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　「変化できないものは生き残れな

い」、ダーウィンの残した言葉です

が、環境理工学創造専攻の原点を

示すものです。本専攻は、15年前

に多岐にわたる研究分野の教員が

集まり、当時、深刻になっていた

自然界での大気、水、地盤を対象

にした環境問題において戦略的解

決をめざし、それぞれの立場から

の多元的な環境学の創成を前提に

スタートし、環境を総合的に理解

することができる研究者や技術者

を育成してきました。これまで地

球・領域・地域の様々な規模での

環境問題の解決を順調に進める基

盤が築けたと自負します。しかし、

2011年 3月東日本大地震なる激甚

災害が発生し、原子力への取り組

みの緊急性、地球環境への対策後

退など、いま、私たちの置かれた

立ち位置をさらに考える時期に来

ています。環境学では、一つの問

題に対して単一的な技術の対応は

無意味で、減災なども含めたグロー

バルな視点が欠かせず、解決には、

協調性および社会的なコンセンサ

スが求められます。不都合な物質

の汚染の広がりに国境はなく、複

数の国家間での環境問題への対応

が不可欠です。また一方、わが国

の進んだ環境技術を基にした海外

ビジネス展開や国際貢献も積極的

に進められています。最近では、留

学生を含めて国際的な視野を持っ

た学生の採用を積極的に考える企

業も増えています。
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環境理工学創造専攻の研究分野

　

　このような社会環境の変化に答

えるために、本専攻の教育研究で

も「環境」と「国際」を重要な要

素とし、国際的に活躍できる環境

専門家の育成を重要な柱と位置付

けました。実際、本専攻の学生の

約 1/3は外国人留学生で、多くは博

士課程に進学します。彼らは各国

からの代表として自覚し、日本の進

んだ環境解析技術や環境保全技術

を学んで自国の環境問題の払しょ

くに貢献するとともに、健全・健

康な発展を目指しています。また、

日本人の博士課程学生も同様の技

術を修得し、環境専門家としてボー

ダレスな環境問題の解決にチャレ

ンジしようとしています。

　こうした研究教育を具体的に実

現するために、本専攻では外国人

留学生と日本人学生の交流と協同

を基軸として、「環境」と「国際」

のセンスを養う新たな教育課程を

2012年から開始しました。英語で

の講義を充実させ、学生諸君にも

英語でのグループ討議・発表の機

会を与え、海外での環境問題の調

査研究なども積極的に進めました。

とくに、外国の環境問題の解決に

は、技術的な論点だけでなく、現

地の社会・文化的な背景も十分に

理解しておくことが重要であると

考え、本専攻では、学生の受け入

れにあたり理系・文系の区別をなく

し、外国人留学生も含めて出身の

異なる学生の交流の中から複合的

才能を有する人材を輩出すること

も新たな目標としています。なお、

従来の技術的専門性についても、

これまで同様、高度な維持を実現

します。本専攻の教員は、種々の

専門を含んだ基幹講座と研究所お

よび留学生センター兼任の協力講

座に加えて、国際協力機構（JICA）、

国立環境研究所、国土技術総合政

策研究所、電力中央研究所などの

学外連携機関からの幅広い研究分

野の教員で構成され、さらに、複

数教員の指導を原則としています。

これによって、技術的専門性の修

得は効果的に行われ、修士・博士

論文のテーマについても、学生の

出身分野および将来の希望職種に

合わせて分野横断的に多様な設定

が可能となります。
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環境理工学創造専攻　講義科目（抜粋）

特色1 　クォーター制による講義の柔軟な選択性

　環境理工学創造専攻では、1年間を4学期に分け、多くの講義が1学期（2ヵ月半程度）で行われます。留学や就職

活動など各自の状況にあわせて、柔軟に講義を選択、受講することができます。

特色2 　英語による講義

　講義科目のほぼ全てが英語で行われます（一部で日本語の講義もあります）。普段の講義を英語で受講しますので、

英語力が身に着きやすくなります。日本語での説明も交えますので、英語が分からないゆえに講義が理解できない

ことはありません。

特色3 　コミュニケーション力の涵養、基礎を踏まえて専門科目へ

　環境理工学創造専攻の講義科目は、社会環境コミュニケーション、理工系基礎、専門科目の大きく3つの科目群

と講究等からなります。理工系基礎では、他分野から進学した学生のために研究に必要な数学などを基礎から学ぶ

ことができます。引き続き専門科目を受講することで、各自の研究分野に併せてより専門的な内容を学べます。社

会環境コミュニケーションでは、様々な環境問題を題材に、留学生を交えて英語コミュニケーション力とプレゼン

テーション能力を引き上げることを狙います。国際環境事例研究は、海外の大学等で環境問題を学び、研究・フィー

ルドワークを行うショートビジットプログラムです（次ページを参照）。下表にその一部を掲載しました。

科目群 科目名

社会環境
コミュニケー
ション

社会環境コミュニケーション I

社会環境コミュニケーション II

国際環境事例研究

理工系基礎
環境応用数学 I・II

環境応用科学 I・II

専門科目

大気環境保全技術

都市環境工学

開水路の水理

流域管理のための水文学

地盤探査学

環境乱流力学

科目群 科目名

専門科目

環境アセスメント

環境制御技術とデザイン

地球化学概説

プロセスのダイナミクスと制御

環境モデリング

建築・耐火構造特論

耐震極限設計

建築弾塑性学

講究等

環境理工学講究

環境研究特別講究（博士一貫コース）

環境理工学創造専攻インターンシップ
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環境理工学創造専攻

　本専攻の教育目標「環境問題解決のための深い洞察力と具

体的な環境政策立案能力を併せ持ち、国際社会で活躍できる

総合的環境専門家の養成」に向けて、本専攻では全学生に1

週間～ 3ヵ月程度、海外の大学等で環境問題を学び、研究・

フィールドワークを行うショートビジットプログラムを提

供しています（講義名「国際環境事例研究」）。日本学生支援

機構（JASSO）等の支援を受け、2011年度には23名、2012

年度には46名の学生が海外の大学に派遣され、本専攻教員

と連携した派遣先大学教員の指導のもと、各国の環境問題の

実情を学ぶと共に、研究や実験、文化交流などを行いました。

2012年度の派遣先はイギリス、スウェーデン、イタリア、

ドイツ、スイス、トルコ、中国、韓国、シンガポール、タイ、

カンボジア、フィリピン、インドネシア、オーストラリアで

した。帰国後は、プログラム参加者の合同発表会が開催され、

審査の上、単位が付与されました。また、派遣先の大学から

留学生を受け入れるショートステイプログラムも並行して

行われています。2012年度では13名の学生が本専攻に1～

3ヵ月留学し、双方向の教育・研究交流がなされました。

■参加学生の声

　国際化する世界的潮流の中で、工学的な知見と共に国際理

解が重要になると考え、研究と並行して国際性豊かな環境が

ある本専攻に進学しました。本専攻では、留学生との議論す

る機会が多くあり、国際会議への参加に対しても活発である

ので充実した国際経験が積める環境にあります。その中でも

ショートビジットプログラムの体験は、自分自身の考えを変

えるきっかけになりました。私はタイで大学のパイロットス

ケール装置を利用して研究活動を行いました。その際、実験

スケジュールの必要性や現地文化の理解など日本で実験し

ていた際より計画を緻密にし、行動しなければなりません。

今振り返れば、自分を成長させてくれるチャンスそのもので

あったと考えています。本専攻のカリキュラムは国際的感覚

を学びつつ研究活動を行うことで、社会で必要とされる力が

身につくものだと思います。多くの挑戦をしたい皆さん、最

高の挑戦のフィールドが広がっています。（2012年度修士課

程修了生　小林真隆）

海外の大学等での教育研究機会を全学生に提供

海外へのショートビジット・プログラム

英国リバプール大学で受入れ教員と談笑する本専攻学生達（両端）

中国の南京大学の学生と太湖で現地観測する本専攻学生（中央）

タイのチェンマイ大学での実験後に現地学生達と打ち上げをする本専攻
学生（左端から三人目）
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本専攻入学者の出身大学（抜粋）

国公立

北海道大学、東北大学、長岡技術科学大学、茨城大学、筑波大学、宇都宮大学、群馬大学、埼玉大学、千葉大学、東京大学、東京
工業大学、御茶の水女子大学、電気通信大学、東京農工大学、東京学芸大学、首都大学東京、横浜国立大学、横浜市立大学、新潟
大学、富山大学、金沢大学、福井大学、信州大学、静岡大学、豊橋技術科学大学、名古屋大学、岐阜大学、京都大学、大阪府立大学、
神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、長崎大学、熊本大学、大分大学、琉球大学、高等専門学校専攻科（八戸高専、明石高専、
有明高専など）など

私立

慶応大学、早稲田大学、国際基督教大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、青山学院大学、明治大学、法政大学、工学院大学、
芝浦工業大学、東京都市大学、立教大学、成蹊大学、日本女子大学、日本大学、立命館大学、同志社大学、専修大学、福岡大学など

海外

清華大学、浙江大学、上海交通大学、同済大学、南京大学、大連理工大学、華東師範大学、華東理工大学、中国海洋大学、南開大学、
中国石油大学、ソウル市立大学、朝鮮大学、ホーチミン工科大学、カセサート大学、チュラロンコン大学、バンドン工科大学、イ
ンドネシア大学、ガジャマダ工科大学、ダマスカス大学、ワシントン州立大学、グアナフアト州立大学、モスクワ大学、ホウアリ・
ブーメディエン科学技術大学、ブカレスト建設大学、モラトゥア大学など

本専攻修了者の主な就職先

官公庁・自治体等 　　 環境省、国土交通省、農林水産省、防衛省、特許庁、国際協力機構（JICA）、東京都、神奈川県、千葉県、群
馬県、埼玉県、静岡県、長崎県、青森県、横浜市、川崎市、府中市、青年海外協力隊など

研究・教育機関 　　 東京工業大学、東京大学、大阪大学、秋田県立大学、滋賀県立大学、兵庫県立大学、東洋大学、宮城大学、
日本大学、芝浦工業大学、東京都市大学、関東学院大学、麗澤大学、福岡教育大学、韓国機械研究院（KIMM）、
バンドン工科大学、グアナフアト州立大学、フィリピン国立大学、新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、国立環境研究所、防災科学研究所など

建設・設計 　　 鹿島建設、大成建設、竹中工務店、大林組、長谷川工務店、日研設計、戸田建設、東急建設、久米設計、
森ビルなど

鉱工業・製造業 　　 トヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、マツダ、パナソニック、三菱電機、キヤノン、ソニー、東
芝、NEC、日立製作所、シャープ、富士通、IHI、三菱重工業、川崎重工業、荏原製作所、太平洋セメント、
新日鉄住友金属、DOWAホールディングス、三共立山、八千代エンジニアリング、日揮プラントソリュー
ション、中外炉工業、日本住宅など

製造業・サービス業 　　 旭化成、富士フィルム、東レ、小林製薬、アサヒビール、サントリー、ブリヂストン、ハウス食品、大
日本印刷、日本製紙、リクシル、東日本旅客鉄道、NEXCO中日本など

商社・金融業 　　 伊藤忠商事、住友商事、丸紅、三井住友銀行、ゴールドマンサックス証券、チェースマンハッタン銀行など

コンサルタント・
アウトソーシング

　　 三菱総合研究所、富士総合研究所、日本総合研究所、大和総研、トーマツコンサルタント、パソナ、オ
オバなど

電気・ガス 　　東京電力、中部電力、東京ガス、昭和シェル石油など

製造業：鉄鋼・非鉄・機械など

製造業：化学・食料など
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環境理工学創造専攻

環
境
研
究
特
別
講
究
制
度
（
博
士
一
貫
コ
ー
ス
）
を
活
用
す
れ
ば

短
期
間
で
学
位
が
取
得
で
き
、
就
職
に
も
有
利

　博士課程（正式名称は博士後期課程）というと敷居が高く、将来に不安を

持つ人が少なくありませんが、本専攻では、博士課程の教育に力を入れてお

り、支援制度を設けることにより、既に多くの博士号取得者が国内外で活躍

しています。

　

　博士課程の就学を支援する具体策として、以下の2つの制度があります。

　

1．学費支援制度（TRA制度）による授業料の実質無料化

　本学では、「学費支援制度（TRA制度）」を設けて、博士後期課程の授

業料の実質無料化をはかっています。この制度は、博士課程に入学した

人に対して、リサーチアシスタント（RA）やティーチングアシスタント

（TA）として研究・教育支援業務を行ったことへの対価を支払うもので

す。この制度により、授業料は実質的に無料になっています。

　

2．環境研究特別講究による短期修了プログラム

　本専攻では、「環境研究特別講究」という修士課程と博士課程の一貫

コースを設けて、修士課程を1.5年、博士課程を2.5年で修了し、計4年

（通常は5年）で博士号を取得できるようにしました。このプログラムで

は、修士課程から研究に専念でき、指導教員からほぼマンツーマンで濃

密な指導を受けることができます。また、短期で修了できれば、早い時

期から就職活動に着手でき、若くして研究者として自立することが可能

になります。

　修士課程で就職する人の多くは、昨今の就職活動の早期実施と長期化によ

り、修士1年の後期から大幅な時間がとられ、研究に本格的に取り組む時期

が遅くなっているのが実状です。その結果、修士論文の研究に費やす時間が

ほとんど取れず、十分なトレーニングを積むことなく社会に出ていく人も少

なくありません。

　博士課程へ進学すれば、研究に費やすことができる十分な時間を確保する

ことができ、また支援制度を活用することにより、大きな費用負担なく、か

つ短期間で、専門的能力と幅広い見識を備えた環境専門家として成長するこ

とができます。このプログラムにより、若くして研究者になった修了生が既

にいますが、今後は、国際社会で活躍する国際的環境リーダーが育っていく

ことが期待されます。
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　私は、学部で物理学を専攻していたこともあり、政策形成における科学の

応用に強い関心を持っていました。とりわけ、環境分野ではステークホルダ

間で対立が生じる場合が多く、科学的な合理性が重要になると考え、理工学

のツールを用いて研究が可能な本専攻に進学を決めました。

　入学後は、本専攻の豊かな国際性と様々な研究支援の中で充実した学生生

活を送ることができました。研究室での留学生との議論や国際会議への参加

は、本専攻の学生にとって日常的なことであり、これらを通じて日々変化す

る環境政策の国際的な感覚を身につけることができます。また、私は米国で

現地調査を行っていたので、必要な渡航費などを支援してもらえたことはと

ても助かりました。さらに、研究環境で特筆すべきは、本専攻が採用してい

る短縮修了の制度です。この制度では、研究成果に応じて通常よりも短い期

間で学位を取得できます。私の場合は、比較的早く研究が軌道に乗ったため、

通常5年かかる博士の学位を3年9カ月で取得することができました。私に

とってこの制度は、積極的に研究発表を行うインセンティブになりましたし、

短縮修了の実績は学位取得後の就職でも大きな武器となりました。

　環境分野において世界のトップランナーを目指す皆さんにとって、最高の

挑戦がここにあります。

2006年03月 東京理科大学理学部　卒業
2006年04月 東京工業大学大学院総合理工学研究科
 環境理工学創造専攻　修士課程入学
2007年09月 同専攻　修士課程　修了
2009年12月 同専攻　博士後期課程修了
 （博士一貫コースによる短期修了）
 博士（工学）取得
2010年01月  東京工業大学　学術振興会特別研究員

