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復興支援技術
地盤不飽和化による液状化対策工法の開発

千葉工業大学工学部建築都市環境学科　畑中研究室　教授　畑中　宗憲

復興支援技術
新種の微細藻類「バイノス」を活用した「し尿処理技術」の開発

株式会社日本バイオマス研究所　代表取締役　湯川　恭啓
　東邦大学医学部薬理学講座　教授　杉山　篤　http://www.j-biomass.com/

復興支援技術
緊急被ばく医療：REMATの設立
（独）放射線医学総合研究所緊急被ばく医療研究センター運営企画ユニット業務推進室　室長　蜂谷　みさを

http://www.nirs.go.jp/index.shtml

東北地方太平洋沖地震により、千葉県では東京湾岸周辺の埋
立地および利根川沿岸の低地において液状化が発生し、多くの
住宅が甚大な被害を受けた。一方、それらの地域でも、基礎地
盤や基礎構造に液状化対策を施した構造物は殆ど被害がない。
それらの液状化対策の有用性が示されている。ところで、地盤
に液状化対策を施したケースはいずれも更地地盤で実施されて
おり、今回の地震で被害を受けた住宅のような構造物がある場
合は従前の対策工法は実施ができないか、無理に実施しょうと
すると莫大な費用がかかる。本研究は既存の構造物（例えば住宅）
がある場合の液状化対策工法の開発を目指したものである。地
盤中に空気を注入して地盤を不飽和化し、液状化強度を上げて、
被害の低減を図るものです。

緊急被ばく医療に特化した専門家チームは世界的にも非常に
珍しい。放医研は自らが持つ人的・物的資源やノウハウを最大
限に生かし、平成22年1月、被ばく医療の専門医師、看護師、
線量評価の専門家等で構成するアジア初の緊急被ばく医療支援
チーム（以下、REMAT）を設立した。REMAT はアジアを始
めとした世界各国での迅速な緊急被ばく医療支援を可能にする
ことで、新たな国際貢献のあり方を示した。その活動を実現さ
せたのが携帯性と機動性に富む資機材や通信機器、携行薬剤で
ある。これらを携え、REMAT は国内においても東日本大震災
に起因し発生した原子力災害で迅速かつ幅広い緊急被ばく医療
対応を行った。その活動を紹介する。

被災地の復興を考えるとき、インフラ整備も含めた経済活動
の復興も大切ではあるが、まずは “人が健康を損なわずに生活で
きる”状況を維持することを第一に考えねばならない。東邦大学・
医学部・薬理学講座では株式会社日本バイオマス研究所が見出
した新微細藻類「バイノス」のきわめて高い潜在能力に注目し、
様々な観点から「バイノス」を復興支援に供する手段を考慮中
である。これまでの検討で「バイノス」の乾燥粉末（BP2）を
家畜糞尿に添加すると、固形物濃度、COD ならびにメルカプタ
ン臭が顕著に低下することが確認されている。今回の講演では、
被災地の「し尿処理」へBP2を応用した実例を紹介する。

千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学　講師　松下　一之

日本大学理工学部社会交通学科教授／復興都市モデル研究グループ代表　伊澤　岬
http://www.trpt.cst.nihon-u.ac.jp/DESIGN/designj.html

千葉大学 VBL のプロジェクトの一つとして、千葉大学医学部
附属病院（以下当院）において「臨床検体の精度管理と保存法
の標準化」を目指す試みを開始している。そのために、臨床検
体の採取、保存、管理の標準化を手がけている。この度の東日
本の震災と原発事故による放射線被爆の影響を調べるために、
経済産業省が主体となって、健康被害の実態を今後 30 年間に
わたり調べるプロジェクトが計画されている。我々は臨床検体
（血清・血漿）の保存・管理の標準化の研究を通して、30 年と
いう長期にわたり保存された臨床検体を一定の基準で評価でき
る方法を確立したい。それにより、放射線被爆の影響をより正
確に評価し、震災の支援の一つとして生かしたいと考えている。

失墜した日本の技術が再び国際的評価を得られるような復興
を願い２１世紀型のかわす防災ビジョンや自然エネルギー、ユ
ニバーサルデザインの視点からの提案について講演及び展示を
行う。
この提案は、大学を中心に建設会社、建築設計事務所、コン
ピュータソフト会社で設立した研究グループによるもので、防
災面からは、津波の道筋を予想してかわし、どこからでも逃げ
切れる街づくりを、防災ブリッジ、コリドール、タワーさらに
避難ビル、斜面住居によって街全体で約５００㍍の避難距離の
ネットワークを形成することで対応し、エネルギー面からは日
射量が多い三陸の利点を活かし太陽光での発電による太陽エネ
ルギー都市を創るというものである。

