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美的設計方法論への熱意
牧田和久

　賀状の交換が途絶えてから数年たちますが，体調を崩され療

養のため引っ越しをされたと風の便りで伺っておりました．こ

の度，御家族様から学会にお知らせがあり，昨年の6月に御逝

去された旨をお伺いして大変驚いているところです．

　高梨隆雄先生は昭和9年千葉県にお生まれになり，昭和31

年早稲田大学理工学部機械工学科を卒業されて，桑沢デザイン

研究所リビングデザイン科に入学されています．昭和35年の

修了後に，ソニー株式会社デザイン室にお勤めになられ，PP

センター総括課長を経て，昭和55年には，福島県立会津短期

大学デザイン科（現会津大学短期大学部）の新設に伴い教授に

就任し，教育の分野に転向されました．

　私と先生の出会いは，ここでの出会いとなります．先生の着

任後の翌年に私が着任してお会いすることとなりました．当時

は新設学科のため落ち着く暇もないまま慌ただしく動いていた

ものですが，それに加えて学会の第28回会津大会を引き受け

ていたため極めて多忙な毎日でした．学会事務局であった千葉

大学の鈴木邁先生や宮崎清先生など多くの先生方のお力添えを

いただきながら，先生は，実質的な委員長として大会の統括を

されました．当時の会員数はまだ少なく800名を超えて間もな

いころではなかったかと記憶しておりますが，多くの参加を得

て成功裏に終了できたこと，懇親会が盛り上がったことなどで

実行委員一同が安堵し，充実感と満足感を十分に味わうことが

できたのが一番の思い出です．

　その後，先生は昭和63年に東京工芸大学工学部教授として

移られて以来，平成15年の定年退官までご勤務されています．

退職後は名誉教授の称号を授与されるとともに，非常勤講師と

して平成18年度までご勤務されました．その間，大学院教授

の併任や芸術学部の準備・開設に携わり，開設後の芸術学部教

授，大学院芸術学研究科教授併任，デザイン学科主任などを歴

任されておられます．

　ソニー時代には，ソニーの製品における一連のデザイン活動

に対して毎日産業デザイン賞（昭和39年）を受賞し，ビデオ

カセットでは発明協会全国発明表彰発明賞（昭和51年），顕微

鏡では通産省選定グッドデザイン商品中小企業庁長官特別賞

（昭和60年）を受賞するなど多くの功績を残されました．

　また研究活動では，本学会では勿論のこと，感性工学会，日

本機械学会，精密工学会などで光弾性現象による形態デザイン

設計やレオナルド手稿における設計方法など，デザイナーの立

場から美しさを求める「美的設計」を課題とし，「共通感覚に

基づく美的設計評価法」を含む設計の方法論を展開しています．

そこでは，製品の商品化設計において，形態設計の美的特性が，

その品質に対して機能することがなければ，未熟な技術による

設計と同じであるとして，新しい設計方法論を展開してきたと

いえます．

　人に優しい感性の時代といわれて久しいですが，先生が提示

されてきた美的設計方法論について，感性に基づく感性的設計

方法からの設計美学や美的設計方法論として，美的形態を如何

に発想するかは，私たち後進に課せられた課題であろうと考え

ております．高梨隆雄先生のご冥福を心よりお祈り申し上げま

す．
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献本御礼

◆寄贈図書

ロバストデザイン，松岡由幸・加藤建郎 共著，2013，森北出

版株式会社

◆機関誌

KUMAGAI UPDATE, 70, 2013

TAMABI News61, 2013, 多摩美術大学

デザイン理論 , vol.61, 2012, 意匠学会

会告

第 29回ファジィシステムシンポジウム大阪

ファジィ・ルネサンスにむけて

◆ 主催： 日本知能情報ファジィ学会 (SOFT)

◆ 共催： 国際ファジィシステム学会 (IFSA)

◆ 会場： 大阪国際大学枚方キャンパス

◆ 会期： 2013年 9月 9日 (月 )，10日 (火 )，11日 (水 )