（PD）
2010年04月 滋賀県立大学環境科学部　助教
2013年04月 東邦大学理学部　講師
 ～現在に至る

環境政策のフロンティアへ、理工学が挑戦を続ける現場です。
博士一貫コース修了生
からのメッセージ柴田 裕希さん

東邦大学　理学部　講師

環
境
研
究
特
別
講
究
（
博
士
一
貫
コ
ー
ス
）
で

活
躍
の
場
が
拡
が
る
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東京工業大学大学院　総合理工学研究科

環境理工学創造専攻

講
座

教員名
研究室案内掲載頁

教員室（電話番号）
e-mail アドレス

研究内容
所属

基
幹
講
座

教　授　石川　忠晴
P10

G5-201（045-924-5504）
riversky@depe.titech.ac.jp

環境水理学、湖沼・河川の流れと環境、汽水域の成層流と
環境、流域環境の評価と計画

准教授　中村　恭志
P11

G5-204（045-924-5548）
tnakamur@depe.titech.ac.jp

数値環境水理学、コンピュータシミュレーションによる湖
沼・河川における流れと環境現象の把握、高精度シミュレー
ションモデルの開発

准教授　木内　　豪
P12

G5-206（045-924-5524）
kinouchi@depe.titech.ac.jp

水文学、流域・都市の水・物質循環と環境管理、アジアの
流域水管理、氷河後退と水資源評価

教　授　吉川　邦夫
P13

G5-301（045-924-5507）
yoshikawa.k.aa@m.titech.ac.jp

低環境負荷廃棄物燃焼・資源化、高効率エネルギー変換、
大気環境工学

准教授　高橋　史武
P14

G5-303（045-924-5585）
takahashi.f.af@m.titech.ac.jp

付加価値創造型の廃棄物リサイクル、環境リスク評価、廃
棄物リサイクルの社会心理学、超臨界流体化学

准教授　時松　宏治
P15

G5-605（045-924-5585）
toki.titech@gmail.com

エネルギー技術、資源需給、環境影響、経済評価、持続可
能な発展

教　授　山中　浩明
P16

G5-503（045-924-5513）
yamanaka@depe.titech.ac.jp

地盤探査工学、応用地震学、地震工学、地盤振動、弾性波
動シミュレーション

准教授　豊田　　栄
P17

G1-914（045-924-5559）
toyoda.s.aa@m.titech.ac.jp

環境地球化学、環境物質循環解析、微量成分の分析化学

教　授　田村　哲郎
P18

G5-401（045-924-5505）
tamura@depe.titech.ac.jp

環境乱流力学、大気拡散即時予測と避難誘導、台風・突風
リスクアセス、構造物空力制御・制振、再生エネルギー適
合評価、都市乱流モデリング、複雑・複合乱流の数理

准教授　浅輪　貴史
P19

G5-408（045-924-5552）
asawa.t.aa@m.titech.ac.jp

都市・建築環境工学、ヒートアイランド、熱環境シミュレー
ション、都市緑化、住環境評価

教　授　村山　武彦
P20

G5-307（045-924-5550）
murayama.t.ac@m.titech.ac.jp

環境政策・計画、リスク評価と管理、環境・リスクコミュ
ニケーション、環境アセスメント、政策対話、社会的意思
決定

准教授　錦澤　滋雄
P21

G5-304（045-924-5540）
nishikizawa.s.ab@m.titech.ac.jp

環境アセスメント、市民参加、合意形成 , 会議手法、参加型
計画づくり、ファシリテーション

協
力
講
座

教　授　竹下　健二
P22

大岡山　北 1-403
（03-5734-3845）

takeshita.k.ab@m.titech.ac.jp

核廃棄物処理、資源リサイクル技術開発、化学システム評
価ツール開発 

原子炉工学研究所

准教授　加藤　之貴
P23

大岡山　北 1-302
（03-5734-2967）

yukitaka@nr.titech.ac.jp

エネルギー貯蔵・変換・利用、ケミカルヒートポンプ、炭素
循環システム、原子力エネルギーシステム、水素エネルギー

原子炉工学研究所

教　授　坂田　弘安
P24

R3-606（045-924-5384）
sakata.h.aa@m.titech.ac.jp

損傷制御構造、コンクリート系構造物、木質系構造物、力
学的挙動の解明

建築物理研究センター（応用セラミックス研究所）

環境理工学創造専攻の教員、研究分野および講座
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Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering
Tokyo Institute of Technology

Department of Environmental Science and Technology

協
力
講
座

教　授　河野　　進
P25

J1-901（045-924-5384）
kono@serc.titech.ac.jp

建物構造、耐震性能評価、鉄筋コンクリート構造、プレストレ
ストコンクリート、損傷制御型設計、耐震改修、高性能材料

建築物理研究センター（応用セラミックス研究所）

准教授　山田　　哲
P26

J2-704（045-924-5330）
naniwa@serc.titech.ac.jp

鋼構造建築、耐震工学、金属系構造材料、動的解析、動的
実験

建築物理研究センター（応用セラッミクス研究所）

准教授　篠原　保二
P27

G5-604（045-924-5326）
yshinoha@serc.titech.ac.jp

建築構造材料、コンクリート構造物の耐久性と耐震性

建築物理研究センター（応用セラッミクス研究所）

教　授　上田　　宏
P28

R1-614（045-924-5248）
ueda@res.titech.ac.jp

タンパク質工学，バイオセンシング，生物発光，ケミカル
バイオロジー

資源化学研究所

准教授　関　　宏也
P29

R1-616（045-924-5258）
hseki@pse.res.titech.ac.jp

 化学プロセスシステム工学、プロセス制御

資源化学研究所

准教授　佐藤由利子
P30

大岡山　W1-206
（03-5734-3524）

yusato@ryu.titech.ac.jp

政策評価、開発経済、国際協力

留学生センター

併
任

教　授　吉田　尚弘
P31

G1-214（045-924-5506）
yoshida.n.aa@m.titech.ac.jp

グローバルからミクロな環境における物質循環の解析、同位体
およびアイソトポマーによる環境物質の起源推定、地球科学

総合理工学研究科　化学環境学専攻

連
携
講
座

連携教授　加茂　　徹
P32

窓口になる研究室　吉川研
tohru-kamo@aist.go.jp

リサイクル工学

産業技術総合研究所

連携教授　海江田秀志
P33

窓口になる研究室　山中研
kaieda@criepi.denken.or.jp

地熱工学、物理探査学、微小地震学、地球物理学

電力中央研究所

連携教授　井上　徹教
P34

窓口になる研究室　石川研
inoue-t@ipc.pari.go.jp

環境水理学

港湾航空技術研究所

連携教授　日向　博文
P35

窓口になる研究室　木内研
hinata-h92y2@ysk.nilim.go.jp

沿岸海洋学、海岸工学

国土交通省　国土技術政策総合研究所

連携教授　青柳みどり
P36

窓口になる研究室　村山研
aoyagi@nies.go.jp

リスク・ガバナンス、リスク・コミュニケーション、世論
とメディア

国立環境研究所

連携准教授　喜々津仁密
P37

窓口になる研究室　田村研
kikitsu@kenken.go.jp

環境計測技術

建築研究所

連携准教授　梶谷　史朗
P38

窓口になる研究室　吉川研
kajitani@criepi.denken.or.jp

反応工学、化学工学

電力中央研究所

連携准教授　小林　秀樹
P39

窓口になる研究室　浅輪研
hkoba@jamstec.go.jp

リモートセンシング、森林微気象学

海洋研究開発機構

準
連
携
講
座

連携教授　梅干野　晁
P40

G5-404（045-924-5501）
hoyano@hy.depe.titech.ac.jp

都市・建築環境工学、環境設計・計画、環境共生学、環境
のリモートセンシング、都市・建築緑化、パッシブソーラー

放送大学
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東京工業大学大学院　総合理工学研究科

環境理工学創造専攻
基
幹
講
座

　文明を発達させる過程で、人類は水資源をさまざまの用途
に利用し、また水害を防ぐために自然の水循環を改変してき
ました。しかし地球の水は全ての生物共有のものですから、
水循環システムの大規模な改変は自然生態系の劣化も引き
起こしています。持続可能な社会を実現するには、自然環境
と人間社会の両方を視野に入れた、合理的な水循環システム
の設計が不可欠です。本研究室では、水環境政策立案をサ
ポートするための技術（環境計測、データ処理、数値シミュ
レーション）を、木内研究室・中村研究室と共同で開発し、
具体的な政策提言に結び付けようとしています。以下では最
近の博士論文3編の概要と、その他の研究テーマを示します。

1 石垣島アンパル干潟のカニの生態

　水生動物は水の流れを利用して生活しているので、水域の
地形や流動条件を過度に改変すると、彼らの生息を脅かしま
す。本研究では、ラムサール条約に登録されている石垣島ア
ンパル干潟に生息するカニの生態を現地調査し、地形・水理・
水文計測の結果と合わせて、カニの生活史モデルを作成しま
した。また浮遊幼生の動態の数値シミュレーションから、彼
らの回帰行動に重要な地形因子と流動因子を特定しました。
写真1は石垣島における現地調査の様子を示しています。

2 洪水時の河岸渦の特性

　日本は水害の多い国であるため、洪水を安全に流下させる
河道の設計は重要な課題です。本研究では洪水時に低水路河
岸に発生する大規模な水平渦の特性を、航空写真のステレオ
解析と数値シミュレーションにより研究しました。その結果
から、河岸渦がもたらす抵抗と河道条件の関係を明らかに
し、河道設計法に関する新たな知見を提供しました。写真2
は航空写真で捉えられた水平渦と数値シミュレーションで
の再現結果を示しています。

3 流域委員会の運営方法の改善

　水環境の保全には、技術的な検討だけでなく、社会的同意
を得る過程が不可欠です。このため、主要な河川の流域計画

は、地域の人たちから構成される流域委員会の議を経ること
になっています。流域内には種々の利害関係が錯綜していま
すので、それを調整しながらより良い計画を作成するため
に、本研究では流域委員会の議事運営の実態調査を行い、運
営方法の主要改善点をとりまとめました。

4 最近の他の博士論文テーマ

・バンドン市スラム地区へのバイオトイレ導入
・人工知能を利用した河川水質モニタリング
・霞ヶ浦底泥の浮上機構
・内部境界条件有限要素法による流動計算
・利根川汽水域の貧酸素化現象
・小川原湖のヤマトシジミの繁殖環境
・七ヶ宿貯水池の濁水流動と堆砂機構
・河川の蛇行に関する解析的研究

5 現在進行中の博士論文テーマ

・揚子江汽水域の土砂動態
・河川分合流部の設計手法
・遼河河口湿地の地下水挙動と環境保全
・利根川汽水域の細粒土砂堆積
・葦原内の水路の流れと水平渦

Tadaharu ISHIDA
石川 忠晴 教授

水環境政策立案をサポートする技術と応用手法の確立を目指す

http://fa.depe.titech.ac.jp/

石川研究室

写真1　石垣島アンパル干潟の現地調査

写真2　河岸渦の航空写真（左）と数値計算（右）
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Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering
Tokyo Institute of Technology

Department of Environmental Science and Technology
基
幹
講
座

Takashi NAKAMURA

　本研究室では湖沼や河川などの陸水環境について、そこで
生じている現象や問題、ひいては解決策について研究をおこ
なっています。特に、物質輸送は主に水の流れにより生じて
いることから、水面下で生じている“ながれ”をコンピュー
タシミュレーションにより把握することで、複雑な水環境を
読み解こうとしております。

1 河川汽水域塩水層流動シミュレーション

　河口では海洋から高濃度・高密度の塩水層が河床面付近を
上流に遡上する流れが生じています。この塩水層は物質輸送
に影響を及ぼすとともに、酸素が深層に到達することを妨
げ、生態系に重大な危害を与えることがあります。そこで、
塩水層の挙動と分布を詳細に把握可能とする、新たな3次元
コンピュータシミュレーションモデルの開発を行っており
ます。このモデルでは、 CIP-Soroban法と呼ばれる、従来と
は異なる新たな手法を用いております。

2 湖沼熱流動シミュレーション

　湖沼では夏期に強い日射や高い気温のため、高水温の層が
水面付近に形成されます。この安定密度成層は鉛直方向の物
質輸送過程を阻害するため、その形成時期と分布を把握する
ことが重要となります。本研究室では、先に述べた河川3次
元シミュレーションモデルを元に、大気（気温・日射・湿度・
風）の気象条件を考慮した湖内流動シミュレーションモデル
を開発しました。

3 水環境の大規模シミュレーション

　河川や湖沼などでは数10km以上の空間を解析する必要が
あります。一方、河床面などの影響を考慮するには、地形変
化にあわせて数m程度の細かい空間解像度で解析する必要
があります。このため、シミュレーションには長い時間と高
性能計算機が必要となります。本研究室では、グリッド、並
列計算、GP-GPUなどの様々な最先端技術・手法を適用する
ことにより、水環境シミュレーションを高速化することを試
みております。

中村 恭志 准教授

シミュレーションで水のダイナミクスを知り、水環境を読み解く

http://fa.depe.titech.ac.jp/nakamura

中村研究室

図1　河川汽水域シミュレーション

図2　 湖沼での夏期水温成層シミュレーション。七ヶ宿湖でのダム付近で
の鉛直水温分布の比較

図3　 霞ヶ浦での強風による波生成シミュレーション。4次元空間での高
負荷計算をクラスターによる並列計算で高速化。

塩分

流速

溶存酸素

高塩分水の河川内分布
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東京工業大学大学院　総合理工学研究科

環境理工学創造専攻
基
幹
講
座

Tsuyoshi KINOUCHI

　水は大気・陸域・海洋を循環しながら地球上の生態系と人
間活動を支えるかけがえの無い存在です。良好な水環境を保
ちながら、この水を大切に利用し、水災害から地域を守って
いくことが持続的な水との関わりの基本となります。
　本研究室では、国内・海外の流域・フィールドにおける現
地調査や数値解析等を通じて、水の循環や物質・エネルギー
の輸送システムをより良く理解しながら、気候変動、社会経
済活動、土地利用などの流域の状況と水資源・水環境・水災
害との因果関係を明らかにする研究に取り組んでいます。