復興支援技術
長期放射線影響調査支援のための臨床検体の保存・保管の標準化

復興支援技術
災害でより美しくより強く蘇る厳島神社に学ぶ東日本復興の方法とデザイン
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復興支援技術
パッシブ形燃料電池の実用化研究
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千葉工業大学工学部機械サイエンス学科　江尻研究室　教授　江尻　英治

パッシブ形燃料電池は、常温、無加湿、超低圧で水素を供給し、大気から
酸素を取り込むので、システムが大幅に簡素化される。本展示では、流動現
象を解析するための様々な計測技術、シミュレーション技術と、新規に開発
した水素循環システムを紹介する。

復興支援技術
地震被害などの現地調査結果集約への地理情報技術の活用

千葉工業大学工学部建築都市環境学科　寺木研究室　教授　寺木　彰浩

地震被害などの測地的な把握、情報集約は短時間に済ませ、適切な対応に
つなげる必要がある。しかし現状ではリモートセンシングや携帯型情報端末
の導入などには限界がある。昔ながらの紙による記録に頼らざるを得ない。
地理情報技術の活用による効率化について概観する。

復興支援技術
生産系廃棄物を用いた環境浄化材料の開発

千葉工業大学工学部教育センター　化学第４研究室　助教　南澤　麿優覽

果汁搾汁後のかんきつ類や鶏糞は、たやすくポリマーやアパタイト誘導体
を形成する事を見出した。これらは、天然物由来ゆえにさまざまな性状を示
し、大気・水・土の環境汚染浄化材料の一つとして機能発現することが期待
される。

復興支援技術
地震・津波後の水産増養殖の復興

東邦大学理学部生命圏環境科学科　大越研究室　教授　大越　健嗣

地震と津波によって水産増養殖施設は大きな被害を受け、重要種のアサリ
についてはその後の分布や生き残りについての情報がほとんどない。本研究
では宮城県・福島県の主要なアサリ養殖場の調査を行い、アサリの生息に関
する情報を集積するとともに、アサリ生産の復興に向けた検討を行った。

復興支援技術
高効率太陽電池の作製

日本大学生産工学部電気電子工学科　教授　清水　耕作
http://shimizu-lab.ee.cit.nihon-u.ac.jp/index.html

単独で動作する電源システムとして高効率太陽電池の研究を行っている。
軽いこと、壊れにくいことを基本として高効率での太陽光発電を目指すほか、
熱電変換システム、蓄電システムを有することを特徴としている。

復興支援技術
アスファルト舗装廃材からの素材回収方法

日本大学生産工学部土木工学科　助教　加納　陽輔

アスファルト舗装発生材は良質な骨材と貴重なアスファルトを含有する天
然資源混合物である。本研究では「水と油」の性質を応用し、舗装発生材か
ら素材（石、砂、アスファルト）を分別して回収する新たな再材料化技術を
開発した。

復興支援技術
高効率薄膜太陽電池材料（カルコパイライト化合物とCdS系）の研究開発
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千葉工業大学工学部電気電子情報工学科 脇田研究室　教授　脇田　和樹

地球環境にやさしい再生可能エネルギーを用いた発電技術は今後の成長が使
命とされている研究開発領域である。
本研究室では主に高い吸収特性をもつカルコパイライト化合物のバルク結晶

や薄膜を製作し、サブマイクロメータ領域でのその結晶性や欠陥状態を評価す
ることにより高効率薄膜太陽電池材料の開発を行っている。

復興支援技術
震災復興支援におけるソフトテクノロジー
千葉工業大学工学部建築都市環境学科　石原研究室（プレイグラウンド・サポーターズ）　准教授　石原　健也

http://www.denefes.co.jp/lab/index.html

東日本大震災では人の暮らし・営みの復興が最優先課題となっており、住
民主体・住民参加によるまちづくりへの期待が生まれている。現在、千葉工
業大学石原研究室が宮城県南三陸町で取り組む「志津川小学校 がっこう =
まちづくり」プロジェクトの概要を報告する。

復興支援技術
被災者の感染予防における抗菌ペプチドの応用

東邦大学理学部生物学科　准教授　岩室　祥一
http://www.lab.toho-u.ac.jp/sci/bio/regl/

抗菌ペプチドは抗生物質と異なり、広範囲の病原微生物に対し殺菌性或い
は静菌性を示す。抗菌性が高く毒性の低い新規ペプチドを探索・創出し、
チューインガム等に加えることにより、被災直後の状況下における感染防御
に役立てたい。

復興支援技術
木質バイオマスの直接液化反応

日本大学理工学部物質応用化学科　教授　平野　勝巳
http://www.nubic.jp/

本研究は建築廃材等の木質バイオマスを直接液化して、石油代替燃料を効
率的に製造するプロセスに関するものである。系外副原料が不要で反応条件
が温和であることが特長であり、小規模分散型の被災地に適用可能である。

