸術の成立要件を浮き彫りにすることを目指
しています。
これまで、20世紀を代表する芸術家であるマルセル・デュシャンが戦後のアメリ
カでどのように受容されてきたかについて研究を続けてきました。現在は、
1920年代から今日までの約100年間に渡って、日本でデュシャンがどのように
受容され解釈されてきたかについて研究を進めています。

上述の研究に加え、「現代文化における皮膚感覚をめぐる表現についての研究」を行なっている。
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デザイン・
建築学系

松隈 洋

教授

Matsukuma Hiroshi

所属
学会

日本建築学会

1980年04月～

前川國男建築設計事務所

2000年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2008年10月～

京都工芸繊維大学 教授

近代建築の歴史と保存活用、アーカイブに関する研究

20世紀に世界的潮流として広まったモダニズム
建築（Modern Architecture）について、その歴
史や建築家の設計方法論、建物の保存活用と資料
保存（アーカイブ）に関する研究を続けています。
特に、先駆者であったフランスの建築家ル・コル
ビュジエに日本人として初めに師事した前川國男
（1905～86年）の晩年に所員として接した経験
から、前川を軸に日本のモダニズム建築の特質に
ついて考察を進めています。2016年に研究成果
として次の2冊の本を上梓しました。

デザイン・
建築学系

松田 剛佐

所属
学会

日本建築学会、日本民俗建築学会、
茶の湯文化学会、建築史学会

助教

Matsuda Kosuke

『建築の前夜-前川國男論』
（2019年日本建築学
会論文賞受賞）、
『ル・コルビュジエから遠く離
れて』
（いずれもみすず書房刊）

1996年04月～
1997年05月～
2001年04月～
2007年04月～
2013年09月～

大石治孝建築設計事務所
京都工芸繊維大学 助手
加悦町史編纂調査執筆委員
建築・町並み部会
京都工芸繊維大学 助教
学校法人 瓜生山学園 京都造形
芸術大学（現・京都芸術大学）
非常勤講師

近世の建築材料としての木材の生産・流通・消費の研究

日本の伝統的木造建築に用いられた木材について、建築史・木材生産史の視点
から建築材料として捉えなおすことで、市場経済が成立した近世における、木材
の「生産･流通･消費」のシステムの実態について研究している。殆ど全ての建築
が木材で作られていた当時の日本で、育成に時間がかかり必要時にすぐには用意
できない自然素材である木材が、輸入に頼らずに国内だけでどの様に賄われてい
たのか【生産・流通】。また当時世界有数の人口であったと考えられている近世日
本で、木造建築やその材料がどの様に運用されていたのか【消費(材種・規格・数
量)】。生産量の急増を望めない自然素材である森林資源、それを建築材料として循
環させ得た歴史的状況を明らかにすることは、現代の森林資源問題を考察するの
にも有効であると考える。

伝統的木造建築および近代和風建築の文化財としての保存に関わる調査研究
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デザイン・
建築学系

松本 裕司

所属
学会

日本建築学会、Computer Aided Architectural Design Research in
Asia、Education in Computer Aided Architectural Design in Europe

助教

Matsumoto Yuji

2004年04月～

京都工芸繊維大学 助手

2007年04月～

京都工芸繊維大学 助教

空間デザインコンピューティング

情報技術と空間デザインの融合について、二つの領域で研究しています。
一つ目は、情報通信技術によるデザイン支援として、ソフト・ハード両面からＩ
Ｔを用いたコラボレーションのための支援環境を開発をしています。また、コン
ピュータプログラムを用いたアルゴリズミック・デザインの教育手法についても
研究しています。
二つ目の領域はワークプレイス（働く環境）です。センサー技術を用いてワークス
タイル（働き方）やワークスペース（働く空間）の診断を支援するアプローチと、情
報技術と空間デザインの融合によりオフィスにおけるクリエイティビティ、モチ
ベーション、コミュニティなど元気づけるアプローチから研究しています。

デザイン・
建築学系

MARTINEZ ALEJANDRO

助教

所属
学会

日本建築学会、建築史学会、
文化財建造物保存修理研究会、日本イコモス国内委員会

2008年09月～2010年03月
スペイン・BASA建築設計事務所 所員
2016年10月～2019年09月
東京文化財研究所 文化遺産国際協力セン
ター アソシエイトフェロー
2019年10月～

京都工芸繊維大学 助教

日本およびヨーロッパにおける木造建築遺産とその保存

文化遺産、特に木造建築遺産について、日本およびヨーロッパを主な対象地域
にして、各国における建築の特徴、そしてその保存継承の方法について研究を行っ
ています。
木造建築遺産の保存について、オーセンティシティの概念、保存原則や修理方針
などの理念的な側面から、修理技術など具体的な方法まで考慮に入れて、各国に
おける保存の概念と実態、文化的背景および自然環境が保存方法に与える影響に
ついて、国際的な観点から調査研究しています。
また、木造建築に纏わる大工技術などの伝統技術について、その無形文化遺産と
しての価値について考察するとともに、各国における残存状況や、保存継承のた
めの取り組み、今後の可能性について調査研究を行っています。
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デザイン・
建築学系

三木 順子

准教授

Miki Junko

所属
学会

美学会、映像学会、意匠学会、美術教育学会

1996年04月～
2000年04月～

大阪大学文学部 助手
大手前大学人文科学部美術学科
講師
2002年04月～ 京都工芸繊維大学 助教授
2006年11月～2008年01月
フライブルク大学（ドイツ） 客員研究員
（フンボルト財団研究助成による）
2007年04月～ 京都工芸繊維大学 准教授

人間の生・芸術・文化における感性と想像力の意義

人間は言葉や概念によって物事を認識しますが、一方で、五感を働かせ感性を
とおして世界を認識しています。さらにいえば、言葉や知識をどれほど積み上げ
てもけっして追いつくことができず、五感をとおしては与り知ることのできない
ものを、人間は想像力をとおして把握します。感性の鋭さならば、もしかすると、
動物のほうがはるかに勝っているかもしれません。しかし、感性の豊かさが、さ
らに想像力へと展開していくところに、人間に特有の能力があるといえるでしょ
う。感性や想像力が、人間が人間として生きることにおいて、あるいは人間が過
去の歴史を担い未来を見通すことにおいて、さらには芸術や文化において、どの
ような意義をもつのかを、おもにドイツ語圏や日本の美学や哲学の理論を参考に
しながら探求しています。
研究テーマ「拡張された場におけるキュレーション」：ものを集め、互いに関連付けて提示することによって、
ものの新しい価値や意味をうみだす「キュレーション」という手法が、美術展の企画のみならず、より広い意味
で文化や社会においてどのような可能性をもつのかを探る。

デザイン・
建築学系

満田 衛資

所属
学会

日本建築学会、日本建築設計学会、
日本建築構造技術者協会

教授

Mitsuda Eisuke

2018年07月～

京都工芸繊維大学 教授

構造安全性とデザインを両立する構造設計技術の開発

人々に感動を与える美しい建物・構造物の多くは、様々な知恵や工夫を重ねた、
ある合理性をもって造られていることが殆どです。特に構造躯体の在り方やその
構築方法について合理的で美しいデザインを行うことを「構造デザイン」と呼ん
でいます。数理的に構造合理性を得る手法として「構造最適化」がある一方で、
経験や勘が導く優れたデザインもあり、数理的な合理性に「機械学習・AI」を併
用させることで優れた水準の構造デザインに近づけようと取り組んでいます。一
方、地震国日本における建物の安全性は、地震時の応答制御技術によって相応に
高めることが可能です。応答制御手法の一つに「連結制振」があり、その研究成
果を実際の建物の設計に応用し、耐震改修の分野での優れた構造デザインとして
高い評価を得ています。
研究テーマ：木質構造の新接合手法の開発、建設・設計におけるDX化
研究課題：CLT繊維方向や加力深さと接合耐力の関係、縄絡み効果の解明、
最新IoTデバイスの建築設計への活用・加工機器との連携手法の開発
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デザイン・
建築学系