1 水環境の保全と再生
　
　河川や湖沼の水質は、流域の人間活動の影響を受けて変化
し、動植物の生息環境や水利用にも重大な影響を及ぼしま
す。特に湖沼では流入する汚濁物質が蓄積されるため、一旦
悪化した水質の改善には相当な困難を伴います。茨城県に位
置する霞ヶ浦もこのような問題に直面していることから、流
域から湖に流入する汚濁負荷の時空間的な変動特性を調べ
て汚濁負荷の発生要因となっている人間活動を明らかにし、
どのような対策をとれば効果的な負荷削減ができるか研究
しています。また、大都市を流れる河川の水環境や生態系に
及ぼす人間活動の影響も大きいことから、多摩川をフィール
ドとして、河川水温の上昇と流域活動との関連性について、
実測やデータの分析に基づく研究に取り組んでいます。

2 水災害の軽減

　豪雨による水災害を軽減するには、信頼性の高い洪水解析
に基づく対策実施とともに洪水予測による早期の初動体制
確立や避難の実施、効果的なダム等の操作を行う必要があり
ます。洪水予測の信頼性向上には、精度良い降雨予測に加え、
流域の流出応答特性に関わる地形・地質・土壌・土地利用等
の空間分布や河川整備の状況、ダム・遊水池等の拠点的施設
なども考慮した解析が重要です。そのため、分布物理型の水
循環モデルによる洪水予測について研究をしています。

3 気候変動への適応

　地球規模の温暖化と気候変動は世界の様々な地域の水資
源に影響を及ぼすことが予想されます。熱帯地方の氷河は温
暖化に敏感に反応するため、水資源を氷河の融解水に依存す
るアンデス高地では重大な水資源の危機に直面する可能性
があります。この問題の解決策を探るため、標高4,000mを
超えるアンデス山脈流域を対象に水循環現象の解明とその
モデル化を行い、将来の降水量予測に基づく水資源の長期変
化を推定する研究を進めています。

木内　豪 准教授

地域の水問題を総合的に分析し、持続的な水との関わりを実現する

http://fa.depe.titech.ac.jp/kinouchi/index.html

木内研究室

図1　霞ヶ浦流域から流出する窒素の解析結果

図2　モデルによる降雨解析（左）と洪水解析（右）

写真1　 消失が懸念されるアンデス
氷河

図3　 衛星データから描かれる　　
氷河域
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　現在わが国が抱える深刻な環境問題の一つが廃棄物処理
の問題です。本研究室では、ダイオキシンや窒素酸化物等の
環境汚染物質の排出を最小限に抑えながら、バイオマス・廃
棄物からの発電や各種燃料・水素を製造する総合的なサーマ
ルリサイクル技術及び、レアメタル・レアアース等の希少資
源の回収の研究開発を行っています。国内外の企業や大学、
研究機関と共同研究を行っており、研究成果の一部はすでに
実用化が始まっています。本研究室所属の多くの学生諸君
は、海外を含めた学外での共同実験に参加し、社会の第一線
で活躍している多くの研究者やエンジニアの方々と交流し
ています。

1 研究室の基本方針と構成

　当研究室では、学生諸君が社会に出る前の最後のトレーニ
ングの場として、1） 実社会に役立つ研究を行う、2） 国内外
の多くの研究者・技術者との交流を重視する、3） 国際会議
での発表や留学など、英語力アップのための機会を積極的に
提供する、4） プレゼンテーション能力向上を重視する、の
基本方針を掲げております。当研究室には現在、30名を超
える学生が在籍しており、そのうち20名以上が留学生で、
国際色豊かな研究室です。ゼミや日常の会話も英語で行われ
るのが普通であり、5名の指導スタッフが研究指導を行って
います。

2 研究内容

固体燃料製造（水蒸気加熱プロセス）

　200℃、20気圧の飽和水蒸気により様々な廃棄物やバイオ
マスを微粉炭状の固体燃料に転換します。生成物は石炭火力
やセメントキルンで石炭と混焼することで石炭使用量の削
減をめざします。廃棄物の分別が不要のため発展途上国向き
の技術です。
液体燃料製造

　廃プラスチックや電子廃棄物からの燃料油の製造と希少
資源の回収、植物油からのバイオディーゼル燃料の製造、燃
料油に微粒化された水を混合させて燃焼させるエマルジョ
ン燃料の製造と利用に関する研究を行っています。

ガス燃料・水素製造と発電

　高温に予熱された空気、水蒸気、二酸化炭素を使用して、
バイオマス・廃棄物から水素含有量の高い燃料ガスを製造
し、エンジンや燃料電池での発電に利用します。

3 国際交流

　学生諸君に英語での研究発表の機会を提供するために、毎
年、韓国機械研究院（KIMM）及び中国科学院プロセス工学
研究所（IPE） とジョイントシンポジウムを開催し、研究交
流も行っています。

Kunio YOSHIKAWA
吉川邦夫 教授

世界中の廃棄物からのエネルギー生産と希少資源の回収を目指す

http://www.yk.depe.titech.ac.jp/

吉川研究室

水蒸気加熱プロセスの原理

タイのガス化発電設備

日中韓ジョイントシンポジウム
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　循環型社会の形成には廃棄物のリサイクルが必要不可欠で
すが、廃棄物リサイクルはなかなか進まないのが現状です。
本研究室では廃棄物リサイクルは理工学から社会科学までを
必要とする総合科学と捉え、廃棄物リサイクルのための高付
加価値化を狙った研究開発を行うと共に、廃棄物処理・リサ
イクルに伴う環境リスク評価や社会心理的要因についても研
究を行っています。そして、アジアを中心に国内外の大学・
研究機関と国際共同研究を進めております。本研究室は発足
1周年の新しい研究室です。学生の皆さんと共に新たな歴史・
伝統を作りだしていきたいと考えております。

1 研究室の基本方針と構成

　本研究室は教育、研究の両面において吉川研究室、時松研
究室と密接に共同しており、吉川研究室同様に1）実社会に貢
献できる研究を行う、2）国内外の多く研究者・技術者との交
流を重視する、3）国際会議での発表や留学など英語力アップ
のための機会を積極的に向上する、4）プレゼンテーション能
力向上を重視する、の基本方針を掲げております。国際化す
る世界的潮流の中で、修了後の学生諸君にますます求められ
ていく英語力とプレゼン能力向上を特に重視しています。

2 研究内容

無害化と高付加価値化を同時実現するリサイクル技術
　廃棄物リサイクルの鍵はリサイクル材の市場競争性にあ
ると捉え、無害化と高付加価値化の同時実現が可能な技術を
開発しています。歯学の技術を援用して廃棄物を環境浄化材
に生まれ変わらせる技術や超臨界・亜臨界流体を反応場とし
た高付加価値化技術を開発しています。

廃棄物の処理・処分やリサイクルにおける環境リスク評価
　廃棄物の処理処分やリサイクルはリスクを伴います。不変
不滅の重金属に着目してその環境リスクを評価する研究を
行っています。廃棄物に含まれる有害性重金属や放射性元素
を対象に環境動態モデルを構築し、環境リスクとその信頼性
を評価していきます。

資源性廃棄物リサイクルにおける社会心理的バリアフリーの創造
　資源性廃棄物の選別回収やリサイクルにおける心理的ボトル
ネックを明らかにする研究を行っています。「適切にゴミを分
別して捨てる」ことにどのくらい煩わしさを感じ、その煩わし
さを引き起こす根本的原因は何か？「煩わしさ」を定量化する
手法を開発し、様々なデザイン（ゴミ箱のデザインなど）と心
理的要因の関係性を明らかにしていきます。そして、社会心理
的側面からバリアフリーとなる資源性廃棄物リサイクルのシス
テムデザインを目指しています。

3 国際交流

　アジア（中国、韓国、マレーシア、タイ）を中心に、アメ
リカやノルウェーなど他国の研究者・学生と国際共同研究を
通して交流していきます。

Fumitake TAKAHASHI
高橋 史武 准教授

廃棄物のリサイクルとリスクを理工学・社会科学の両面から探求していく

http://www.tf.depe.titech.ac.jp/

高橋研究室

環境リスク評価のための環境動態モデルスキーム

廃棄物熱処理残渣の表
面性状と合成した有機
アパタイト複合層

ペットボトルの
選別回収状況
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　「持続可能な社会」構築に向け、社会では様々なレベルの
取り組みがなされています。例えば、グローバルなCO2排出
削減や途上国の廃棄物処理という具体的技術策から、その導
入普及による低炭素・循環型社会の環境・エネルギー・経済
政策、「持続可能な発展とは何か？」という理念的なものま
で多様です。「持続可能な社会」構築を掲げる本専攻におい
て2013年4月に発足した本研究室は、技術・資源・環境・経
済のミクロからマクロまでを研究領域とし、企業や行政の支
援、大学の利点を活かした政策的示唆を得る地道な教育研究
を通じ、人材育成・社会貢献を目指します。

1 研究室の基本方針

　本研究室は教育・研究において吉川・高橋研究室の基本方
針を共有して運営します。これに加え、本研究室は社会経済
システムが対象であるため、俯瞰的、システム的視野も身に
付けてもらいたいと思います。

2 研究内容

　図は研究領域と学術的基盤のイメージです。学生諸君向け
には2.1が中心です。将来的には経済効率性に基づく定量評
価が難しい、国際情勢や歴史に関する研究展開も図り、複合
的視点を涵養したいと思います。

2.1　エネルギー技術の経済性評価
　個別のエネルギー技術の経済性評価を行います。経済性評
価とは、発電原価やCO2等の環境影響物質発生量の評価を指
します。対象技術は、廃棄物・バイオマス・石炭に関する技
術や、CO2の分離・回収・貯留（CCS）など、エネルギー供
給技術を中心とします。

2.2　エネルギー・マテリアル資源のシステム分析評価
　エネルギーやマテリアルは社会経済システムにおいては
フローやストックとなり、2.1の個別技術は他の技術と関係
を持ちます。技術や資源の需給構造をシステムとして把握し
た分析を行います。評価対象は日本・アジア・世界、時間軸
は2030年～ 2100年です。

2.3　環境影響の経済評価
　CO2や大気汚染物質、廃棄物による環境影響の経済評価を
行います。経済・気候の統合評価モデルやライフサイクル影
響評価の考え方に基づき、環境影響物質の排出から因果関係
を把握し、支払い意思額による経済評価を行います。2.1の
個別技術の費用便益分析や、2.2のシステムにおける環境影
響評価とリンクします。

2.4　「持続可能な発展」と、その指標に関する研究
　「持続可能な発展」指標の定量分析を行います。人間福祉
の源泉となる環境、物的、人的の各資本のストック価値の変
化を「持続可能な発展」と捉える経済学的な「包括的富」を中
心に、様々な指標を対象とします。2.1 ～ 2.3を統合し将来シ
ナリオ分析につなげます。

3 国際交流

　国内外の著名な大学・研究機関・行政・企業との研究交流
を行い、関係構築を図って行きたいと思います。

Koji TOKIMATSU
時松 宏治 准教授

エネルギー・資源・環境の技術と経済から「持続可能な社会」構築を探求する

http://www.kt.depe.titech.ac.jp/

時松研究室

図　本研究室の研究領域のイメージ
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Hiroaki YAMANAKA
山中 浩明 教授

　山中研究室では、物理探査工学（地下の物性の探査技術に
関する分野）と応用地震学（地震防災や耐震工学のための地
震学）を主な研究分野として研究活動を進めています。こう
した研究分野は、理学と工学の境界領域ですので、建設工学
系学会と地球物理学系学会の両方で研究活動を行っていま
す。

1 地盤を可視化する技術
　
　地盤を構成する砂や岩石は複雑で、その物理的な特性が不
均質な地層となっています。こうした地層の特徴が、地盤で
の環境問題を複雑化させています。また、地震や豪雨時には
地盤条件の良否によって激甚な災害が発生することもあり
ます。地盤の環境・防災問題を考えるには、地下の状態を知
ることが重要となります。地盤を可視化するためには、物理
探査と呼ばれる技術が使われています。図1のように、弾性
波、電流、電磁波などを用いて地表で外力を与えて、それに
対する地球の応答を調べることが基本になります。また、重
力や磁場などの地球が自然に持っている物理量を調査する
こともあります。こうして野外で観測されたデータの逆解析
によって地下構造モデルを構築します。山中研究室では、地
下数mから数kmの範囲で我々の生活に深く関係した地盤の
国内外での調査（図2）や新しい逆解析手法の開発などを行っ
ています。

2 強い揺れを探る

　建物に損傷を与えるような強い地盤の揺れを強震動とい
います。強震動特徴は、震源となる断層での地層のずれ方と
地盤での地震波の増幅などの効果によって決まってきます。
強震動特性の評価には、実際に観測された地震動の理解が不
可欠となります。山中研究室では、強震観測データの分析に
よって、地盤での増幅効果を明らかにする研究を行っていま
す。被害地震の際には、余震による強震動の観測を行い、被
害の原因を探る研究も行っています。 

 

3 波動伝播シミュレーション

　関東平野には地下数kmにも及ぶ厚い堆積層が存在してお
り、表面波の励起によって周期1秒以上の長周期地震動が卓
越します。長周期地震動の評価は、高層建物、免震建物、大
型石油タンクなどの耐震設計では重要な検討事項になりま
す。山中研究室では、東工大の超並列計算機TSUBAME を
用いて首都圏の長
周期地震動の予測
を行っています。
図4は立川断層に
よ る 強 震 動 を シ
ミュレーションし
た結果を示してい
ます。断層で発生
した地震波が堆積
層で増幅していく
過程がよくわかり
ます。

地盤の可視化と地震の揺れの科学

http://www.yama.depe.titech.ac.jp/index.php

山中研究室

図1　地盤の可視化技術の概念と探査の様子

図2　海外での微動探査の例

図3　地震被害の調査

図4　強震動シミュレーション
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　2012年3月にスタートした研究室です。地盤（陸域）、大気、
海洋など地球表層の環境における微量物質の循環過程を、化
学を道具として解析する研究を行っています。

1 微量物質の濃度・安定同位体比等の分析法開発

　土壌や水、大気中にはさまざまな物質が存在しています
が、存在度が少なくても環境に大きな影響を与える成分が多
数知られています。濃度を調べることでその分布や正味の生
成または消滅速度に関する情報が、安定同位体比を調べるこ
とでその起源や反応機構、生成・消滅のバランスに関する情
報が得られます。そこで、さまざまな環境試料中の微量物質

（N2O, COSなど）の濃度や安定同位体比を高感度、高精度で
迅速に分析する手法の開発を行っています。市販の分析装置
をそのまま利用するだけでなく、ガラスや金属など種々の素材
を用いて試料の前処理装置を自作することもあります（図1）。

2 フィールド観測に基づく物質循環解析

　土壌、陸水、大気などの環境試料を採取して研究室に持ち
帰り、微量物質の濃度・安定同位体比等を分析することによ
り、環境汚染物質、温暖化ガスなどの循環を解析しています。
学外の大学・研究機関と協力して、航空機や大気球を用いた
上層の大気試料の採取、観測船を利用した海水試料の採取な
ども行っています（図2）。