◆プログラム：一般講演，企画セッション講演，イブニング・

ポスター・デモセッション基調講演，特別講演，その他

◆ スケジュール：

2013年 4月 29日 (月 )：講演申込締切

2013年 7月 1日 (月 )：講演原稿送付締切

2013年 7月 31日 (水 )：事前参加申込締切

催し物

フランシス・ベーコン展

◆会期：2013年 3月 8日（金）～ 5月 26日（日）

◆会場：東京国立近代美術館

◆開館時間：午前 10時～午後 5時（金曜日は午後 8時まで）．

入館は閉館の 30分前まで．

◆休館日：月曜日（ただし 3/25，4/1，4/8，4/29，5/6は開

館），5/7

◆主催：東京国立近代美術館，日本経済新聞社

◆後援：ブリティッシュ・カウンシル，アイルランド大使館

◆協賛：新日本有限責任監査法人，損保ジャパン，大伸社，ト

ヨタ自動車，UBSグループ

◆協力：日本貨物航空，日本航空，フランシス・ベーコン・エ

ステート

第60回春季研究発表大会会告

第60回春季研究発表大会を，下記要領にて開催することとな

りましたので，ご案内申し上げます．

多数の会員の皆様のご参加，ご発表をお待ちしております．

日程：2013年6月21日（金）～23日（日）

会場：筑波大学　大学会館，５C棟（授業棟）（茨城県つくば市）

主要日程：

発表申し込み期間　　　　3月1日～4月15日

概要集原稿の投稿期間　　3月1日～4月15日

参加申し込み期間　　　　5月1日～5月30日

幹事校Webサイト：

http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/~jssd60th/

論文審査委員会

日頃はデザイン学研究へご投稿いただきまして心より御礼申し

上げます。

次年度の 4月 1日からはデザイン学研究に係る論文投稿審査

システムが完全に電子化されます。投稿時にお願いいたしてお

りました審査通信費（切手）のご提出の必要もなくなりますの

で，ますますの活発なご投稿をお願い致します。論文審査委員

会から，昨年度から今年度にかけてデザイン学研究に投稿され

た論文に対する 3月 24日現在の論文審査状況をお知らせいた

します。

2011年 4月 1日から 2013年 3月 24日までの

投稿件数と採択状況

投稿件数

　2011年度 120本

　2012年度 118本（そのうち電子システムによる投稿は 18本）

　　　　　　

　計　　　  238本

採択状況

　11年度に投稿された論文：論文 38 報告 20 論説 6 却下 27

　12年度に投稿された論文：論文 24 報告 7 論説 11 却下 11

　（そのうち電子システムでは論文 1本、却下 2本）

以上です。これからもどうぞよろしくお願い致します。
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住所不明で戻ってくる郵便物が

増えております．

住所変更は確実にお願いします．

届出は文書にてお願いします．

転居される方は， FAX または

綴じ込みの「入会届け」に

朱書きで「変更届」と書き添えて， 

事務局までご連絡下さい．

ホームページ 

http://jssd.jp/files/change_regular.pd にも

様式が掲載されておりますので

ご利用ください．

退会等の届出も必ず文書にて

お願いします．  本部事務局

住
所
変
更
は
お
済
み
で
す
か
？

貴婦人と一角獣展

◆会期：2013年 4月 24日（水）～ 7月 15日（月・祝）

◆会場：東京都国立博物館 平成館

◆開館時間：午前 10時～午後 6時　金曜日は午後 8時まで．

入館は閉館の 30分前まで．

◆休館日：毎週火曜日（ただし 4月 30日（火）は開館）

◆主催：国立新美術館，フランス国立クリュニー中世美術館，

NHK，NHKプロモーション，朝日新聞社

◆後援：外務省，フランス大使館

◆協賛：凸版印刷，日本興亜損害保険，三井物産

◆協力：エールフランス航空

大神社展

◆会期：2013年 4月 9日（火）～ 6月 2日（日）

◆会場：東京都国立博物館 平成館

◆開館時間：午前 9時 30分 ～ 午後 5時　金曜日は午後 8時

まで．土・日・祝・休日は午後 6時まで開館．入館は閉館の

30分前まで．

◆休館日：月曜日　※ただし 4月 29日 (月・祝 )，5月 6日 (月・

休 )は開館，5月 7日 (火 )は休館

◆主催：東京国立博物館，NHK，NHKプロモーション

◆特別協力：神社本庁

◆協力：千年の森フォーラム

◆協賛：あいおいニッセイ同和損保，大日本印刷，トヨタ自動

車，三菱商事

中村好文展　

小屋においでよ！

◆会期：2013年 4月 17日（水）～ 6月 22日（土）

◆会場：TOTOギャラリー・間（東京都港区南青山 1-24-3 

TOTO乃木坂ビル 3F）

◆開館時間：11:00～ 18:00（金曜日は 19:00まで）入場無料

◆休館日：日曜日・月曜日・祝日

◆講演会：2013年 4月 25日（木）18:30～　事前申し込み制

　会場：建築会館ホール（東京都港区芝 5-26-20）
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会員の移動

◆平成24年度第七回理事会承認　2013.02.16

正会員　13名（内外国人2名）

岩嵜　博論 奥村　和則

川尻　一裕 佐藤　和子

関口　敦仁 谷田　真

西岡　仁也 西中川　京

堀江　武史 松田　典子

和田　功 MING-YING YANG

林　芳穂

学生会員1名

村越　淳

退会

正会員　14名　

家入　慎一郎 伊藤　美輝

熊谷　武洋　 小西　均

匂坂　哲次 菅原　由佳

田中　俊行 中島　麻美

中野　恭子 中山　修一

二見　直弘 八代　美智子

吉崎　えり 渡辺　有子

学生会員10名

赤羽　俊平 大橋　基史

柿沼　佐代子 勝谷　祐太

杉浦　文哉 鈴木　寛之

田中　翔子 吉田　和宏

吉成　大典 亀井　隆昭

訃報

林　治雄

◆平成24年度第八回理事会承認　2013.03.16

新入会　正会員9名

五十嵐　哲也 大里　浩二

酒井　祐輔 髙岡　健吾

鶴見　慎吾 長倉　俊明

野村　綾菜 牧野　加奈

森下　慎也

学生会員　6名（内外国人3名）

石田　桃子 蝦名　奏子

杉山　夏実 廖　繼盟

盛　穎魁 郭　暁蘇

退会

正会員　23名（内外国人2名）

荒井　利春 岩本　忠雄

江川　澄子 片山　成

斉藤　浩二 斎藤　共永

佐藤　省三 杉山　直樹

薄　靖彦 鈴木　敦也

竹原　裕 谷口　元

鶴野　俊哉 永崎　明子

東島　真弓 松浦　曻

峰晴　亨 三宅　弘文

八木　宏章 山口　繁雄

渡辺　仙一郎 陳　芳如

PORNRAWEE NAKPIRAT

学生会員2名

江原　琴音 深田　雅子
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