三宅 拓也

所属
学会

日本建築学会、建築史学会、都市史学会、
全日本博物館学会、日本観光研究学会、ベルギー研究会

助教

Miyake Takuya

2011年04月～
2013年06月～

東京都現代美術館 専門調査員
（学芸員）
京都工芸繊維大学 助教

建築アーカイブスの整備と活用

設計図をはじめとした建築
にまつわる様々な記録。この
ような記録から、個々の建築
家の活動や、私たちが生きる
現代の環境がいかに作られて
きたのかを研究しています。
それと同時に、本学の美術工

松ノ井覚治〈A Hotel for a small town〉
、1923年、京都工芸繊維大学美術工
芸資料館 AN. 5590-1

芸資料館が所蔵する村野藤吾資料や松ノ井覚治資料のほか、新たに発掘された資
料群のアーカイブ構築を通して、建築資料を後世へとつなぐ建築アーカイブスの
あり方についての研究と実践に取り組んでいます。
研究分野：
近代建築史、都市史、博物館史
主な研究課題：物産陳列所・商品陳列所（Commercial Museum）
大名庭園

デザイン・
建築学系

村本 真

Muramoto Makoto

2013年04月～

所属
学会

2008年04月～

日本建築学会、日本鋼構造協会、
日本木材加工技術協会

2014年02月～
2019年02月～

准教授

2009年04月～

高知工業高等専門学校 建設シ
ステム工学科 助教
高知工業高等専門学校 環境都
市デザイン工学科（学科名変更）
助教
高知工業高等専門学校 環境都
市デザイン工学科 准教授
京都工芸繊維大学 講師
京都工芸繊維大学 准教授

木造建築・土の建築の構造性能評価

建 築構造設計を支援するコンピュータシ
ミュレーション技術を開発しています。各種
材料の建築骨組が崩壊に至るまでの挙動を予
測できる解析法の構築からプログラム開発を
対象としています。また、伝統建築物の保存
設計のために接合部の実験、京町家・茶室・
数寄屋建築にみられる土壁の実験、土壁や木

実大規模の京土壁の破壊実験（左）、ロボットアーム
による土塗り左官（右）

材の非破壊検査法およびロボットアームによる施工法の開発も行っています。京
土壁の実験は京町家の建築設計に活用できる資料として整備されています。

土の建築のロボット施工法の開発
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デザイン・
建築学系

山下 正太郎

2011年～

特任准教授

Yamashita Shotaro

所属
学会

日本建築学会

2012年～
2019年～
2020年～
2021年～

コクヨ株式会社 WORKSIGHT LAB.(現
ワークスタイル研究所） 主幹研究員
コクヨ株式会社 WORKSIGHT 編集長
京都工芸繊維大学 特任准教授
コクヨ株式会社 ワークスタイル研
究所 所長
コクヨ株式会社 未来ヨコク研究所
所長

企業競争力に貢献するワークスタイル／ワークプレイス

主に成熟企業における競争力を生み出すワークスタイル／ワークプレイスのグ
ローバルトレンドをリサーチしている。企業が占有するセンターオフィスのみな
らず、コワーキングやシェアリングスペースなど社会に遍在するワークプレイス、
スタートアップや成熟企業など企業集積の進むクリエイティブシティの在り方に
ついても研究対象に含んでいる。リサーチから得られたインサイトを活用し、企
業や自治体のワークプレイス構築も手掛ける。
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基盤科学系

秋富 克哉

教授

Akitomi Katsuya

所属
学会

日本宗教学会、宗教哲学会、関西哲学会、
日本倫理学会、西田哲学会、実存思想協会

1994年04月～

京都工芸繊維大学 講師

1996年08月～

京都工芸繊維大学 助教授

1996年10月～1997年09月
ミュンヘン大学 研究員
2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2009年07月～

京都工芸繊維大学 教授

現象学と京都学派の思想

ドイツの哲学者マルティン・ハイデッガー（1889-1976）の思想とその前後を
含む現象学全般、および西田幾多郎（1870-1945）や西谷啓治（1900-1990）
に代表される京都学派の哲学、これら二つの立場を軸にして東西の哲学思想を研
究しています。古代ギリシア以来の哲学の歴史全体を視野に入れながら伝統との
対決を通して哲学そのものの根源に向かおうとしたハイデッガー、西洋哲学との
対決を通して東洋的なもの・日本的なものを問うていった西田や西谷、彼らの思
想を相互に照らし合わせながら、現代世界が直面する諸問題、とりわけ近代以降
のニヒリズムと宗教の問題、科学技術と人間の関係を考察することが、目下最大
の関心事です。

基盤科学系

荒井 宏司

教授

Arai Hiroshi

所属
学会

日本内科学会、日本内分泌学会、日本糖尿病学会、

2006年05月～

京都大学大学院医学研究科
内分泌代謝内科 講師

2008年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2012年04月～

京都工芸繊維大学 教授

日本高血圧学会、全国大学保健管理協会

脂肪細胞の分泌するホルモンの意義

ホルモンとは、血流を介して情報を伝達する生理活性物質の総称です。さまざ
まな臓器や組織がホルモンによって情報を交換し人体の統合性と恒常性を保って
います。脳下垂体、甲状腺、副腎といった古典的ホルモン産生臓器（内分泌臓器）
以外に、近年、脂肪組織、筋肉組織、骨組織などもホルモンを産生し情報伝達に
関与していることが明らかになりました。脂肪組織はエネルギーを貯蔵するだけ
でなく、多彩なホルモン（アディポカイン）を分泌して、その時々の栄養状態に応
じて他の臓器をコントロールしています。肥満に伴う代謝異常（メタボリックシン
ドローム）が起こるメカニズムのひとつとも考えられています。我々は脂肪細胞に
発現しているホルモンとその受容体の意義を明らかにしようとしています。
若年者におけるサルコペニアの検討
サルコペニア（骨格筋量減少と筋力低下・運動機能低下）が高齢者で問題化していますが、近年若年者に「やせ」
が増えています。若年時の筋肉量減少は将来の糖尿病発症や健康寿命の短縮に繋がります。我々はその実態解明
を試みています。
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基盤科学系

井川 治

教授

Ikawa Osamu

所属
学会

日本数学会

1992年04月～

福島高専 一般教科 助手

1994年04月～

福島高専 一般教科 講師

1997年04月～

福島高専 一般教科 助教授

2010年04月～

福島高専 一般教科 教授

2012年04月～

京都工芸繊維大学 教授

幾何学における標準形理論の構築とその応用

線形代数学ではいろいろな行列の標準形を学びます。最も印象的なものは任意
の実対称行列は直交行列で対角化可能であるという定理です。少し見方を変える
と、実対称行列の全体に直交行列全体のなす「群」が作用し、この作用による実
対称行列の軌道が必ずある対角行列と交わると言い換えられます。すると、実対
称行列の固有値のように、直交行列の作用で不変な性質は対角行列さえ調べれば
十分ということになります。一方、数学では高次元の図形を研究対象にすること
があります。この高次元の図形は目には見えませんが普通の図形のように角度や
曲線の長さ、面積や体積が定義されリーマン多様体と呼ばれています。リーマン
多様体上に回転のような群の作用を考え、先ほど述べた定理を拡張した標準形理
論について研究しています。

基盤科学系

磯崎 泰樹

Isozaki Yasuki

所属
学会

日本数学会

教授

1995年04月～

大阪大学 助手

2006年01月～

大阪大学 講師

2011年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2017年01月～

京都工芸繊維大学 教授

レヴィ過程による整数格子への初到達時刻

（１）ブラウン運動が整数全体の集合に初めて到達する時刻は、有限の指数
モーメントを持つことは既知であるが、対称安定過程まで、当該性質を拡張し
た。指数モーメントの、複素正則関数としての性質を調べ、ポアソンの和公式
を利用して結果を得た。次の課題として、レヴィ過程の場合に取り組んでいる。
（２）更新理論の主たる帰結は、更新測度がルベーグ測度に漠収束することと、そ
の収束に関する誤差評価である。本研究では更新測度の密度に対し、既知の
結果よりも次数の高い誤差評価に成功した。
（３）ラチェットつきブラウン運動は、最低保証付き保険商品にも関連がある確率
過程であるが、動き全体を記述するスコロホッド型方程式を案出し、その性
質を研究した。
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基盤科学系