3 模擬実験による反応機構解析

　環境中ではさまざまな物理過程や化学・生物学的反応が起
き複雑に関係しているので、個々の過程を分離して考えるこ
とも必要です。気体成分の光化学分解過程や、微生物による
物質代謝過程などを実験室で再現して、微量成分の生成・消
滅速度を調べたり、安定同位体比の特異的な変化から、反応
機構を推定したりする研究を行っています（図3）。

　以上の教育・研究活動は、吉田研究室と協同して行ってい
ます。

図3　脱窒菌の培養実験

図2　 CO2濃度増加実験（FACE）圃場における土壌試料採取（上）
および大気球による成層圏大気試料採取実験（下）

図1　 N2O分析用前処理装置（左）およびガラス製真空ラインを用いた
COS標準物質合成実験（右）

Sakae TOYODA
豊田　栄 准教授

化学の目で地域環境・地球環境の物質循環を見る

http://www.nylab.chemenv.titech.ac.jp/~stoyoda/

豊田研究室
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　我々を取り囲む空気が動く時、我々は何かしらの流れを感
じ、と同時に暖かさ・冷たさを感じ、音、匂いなども受け入
れます。空気の輸送運動は生活での環境形成に重要な役割を
担っています。また、勢いを増して強い風になれば、自然災
害をもたらし、時として社会全体を脅かします。本研究室では、
生活空間を覆う大気流動現象を明らかにし、大気安定度と都
市環境・危険物質の大気拡散、強風・突風の災害インパクト、
さらには個々の建物・構造物への流体工学的な作用など、人
間社会にもたらされる環境問題の解決、減災をめざします。

1 粗面境界層流れの観測・実験・シミュレーション

　都市表面の建物・植生による凹凸部上空では特殊な境界層が
形成されます。地球シミュレーターによる高解像度大規模計算
を実現することで、乱流をデータベース化し、普遍的な基本特
性を抽出します。さらに都市上空の飛行計測・ライダー計測デー
タ（JAXAとの共同研究）および風洞実験データ（気象研究所と
の共同研究）を相補的に活用し、都市環境を形成する熱と流れ
の組織構造を明らかにする一方、建物間で瞬発する突風に対し、
安全工学上有効な知見も提示します。また様々な植生被覆の複
雑地形を対象に観測とLES計算で起伏面風況を推定し、ウイン

ドファームでの風力エネルギー適合性評価を進めています。

2 都市域地表形態を再現した風系推定モデルの
構築と環境・防災問題の低減化技術

　実在都市を想定して、都市表面に密集する建物群・植生の
内部まで含めて、非定常風系の精緻な解析を実施します。高
密度3次元空間データを活用し、都市の地表を被覆する個々
の建物形態ならびに都市内に点在する植生状況を直接的に再
現した数理モデルを構築します。高解像度（数m）の乱流シミュ
レーション結果の精度保証については、ドップラーライダーに
よる上空風の観測値との比較から行います。推定された最大
瞬間風速から強風リスクアセスを実施し、都市環境問題に関
連しては、大気の流れの淀み、都市の建物が密集する地表近
傍での風の流れの停留によって引き起こされる都市の空気質・
熱環境劣化（ヒートアイランド）の現状把握を行います。

3 危険物質の大気拡散解析（LESによる推定）

　これまでの拡散解析では濃度平均値あるいは暴露量などが重
要視され、環境負荷としての評価がなされてきました。しかしな
がら、物質の有害性が高い場合、濃度変動挙動、特にピーク濃
度の確率的な評価が人間の生死を決定するため、解析技術とし
ては非定常計算の精緻化が求められます。複雑地形（谷筋・丘
陵地）・都市キャノピー内での物質の移動速度あるいは溜りの状
況が予め判れば、避難経路を確保するために拡散過程を意図的
に誘導するなどの危険物質に対して強い生活空間の形成も可能
となります。安全・安心科学技術の一環として、有害危険物質の
拡散を予測し、被害を軽減するためのシステム構築を目指します。

Tetsuro TAMURA
田村 哲郎 教授

風の流れを捉える、操る、そして親しむ
― 観測からシミュレーションより、都市減災および環境問題の解決をめざして

http://www.at.depe.titech.ac.jp/

田村研究室

高層建物密集域での風系構造と都市ヒートアイランド評価

都市キャノピー乱流構造の遠隔観測

複雑地形上のウインドファーム風況解析
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　快適で環境負荷の少ない街づくりを目指して、熱と緑を
キーワードに活動しています。都市と建築の環境設計を支援
する研究に力を入れています。

 1自然のポテンシャルを活かした快適な住環境の
創造と評価

　「我が国の都市において、夏涼しく、屋外に対して開放的
に生活できる快適で健康的な住環境は実現できるのか？」。
緑豊かな住宅地を対象に、屋外環境と住民の意識・ライフス
タイルとの関わりを経年的に明らかにしています。屋外空間
に形成される“微気候”（図1）にも着目し、ヒートアイラン
ド現象が問題となっている街の中に、水と緑でクールスポッ
トを創り出すパッシブ技術を開発中です。

2 都市と建築の環境設計ツールの開発

　建築設計者や都市プランナー、ランドスケープデザイナー
といった街づくりに関わる人々が都市開発や建築設計の現
場で使用できる、3D-CADを用いた熱環境シミュレーション
ツールを開発しています。最新の研究テーマとして、熱環境
に加えて、都市のエネルギー消費量とCO2排出量を同時に予
測・評価する手法開発に取り組んでいます。このツールを低
炭素社会における環境配慮型の街づくりの提案に活用する
試みも進めています。

3 都市と地域の環境リモートセンシング

　都市や地域を航空機や人工衛星からのリモートセンシン
グにより観測することで、ヒートアイランドの実態を広域的
に把握できるとともに、地域の環境のポテンシャルを可視化
することができます。現在、最先端のリモートセンシング技
術である航空機LiDAR観測と地理情報システム（GIS）を統
合し、3次元の都市環境情報をデータベース化・可視化する
技術を開発しています。また本研究室では、リモートセンシ
ングによる都市環境のモニタリングから、数値シミュレー
ションによる将来都市環境の予測・評価へとつなげてゆくシ
ステム（図2）の確立も目指しています。

　実際の街づくりにおける環境設計を支援するツールを作
り上げる！ 都市・建築環境工学の研究は、これらが本当に
面白くなってくると思います。本研究室には建築や土木学科
以外の出身者もたくさんいます。様々な分野の人達が活発に
議論することで生まれるシナジー効果により、幅広い視野を
持った環境設計のスペシャリストが生まれることを期待し
ています。

Takashi ASAWA
浅輪 貴史 准教授

サステナブルな街づくりを支援する環境設計テクノロジー

http://www. hy.depe.titech.ac.jp/

浅輪研究室

図1　クールスポットの調査／住環境評価

図2　都市の環境設計支援システム
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　持続可能な社会づくりのための環境政策や計画という観
点から、研究教育に取り組んでいます。この分野では、現場
の感覚を大事にしながら、科学性と民主性のバランスを考慮
することが重要だと考えています。特に関心を持って取り組
んでいる領域を図1に示しました。

1 環境リスクの評価と社会的管理

　社会には様々な環境リスクが存在し、科学的な判断だけで
は明確な意思決定が困難な事例が増えています。そのため、
市民のリスク認識を考慮に入れたリスク評価や管理のあり方
を検討しています。また、レギュラトリーサイエンスの考え
方を取り入れた効果的な規制や制度構築を目指しています。
　研究テーマの例として、以下のものが挙げられます。
 ・ アスベストをはじめとする個別の物質や発生源を対象と

した環境リスクの評価と管理
・社会経済的な観点からみたリスク管理のあり方
・予防的アプローチを考慮した管理のあり方
・環境リスク管理の歴史社会的考察

2 リスクコミュニケーション、政策対話

　環境問題を検討するためには、多様な主体（ステークホル
ダー）の間で十分なコミュニケーションを図り、社会的な合
意形成を目指す必要があります。そのため、特に環境リスク
を対象としたコミュニケーションの社会実験を行ってきて
います。こうした事例を通じて、政策形成や計画策定のため
の場の設定やプロセスのデザインを検討しています。
　また、2011年の大震災・原子力災害を受けて、放射性物
質の除染を効果的に進めるためのコミュニケーションの問
題にも取り組んでいます。

3 環境アセスメントと合意形成

　環境アセスメントの基本的な枠組みや評価手法、合意形成
手続きなどの研究を行っており、特に近年は、政策・計画段
階から行う戦略的環境アセスメント（SEA）や、新興国を含
めた開発援助における環境社会配慮などに焦点をあててい
ます。そのため、国内外の事例調査や、国際協力機構（JICA）
をはじめとする国際協力機関の事例に関わりながら、具体的
な事例をベースに取り組んでいます。

Takehiko MURAYAMA
村山 武彦 教授

環境政策や計画の視点から持続可能な社会の実現を目指す

http://www.tm.depe.titech.ac.jp/

村山研究室

図1　研究領域のイメージ

図3　化学物質のリスクに関するワークショップ

図4　地熱発電をめぐる合意形成プロセスの調査

大分県八丁原
地熱発電所の調査

福島県柳津西山
地熱発電所での
ヒアリング

図2　化学物質による環境濃度の分布推定例
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1 研究テーマ

　持続可能な社会の実現には、人間活動を適切にコントロー
ルするための「社会システムデザイン」が不可欠になります。
錦澤研究室では、以下3つの視点から政策手法や計画技術の
開発に取り組んでいます。

（1）実効性ある環境アセスメント制度を設計する。

　環境配慮の実効性が高く、公正な手続きによるアセス制度
の設計を目指します。調査・予測・評価の技術的側面に加え、
市民参加機会やアセス図書等のコミュニケーション、新しい
アセスとしての戦略アセス（SEA）の研究が主要テーマとな
ります。これらの取り組みが先行する欧米諸国、また風力発
電施設など今後対象案件が拡大していくアセス制度も研究
対象となります。

（2）  市民参加型社会を支える会議手法と合意形成方法論を開

発する。

　地域の計画づくりや環境学習を促す市民参加のあり方に
着目し、現実社会での会議実験アプローチによる実証的研究
を行っています。参加者分析やシナリオワークショップなど
合意形成を支援する方法論の検討、プロセスモデルの構築、
無作為抽出を取り入れた討論会等さまざまな会議手法の可
能性を検証しています。世界遺産の島・屋久島では、世代間
交流ワークショップを提案、実施し、市民の環境意識の向上
や学習を促す仕組みを提案しました。

（3）  対話型行政を担う人材育成プログラムを設計し提案する。

　環境計画や政策の場で実施される会議の場の設計や運営、
そこでの合意形成を支援することのできるファシリテーショ
ン技術の開発、およびその技術を習得したファシリテーター
の育成に着目した研究にも取り組んでいます。このようなコ
ミュニケーション能力の高い環境専門家は、今後の対話型行
政において重要な役割を果たします。これは公務員だけでな
く民間企業の管理職や教育現場にも役立つ普遍性高い能力で
あり、持続可能社会の実現に不可欠な人材といえます。

2 研究アプローチの特徴

　私たちの研究室では、通常の理科系の研究手法として用い
られる室内実験や数値計算などは行いません。文献資料調査

などデスクワークに加えて、事例地の視察、関係者への聞き
取り、議事録等の収集などフィールドワークが主要な手段と
なります。また、会議手法の開発では、具体的な社会におい
て人々を招集して行う会議実験を実施します。

3 研究教育の方針

　「誰のための研究か」を心がけ、社会に役立つ研究を目指
しています。そのためには、環境の現場をしっかりと観察し、
関係する人々に謙虚に耳を傾けることが出発点になります。
　またアセスや市民参加の分野では、先進諸外国の制度や取
り組みに学ぶべき点が多くあり、国内だけでなく、諸外国で
の調査を積極的に実施していきます。私たちの研究室では、
以上の方針に賛同できる方であれば、文理を問わず幅広く受
け入れています。

Shigeo NISHIKIZAWA
錦澤 滋雄 准教授

環境政策・計画アプローチによる新しい社会システムデザイン

http://www.nishikiz.depe.titech.ac.jp/

錦澤研究室

左：環境諮問委員会への戦略アセス
に関するインタビュー（米国ワシン
トン）

左：世代間交流ワークショップの会
議実験（屋久島）

右：シナリオワー
クショップの会議
実験実施フロー

右：東伊豆町の風力発電アセスの実
地調査にて（原科研究室との合同撮
影）
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　竹下研究室では、環境とエネルギーおよび資源との整合性
を考慮した持続可能な循環型社会の構築を目的とし、リサイ
クル、ゼロエミッションを可能にする環境保全・資源保全型
の化学プロセスの開発を行っています。これまで取り組んで
きた資源循環技術やエネルギー安定供給技術に加えて、東日
本大震災の被災地域の早い復興を目指し、放射性物質で汚染
した水、土壌、森林、海洋を対象とした環境浄化技術の開発
に取り組んでいます。

1 資源循環技術

　化学物質の環境放出に伴う生態系への影響を軽減するた
めには、生産工場からの化学物質の放出低減化や再生利用な
どの技術が不可欠です。竹下研究室ではナノスケールの分離
場に化学プラントの機能を集約した「ナノファクトリー」の
構築を目指しています。ナノ空間の小さな分離場で、熱、光、
音（超音波）、磁場などの外部エネルギーを利用して原料の
製品化を行うために、二次廃棄物を発生しない「究極の無廃
棄物型化学プロセス」が構築できます。このコンセプトに基
づいて、「光応答抽出法による貴金属回収プロセス」を開発
しています（図1）。UV・可視光照射だけで非鉄産業廃液か
ら貴金属類を分離・精製・回収することに成功しています。

2 環境浄化技術

　福島原発事故では環境に放出された放射性物質によって

原発周囲の広範な地域が汚染され、原子力の安全性への国民
の信頼を大きく損ねたばかりか、将来の日本のエネルギー政
策をも不透明なものにしてしまいました。原発事故由来の環
境問題（放射性セシウムによる環境汚染）を早期に解決する
ために、凝集沈殿による汚染水浄化技術を開発しました（図
2）。簡単な凝集操作で汚染水中のセシウムを99.5％以上回収
することに成功しています。

3 エネルギー安定供給技術

　温暖化抑制と将来のエネルギー安定供給のために原子力利
用は人類が乗り越えるべき重要課題と考えています。安定した
原子炉の稼動と安全な廃棄物の処理処分には燃料サイクル技
術の研究が不可欠です（図3）。炉の過酷事故対策、再処理で
発生する高レベル廃液の低毒性化技術、廃棄物の最終処分の
ためのガラス固化技術、燃料サイクルのLCA解析など、安全
安心の原子力技術を確立するために基礎研究を続けています。