伊藤 徹

教授

Ito Toru

2005年10月～

京都工芸繊維大学 教授

所属
学会

日本哲学会、日本倫理学会、日本現象学会、
社会芸術学会

近代化と人間存在との関係

近代化が一切の手段化として導く目的の不在の空間のなかで、人はいかにして
自らの生を支え営むのか――人間の根本可能性としてのポイエーシスとその具体
化としての芸術を手掛かりに、現代の哲学に課せられたこの問いを問う。著書と
して『柳宗悦

手としての人間』 (平凡社、2003)、『作ることの哲学』(世界思

想社、2007)、
『芸術家たちの精神史――日本近代化を巡る哲学』(ナカニシヤ出版、
2015)、編著として『作ることの日本近代――1910―40年代の精神史』(世界
思 想 社、2010)、Wort – Bild – Assimilationen. Japan und die Moderne
(Berlin 2016)がある。

基盤科学系

伊藤 翼斗

准教授

Ito Yokuto

2014年11月～

京都工芸繊維大学 講師

2018年01月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

社会言語科学会、社会芸術学会、
日本質的心理学会、臨床実践の現象学会

仕事の熟達はいかに経験されるかに関わる現象学的研究

仕事がどのように身についているのかについて、当事者に対してインタビュー
を行い、現象学的研究のアプロ―チによって質的に分析している。個人の熟達を
単に知識や技術の向上だけに限定せずに、いかに熟達が経験されたかをインタ
ビューの中から見出していく。このような知見を積み上げることによって、最終
的には、多種多様な職種の人が自身の仕事の熟達を見つめ直すためのプラット
フォームを作り上げることを目的としている。
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基盤科学系

入江 信一郎

所属
学会

2000年04月～

京都工芸繊維大学 繊維学部
デザイン経営工学科 助手

Irie Shin ichiro

2012年04月～

京都工芸繊維大学 大学院・工芸
科学研究科 助手

応用哲学会、商業学会、組織学会、経営学会、科学技術

2017年04月～

立命館大学 経営学部 客員研究員

助手

社会論学会、科学哲学会、科学史学会、経営倫理学会

強欲でない資本主義の可能性

強欲でない資本主義がどのように可能かを探索しています。強欲さは資本主義
の本質とされますがそうではありません。なぜなら、資本主義が登場するはるか
以前、古代の宗教に強欲を戒める戒律があるからです。資本主義は人間の強欲さ
を拡張しているだけです。実際、資本主義世界で成功している企業のなかには強
欲でないものがあります。その事例を以下の諸理論で整理して経営学を再構成す
ることで、強欲でない資本主義の可能性を探索します。ルーマン、状況論、ANT、
構築主義。

基盤科学系

奥山 裕介

教授

Okuyama Yusuke

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2020年02月～

京都工芸繊維大学 教授

所属
学会

MSJ、AMS

dynamical system；number theory and complex analysis
The Mandelbrot set with superattracting parameters having period 6 (n=6, m=0)
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基盤科学系

勝本 雅和

准教授

Katsumoto Masakazu

所属
学会

研究・イノベーション学会、

1990年04月～

社団法人経済団体連合会

1995年07月～

東京工業大学工学部 助手

2004年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

American Economic Association

知的生産活動の生産性要因の解明とその向上策の検討

研究開発やデザインなどの知的生産活動の生産性がどのような要因によって影
響を受けるのかについて研究を行っている。知的生産活動に影響を及ぼす要因と
しては資金、人材、設備など様々なものがあるが、現時点で関心を持って研究を行っ
ているのは組織および立地である。これらの要因を直接的に把握することは困難
であることから、論文、特許権、意匠権などの情報を用いることで定量的な把握
を試みている。これらの分析を通じて、日本企業において、業種によって生産性
の高い組織形態が異なること、また企業内ネットワークの方が対外ネットワーク
よりも効率的であることなどが明らかとなっている。

知的生産の集積効果分析：知的生産の集積状況が知的生産性に与える効果の分析
科学技術政策の効果分析：知的生産活動に関わる指標を用いた政策効果の分析

基盤科学系

神澤 克徳

助教

Kanzawa Katsunori

2014年12月～

京都工芸繊維大学 特任助教

2017年02月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

日本認知言語学会、大学英語教育学会、
日本言語テスト学会、英語コーパス学会等

コンピュータ方式の英語テストの開発とコーパス構築

もともとの専門は言語学ですが、近年はコンピュータを用いた英語スピーキン
グテスト、ライティングテストの研究に取り組んでいます。テクノロジーの発展
に伴って、この分野の研究が増えてきていますが、実践が十分に意識されている
とはいえません。また、この分野は外国語教育、言語学、心理統計学、教育工学
など、文・理の垣根を超えて複数領域にまたがっており、全体を俯瞰できる研究
や研究者が少ないのが現状です。この研究を通して、これらの問題を解決したい
と考えています。
また、最近は言語テストと学習者コーパスの接点に着目しています。具体的には、
スピーキングテストやライティングテストの解答データをもとにコーパスを構築・
分析し、分析データをテスト開発や教育に活用する方法を検討しています。

連体修飾の認知言語学的分析
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基盤科学系

来田 宣幸

教授

Kida Noriyuki

所属
学会

日本体育学会、日本体力医学会、日本応用心

2007年02月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2020年02月～

京都工芸繊維大学 教授

理学会、日本人間工学会、日本神経科学会

ヒトの動きの生理学・バイオメカニクス・心理学的研究

ヒトの行動を様々な研究手法を用いて測定・評価し、ヒトの身体や機能の仕組
みの解明に取り組んでいます。主に、生理学的、バイオメカニクス的、心理学的
な手法を用いて、統計学に基づいた解析をおこなっています。具体的には、
・運動器障害の早期発見・早期予防に向けた身体機能評価の研究
・学校教育における部活動指導や学級指導で使用できる評価法の開発
・伝統職人の身体知に関する研究
・身体運動、スポーツパフォーマンスの測定評価に関する研究
・スポーツの社会的価値に関する政策論・経済学的研究
・ことばとうごきの関係に関する認知科学的研究
・深度センサやアイトラッカーを利用した新しい身体機能評価法の開発
などに取り組んでいます。
上記ですら、すでに多様性のある研究内容かもしれませんが、医療関係者（医師、PT、OT等）や競技団体との共同
研究、リモート技術を用いた園芸的活動、無形文化としての踊りの類型化研究など、チャレンジを続けています。

基盤科学系

北村 幸也

助教

Kitamura Yukiya

2016年4月～

京都大学 大学院法学研究科
特定助教

2017年3月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

日独法学会、比較法学会、日本法哲学会

〈裁判による法形成〉に関する日独比較法研究

明治期以降、日本の法の近代化と、日本の法律家の思考様式に大きな影響を与え、
その後ときには克服すべき対象とされることもある、近現代のドイツの法と法学
を主な研究領域としています。特に、大学院以来、〈法律を解釈して適用する〉と
はどういうことか、また、日本でもドイツでも建前上は〈法律を解釈して適用する〉
機関であるはずの裁判所が〈法を形成する〉という現象が実際には広くみられる
ことをどのように説明し、いかなる範囲で正当化するべきか、といった基礎理論
的なテーマに関心をもって、研究を進めてきました。内外の文献を渉猟し、ドイ
ツの議論と日本の議論とを見比べて、行きつ戻りつしながら、あれこれと考えて
います。
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基盤科学系

澤田 美恵子

教授

Sawada Mieko

所属
学会

社 会 藝 術 学 会（ 学 会 長 ）、 日 本 言 語 学 会 、
日本語教育学会、日本語学会

1993年04月～

神戸大学留学生センター 講師

1996年04月～

神戸大学留学生センター
助教授

2003年09月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2008年10月～

京都工芸繊維大学 教授

認知科学の視点から日本の伝承文化と言語を分析する。

認知科学的な視点から研究を行っている。現在の大きなテーマは二つあり、一
つは言語学の分野で、助詞、挨拶語、詩的表現など、他の言語に翻訳が困難な日
本語に特徴的な言語現象について、文化との関連性を研究することである。もう
一つは、工芸や茶道、香道などの日本の伝承文化の担い手が、どのように自然や
モノとコミュニケーションし、情報を得ているのかについて認知科学的な視点か
ら分析し客観化することである。日本における伝統的な自然へのアティチュード
は地球環境にとって、優しく、我々人間がどのようにして自然と共存するべきか
を教えてくれる。研究成果はいつも日本語と英語で執筆し、世界に向けて日本文
化の重要性を発信するように努めている。

上述の研究に加えて、「寺山修司」「谷川俊太郎」についての研究と、日本の現代陶芸の作家に関する研究を行っ
ている。

基盤科学系

SANDRA CATHERINE HEALY 教授

所属
学会

Asia TEFL、JALT、JACET

2007年04月～

京都産業大学 外国語学部 契約
教員（専任講師）

2011年04月～

関西大学 外国語学部 契約教員
（専任講師）

2012年04月～

京都女子大学 常勤講師

2013年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2022年04月～

京都工芸繊維大学 教授

先端情報技術の英語教育への応用

応用言語学は、日常生活における言語に関連する問題を特定し、調査し、探求
する学際的な分野です。言語、文化、テクノロジーは表裏一体であり、それらが
教育にどのような影響を及ぼすかを研究することは極めて重要です。私の研究で
は、この3つの側面が、マイノリティグループや学習障害のある学生など、さまざ
まな集団にどのような影響を与えるかを調べています。その一例として、仮想交
流（Virtual Exchange）を含むオンライン学習が、異文化対応能力、言語能力、技
術能力、科目知識など、21世紀のリテラシーに関連する多くの能力を開発するた
めに教育現場でどのように活用できるのか、また、どのようにインクルーシブ教
育を推進できるのかについて考えています。
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基盤科学系

塩屋 葉子

教授

Shioya Yoko

所属
学会

日本教育経営学会、日本特別活動学会

1989年09月～

川村短期短期大学 専任講師

1992年04月～

川村学園女子大学 専任講師

1995年04月～

川村学園女子大学 助教授

2000年04月～

京都造形芸術大学 教授

2004年03月～

京都工芸繊維大学 教授

学校に焦点を当てた教員の資質能力の向上方策

これまで、教員の職能成長に応じた研修の体系化に関する研究の一環として、
教員免許更新講習や都道府県教育委員会主催の教員研修、教職大学院での研修等
の実態やその効果を調べてきました。これらの校外研修は時間や人員調整等での
制約が多く、その成果を教育現場で活かしにくいという問題点があります。そこで、
日々の教育実践と直結した校内研修に焦点を当て、特に教育実習生の指導やスクー
ルボランティア等との協働の場を教員の資質能力の向上の機会として有効に活用
する方策を明らかにすることを通して、教員の養成と研修の一体化を図ろうとし
ています。

基盤科学系

竹井 智子

教授

Takei Tomoko

所属
学会

日本英文学会、日本アメリカ文学会、
日本ナサニエル・ホーソーン協会

2001年04月～

甲子園大学 専任講師

2006年09月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2022年04月～

京都工芸繊維大学 教授

等

ヘンリー・ジェイムズのテクストの分析

ヘンリー・ジェイムズ(1843―1916)の小説
を中心に、19世紀後半から20世紀初頭のアメリ
カ文学を研究しています。小説テクストの精読に
重心を置きつつ、時代の精神性や作家の思想、生
い立ち等コンテクストと融合した研究を目指して
います。
これまで、主にジェイムズの後期以降の作品にお
ける帰属の不安に焦点を当ててきました。ボー

ジェイムズが一時期住んでいたライのラム・
ハウス

ダーレス化が進む現代社会に、コスモポリタン作家ジェイムズのテクストが示唆
するメッセージを探っています。
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基盤科学系

武石 拓也

2013年4月～

助教

日本学術振興会特別研究員
（DC1）

所属
学会

2016年4月～

Takeishi Takuya

京都大学理学部数学教室 特定
研究員

2017年4月～

京都大学数理解析研究所 時間
雇用研究員

日本数学会

2018年4月～

京都工芸繊維大学 助教

代数体から作られる作用素環について

作用素環論はヒルベルト空間上の有界線型作用素のなす環を研究する分野であ
り、解析学の一分野である。このようにして構成された作用素環は他の様々な数
学的対象から作られるが、作用素環がもとの数学的対象の情報をどれくらい憶え
ているか、という問題は作用素環論の主要な問題意識の一つである。その中で、
私は代数体から作られる作用素環に興味を持っている。Bost--Connes C*-環とい
う構成方法が代数体の完全な情報を覚えていること、ax+b 半群C*-環という構成
方法によって代数体のゼータ関数が分配関数として現れること、この2つが最近の
主要な結果である。その上で、現在はより簡潔な構成方法の実現や、作用素環論
を通じて代数体の完全不変量を作ること、などに取り組んでいる。

グラフC＊-環のKMS状態：上記の研究テーマと直接的な関連は薄いものの、上記の研究テーマにはこの分野に応用
可能な技術が多数含まれるため、グラフC＊-環のKMS状態を併せて研究している。

基盤科学系

坪田 康

准教授

Tsubota Yasushi

所属
学会

日本英語教育学会、大学英語教育学会、

2002年12月～

京都大学 助手

2007年04月～

京都大学 助教

2015年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

日本言語テスト学会

遠隔地の外国語話者との協働によるスピーキングﾞ活動の充実化

CALL(計算機支援型外国語学習、Computer-Assisted Language Learning)
や遠隔地の外国語話者との協働によるスピーキング活動の充実化の研究を行って
いる。最近は、英語学習、中国語学習、日本語学習を対象に、外国語不安（Foreign
Language Anxiety）やWTC（willingness to communicate）に焦点を当て研究
を行っている。
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基盤科学系

野村 照夫

所属
学会

1983年04月～

大阪工業大学一般教育科 助手

Nomura Teruo

1986年04月～

大阪工業大学一般教育科 講師

1989年09月～

京都工芸繊維大学 助教授

日本体育・スポーツ・健康学会、

2005年04月～

京都工芸繊維大学 教授

教授

日本水泳・水中運動学会、日本コーチング学会

生体行動に関与する諸要因の多元的な評価とその応用

ヒトの行動を身体、機能、環境の観点から研究
してきました。主に水泳・水中運動を対象に、レー
ス分析、動作分析、教材開発等を行ってきました。
その過程でコーチング・教育研究支援ツールとし
て、表計算ソフトにAPIを組み込んだ拡張現実ムー
ビープレーヤー（NotePlayer2）を開発しました。
2次元DLTによる実座標を動画上の半透明レイ

拡張現実ムービープレーヤー（NotePlayer2）

ヤーに表示し、クリックした時刻とXY実座標をセ
ルに記録するソフトです。様々な運動の指導や解析への応用が期待されます。
人工知能(AI)を活用した泳動作の自動姿勢推定：AIによる自動姿勢推定を伏位や倒立位に適用できるようなAI学習モデ
ルの機能改善を行う。
安全な水泳指導のためのオントロジー的実践知の集約：水泳授業視察により、安全な指導に関する実践知を収集し、テ
キストマイニングにより要素に分解し、各要素のロールと関係をオントロジー解析にて整理・視覚化による集約を行う。

基盤科学系

林 千恵子

教授

Hayashi Chieko

所属
学会

日本アメリカ文学会関西支部、多民族研究学
会（ M E S A ) 、 エ コ ク リ テ ィ シ ズ ム 研 究 学 会

等

2003年10月～

姫路工業大学 助教授

2004年04月～

兵庫県立大学 助教授

2005年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2011年08月～

京都工芸繊維大学 教授

アラスカ及びカナダ先住民族の口承文化・文学研究

米国の先住民族（アメリカ・インディアンとアラスカ先住民）は、全米人口に占
める割合が1.3％という圧倒的少数派です(2020年統計)。人口激減を招いた要因
は、17世紀以降の「白人」入植者との戦争、伝染病、先住民排斥を目的とした国
家施策等でした。見方を変えれば、現在の米国先住民族はこういった危機を生き
延びた人々の子孫であり、彼らの生存を支えた知恵や技術に学ぶべきだというこ
とが様々な研究分野で提唱されています。私の研究対象は、アラスカ・カナダ先
住民族の口承文化・文学です。彼らの口承物語は単なる娯楽ではなく、民族の歴
史や文化、自然環境との共生の方法やそのためのルール等、世代間で継承すべき
重要情報を圧縮して伝える媒体でした。彼らの物語の意味解読を通して、地球環
境問題に新たなアプローチ法を提言することを目指しています。
研究分野：カルチュラル・エコロジー、環境文学
研究課題：北米先住民族の社会問題（例、自殺、アルコール依存）、北太平洋沿岸地域（極東～北米北西海岸）に見
られる伝統的文化と自然観
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基盤科学系