Kenji TAKESHITA
竹下 健二 教授

リサイクル、汚水浄化、エネルギー安定供給などの技術で
持続可能な工業社会の構築に貢献する

http://www.nr.titech.ac.jp/~takeshita/

竹下研究室

図1　光応答抽出法による貴金属回収

図2　凝集沈殿法による汚染水処理

図3　原子燃料サイクル技術開発
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　エネルギーの高効率な変換・利用技術の開発を通して地球
環境と人類の調和した社会の構築への貢献を目的としてい
ます。とくに今後重要となる熱エネルギーの有効利用に注目
し、化学反応を用いた高効率な熱貯蔵、炭素循環、物質変換
技術に取り組んでいます。技術開発を通し省エネルギー、低
炭素化社会の実現を目指しています。以下に本研究室で取り
組んでいる三つのテーマをご紹介します。

1 ケミカルヒートポンプ
　
　熱利用の中でも現在、重要かつ利用が不十分なエンジン、
産業プロセスなどから発生する中温廃熱の回収、貯蔵、変換
を目指しています。中温熱の有効利用のため化学反応を用い
たケミカルヒートポンプを開発しています。本研究室が独自
に開発した酸化マグネシウム／水系ケミカルヒートポンプ
を中心に高反応性、高伝熱性を有した反応材料の開発、ヒー
トポンプ反応器、システムを含めた総合的な開発を進めてい
ます。（図1）

2 炭素循環型エネルギーシステム

　二酸化炭素を再生可能、原子力エネルギーなどの非炭素系
エネルギーを用いて炭化水素に再生し、新たな炭素資源とし
て循環再利用する能動的な炭素循環型エネルギーシステム
(ACRES)の開発を進めています（図2）。二酸化炭素の環境放
出を大幅に削減できる革新的な技術です。再生可能エネル
ギーからの不安定出力を効率よく利用でき電力貯蔵の機能
も有しています。ACRES実現のための二酸化炭素還元実証
試験、また応用が期待できる製鉄などの実プロセスへの適用
性評価を進めています。（図3）

3 水素透過膜を用いた高効率水素製造システム

　次世代のエネルギーキャリアである水素を高効率に製造
する方法として、プレート型非平衡燃料改質水素製造装置を
検討しています。とくに鍵となる水素透過膜の低コスト化を
目指し独自の逆ビルドアップ法による金属複合型水素透過
膜を開発しています。（図4）

エネルギー高効率変換・利用技術で地球環境調和型社会への貢献

Yukitaka KATO
加藤 之貴 准教授http://www.nr.titech.ac.jp/~yukitaka/

加藤研究室

図1　 酸化マグネシウム／水系ケミカルヒートポンプ研究開発（左）高伝
熱性化学蓄熱材料（右）酸化マグネシウム／水系ケミカルヒートポ
ンプ試験装置

図2　能動的な炭素循環型エネギーシステム（ACRES）の構成

図3　二酸化炭素電気分解実証装置

図4   開発した金属複合型水素透過膜
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　日本が過去に経験した大地震では、耐震性が不足した建物
が倒壊したことで多くの人命が失われました。また、損傷が
大きく継続使用ができなくなった建物の取り壊しや再建に
よる経済的損失も大きく、社会に大きな影響を与えました。
これからは、人命も社会も守り、地震後も安心して使うこと
ができる耐震性の高い構造物を作るとともに、耐震性が不足
した既存建物の補強を早急に進める必要があります。
　坂田研究室では、コンクリート系構造物と木質系構造物を
対象に、これらの力学的挙動の解明と設計法の確立を目指し
て、研究を行っています。

1 コンクリート系構造物の耐震安全性に関する研究

　損傷制御を実現するための工法、「PC圧着関節工法」の開
発を行っています。従来の鉄筋コンクリート構造は、変形す
るとひび割れが生じ、剛性も劣化してしまいますが、この工
法はプレストレスを導入した柱部材と梁部材をストランド

によって圧着し、関節のように回転させるため、地震後の損
傷が極めて少ないのが特徴です（写真1, 2）。
　また、このPC圧着関節工法による外付けフレームを耐震
補強として適用するための研究も行っています。写真3は補
強フレームと既存建物の接合部の実験の様子です。

2 木質系構造物の耐震安全性に関する研究

　地震で生じる運動エネルギーを吸収し、建物の損傷を軽減
できる制振ダンパーを、木造住宅に適用するための研究を行っ
ています。これまで高性能の制振壁の開発（写真4）、それを組
み込んだ木質架構の実験（写真5）とシミュレーション、有効
な配置計画に関する設計法の確立などを行っています。その
他、近年では環境問題に対する意識の高まりもあり、木材を有
効利用するための研究として、鋼材と集成材のハイブリッド材
の開発（写真6）、大断面集成材を用いたモーメント抵抗接合の
開発、伝統構法による接合部の性能評価なども行っています。

Hiroyasu SAKATA
坂田 弘安 教授

コンクリート系・木質系構造物を外乱から守る

http://www.serc.titech.ac.jp/~sakatalab/

坂田研究室

写真1　PC圧着関節工法を
用いた床スラブ付き十字型
骨組の実験

写真4　様々な制振ダンパー
を組み込めるKブレース型制
振壁（上）と開口部をふさぐこ
となく設置可能な方杖型粘弾
性ダンパー付き制振壁（下）

写真5　実大木質架構の振動台実験

写真3　耐震補強フレーム
の接合部の実験

写真2　従来の鉄筋コンクリート構造（左）とPC圧着関節工法（右）

写真6　鋼材と集成材のハイブリッド材の実験と実構造物への適用

既存梁

耐震補強フレーム

新設スラブ
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　当研究グループは、コンクリート系建物の防災性能向上を
目指した研究を行っています。既存建物の耐震補強から損傷
制御型新構造システム開発までを研究対象とし、従来型鉄筋
コンクリート造はもちろん、プレキャスト・プレストレスト・
高強度・繊維補強などの技術を駆使して建築物や都市の防災
性向上に取り組みます。兵庫県南部地震（1995年）や東日本
大震災（2011年）に生じたような被害を再び起こさないこと
が、我々の使命です。

1 研究室の社会的役割

■ 建物の耐震性を確保し、安心で安全な居住空間を社会に提
供する。

■ 地震の被害調査や実験などを通じて、現実の物理現象に基
づいた理論構築を行う。

■ 他の研究者・技術者・大学・研究機関と情報交換を行いな
がら、専門知識や技術者倫理の向上を図る。

■ こころの通った技術、思いやりのある技術者となるための
成長の場を提供する。

2 研究内容

鉄筋コンクリート建築物における性能評価型設計法の確立
と損傷制御法の提案
　従来型の鉄筋コンクリート構造物の耐震性をより正確に
評価し、損傷の程度を使用者に分かりやすく提示できる損傷

評価システムを提案します。この技術を使えば、既存建物の
耐震性評価・耐震改修の効率が向上し、新規建物の耐震性能
が選択できるようになります。

プレキャストおよびプレストレストコンクリート構造を用
いた高性能構造システムの開発
　地震時の揺れを制御するばかりではなく、地震後における
早期復旧や機能維持といった新しい構造性能を、プレキャス
ト技術やプレストレスト技術を使って実現します。

高強度材料や新材料を用いた高性能構造システムの開発
　強度が高い材料や、変形性能に優れる材料を使って、新し
い構造部材や建物システムを開発します。

3 研究体制

　地震が多発する国（米国、カナダ、台湾、ニュージーランド、
インドネシア、イタリア、トルコ、アルジェリア、チリ、ペルー
など）や国内の大学・研究機関の研究者や学生と広く交流し、
研究を進めます。近い将来に、国内はもちろん、国際社会で
も意思疎通できる技術者になるための環境を提供します。

Susumu KONO
河野　進 教授

安心で安全な建築・土木構造物の構築

http://www.serc.titech.ac.jp/~konolab/

河野研究室

写真1　耐震壁の損傷状況
をコンピューター上で再現
する

写真2　4階建てPCaPC実
大建物の振動台実験

写真3　留学生と行った高強度コン
クリート載荷実験
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　地震国である我が国で、地震に強い建物を造ることは、安
全・安心な生活を送る上で必要不可欠なことですが、環境負
荷の観点からも重要な意味があります。それは、都市を形成
する建物や建物内部に置かれる様々な物品を造るには膨大
な資源が必要だからです。地震によって建物が修復できなく
なるような被害を受けると、人命が危険にさらされることは
言うまでもありませんが、膨大な資源を使って造られた建物
や内部の設備・物品類が廃棄物となってしまいます。安全で
丈夫な建物を造り、大切に長く使い続けていくことは、環境
面からも重要な課題となっています。山田研究室では、超高
層ビルに代表される鋼構造建築を主な研究対象として、免
震、制振などの新しい耐震技術の開発や既存建物の改修技術
をはじめ、安全・安心で環境に優しい建物の普及を目指した

研究を幅広く行っています。

1 鋼材を活用した免震・制振部材の研究

　免震構造、制振構造といった、新しい耐震構造には地震に
よって建物に投入されるエネルギーを吸収するダンパーが
設置されています。山田研究室では、主要なダンパーの一つ
である鋼材の変形を活用した「履歴型ダンパーの性能」と「履
歴型ダンパーを組み込んだ建物の耐震性能」に関する実験研
究ならびに解析研究を進めています。写真1は制振構造に使
われる代表的な履歴型ダンパーである「アンボンドブレー
ス」を組み込んだ実大部分骨組の振動台実験の様子です。

2 鋼材・鋼部材・鋼構造骨組の耐震性能評価

　一般的な鋼構造建物（鉄骨造建物とも言います）の耐震性
能を正確に評価することは、耐震性能の高い建物を効率的に
造るために必要です。建物の性能は、建物を構成する部材の
性能に基づくものであり、部材の性能は部材を構成する材料
の性能と密接な関係があります。山田研究室では素材レベル
の実験、部材レベルの実験および解析、建物レベルの実験お
よび解析を関連づけて行い、都市部に多く建っている鋼構造
建物の耐震性能の向上に資するための研究を行っています。
写真2は実大建物の震動倒壊実験の様子です。

3 耐震診断・耐震改修・震災後補修の研究

　環境負荷を削減するには、既に建っている建物を今後も継
続的に使用していくことも必要です。山田研究室では、建物
を安全・安心に長期間使っていくための研究として、耐震診
断や耐震改修などの研究も積極的に行っています。

Satoshi YAMADA
山田　哲 准教授

鋼構造建築の耐震化と長寿命化による安全・安心な環境負荷削減

http://www.serc.titech.ac.jp/~yamadalab/index-j.html

山田研究室

写真1　座屈拘束ブレースを組み込んだ部分骨組の実大振動台実験

写真2　 実大建物の震動倒壊実験
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Yasuji SHINOHARA

　これからの鉄筋コンクリート（RC）造建物の設計は、安全
性能に関係する終局強度の把握だけでなく、構造物の供用中
に作用する任意の荷重履歴や材料劣化に起因するひび割れ
に対して、使用性と修復性、および最終的な破壊に至るまで
の変形挙動と破壊メカニズムを正確に把握する必要があり
ます。当研究室では、ひび割れ面における応力伝達メカニズ
ムの視点から、耐久性・耐震性に優れた鉄筋コンクリート構
造物の開発に取り組んでいます。

1 ひび割れ面における応力伝達メカニズムの解明
　
　コンクリートのひび割れ面におけるせん断伝達能力は、鉄
筋コンクリート造部材の一体性を保持する上で、非常に重要
な要素です。そのせん断伝達力は、ひび割れ面に垂直方向の
拘束力とひび割れ面の形状に大きく影響されます。拘束力は
補強筋量、軸力およびプレストレスによって異なります。ま
た超高強度コンクリートのひび割れ面形状は、ひび割れが骨
材を貫通するのでなめらかになり、滑りやすくなります。本
テーマでは、ひび割れ面に垂直な開口変位と平行な滑り変位
と応力伝達メカニズムの関係を実験と解析によって明らか
にしています。

2 RC部材のせん断損傷・損傷制御とせん断挙動

　コンクリートは高度成長期より社会資本の担い手として、
これまでに約100億m3が製造されています。しかしながら、
設計・製造・施工・維持管理が不適切な建造物は早期に劣化
が進行し、解体された廃棄物の処理など環境にも多くの問題
をもたらします。したがって今後のRC造建物の耐震設計は、
安全性能だけでなく、使用性能や修復性能に関連するひび割
れ幅を抑制し、建物の長寿命化を図ることも重要となりま
す。本テーマでは、地震後の残留ひび割れ幅から経験最大せ
ん断力の推定法、残留ひび割れ幅を規定値以下に制御する損
傷制御設計法を提案するとともに、プレストレスによる損傷
制御効果を実験と解析によって明らかにしています。

3 鉄筋とコンクリートの材料劣化とRC構造性能

　高度成長期に建設されたRC造建物の材料劣化が問題に
なっています。材料劣化の中でも鉄筋腐食は腐食生成物の膨
張によるひび割れの発生、剥落、コンクリートとの付着強度
の低下などRC構造の寿命を短縮させる主要因です。本テー
マでは、鉄筋の腐食量とひび割れ進展挙動および付着劣化の
関係を実験と解析によって明らかにしています。さらに材料
劣化がRC構造の曲げ、せん断耐力に及ぼす影響を定量的に
評価し、適切な補修・補強方法を提案していきます。

篠原 保二 准教授

コンクリートのひび割れ挙動と構造性能の関係を解明する。

http://www.serc.titech.ac.jp/~yshinohara/

篠原研究室

図1　拘束圧に依存するひび割れ挙動

図2　横方向プレストレスによる損傷制御

図3　鉄筋の腐食膨張によるひび割れ進展挙動
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　我々生命の主体である蛋白質の中には、依然人工的に模倣
しがたい高い性能（分子認識能や触媒能など）を持つものが数
多くあります。しかし天然タンパク質は応用の観点から必ずし
も最適な性質を持つとは限らず、我々はここに蛋白質工学の醍
醐味があると考え、さまざまな蛋白質の、合目的デザインと分
子進化的技術、さらにケミカルバイオロジー的技術をも用いた
創製を試みています。目的にかなった方法を開発し、それを駆
使することで、天然ではできない芸当ができる蛋白質が創製で
きるものと期待しています。これらは現在注目を浴びつつある、
合成生物学と呼ばれる研究領域においても必須のツールとなる
でしょう。これを言い換えれば、我々の目的は機械屋さんが鉄
やプラスチックで作っている機械を蛋白質で創ること、とも言
えます。そして出来たら、おもちゃでなくて実生活でも役に立
つ機械を作りたい、と願いつつ研究を進めているところです。
　本研究室は2013年2月に発足した新しい研究室です。皆さん
と共に新たな歴史・伝統を作りだしていきたいと考えています。

1 研究室の基本方針

　当研究室では、抗体や代謝酵素など、各種有用蛋白質の分
子認識能・触媒能を合目的的に改変、あるいはライブラリか
ら選択することによる、新しい機能性蛋白質（分子機械）と、
それを用いた有用メソッドの創製を目指しています。

2 研究内容

抗体を用いた新規検出素子・測定法の開発
　抗体に抗原が結合することによる安定化を原理とする、特
に環境汚染物質などの小分子を従来より高感度かつ容易に測
定可能な免疫診断法