人見 光太郎

教授

Hitomi Kohtaro

所属
学会

日本経済学会、日本統計学会

1996年04月～

京都大学経済研究所 講師

1998年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2011年04月～

京都工芸繊維大学 教授

経済モデルのノンパラメトリック統計手法を使った検定

計量経済学という経済モデルを扱う統計的な手法の開発をしています。一般に
経済学では自然科学と異なり実験を行うのが難しく、そのため経済学特有の統計
処理方法が必要となります。そのような経済モデルの推定のための統計手法、経
済理論がデータと整合的かどうかを確かめるための統計的な検定方法を開発して
います。
その中でも特にノンパラメトリックな方法を主に扱っています。通常の統計的手
法では確率変数の分布関数を仮定して、いくつかのパラメータだけを未知として
扱い、そのパラメータを推定するという方法をとりますが、ノンパラメトリック
な方法は確率変数の分布関数も未知のパラメータとして扱うのでより頑健な統計
的手法です。

基盤科学系

深田 智

教授

Fukada Chie

所属
学会

日本認知言語学会、日本認知科学会、
日本語用論学会、日本英語学会

等

2001年04月～

英知大学 講師

2003年04月～

英知大学（聖トマス大学）
助教授・准教授

2009年04月～

聖トマス大学 教授

2010年09月～

京都工芸繊維大学 准教授

2017年01月～

京都工芸繊維大学 教授

ことばと身体と環境のダイナミックな関係を捉える

ことばの意味はどこから生まれ、人のふる
まいや人同士のインタラクションにどう影響
を与えるのか―ことばを主軸に、知覚や認識、
うごきにまで視野を広げてこの課題に取り組
んでいます。子どもは、日々主体的に環境と
インタラクトし、自身の知覚や身体運動経験
から得られた情報を蓄積・分析・更新しなが
ら、親や先生、友だちといった多様な他者と

ことば、知覚、認知、行動の相互関係の解明に
向けて

のやりとりを通してことばを獲得・変容させていきます。このダイナミックな過
程を、実際のインタラクションデータをもとに解明しようとしています。
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基盤科学系

南 剛

准教授

Minami Tsuyoshi

所属
学会

1989年04月～

京都工芸繊維大学 講師

2004年01月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

日本独文学会、クヴェレ会

マルクス研究西欧近代研究 カフカ研究ベンヤミン研究

文学・芸術・哲学・言語のすべて
を研究対象としつつ、カフカ研究ベ
ンヤミン研究を土台とする。カント・
ゲーテ時代と二〇世紀リテラーリッ
シェモデルネとをふたつの焦点とす
るものとしての近代研究を経て、西
欧近代というものそのものの研究と
マルクス全哲学全経済学全理想全社
会思想の研究とが、いまちょうど進
展中である。
研究関連キーワード
文学
芸術
哲学

言語

基盤科学系

峯 拓矢

マルクス・西欧近代

教授

Mine Takuya

所属
学会

日本数学会、International Association of

2005年04月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2018年01月～

京都工芸繊維大学 教授

Mathematical Physics

磁場中の量子力学的スペクトル・散乱理論

20世紀前半に発見された量子力学は、原子核のまわりの電子の運動といった自
然界の極めて小さな範囲で起こる現象を記述する物理理論です。私は、量子力学
の基礎方程式であるシュレディンガー方程式という偏微分方程式の性質を研究し
ています。特に、平面に垂直な電磁的に遮蔽された円筒に閉じ込められた磁場（ア
ハラノフ・ボーム磁場）がかかっているとき、その平面内で円筒の外側を動く電子
を考えた場合、円筒内の磁場が円筒外の電子に観測可能な影響を与える（アハラノ
フ・ボーム効果）ことが知られています。この現象について、磁場の配置を様々な
形に取り換え、そこでの電子のエネルギー準位や散乱振幅（遠方から飛来した電子
がどの方向にどれだけの割合で飛び去るかを表す量）といった量の計算法を研究し
ています。
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基盤科学系

森 隆大

助教

Mori Takahiro

2021年10月～

京都工芸繊維大学 助教

所属
学会

日本数学会

ランダム曲線の交差現象と付随する関数空間の相互解析

ランダムウォークのスケール極限として現れるブラウン運動は確率過程の中で
最も基本的なモデルの一つです。花粉内の微粒子の運動のモデルとして提唱され
てから、物理学に留まらず株価の変動と言った経済学等にも応用されています。
ブラウン運動の性質の一つに軌跡の交差現象があります。これは、複数の独立な
ブラウン運動の軌跡について、1・2次元空間内では何本でも同時に交わる点があ
る一方で、3次元では2本は交わるが3本は同時に交わらず、4次元以上では2本す
ら交わらない、といったもので、ブラウン運動と対応する関数空間=ソボレフ空間
の性質と関係があります。私はこのような関係をディリクレ形式の枠組みから一
般化し、交差現象という確率論的な現象から実解析学的な性質を取り出すことを
目指しています。

基盤科学系

矢ヶ崎 達彦

教授

Yagasaki Tatsuhiko

所属
学会

日本数学会、アメリカ数学会

1986年04月～

筑波大学 数学系 助手

1988年04月～

京都工芸繊維大学 講師

1998年11月～

京都工芸繊維大学 助教授

2007年04月～

京都工芸繊維大学 准教授

2009年04月～

京都工芸繊維大学 教授

微分同相群の作用する関数空間の位相幾何学的研究

微分同相群は多様体の変換全体の成す無限次元の群であり、リーマン計量の空
間など多様体上の様々な関数空間に作用を持つため、多様体の幾何的な研究にお
いて重要な役割を果たしています。この微分同相群は、これまで多様体が有限型
の場合に主に考察され、一般の無限型の場合は、微分同相群が無限次元であるこ
とに加え、無限遠での位相の振る舞いの扱いの難しさにより考察が十分なされて
来ませんでした。このような状況の下で、我々は一般の非コンパクト多様体の微
分同相群の代表的な位相の下での基本的な位相的性質の研究に関して一定の成果
を挙げて来ました。
現在は、この研究の微分同相群が作用する諸空間の位相的研究への応用と関連す
る微分同相群の代数構造の研究を目指しています。
研究分野：数学(幾何学：微分位相幾何学、幾何学的トポロジー、応用トポロジー)
研究課題：微分同相群の群としての有界性・非有界性の研究
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基盤科学系

山下 直之

所属
学会

2015年4月～

中京大学大学院体育学研究科
研究員

Yamashita Naoyuki

2015年4月～

岐阜県スポーツ科学センター
研究員

日本体力医学会、日本体育学会、

2017年3月～

京都工芸繊維大学 助教

助教

日本生気象学会

暑熱環境での体温調節、運動能力変化／熱中症予防対策

夏期の気温上昇やヒートアイランド化が深刻になり熱中症の発生数が増加して
いる。熱中症予防対策は学校、スポーツ活動時、労働、一般家庭などのそれぞれ
の状況に合わせて構築しなければならない。新しい熱中症予防対策の構築を目指
し、夏季でも安全に過ごせるようになることを目的に以下の研究を行っている。
①体温が上昇しやすい環境条件や運動強度の組み合わせを検討する。スポーツ活
動のみならず日常生活での「リスク」を明らかにし、熱中症予防にも応用する
ことを目指す。
②暑さ対策研究として、衣類素材の違いや体温冷却用品などの対策方法を検討す
る。生活や運動場面でも活かせるように、物性の比較のみならず、ヒトにとっ
て効果のある熱中症予防対策方法を研究している。
アスリートの競技力向上に関する研究
ヒトに「暑さ」や「運動」などの負荷をかけた時の生理応答やその応用

基盤科学系

山本 以和子

教授

1997年04月～
2002年04月～

所属
学会

Yamamoto Iwako

2008年04月～

日本高等教育学会、大学教育学会、日本比較教育学会、

2009年09月～
2020年02月～

初年次教育学会、日本教育制度学会、日本テスト学会

信州大学 助手
㈱ベネッセコーポレーション
教育研究所研究員
㈱ベネッセコーポレーション
進研アド高等教育研究センター
部長
京都工芸繊維大学 准教授
京都工芸繊維大学 教授

高大社トランジションの制度、システムおよび人材開発

Society5.0、第4次産業革命と呼ばれる高度先端技術と産業・社会生活の設計
を見通した人材開発のために初等教育からの学びが変化しています。教育内容や
システムが変容する中、社会的レリバンスの高い高等教育と中等教育の接続にお
いてどのような選抜システムが成立し、また選抜含めた教育開発が必要なのかを、
実証データ分析と韓国や米国等をフィールドとした比較教育学的アプローチで研
究を行っています。特に学習に関する知識・スキルはもとより、思考やキャラク
ター、コンピテンシーの形成と発達に伴うタスクや目的達成に着目し、それらの
評価および教育プログラムの開発を目指しています。

研究領域：高大社トランジション、高大接続教育の開発（入学前教育・初年次教育）、韓国大学入試制度、
パーソナリティ特性、アドミッションスペシャリスト人材養成能力開発
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基盤科学系

吉川 順子

准教授

Yoshikawa Junko

2014年03月～

信州大学全学教育機構 講師

2015年09月～

京都工芸繊維大学 准教授

所属
学会

日本フランス語フランス文学会、
日本比較文学会、ジャポニスム学会

等

欧米諸国における日本の伝統芸能の受容

日本とヨーロッパの交流は16世紀に遡り、宣教師の文書によって日本の風土・
歴史・社会構造・文化が伝えられ始めました。19世紀半ばに日本が開国してから
は人や物の往来が活発化し、フランスを始めとした欧米諸国で「ジャポニスム」
という日本趣味の流行及び日本文化に影響を受けた芸術運動が展開されました。
私の研究では、こうした交流のなかで日本の伝統芸能がどのように理解されていっ
たかを、当時の欧文史料や新聞雑誌、文学作品、芸術作品を通して調査しています。
日本文化が伝えられた経路を特定するほか、多様な視点や目的を時代背景や文化
的背景に照らして明らかにすることで、日本文化に対する私たちの従来の見方を
刷新することを目指しています。
欧米諸国におけるいけ花受容と使用された伝書及びその絵図の研究
欧米諸国の文献及び芸術作品におけるいけ花・茶の湯・和歌に関する言説・表象の研究
日欧比較文化をテーマにしたフランス語教材の開発

基盤科学系

芳田 哲也

教授

Yoshida Tetsuya

所属
学会

1985年04月～

日本体育大学 助手

1986年04月～

京都工芸繊維大学 助手

1991年04月～

京都工芸繊維大学 講師

1998年05月～

京都工芸繊維大学 助教授・
准教授

2016年04月～

京都工芸繊維大学 教授

日本体力医学会、日本運動生理学会、日本体育学会、
日本生気象学会、京都滋賀体育学会

夏季における体調管理
（コンディショニング）
に関する研究

近年、地球温暖化に伴い日本各地では夏季に猛暑日（気温35℃以上の日）が頻繁
に観測されています。このような日に屋外で行う作業やスポーツ活動では熱中症
の危険性が高く、労働や運動のパフォーマンスを通常どおりに発揮するためには
適切な体調管理（コンディショニング）が必要です。この研究は、猛暑日にスポー
ツや運動（作業）を実施する方々の適切なコンディショニングについて明らかにす
ることが目的で、日常生活（睡眠・食事等）や労働・運動環境（気温・休憩等）がパ
フォーマンスにどの様に影響を与えているかを調査し、夏季においても屋外で積
極的に運動（作業）できる方々や、パフォーマンスを十分に発揮できるスポーツ選
手を育成することが最終目標です。

自然環境（温・湿度、風、日射）と生体の反応や適応に関する環境生理学研究
身体運動の効率化に関する運動生理学的研究
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未来デザイン・
工 学 機 構

井戸 美里
Ido Misato

2013年01月～

所属
学会

美学会、美術史学会、
Ass o c i a t i o n f o r A s i a n S t u d i e s

2016年01月～
2021年01月～

2008年04月～

准教授

2009年09月～
2011年04月～

東京大学 グローバルCOE特任
研究員
ハーバード・イェンチン研究所
客員研究員
日本学術振興会 特別研究員PD
（東京大学大学院総合文化研究科）
東京大学 東洋文化研究所 特任
助教
京都工芸繊維大学 講師
京都工芸繊維大学 准教授

日本美術に関する空間的研究―大画面やまと絵を中心に

私はこれまで日本の美術、特に中世の絵画を中心に研究してきました。美術作
品の作者や時代の様式について研究する美術史学は西洋で始められ、日本の美術
作品においてもその理論を援用して研究がなされています。一方で、屏風、障子、
掛け幅、絵巻物など東アジアに共通する、西欧の壁掛けの絵画（タブロー）とは異
なる形態を持つこれらの絵画作品は、「美術」という明治期以降に移入された概念
で捉えるには限界があるようにも思われます。こうした大画面の絵画は、それら
が用いられた空間と密接に結びつきながら鑑賞されてきたため、作品の受容され
た場に光を当て、作品の制作背景を明らかにすることが本研究の目的です。社寺
や御所、城郭に描かれた襖や屏風などの障屏画が主な研究対象です。

都市と絵画、和歌と美術、室礼と装飾。

未来デザイン・
工 学 機 構

大田 省一

准教授

Ota Shoichi

所属
学会

日本建築学会、都市史学会、家具道具室内史学会、
東南アジア学会、日本ベトナム研究者会議

1998年04月～

日本学術振興会 海外特別研究員

2001年11月～

東京大学東洋文化研究所 東洋
学研究情報センター 助手

2004年07月～

東京大学生産技術研究所 助手

2009年09月～

イェール大学 客員研究員

2014年02月～

京都工芸繊維大学 准教授

アジアの建築史・都市史研究、植民地都市に関する研究

アジア地域（中国、朝鮮半島、東南アジア）の建築・都市の歴史について研究し
ています。アジア地域の伝統的都城（中国系、インド系）、植民地都市建築などが
主たるテーマです。植民地建築は旧宗主国ごとに異なりますが、特にフランス植
民地のものについての研究が中心です。近年はミャンマーの都市・建築にも調査
研究の対象を広げ、建設時の特色、都市化の中での変遷、保存修復などを対象と
しています。また、現代アジアの地域研究にも携わり、フィールドワークを中心
としたメガシティ研究にも取り組んでいます。また、アジアの伝統建築の比較研
究も行っています。

領域空間の歴史的研究（テロワール研究）
研究概要：農業・漁業の空間について、歴史的景観研究を行っている。特に、台湾茶及び国内各地の茶業地を事
例としている。
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未来デザイン・
工 学 機 構

木内 俊克

2005年05月～

特任准教授

2009年1月～

所属
学会

Kiuchi Toshikatsu

2015年10月～

建築情報学会、建築学会

2021年12月～
2022年04月～

Diller Scofidio + Renfro,
Junior Architect
R&Sie(n) Architects,
Associate Partner
東京大学大学院工学系研究科建
築学専攻 助教
株式会社砂木 代表取締役
京都工芸繊維大学 特任准教授

建築・都市領域におけるコンピュテーショナルデザイン

情報技術を用い、建築意匠設計の可能性を押し広
げる形態生成や形状解析に取り組んでいます。また
既存建築のスキャニングやその解体資材のデータ化、
取り込んだデータの利活用により、技術的な建築資
材の再利用にとどまらず、資材化された建築の記憶
や物語を引き継ぎながら読み替えては、新しい意味
や意匠的な価値を生産する設計を試みています。ま
た、建築・都市領域における人々の意識に変化をも
たらすような、ボトムアップな都市介入や都市デー
タの可視化にも取り組んでいます。

第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建
築展日本館展示 写真：Alberto Strada

コンピュテーショナルデザインによる建築の形態生成・形状解析、
情報技術活用による動的かつネットワーク的な建築の設計／生産／解体／再利用、
人々の意識に変化をもたらすボトムアップな都市介入や都市データの可視化