（オープンサンドイッ
チ法、OS法）を世界
に先駆け提案し、ナ
ノテクノロジーとの
融合などを通して環
境分析や疾患の診断・
効果的治療法への応
用を試みています。

また最近その発展型として「抗原結合により光る」蛍光標識抗
体 Quenchbody の開発にも力を入れています。さらに高性能
な医薬開発につながる、高親和性抗体取得法をはじめとする
各種関連技術の開発も行っています。

各種バイオセンサー蛋白質の開発
　 新 原 理 のDNAセ ン
サー蛋白質、任意の物質
を補因子として認識しう
るアロステリック酵素の
創出など、高い新規性と
有用性を併せもつ機能性
蛋白質の創製を目指して
研究を進めています。

発光酵素の反応機構とその応用
　代表的な発光生物であるホタルの発光酵素ルシフェラー
ゼの反応機構解析を行い、それに基づいた、新しい迅速高感
度な蛋白質間相互作用検出法の開発を行っています。

3 国際交流

　アジア（中国、韓国、台湾）を中心に、米国や欧州など他国
の研究者・学生と国際共同研究を通して交流していきます。

Hiroshi UEDA
上田　宏 教授

蛋白質で作る、分子機械！

http://www.ueda.res.titech.ac.jp/

上田研究室

抗原でインプリントした抗体断片を用いる新
規分子インプリント法OS-MIP

二量体検出原理に基づくDNAセンサー
タンパク質

抗原依存的なクエンチ解消に基づく新規蛍光免疫測定素子Q-body

ホタルの発光酵素による迅速高感度な分子の出会い検出系
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　環境や安全を守りながら、高度な生産活動を維持するため
の次世代生産システムに関する研究を行っています。化学工
学の1分野であるプロセスシステム工学をベースとして研究
を進め、循環型社会の構築に代表されるような人間社会と環
境の調和の実現に貢献することを目標とします。
　本研究室では、対象システムの数式モデルの構築、解析、
シミュレーションなどコンピュータを用いた数理的なアプ
ローチを主として、研究教育に取り組んでいます。

 1大規模化学プラントの制御系の設計
（プラントワイド制御）

　通常、連続型の化学プロセスは、反応器、分離器など数多
くのユニットから構成されます。1つ1つのユニットを最適
に運転することはもちろん大切ですが、究極的には、プラン
ト全体を考慮した最適性、すなわち全体最適の実現が求めら
れます。 
　本研究では、とくに、リサイクルを複数有し、ユニット間
の相互干渉が強いシステムを対象として、全体最適を実現す
るプロセス制御系の設計方法について提案します。リサイク
ルによるユニット間の相互作用を考慮しながら、インベント
リ制御系の構成方法、非線形性による制御性能の劣化への対
処方法などについて検討しています。
　また、ここで得られた知見を循環型社会（物質のリサイク
ルを有する社会）におけるサプライチェーンの運用に適用す
ることも視野に入れ、研究を進めています。

 2少量多品種生産のためのバッチ式生産プロセス
の運転高度化

　多品種少量生産に適した生産形態としてその重要性を増
すバッチプロセスを対象として、品質を高度に保証すること
が可能な運転方法の開発を目指します。現行のバッチプロセ
スの運転では、品質を保証するために、ともすれば保守的

（"keep everything constant"）になりがちなところを、セン
サ情報をフィードバックするなどのより高度な運転にチャ
レンジします。 
　ダイナミックな操作である、運転時間が限られている、初
期条件の影響が大きく修正動作が行いにくい、品質の制約が
厳しい、など、バッチプロセスの特徴をよく考慮した上で、
実用的で簡便な運転・制御方法を模索します。運転操作プロ
ファイルの最適化、不確かなセンサ情報の確率的な処理によ
る状態推定、機械学習を応用した運転領域のクラスタリン
グ、シナリオベースの制御手法の設計、ロバスト性の評価、
などが具体的な研究テーマとなります。 

関　宏也 准教授

現象解析から単位操作、単位操作からプロセスへ

http://www. res.titech.ac.jp/pse/

関研究室

プラントワイド制御（対象プラントの例＝酢酸ビニルモノマー製造プラン
ト）：プラント全体を考えて制御系・運転方法を設計する

バッチプロセスの運転高度化（冷却晶析プロセスの例）：冷却プロファイ
ルを工夫することにより、微結晶の生成を抑える
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　環境や貧困などの地球規模の課題は、他の国々と連携しな
がら問題解決を図る必要があり、そのためには、国際的な
ネットワークの構築と人材養成が不可欠です。また、地域の
活性化、国際化のために、大学と自治体の連携は大きな役割
を果たします。
　本研究室では高等教育の国際化とその影響の比較分析と
いう観点から、持続可能社会の構築に向けた国際連携、地域
連携の可能性と課題分析に関する研究教育に取り組んでい
ます。ここでは、本研究室で主として取り組んでいる2つの
研究テーマについてご紹介します。

1 EUと日本の高等教育の国際化と連携の可能性
　
　EUでは、1987年より域内の大学間の学生交流を促進する
エラスムス計画を実施し、2010年までに200万人の学生が交
換留学生として他大学で学び、人的ネットワークを通じた地
域統合の強化に大きな役割を果たしてきました。2004年か
らは、EU域内及び域外の大学間連携による共同修士課程・
博士課程の開設と留学生への奨学金供与を行うエラスムス・
ムンドゥス計画が開始され、高等教育の更なる国際化と知識
社会の実現を図っています。
　日本でも、「東アジア共同体」構想を背景に、2010年に
CAMPUS Asia （Collective Action for Mobility Program of 
University Students in Asia）と名付けられた日中韓の大学
間交流構想に関する連携推進会議が発足し、ASEANも視野
に入れた学生交流の促進が議論されています。
　EUの多くの国も日本も、非英語圏という国際化に不利な
条件を抱えていますが、連携によって、互いの強い部分を持
ち寄り、弱い部分をカバーするプログラム形成が可能となり
ます。本研究では、非英語圏のEU諸国と日本に短期留学し
た学生への質問紙調査から、両地域の高等教育の強みと弱み
を分析し、大学間の国際連携、企業、国際機関、元留学生等
との連携による、教育研究プログラム形成の可能性と課題に
ついて検討します。
　図1は、開発途上国の元日本留学生の大学教員や企業と連
携し、国際機関やJSPS、JICAの協力を得た国際連携のモデ

ルを示していますが、欧米豪の大学との連携を組み合わせ
た、3極型のモデル形成も可能だと考えられます。

2 留学生受入れによる地域の活性化と国際化

　地方は都市に比べ、人口の高齢化、企業誘致や雇用確保の
困難さ、都市との所得格差などの課題を抱えており、留学生
獲得においても、学生が大都会に惹きつけられる、卒業後の
就職先が少ないなど、不利な傾向があります。他方、物価の
安さ、地域伝統文化、豊かな自然、行政・教育機関・産業界
等が一体となった支援など、地方ならではの留学メリットも
数多く存在します。留学生の増加は、地域の国際化、若者の
増加、学費・生活費収入の増加、グローバル人材の獲得など、
プラスの経済的、社会的効果をもたらすことが知られてお
り、自治体の中には、地域振興策の一環として、大学と協働
して留学生の受入れや支援に取組む事例が見られます。
　本研究は、自治体と大学等が協働で留学生の受入れ・支援
の取組みを行っている南オーストラリア州、大分県、秋田県、
鳥取県、福岡県、静岡県、広島県の事例を横断的に分析し、
言語（英語圏と非英語圏の留学生獲得の優位性の違い）、外
国人口比率や老年人口比率、経済規模や構成などの地域環境
条件を踏まえながら、留学生がもたらす社会的変化を解明す
ることを目的としています。

Yuriko SATO
佐藤 由利子 准教授

持続可能社会に向けた国際 / 地域連携の可能性と課題

http://www.ryu.titech.ac.jp/~yusato/index.html

佐藤研究室

図1　途上国の大学や企業との連携を通じた互恵型国際協力モデル
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　環境物質の起源・循環を理解するために、地球化学的な解
析による研究を行っています。地球環境変化を引き起こす物
質循環の量的変化の中身を理解するには、環境物質の質的情
報を知ることが重要です（図1）。
　環境物質の主要構成成分である生元素には、種々の安定同位
体がある比率で存在しています。アイソトポマー（isotopomer）
とは分子内に種々の同位体を含む分子種を指し（図2）、元素
や分子内位置の組合せによって、例えば温室効果ガスである
二酸化炭素には12種類存在します。
　本研究室では、環境物質の濃度に加え、安定同位体・アイ
ソトポマー組成などの質的情報を得ることで、大気・海洋・
陸域のさまざまな環境における物質循環の定量的な理解を
可能としています。

 1アイソトポマーによる温暖化関連ガス循環解析
の高精度化

　二酸化炭素、フロンなど地球温暖化やオゾン層破壊をもた
らす大気中微量気体の発生・輸送・消滅のメカニズムの理解
や将来予測が比較的高精度で可能となりつつあります。しか
し、メタン、一酸化二窒素、硫化カルボニルや二酸化硫黄の
ように生物過程や物理化学過程を含み天然、人工の種々の発
生源をもつ成分については、全球収支が十分な精度で明らか
になっていません。
　そこで、アイソトポマー計測、分別理論、3次元化学輸送
モデリングを行い、温暖化関連ガスの循環解析の高精度化を
目指しています。具体的には、環境試料中の温暖化関連ガス
の濃度計測に加えてアイソトポマー計測を行い、時空間分解
能の高い観測データを収集するとともに、理論計算により高
確度でアイソトポマー分別係数を求めています。これら観
測・理論データをもとに3次元全球化学輸送モデルを構築し、
各温暖化関連ガスの生成・消滅などの解析の高精度化を行っ
ています。

2 環境-食品-生体を通じた物質循環解析

　地球規模の物質循環だけでなく、生体内、細胞レベルでの
物質循環研究も行っています。生体中の代謝有機分子のアイ
ソトポマー計測を行い、生化学的見地から代謝分子の生理学
的指標性の評価を行っています。また、食の安心・安全や価
値保証の観点から、飲料・食品中の有機分子のアイソトポ
マー計測を利用した食品の産地推定や天然物・人工物の区別
を行っています。

　以上のような物質循環研究を行うために、質量分析法、赤
外吸収分光法、核磁気共鳴法などを利用した「新規アイソト
ポマー計測法の開発」、光化学実験、微生物培養実験、酵素
反応実験などの「模擬実験」、TSUBAME等の大型計算機を
利用した「大気・海洋3次元化学輸送モデル、生態系モデル、
成層圏火山噴火プルームモデルなどの開発」のような研究も
活発に行っています。
　また、安定同位体だけではなく、放射性核種の拡散に関す
る研究にも着手しています。

Naohiro YOSHIDA
吉田 尚弘 教授

アイソトポマーを切り口として地球環境物質循環像の構築を目指す

http://www.nylab.chemenv.titech.ac.jp/

吉田研究室

図1　環境物質の循環イメージ

図2　環境物質のアイソトポマーの例

併
任
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　有限な資源を有効に利用するためには、リサイクルは重要
な技術です。しかし個別の回収技術を開発するだけでは不十
分であり、製品のライフリサイクル全体を通して環境負荷を
最適化させることが必要です。本研究室では、使用済み工業
製品から金属類あるいはガラス・炭素繊維等の有用資源を回
収すると共に、プラスチックを化学原料あるいはエネルギー
資源として再利用する技術を開発します。

1 研究室の基本方針

　本研究室では、1）各自が自分で問題を抽出し、既往の研
究を調べ、作業仮説を立てて実験を実行し、得られた実験結
果を考察する研究者として重要な一連の工程を学ぶことを
重視します。また、2）国内外の多くの研究者・技術者との
交流を図り、環境問題の解決に必要な広範囲な知識と多角的
な視野を習得することを目指します。
　未知の分野に挑戦し一定レベルの成果にまとめた経験は、
将来、新しい分野の仕事に取り組んだ場合でも有効であり、
自分への大きな自信の礎となると確信します。

2 研究内容

2.1　可溶化技術を用いた有用資源の資源回収

　電子基板や繊維強化プラスチック（FRP）には、金・銅あ
るいはガラス・炭素繊維等の有用な資源が多く含まれていま
す。しかし熱硬化樹脂を加熱しても分解することは難しく、
一部の製品を除いて大部分が埋め立て処理あるいは単純焼
却されているのが現状です。
　本研究では、使用済み工業製品中のプラスチックを穏和な
常圧下で可溶化し、有用な金属、レアメタル、炭素・ガラス
繊維等を回収し、可溶化したプラスチックから溶媒を再生し
循環利用する低環境負荷型の資源回収技術を開発します。

2.2　ガス化技術を用いた使用済み工業製品の再資源化

　使用済み工業製品を焼却・熱分解・ガス化すると有害な化合
物が発生するため、プラスチックの分解生成物をエネルギー資
源あるいは素材資源として利用することはできませんでした。
　本研究では、混合炭酸塩や製品中に含まれている各種の金
属を触媒として利用し、従来の処理に比べて飛躍的に穏和な

条件下で使用済み工業製品を処理し、金属等の有用資源を回
収すると共に、プラスチックから有害なハロゲン化合物を殆
ど含まないクリーンなガス状あるいは液状生成物を製造す
る技術を開発します。

2.3　有害物の除去と反応挙動の解明

　使用済み工業製品には有用資源が多く含まれていますが、
鉛やヒ素等の重金属類および有機ハロゲン化合物等の有害
物も多く含まれています。リサイクルの工程でこれらの有害
物を除去し適正に処理することは、再生製品の品質を向上さ
せるだけでなく、作業者の労働環境の改善およびリサイクル
による環境負荷の低減に不可欠です。
　本研究では、ポリ塩化ビニルや臭素系難燃剤を含むプラス
チックやその分解生成物の反応挙動を明らかにし、生成物中の
ハロゲン化合物や重金属の残留濃度の低減化を促進させます。

Tohru KAMO
加茂　徹 連携教授

ライフサイクル全体を通して環境負荷を最適化するための物質循環技術を開発する

加茂研究室

可溶化法による資源回収

ガス化反応を用いた再資源化
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　我が国に豊富に存在する地熱資源の活用のため、高温岩体
発電技術による地下からの効率的な熱エネルギーの抽出を
通して、エネルギーと地球環境の調和した社会の構築への貢
献を目的としています。
　ここでは、本研究室で進めている高温岩体発電技術の開発
において重要な人工的亀裂の造成や、微小地震（AE）の観測
などによる亀裂の評価技術を開発し、これらの技術の在来地
熱開発への適用（EGS）について紹介します。

1人工亀裂の造成
　
　高温岩体発電では、地下の高温の岩盤に人工的に亀裂を造
成して、この亀裂を貫く複数の坑井を通して地表と岩盤内の
亀裂との間で水を循環させ、岩盤の熱エネルギーを地表に取
り出します。電力中央研究所では秋田県湯沢市において深さ
1,000m級の坑井を3本掘削し、約230℃の温度の岩盤に水圧破
砕で人工的に亀裂を造成して、地表からこの亀裂に圧入した
河川水を約160℃の蒸気混じりの熱水として回収する実験に成
功しています。この実験では世界で初めて一つの坑井の異な
る2箇所の深さで亀裂を造成したり、光ファイバー温度計測な
どから坑井での水の流動状況を計測したりしています。（図1）
　本研究室では効果的な人工亀裂の造成法について研究を
進めています。