未来デザイン・
工 学 機 構

スシ・スズキ

所属
学会

Des i g n F a c t o r y G l o b a l N e t w o r k
SUG A R N e t w o r k

准教授

Sushi Suzuki

2006年～ Systems Engineer, Mercedes-Benz
Research and Development North
America, Inc.
2007年～ Executive Director for ME310:
Design Innovation, Stanford
University
2009年～ Co-Founder, Paris Est d.school;
Lecturer, École des ponts
ParisTech
2011年～ Concept Developer, Panasonic R&D
Center Germany
2015年～ 京都工芸繊維大学 特任准教授
2019年～ 京都工芸繊維大学 准教授

デザイン思考による新事業の提案と起業

世界中の開発協力者やステークホルダーと共に製品開発を行うにあたり、デザ
イン思考によって革新的なアイデアを生むための実践方法を研究しています。よ
り良い製品やサービス・新たな会社を始めることに抵抗を持たず、常に前向きに
取り組むイノベーターや学生を育成することに興味があります。また、デザイン
思考に注力した教育に加え、日本と京都における起業家教育に関心を持っており、
停滞した経済を活性化できる強靭な起業のエコシステムを整備することが必要だ
と考えています。人々がイノベーションを起こすための知識や方法を育むために、
大学の教育とは別に、一般企業やスタートアップ企業を対象にしたデザイン思考
ワークショップも継続的に開催しています。
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未来デザイン・
工 学 機 構

津田 和俊

講師

Tsuda Kazutoshi

所属
学会

2008年11月～

大阪大学 特任研究員

2011年04月～

大阪大学 助教

2016年04月～

山口情報芸術センター[YCAM]
専門委員（研究員）

2020年02月～

京都工芸繊維大学 講師

デザイン、ファブ、バイオ：サステイナビリティの実践的研究

オープンデザインやデジタル・ファブリケーション、バイオテクノロジーなど
の技術の急速な進展や民主化を背景に、多様な個人が、これらの技術を扱うため
の知識や実験機器を手元に備え、芸術表現や文化創造、課題解決、工藝制作、ま
たは日常生活へと活用していく動きがはじまっています。本研究室では、デザイ
ナーやアーティスト、研究者、市民とのさまざまな実践を通じて、オープンデザ
インやデジタル・ファブリケーション、バイオテクノロジーがより一層身近な技
術として受容される将来像を描きます。また、これらの技術を取り入れた循環型
社会や自然共生社会の構築や、サステイナビリティの向上に向けたデザインリサー
チの可能性を模索したいと思っています。
サステイナビリティ、サステナブルデザイン、物質循環、資源循環、サーキュラーデザイン、ライフサイクル思
考、オープンデザイン、パーソナル・ファブリケーション、パーソナル・バイオテクノロジー、パーソナル・バ
イオファブリケーション、工藝、民藝

未来デザイン・
工 学 機 構

PARK JAEHYUN

准教授

所属
学会

Association for Information Systems
JASMIN (The Japan Society of Management Information)

2008年09月～2013年12月
Case Western Reserve University,
Instructor,teacher's assistance
2012年08月～2012年12月
Case Western Reserve University,
Co-Instractor
2013年07月～2019年04月
Tokyo Institute of Technology,
Assistant Professor
2019年05月～
京都工芸繊維大学 准教授

Customer-centered Design and Innovaiton

My research interest and contributions are condensed into three
genres – (1) digital innovations (e.g. products, systems, and services);
(2) design thinking, user experience, and entrepreneurship; and (3)
smart works, smart cities, and smart tourism -- in the broader areas of
management, design, and technology research.
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未来デザイン・
工 学 機 構

水野 大二郎

教授

Mizuno Daijiro

所属
学会

日本生活学会、社会デザイン学会

2013年～2015年
京都大学デザインスクール 特任講師
2016年～2019年
慶應義塾大学環境情報学部 准教授
2019年～ 京都工芸繊維大学KYOTO Design Lab
特任教授
2020年～ 慶應義塾大学大学院政策・メディア
研究科 特別招聘教授
2022年～ 京都工芸繊維大学デザイン 教授

持続可能な未来への移行に関する設計理論・手法・実践

広義の環境（社会、人間、人工、情報、自然）の新たな相互作用や循環系実現の
ための新たな人工物（製品、サービス、システムなど）の設計理論や手法の研究及
び実践を研究対象とする。

未来デザイン・
工 学 機 構

KYOTO Design Lab

魚谷 繁礼

Uoya Shigenori

特任教授

2005年01月～

魚谷繁礼建築研究所 代表

2020年04月～

京都工芸繊維大学 特任教授

所属
学会

日本建築学会、都市住宅学会

京都の都市構造の変容と現況に関する調査研究

歴史都市京都の旧市街の都市構造がどのように変容し、現在どのような状況か
についての調査研究を行っています。そしてこれからの京都に相応しいと思われ
る街区モデルと建築モデルについての検討と提案を行っています。

歴史都市の都市プランの起源と変容および現況に関する調査研究、アジアの都市と建築に関する研究
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未来デザイン・
工 学 機 構

KYOTO Design Lab

E r w in Vir ay

教授

2011年04月～
2015年04月～
2016年07月～

2021年10月～

所属
学会

日本建築学会

2022年03月～

京都工芸繊維大学 教授
京都工芸繊維大学 特任教授
シンガポール工科デザイン大学
建築・サスティナブルデザイン
学部長
シンガポール工科デザイン大学
サステナビリティ最高責任者
京都工芸繊維大学 教授

サスティナブル(持続可能)な世界・社会・環境の可能性の研究

今日、サスティナブル（持続可能）な世界へサスティナブル（持続可能）な社会へ
の変換が求められ、既存建築や環境や空間（ストック）の保存・再生・活用、地方
の再生、が重要課題となっている。京都には土蔵・民家・町屋・庭が多く残って
おり、ストック活用という観点から、多大な可能性を秘めている。その活用に向
けて、まずは既存建築や環境やそこでのくらしを、具体的に調査、記録し、再生・
活用を探る研究に取り組んでいる。また、京都から発信する文明や文化を世界へ
との関係性を模索する。 同時に、事例研究を発展させ、建築や環境再生から、自
然素材を用いたサスティナブルな建築や環境やくらしに関する研究、具体的な再
生プロジェクトへの展開を試みている。同時にその試みを実施するには伝統と最
新の技術、デジタルテクノロジーの可能性も探索している。
・食文化と都市形成・メタボリズムの研究
・エイバス３８０機再生•新パヴィリオンの研究
・形成/不形成、AIと建築やサスティナブル(持続可能)デザインの可能性の研究
・ル・コルビュジエ：一日の日常（フランス文化会館、RT＋Q、G８A、ル・コルビュジエ財団）の研究

未来デザイン・
工 学 機 構

ものづくり教育研究センター

所属
学会

日本機械学会、日本材料学会、米国機械学会、

冨田 佳宏

特任教授

Tomita Yoshihiro
日本計算力学連合、日本工学アカデミー

1976年03月～1977年07月
カナダMcMaster大学 応用力学特別研究員
1990年04月～2009年03月
神戸大学 教授
1999年04月～2004年03月
理化学研究所 客員主管研究員
2009年04月～2014年03月
福井工業大学 教授
2014年04月～2020年03月
同志社大学 嘱託研究員
2019年08月～ 京都工芸繊維大学 特任教授

材料応答のモデル化と変形・破壊の予知とその応用

①大ひずみ大変形を伴う材料の熱力学応答モデルの構築と計算固体力学を援
用した熱力学応答の評価法の確立。②各種材料・構造の変形誘起不安定現象のモ
デル化と材料の成形性、高機能化、最適成形プロセス設計並びに安定構造設計へ
の応用。③材料の変形誘起相変態現象のモデル化とそれによる材料の高強度・高
機能化プロセス設計。④高分子材料の階層構造とマルチスケール応答のモデル化
とそれを用いた高強度・高機能ゴム・ポリマーブレンドの設計。⑤生体硬組織の
成長・再構築モデルの構築とその臨床過程の高度化への応用。
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未来デザイン・
工 学 機 構