2微小地震（AE）観測による亀裂評価

　岩盤内で亀裂が進展すると、これに伴い微小地震（AE）が
発生します。このAEを地震学的に解析することにより、進
展した亀裂の分布状況や進展メカニズムなどを評価して、こ
の亀裂を貫くように坑井の掘削経路を決定します。
　本研究室では電力中央研究所の高温岩体発電実験をはじめ、
オーストラリアの深さ5,000m級の坑井で実施された、総量約2
万トンの水による水圧破砕において観測されたAEの解析か
ら、亀裂の進展状況を評価する研究を進めています（図2）。

3高温岩体発電技術の在来地熱への適用（EGS）

　従来の地熱発電では天然の亀裂に存在する熱水や蒸気を取

り出しているため、蒸気の生産量が減衰することがあります。
　本研究室では、人工的な亀裂を追加したり水を圧入するこ
とにより、蒸気の生産を安定化あるいは増加させる技術

（EGS）の研究開発を進めています。

Hidetoshi KAIEDA
海江田秀志 連携教授

高温岩体発電技術でエネルギーと地球環境の調和への貢献

http://criepi.denken.or.jp/jp/civil/index.html

海江田研究室
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図1　電力中央研究所の高温岩体発電実験の概念

図2　AEの震源分布から推定した人工亀裂の進展状況
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　多くの湖沼や沿岸域では、水質や生物生息環境の劣化の問
題を抱えています。これまで様々な対策が講じられてきまし
たが、今のところ有効な対策は限られたものとなっており、
さらなる検討には、水域での水質悪化などの原因となる物質
の動きを、これまで以上に正確に把握することが必要となり
ます。しかし、水の中での物質の動きは、水の流れ・生物の
働き・化学的な変化など多くの要因によって変化し、非常に
複雑で簡単には理解できません。本研究室では特定の学問分
野や手法に囚われず、多面的な思考により研究を進めていき
ます。ここでは、代表的な2つのテーマについて紹介します。

1水・底泥界面における物質輸送

　水中での物質の増減を考える時、目立たないが重要になる
のが底に溜まった泥の存在です。例えば水域での水質問題の
一つに、水底の酸素が無くなり生物が棲めなくなる貧酸素化
という現象があります。これは主に底に沈んだ泥が多量の酸
素を消費することが原因です（わずか5 ccの泥が消費する酸
素量は、10リットルの海水が消費する量とほぼ同じです！）。
このような泥の重要性は酸素だけではなく、他の汚染原因物
質についても当てはまります。
　泥の役割を理解するには単にその地学的性質だけではな
く、そこに生息する細菌から貝・海草まで様々な生物活動を
理解する必要があります。また泥の中は、表面には酸素が
あっても0.5 mm下では酸素が無い、などのように非常に複
雑な構造をもち、ダイナミックな化学反応が起こる場所でも
あります。さらに水と泥の間の物質のやり取りには、水の物
理的な流れも影響を与えます（図1）。このように物理学・化
学・生物学・地学を総動員して考えなければならない、非常
にチャレンジングな課題です。

2水域物質循環・生態系モデルの開発

　水域環境を検討する方法として、数値モデルによる考察が
あります。これは、現場観測や室内実験では見出すことので
きない現象を、モデル計算により検討しようとする試みで
す。これまでも多くの研究者が多彩なモデルを提案し、貴重
な成果が蓄積されてきました。本研究室でもこれらの研究成

果に続くべく、水の流れや微生物の取り扱いについて新たな
知見と技術を加えたモデルの開発に取り組んでいます（図
2）。

Tetsunori INOUE
井上 徹教 連携教授

水域の物質循環過程を把握し、豊かな水環境の創造を目指す

http://www.pari.go.jp/unit/ekanky/member/inoue/

井上研究室
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　人々の生活に欠かすことの出来ない海。中でも沿岸域はと
りわけ豊であり、また人々が津波や高潮といった自然災害と
向き合う場でもあります。様々な顔を持つこの海との共生を
目指し、本研究室では沿岸域に関する問題について幅広く研
究を行っています。ここでは、本研究室で取り組んでいる
テーマの中から3つの研究テーマについてご紹介します。

1短波海洋レーダを用いた津波減災技術の開発
　
　沿岸域における津波伝搬やその後発生する海水の固有振
動は海底・海岸地形の影響を受けた非常に複雑な物理現象で
す。これらの現象をより良く理解するためには広範な流速や
水位分布を高時空間分解能でとらえることが必要不可欠で
す。本研究室ではこれらの現象が引き起こす海面の流速分布
を短波海洋レーダというリモートセンシング機器を使って
詳細に計測し、津波被害の軽減に役立てることに挑戦してい
ます（図1）。

2東アジア海域における海ゴミフローの解明

　日本海や東シナ海に面した我が国の海岸では漂着ゴミ問
題が深刻化しています。漂着ゴミは日本から発生したものだ
けでなく、東アジア各国から流れ着いたものが少なくありま
せん。一方、昨年の大震災で発生した大量の漂流物は数年を
かけて太平洋を横断し米国などに漂着すると予想されてい
ます。漂着ゴミ問題を解決するには国際的な取り組みが必要
なのです。本研究室では問題解決に向けてまず東アジア地域
に注目し、この地域での海ゴミの輸送経路・輸送量（フロー）
を明らかにすることに取り組んでいます（図2）。

3巨大海流黒潮が与える沿岸環境への影響

　冬季、東京湾湾奥の水温は湖である霞ヶ浦に比べて4℃程度
も高いのです。これは狭い湾口を通って湾内に進入した暖かい
外洋水が湾奥にまで到達している証拠です。熱帯魚が東京湾
で発見された、という報道も東京湾という閉鎖性海域と外洋と
の繋がりを我々に実感させてくれます。本研究室では、外洋の
変動、特に黒潮という巨大な海流の変動が、東京湾など沿岸

部の環境に与える影響について観測や数値モデルを使って調
べています。研究も繋がりを意識することが大事です。

Hirofumi HINATA
日向 博文 連携教授

沿岸域に関する問題を幅広く研究－豊かな海との共生を目指して－

http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/engan/enganiki/enganiki.html
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　現代社会は、『リスク社会』だといわれます。日常生活に
おいて、一般市民が自ら、自分自身に降りかかるリスクを、
様々な情報を駆使して判断し対応していかなければならな
い社会になってきています。そのためには、メディアをはじ
めとする様々な情報源を取捨選択し、そしてそれらの情報源
から得られる情報をさらにまた取捨選択しなければなりま
せん。2011年の3月11日以降の事態にみられるように、あ
る日突然、普通の人々にとっては、見たことも聞いたことも
なかった放射能・放射線に関する科学的知見を日々の生活に
必要不可欠な参照項目として判断していかなければならな
いこともおきました。我々は、このような状況において、ど
のように対処していくべきなのでしょうか。これまで、どの
ように対処してきたのでしょうか。その対処は、我々のどの
ような科学や技術に対する理解にもとづいていたのでしょ
うか？　これらを、リスク・ガバナンス理論をもとに、様々
な社会調査法を用いて明らかにしていこうと考えています。

1 研究室の基本方針と構成

　本研究室は基本的に、教育、研究の両面において村山研究
室と密接に共同して運営します。内容的にも村山研究室と重
複しますが、ややマクロ的な視点での研究を主にします。
　現実社会では様々な立場の人たちが様々な考えを持って
活動しています。その様々な立場について柔軟に判断してい
くことが出来るように、1）自分自身で見つけた課題に対し
て、その課題への対処方法についてのアプローチを様々な角
度から考え、その中で課題の解決に最も良い選択を出来るよ
うに判断していくこと、2）その選択と判断にあたっては、
科学的な手法を適切に用いること、を重要視します。

2 研究内容

リスク・ガバナンス論と市民
　リスク管理の様々なアプローチは、管理対象となるリスク
および当該社会における人々と専門家、管理部門（行政府な
ど）の関係性を反映して様々なアプローチが考えられます。
そのリスク管理の様々なアプローチの包括的なあり方を論
じたものがリスク・ガバナンス論とも言えます。このリスク・

ガバナンス論においては、管理対象となるリスクとその専門
家、何らかの被害を直接受ける想定されるグループ（利害関
係者とも言えます）の関連だけでなく、社会全体における関
与の程度、影響の範囲なども議論の対象となります。この中
では、市民は様々な位置に位置づけられます。当事者であっ
たり、当事者ではないけれども、一定の力を及ぼしうる『市
民』であったりするわけです。このリスク・ガバナンス論に
おける市民の位置づけと役割について、考察します。

リスク・コミュニケーションとリスク・リテラシー、
メディア・リテラシー
　リスク・コミュニケーションは、特に最近注目されるよう
になってきた研究分野ですが、一方で様々な立場・様々な分
野の専門家（専門家ではない人々も）がこの問題に取り組ん
でいるという意味で、学問分野を超えて考えられている問題
でもあります。
　このリスク・コミュニケーションについて、市民が主体的
に参加出来るようにするためにはどうしたらいいのか、リス
ク・リテラシー、メディア・リテラシーの問題とも絡めて議
論します。

環境・エネルギーをめぐる世論
　2011年後半から2012年における日本の2030年を目標とし
たエネルギー選択についての議論では、様々な調査が実施さ
れました。本研究室では、特に世論調査結果を用いて、この
エネルギー選択を巡る議論についてアプローチします。な
お、この分野においては、イギリスのカーディフ大学との共
同研究を行っています。

Midori AOYAGI
青柳 みどり 教授

環境リスクのガバナンスを科学と社会の相互作用から考える

http://www.nies.go.jp/social/

青柳研究室
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　当研究室では建築物の自然災害リスクの軽減に寄与する
ことを目的に、建築物の合理的な構造性能評価技術の確立の
ほか、特に風水害に着目したリスク評価手法の提案などの調
査研究を系統的に実施しています。研究のプロセスでは、現
場に足を運んで実現象（被害事例など）を観察する、実現象
から評価すべき本質を見出して工学モデルを組み立てると
いった基本姿勢を重視しています。そして、調査研究の成果
を建築物の設計現場などで実効性あるものとして展開して
いくことを目指します。以下では、当研究室で取組んでいる
テーマについてご紹介します。

1竜巻による突風ハザードの実験的研究
　
　自然外乱によるハザード（危険度）を適切に把握するため
には、関連する被害事例を着実に蓄積するだけでなく、作用
する荷重外力を実験的に評価することも求められます。そこ
で当研究室では、自然外乱のうち竜巻事象を1つの例題とし
て、竜巻が建築物付近を通過する際の風力や飛散物の挙動を
実験的に再現することを目的とした竜巻状気流発生装置を
開発しました。現在までに同装置を活用して、竜巻による突
風荷重モデルを展開するとともに、既往の被害事例との比較
を通して同モデルの妥当性を検討しています（図1・2）。

2建築物の外装仕上げ材の構造性能評価

　建築物内部の高機能化が進むと、例えば強風雨時に構造骨
組(柱や梁)が健全であっても、外装仕上げ材が脱落・飛散し
て雨水が浸入した結果、内部機能の喪失によって多大な経済
的損失が発生する事例がみられます。そこで、生産施設など
に一般に採用される鋼板製外装材の構造性能を合理的に評価
するための標準的な試験・評価法を業界団体と連携して開発
しました（図3）。また、耐力試験の結果を反映したフラジリティ

（損傷度）関数を構築して被災リスクの評価に反映させるとと
もに、被害軽減に資する対策の検討を進めています（図4）。

3国内外の基規準などの技術的背景の調査

上記の研究と並行して、国内外の設計基規準や防災計画を対

象に、その設計規範などを系統的に調査しています。これら
の技術的背景を知ることは、実験やリスク評価モデルの成果
を建築防災に係る設計実務や行政施策に反映していく上で
重要な手がかりとなります。

Hitomitsu KIKITSU
喜々津仁密 連携准教授

建築物の自然災害リスク軽減のための工学モデルをデザインする

http://www.nilim.go.jp/

喜々津研究室

図1　竜巻による建築物被害の調査事例

図3　鋼板製外装材の耐力試験例

図3　鋼板製外装材の耐力試験例

（a）外壁 （b）屋根

図2　竜巻状気流発生装置と旋回流の可視化実験
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　震災以降、電力需給が逼迫する中で、火力発電が大きな役
割を占めており、特に天然ガス輸入量の急増により発電コス
トが上昇しています。安定したエネルギー供給には、様々な
燃料を偏らず幅広く使うことが重要であり、また、効率向上
により燃料消費量を削減することも必要で、ひいては二酸化
炭素排出量の低減につながります。石炭は、天然ガスととも
に日本の主要な火力発電の燃料の一つとなっており、また、
これまであまり利用されてこなかった低品位炭やバイオマ
ス、廃棄物などの活用も注目されています。本研究室では、
これらを火力発電の燃料として高効率利用するにあたって、
反応性、改質特性、環境影響などを評価し、技術的な課題を
明らかにするとともに、その対策技術の開発を進めていま
す。ここでは、主として取り組んでいるガス化技術や炭化燃
料化技術について紹介します。

1 ガス化技術

　現在の石炭火力発電所では、微粉炭ボイラで蒸気を発生し
て蒸気タービンを回す汽力発電方式を用いており、蒸気温度
と圧力を上げることで、日本の技術は限界に近い熱効率にま
で向上してきました。一方、天然ガス火力発電所ではガスター
ビンと蒸気タービンを組み合わせた複合発電方式により、熱
効率を飛躍的に向上させています。石炭を使った複合発電

（IGCC）技術も開発が進められ、現在、実証試験を終えて商
用化の段階を迎えるところです。IGCCシステムの中核は、石
炭をガス燃料に転換する石炭ガス化炉です。石炭ガス化技術
は化学工業や製油の分野でも世界中で使われており、注目さ
れています。そこで、3トン／日規模の石炭ガス化炉（図1、2）
を用いて様々な石炭のガス化特性を試験したり、反応基礎実
験装置（DTF）により低品位炭やバイオマス、廃棄物燃料な
どのガス化反応性や詳細な反応メカニズムを解明したりする
ことにより、ガス化技術の普及と高度化に取り組んでいます。

2 炭化燃料化技術

　褐炭やバイオマス、廃棄物燃料などの低品位燃料はガス化
技術を適用することが有効ですが、熱処理をして炭化するこ
とにより従来型のボイラで利用できる燃料に転換すること

も可能です。このような低品位燃料は、発熱量が低い、粉砕
しにくい、自然発熱性が高いため安全面の管理が難しい、な
どのデメリットがあり、そのままでは高効率発電には向いて
いない場合がありますが、炭化燃料化により石炭同等の品質
に高めることができます。そこで、大型の炭化装置や小型の
炭化基礎実験装置により様々な低品位燃料の炭化特性を解
明し、炭化燃料化技術の高度化に取り組んでいます。