繊維科学センター

所属
学会

繊維学会、成形加工学会、日本繊維機械学会、

鞠谷 雄士

特任教授

Kikutani Takeshi
国際高分子加工学会、米国繊維学会

1982年～
1991年～
2001年～
2020年～

東京工業大学工学部 助手
東京工業大学工学部 助教授
東京工業大学大学院理工学研究科
教授
東京工業大学物質理工学院
特任教授

2021年10月～
京都工芸繊維大学 特任教授

高速溶融紡糸、複合紡糸、配向結晶化、伸長プロセス

紡糸速度が10,000m/minに達する超高速溶融紡糸過程における紡糸線のネッ
ク状変形を伴う繊維構造の形成機構につき、オンライン計測手法の開発と溶融紡
糸過程の理論解析を通じて定量的に明らかにしている。また、ポリエステル繊維
の高強度化につき溶融紡糸過程の低デボラ数化による絡み合い構造均質化による
繊維の高性能化という高強度・高靭性化の基本指針を示している。さらに複合溶
融紡糸系につき、微細断面構造制御技術に関する研究に加え、紡糸過程中の成分
間の運動力学的相互作用という新たな観点に基づく高次構造形成挙動の制御法に
関する指針を示している。検討対象は、汎用樹脂に加え、バイオ系ポリマー、低
結晶化特性ポリマー、立体規則性制御ポリマー、分岐ポリマー、弾性ポリマーな
ど様々な機能性樹脂に及んでいる。

未来デザイン・
工 学 機 構

繊維科学センター

武内 俊次

特任准教授

Takeuchi Shunji

所属
学会

日本繊維機械学会、日本繊維製品消費科学会

1976年03月～ （株）福原精機製作所
2018年04月～

京都工芸繊維大学繊維科学セン
ター シニア・フェロー

2019年05月～

京都工芸繊維大学繊維科学セン
ター 特任准教授

編機と周辺装置の高性能化と高効率化の基礎研究

衣服はおもに織物とニット（編物）の生地
で作られており、そのニット生地は編機で
生産されています。ファッション性や快適
性を備えた生地が日々開発されていますが、
そのもとになる糸と編み組織の組み合わせ
によっては編機が品質不良生地を生産する
ことがあります。その結果、生地の廃棄や
生産効率低下が問題視されています。そこ
で、編み傷と呼ばれるニット生地の品質不良の原因を突き止め、編み傷を防ぐた
めの編み組織と編機および周辺装置の改良の基礎研究を行っています。
酷暑環境における熱中症対策作業服開発の基礎研究
【研究概要】地球温暖化に伴い増加する熱中症を軽減するための衣服構造や素材要素の基礎研究
持続可能な材料
（繊維・糸）
とテキスタイル製品を直結させるための感性評価の体系化
【研究概要】機能性と快適性を備えた衣服製作のための、繊維の特性から布を設計するシステムの開発
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未来デザイン・
工 学 機 構

新素材イノベーションラボ

BOAZ JESSIE JACKIN 特任准教授

所属
学会

2013年04月～

宇都宮大学オプティクス教育研
究センター 特任研究員

2016年09月～

情報通信研究機構 電磁波研究
所 研究員

2020年04月～

京都工芸工芸繊維大学
特任准教授

The O p t i c a l S o c i e t y ( O S A )

ホログラフィーを用いた光情報処理

Society-5.0では膨大なデータの高速かつ
高精度な情報通信技術が求められている。し
かし、現在私たちが利用できるデバイスでは、
このSociety-5.0の要件を満足させることが
難しい。そこで、この問題を解決する一つの
方法として光を使った情報通信と処理が挙げ
られています。本研究では、新しい高分子材
料とホログラム作製技術を開発し、それを応
用することで高速情報処理（表示、通信、セ
ンシング、計算など）を行っています。

ホログラムプリンタと高分子材料で作製したホロ
グラムデバイスの応用

研究分野：光波シミュレーション、非線形光学
研究課題：フォトリフラクティブポリマーを用いた情報処理、アゾベンゼンポリマーを用いた３Dディスプレイ、
デジタルホログラムプリンティングシステム、光ビームシェイピング
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法人本部

森迫 清貴

学長

Morisako Kiyotaka

所属
学会

日本建築学会、日本鋼構造協会

1979年04月～

京都工芸繊維大学 助手

1991年10月～

京都工芸繊維大学 助教授

2000年05月～

京都工芸繊維大学 教授

2012年04月～

京都工芸繊維大学 理事・副学長

2018年04月～

京都工芸繊維大学 学長

建築構造物の非線形挙動解析と伝統的建築物の構造評価

建築弾塑性骨組の倒壊にいたるまでの大変形挙動を精度良く予測するためには、
材料の履歴則を降伏・除荷点を正確にとらえ、かつ座屈などの臨界挙動を確実に
とらえられなければならない。そのために、有限要素法基礎式を増分摂動法を用
いて構築し、非線形解析法で難題とされる増分刻み幅の自動決定法と整合剛性行
列を形成するための技法を備えた数値解析法を開発した。主として鋼構造骨組を
対象としてきたが、木造軸組構法についても開発に取り組んだ。
また、伝統的京土壁の実験による構造性能評価を行って、京町家や神社仏閣など
の建築文化財の補修・補強に役立つ事項を蓄積し、これらの成果・経験を活かし
て、実践的な活動にも取り組んだ。

法人本部

小野 芳朗

理事・副学長

Ono Yoshiro

1982年04月～

京都大学 助手 講師

1996年04月～

岡山大学 助教授 教授

2006年04月～

情報・システム研究機構統計数
理研究所 客員教授

所属
学会

2008年10月～

京都工芸繊維大学 教授

都 市 計 画 学 会 、日 本 水 環 境 学 会 、日 本 建 築 学 会 、

2015年04月～

同副学長

造園学会、建築史学会、都市史学会

2018年07月～

同理事・副学長

都市・風景の近代化メカニズム

都市の水系に着目した形成メカニズムの解明が水利権を通して研究される。ま
た市場など食材や水を介した都市生成の研究は都市政策的課題となる。都市のボー
ダーの再定義も中世から近世、近代と形を変えて行く都市の自律的他律的動態を
明らかにできる。また庭園や、公園、街路樹など風景の定義のメカニズムは現出
する景観の生成の意図がどのように現れ、変えられていくのかが理解できる。こ
れらは、近代とは何かという都市史的な解答を得ることで、次の世代への都市生
成の準備をなすものである。
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法人本部

吉本 昌広

理事・副学長

Yoshimoto Masahiro

所属
学会

応用物理学会(フェロー)、電子通信情報学会、
I E E E ( 米 国 電 気 電 子 学 会 ）、 電 気 学 会 等

1988年04月～

京都大学 助手 講師

1997年03月～

京都工芸繊維大学 助教授

2004年04月～

京都工芸繊維大学 教授

2015年04月～

京都工芸繊維大学 副学長

2018年04月～

京都工芸繊維大学 理事・副学長

ビスマス含有Ⅲ－Ⅴ族半金属半導体の創製とデバイス応用

Ⅲ-V族半導体や、非晶質半導体、シリコン、プラズマ・光プロセス、発光現象
などを対象に、やりたい研究、やるべき研究、稼ぐ研究の区別を意識しながら幅
広く研究に取り組んできました。やりたい研究として、ビスマス含有Ⅲ-V族半金
属半導体の創製を手掛け、この半導体で世界初のレーザ発振を実現しました。サ
イバー空間を成り立たせているシリコンは、産業上はもちろん、工学教育の面か
らも、やるべき研究の対象です。シリコンの過渡的電気特性や発光特性をもとに、
集積回路などの性能に大きく影響する結晶欠陥の分析を進め、産業界にささやか
な寄与をしています。半導体を作り、加工し、デバイスに仕上げ、特性を分析す
ることで得られた知見と経験を活かして共同研究を進め、稼ぐ研究として研究設
備・環境を改善してきました。
このほか、放熱性能を高めたシリコン複合貼り合わせ基板や、リモートプラズマCVDによる低損傷絶縁膜堆積法、
極低温サブミクロン解像度発光顕微鏡などを提案し研究開発してきました。最近はモット転移型ニューロモル
フィック半導体の研究に関与しています。
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青木隆史
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