Shiro KAJITANI
梶谷 史朗 連携准教授

バイオマスや石炭の高効率発電によりエネルギーセキュリティと環境問題の解決を目指す

http://criepi.denken.or.jp/jp/energy/index.html

梶谷研究室

図1　電力中央研究所の3トン／日規模石炭ガス化研究炉

図2　空気吹き石炭ガス化炉の概要



39

Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering
Tokyo Institute of Technology

Department of Environmental Science and Technology
連
携
講
座

　海洋研究開発機構では、地球環境変動の観測と予測研究を
行なっています。私の所属する物質循環研究プログラム・陸
域生態系研究チームでは、陸域生態系の構造と機能、気候と
の相互作用を解明するため、陸域植生動態や物質循環過程の
プロセス研究、シミュレーションモデル開発を行なっていま
す。
　その中で、私は人工衛星・航空機などの観測データから、
森林の機能・構造に関する情報を抽出する技術開発と森林内
の光環境を中心とした微気象モデルの開発の2つのテーマを
中心に研究を進めています。2つのテーマは、一見全く異な
るように見えますが、森林の光・熱などの放射環境の物理モ
デルを駆使するという点で研究のアプローチが共通してい
ます。

1 樹木内の光環境予測モデルの開発

樹木は、光合成によって大気中の二酸化炭素を吸収し、蒸散
によって気温を下げる効果があることから、地球温暖化や都
市のヒートアイランドの調整効果が期待できます。植物の活
動の源は太陽光です。したがって、太陽光が樹木の細部にわ
たってどの程度吸収されるかを定量的に評価することが重
要となります。この評価のために、3次元の詳細な森林光環
境のシミュレーションモデル（放射伝達モデル）を開発して
います。また、モデル開発に必要な野外調査も行っています。
開発モデルは、森林・街路樹・公園などを含む様々な景観に
おける光環境の予測と微気象評価に役立てられます。

2 地域スケール大陸スケールの植生モニタリング

衛星リモートセンシングによって地球環境変動や人為的な
土地利用改変に伴う森林の量や分布域の変化を広域的に知
ることができます。森林構造に関係する物理量を衛星データ
から抽出するためには、放射モデルや現場データを用いて、
衛星データから森林構造を推定する方法論を確立する必要
があります。現在、シベリアやアラスカ、日本を対象として、
こうした方法論を検討しています。また、広域マップを用い
た植生動態変動の解析も行なっています。

　リモートセンシング学は学際的な学問であり、また対象と
する研究の空間スケールが大きいため、モデル開発や野外調
査などを一人で完結することはできません。実際の研究の現
場では国内外のさまざまな分野の研究者と共同で研究を進
めます。本連携講座は、浅輪研究室と共同で研究を行います。

Hideki KOBAYASHI
小林 秀樹 連携准教授

1本の木から全球スケールへ　リモートセンシングで森林の機能・構造を観測する

http://www.jamstec.go.jp/rigc/j/ebcrp/tert/

小林研究室

森林の反射率のシミュレーション画像（左）と樹木の伐倒調査（右）

シベリアにおけるカラマツ林の夏季の植生量（葉面積指数）の分布

地域スケールの森林分布図の作成
（釧路川流域の例）
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　地球環境の中で人間活動の主要な場である地域・都市・街・
建築における環境負荷の小さい快適な “環境の創造”を目指
して、熱と緑をキーワードに活動しています。本研究室では、
浅輪研究室と連携して研究・教育活動を行っています。

1  環境共生都市の創造とその予測・評価
　　 住み良い都市づくりを目指して！

・ 3D-CADを用いた建築・都市の熱環境評価シミュレーショ
ンツールの開発（建築家やコンサルタントが使用できる街
づくりのための環境設計ツールとして）

・ ヒートアイランド現象の実測・調査及びヒートアイランド
を起こしうる程度を示すヒートアイランドポテンシャル
の提案と適用。

・ 都市空間における緑の有効な配置計画の提案。（30％の緑
をどのように配分するか？） 

2  環境のリモートセンシング
　 衛星・航空機から地球・都市の本当の姿を見る！

・ 人工衛星や航空機のリモートセンシング、画像処理、地理
情報処理システム（GIS）を駆使して、環境の良さ、環境
のもつポテンシャルを見抜く技術を開発中。

・ 研究室で開発した全球熱画像収録システムによる街や室
内などの人間を取り囲む熱環境の可視化。

3  環境共生の知恵 
　 環境と共生する工夫を科学的に見直す！

・ 江戸の街ではヒートアイランド現象が起きていたか？当
時の街を再現し、シミュレーション！

・ 砺波平野の散居における屋敷林の環境調整効果を可視化。
さらに環境教育教材に！

・ 環境共生集落河回村（韓国）の伝統的な中庭形式の両班（ヤ
ンバン）住宅に注目！アジアの都市の在り方を考えるプロ
ジェクトが進行中。

4  パッシブソーラーシステム　
　 クーラーのいらない建物を造ろう！

・ パッシブシステムのうまみは、自然のエネルギーを薄く、
広く、まんべんなく。

・ 地域の気候風土にあったパッシブシステムの開発を目指
している。

・ 雨水利用による孔あき透水性レンガを使ったパッシブ
クーリングシステムの開発（夏の涼しい屋外空間（クール
スポット）の創造）。

・ 屋上植栽、壁面緑化などのグリーンアーキテクチャー手法
の開発と環境調整効果

●教員より一言
　画像解析でカラーディスプレーにかじりついてきれいな
画像に見入っている人、難しい？数値シミュレーションに取
り組んでいる人、放射カメラを登載した観測車に乗って都
市・建築ウオッチングに精を出している人、緑を愛し水やり
を欠かさない人、様々です。
　地球、そして、都市や地域、建築の環境問題に興味を持ち、
広い視野を持つ環境のスペシャリストが生まれることを期
待しています。

環境負荷の小さい快適な都市・街・建築の環境創造に向けて !

http://www.hy.depe.titech.ac.jp/
Akira HOYANO

梅干野 晁 連携教授
梅干野研究室

研究のフレーム

具体的な手法は
浅輪准教授の
ページを参照
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入試情報
　本専攻の入試は、理系学生だけでなく、文系学生や留学生の受験を考慮し、2011年度から一部内容を変更しました。新たな試験区分
ならびに過去問を専攻ホームページに掲載しています。また入試に関する詳細な情報は5月中旬に発行予定の学生募集要項及び入試課ホー
ムページでご確認ください。尚、入試に関する公式な情報はすべて「学生募集要項」により提供されます。万一、本パンフレットと学生
募集要項の記載内容に相違がある場合は、学生募集要項の情報が優先されます。

　　入試課ホームページ：http://www.titech.ac.jp/prospect/index.html
　　専攻ホームページ　：http://www.depe.titech.ac.jp/

修士課程
　入学時期は平成26年4月または平成25年10月です。入試日程の詳細は4月下旬頃に発表され、募集要項・願書は5月中旬に配布されます。
10月入学は、既に大学を卒業されているか、もしくは平成25年9月末までに大学卒業見込みの方が対象です。

（選抜方法）
　書類選考によって以下、（ i）または（ii）のいずれかの方法に分けられます。受験者が選択することはできません。口述試験資格者は7月下旬
までに受験者に対して直接連絡いたします。
（ i）口述試験
　・口述試験日程は7月下旬から8月上旬に行われます。
　・詳細の日時は受験者に対して直接連絡いたします。
（ii）筆答試験 ＋ 口頭試問
・口述試験受験資格に関する連絡がない場合は、英語並びに専門科目の筆答試験および口頭試問により評価します。
・筆答試験（専門科目）は8月中旬、口頭試問は8月下旬から9月上旬までの間に実施します。
 ・ 英語の成績は外部試験（TOEFL-iBT, TOEFL-PBT, TOEIC）のスコアに基づいて評価します。事前に外部試験を受験してスコアを取得して下さい。
スコアシートの有効期限は、願書提出期限から2年以内になります。なお、第一志望が当専攻でない場合は、第一志望の専攻にお問い合わ
せください。

 ・ 専門科目は、原則として出身学科に関連の深い専攻のものをあらかじめ選択して受験するものとします。関連するいくつかの専攻を併願するこ
とができます。「環境理工学創造専攻」専門科目については、昨年度から内容が変更になりましたので、詳細は5月中旬に発行予定の学生募集要
項を確認してください。研究室により受験科目を指定される場合もありますので、研究指導を受けたい教員に事前に相談することをお勧めします。

（入試説明会）
　修士課程入学希望者を対象とした入試説明会を開催しています。入試説明会では、本専攻に共通する入試情報や教育研究の特徴などを説明す
る全体で行う説明会と、志望研究室ごとに分かれて行われる個別相談の2つから構成されます。受験を検討されている方は、是非、ご参加ください。
　日程の詳細は環境理工学創造専攻ホームページ（http://www.depe.titech.ac.jp）をご覧ください。開催日時・場所が急遽変更となる可能性があ
ります。また、志望する教員が出張のため、留守にすることもありますのでご了承ください。

博士課程
　入学時期は平成26年4月または平成25年10月です。入試日程の詳細は4月下旬頃に発表され、募集要項・願書は5月中旬以降に配布されま
す。入試課ホームページの情報を確認して下さい。修士課程を修了していない場合でも、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認
められた場合には受験資格を得ることができます。また本専攻の修了生・在学生のうち3割は社会人学生です。働きながら学位取得を目指す人々
も積極的に受け入れています。受験を検討する場合は、あらかじめ研究指導を受けたい教員と相談して下さい。

（選抜方法）
　以下の方法により選抜します。
・学位論文（又はこれに代わる研究業績）の試問、学力検査及び口頭試問
　※ 博士課程では、口頭試問の内容、特に博士課程における研究計画に評価の重点が置かれます。事前に希望する指導教員と十分な打ち合わせをした上で受験してください。

・外国語試験（英語及び日本語、ただし、日本人は日本語を免除）
　※ 英語試験は外部試験（TOEFL-iBT, TOEFL-PBT, TOEIC）の成績が一定の評価以上の場合、免除します。詳細は入試課ホームページをご覧ください。

（入試説明会）
　博士課程入学希望者を対象とした説明会は実施しておりません。興味のある研究室の教員に直接お問い合わせください。

■入試に関する問い合わせ（修士課程／博士課程共通）
　入試課入試実施グループ（大学院）
　　専用ダイヤル　　03-5734-3990

　　メールアドレス　nyushi.daigakuin@jim.titech.ac.jp



42

東京工業大学大学院　総合理工学研究科

環境理工学創造専攻

論  文  題  目 指導教員

チェニジア国Joumine貯水池を対象とした細粒土砂輸送の長期的数値シミュレーション 石川、中村

波浪及び津波数値推算へのGPGPUの適用 中村、石川　

東南アジアの高濁度河川における粒状態重金属の化学形態およびその溶出可能性 石川、木内

開発の計画段階における低炭素化施策に関する研究　～ロンドン市都市計画にみる裁量的指導の特徴～ 村山、錦澤

環境アセスメントにおける電子媒体活用の現状と課題 錦澤、村山

地熱発電開発における社会的受容性に関する研究　～柳津西山地熱発電所と小国町における計画を事例として～ 村山、錦澤

米国NEPAにおける簡易アセスメント制度の特徴　－エネルギー省発電所事業を事例として－ 錦澤、村山

環境アセスメントにおける予測・評価の精度に関する研究　－東京都の事例を対象として－ 錦澤、村山

超音波を利用した重金属抽出プロセスの開発 竹下

Hydrothermal Upgrading of Palm Oil Empty Fruit Bunch Waste for Oxy-fuel Combustion 吉川、高橋

籾殻ガス化における廃食油及び賦活炭化物を用いたタール低減に関する研究 吉川、高橋

電気加熱式管状炭化炉を用いた松ペレット炭化プロセス評価 伊藤 **、吉川

地震波干渉法に基づく相互相関関数を用いた表面波位相速度の推定 山中

推積平野における地震動の継続時間に関する研究 山中

地表震源の波動場に対する地震波干渉法の適用性に関する研究 山中

レーザースキャナによる樹木の三次元形態のモデル化と放射収支解析 浅輪、梅干野

実在街区を対象とした屋外熱環境に与える人工排熱の影響分析 浅輪、梅干野

ケヤキ単木から周辺大気への顕熱輸送量 浅輪、梅干野

紫外放射環境シミュレーションツールを用いた都市緑化の効果分析に関する研究 梅干野、浅輪

明地・空地を有する江戸町人地における熱・風環境の評価 梅干野、浅輪

古墳時代の集落を対象とした数値シミュレーションによる生活空間の温熱環境評価 梅干野、浅輪

軸力比と断面端部の拘束状態が耐震壁の曲げ終局時変形性能に及ぼす影響 林 *、篠原

ト形部分架構を有するパイルキャップの耐震性能に及ぼす基礎梁位置の影響 林 *、篠原

カットオフ2段目主筋を有するRC梁部材の付着割裂補強方法 篠原、林 *

鉄筋コンクリート造柱梁接合部パネルに施した鋼板補強が破壊性状に及ぼす影響 篠原、林 *

鉄骨造建物の柱脚に発生するひび割れ幅に基づく被災度判定法の開発 山田

ブレース端接合部を有する鉄骨造部分架構の耐荷機構 山田

倒立振動台による鋼構造小型模型の倒壊実験 山田

Hysteretic Behavior and Plastic Deformation Capacity of  U-shaped Steel Dampers Under 2D Random Loading 山田

ウェブのモーメント伝達効率が低い鉄骨造柱梁接合部の変形性能 山田

* 平成25年3月で定年退職　　** 連携教授（平成25年3月で任期終了）

2012年度　環境理工学創造専攻　修士課程修了生論文題目
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すずかけ台キャンパス 連絡先

G5棟

G1棟

R3棟

R1棟

J2棟

交通機関案内

すずかけ台キャンパスまでの主な経路
（平均的乗換え時間を含む所要時間）

新横浜駅 長津田駅
JR 横浜線

すずかけ台駅 （30分）
乗換

乗換

乗換乗換

下車

下車

下車

東急田園都市線

東京駅 渋谷駅
JR 山手線

すずかけ台駅 （75分）
東急田園都市線

羽田空港 横浜駅 長津田駅
京急空港線

すずかけ台駅 （70分）
東急田園都市線JR横浜線

乗換 下車
羽田空港 たまプラーザ

連絡バス
すずかけ台駅 （90分）

東急田園都市線

東京工業大学　大学院総合理工学研究科
環境理工学創造専攻長　田村　哲郎
　〒226-8502  神奈川県横浜市緑区長津田町4259

　TEL  45-924-5505

　E-Mail  tamura@depe.titech.ac.jp

※専攻ホームページもご覧ください

　http://www.depe.titech.ac.jp/
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