復興支援技術
ＭＥＡに吸収させたＣＯ２の炭酸カルシウムとしての固定

日本大学理工学部物質応用化学科　教授　小嶋　芳行
http://kenkyu-web.cin.nihon-u.ac.jp/Profiles/42/0004161/profile.html

ＣＯ２を吸収したＭＥＡに、さらにカルシウム塩を添加することでＣＯ２を
固体として安定的に固定化する方法である。大量のＣＯ２を発生する中小の
事業所においても特別な設備は不要で、ＣＯ２の安定的吸収が可能である。

15 環境、エネルギー
乱流熱流体現象の高精度数値解析

木更津工業高等専門学校機械工学科　伊藤研究室　准教授　伊藤　裕一
http://kenkyu-web.cin.nihon-u.ac.jp/Profiles/42/0004161/profile.html

高精度な乱流現象の数値解析手法として期待されている Large-Eddy Simulation 
(LES) の工学的応用を目指し、乱流を含む熱流体現象として乱流燃焼現象と固体粒子や
噴霧液滴を含んだ流れの解析や、乱流から発生する空力騒音の予測にターゲットに置き、 
LES に基づく手法で解析を行い、その適用可能性に検証した結果を紹介する。本研究で
使用している解析コードはフリーソフトウェアとして配布しており、その成果は産業界
へ容易にフィードバック可能である。
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環境、エネルギー
東京湾海表面温度の大気環境へのインパクト
18

千葉工業大学工学部生命環境科学科　大気圏環境研究室　助教　小田　僚子
http://www.le.it-chiba.ac.jp/

環境、エネルギー
温室効果ガス燃料化技術
20

東邦大学理学部生命圏環境科学科　教授　鈴木　実

環境、エネルギー
沿面ストリーマ放電の基礎過程および電力系統シミュレータATP-EMTP
22

木更津工業高等専門学校電気電子工学科　准教授　柏木　康秀
alpha.kisarazu.ac.jp

環境、エネルギー
屋上緑化向けシバ品種の開発
24

千葉大学環境健康フィールド科学センター　渡辺研究室　准教授　渡辺　均

ライフサイエンス
これからの製品安全リスクアセスメント指標と子ども遊具の安全対応
26

千葉工業大学社会システム科学部金融・経営リスク科学科　越山研究室　教授　越山　健彦

ライフサイエンス
帯電微粒子水の病院内感染原因菌に対する短時間殺菌作用
28

東邦大学看護学部　感染制御学研究室　教授　小林　寅喆
http://www.toho-u.ac.jp

ライフサイエンス
分子認識部位＋水溶性ユニットからなるアミロイドタンパク質凝集阻害物質の合成とその評価
30

東邦大学薬学部　薬品製造学教室　准教授　鈴木　英治

環境、エネルギー
C-O結合切断を経る新規触媒反応の開発
19

千葉工業大学工学部生命環境科学科　環境有機材料化学研究室　助教　島崎　俊明
http://www.ic.it-chiba.ac.jp/yo/index.html

環境、エネルギー
二酸化炭素吹き込みによるリン酸塩含有廃棄物からのリン酸の回収
21

日本大学理工学部物質応用化学科　准教授　遠山　岳史
http://www.chem.cst.nihon-u.ac.jp/~toyama/

環境、エネルギー
低炭素社会に向けた超省エネ生物学的排水処理装置の開発
23

木更津工業高等専門学校環境都市工学科　大久保研究室　助教　大久保　努
http://www.kisarazu.ac.jp

環境、エネルギー
高効率で低公害な次世代自動車用エンジンの開発
25

千葉大学大学院工学研究科機械系　森吉研究室　教授　森吉　泰生
http://engine50.tm.chiba-u.jp/index.html

ライフサイエンス
新たな温泉活用法としてのファンゴの有用性
27

東邦大学医学部　生物学研究室　講師　杉森　賢司
http://www.med.toho-u.ac.jp/

ライフサイエンス
小型動物を用いた持続型心房細動モデル
29

東邦大学薬学部　薬物治療学研究室　教授　高原　章

ライフサイエンス
生体分子の構造や機能を調べるための架橋分子の開発
31

東邦大学理学部生物分子科学科　渡邊研究室　准教授　渡邊　総一郎
http://www.biomol.sci.toho-u.ac.jp/lab/watanabe_s_lab/index.html

ライフサイエンス
抗肥満を目指した生薬の探索
32

日本大学薬学部薬学科　教授　北中　進

ライフサイエンス
生体・環境調和型オイルゲルの開発
34

日本大学薬学部薬学科　助教　橋崎　要
http://bukka.pha.nihon-u.ac.jp/sub2.html

ライフサイエンス
次世代のＰＥＴ装置の開発
36

（独）放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター先端生体計測研究プログラム　チームリーダー　山谷　泰賀
http://www.nirs.go.jp/index.html

ライフサイエンス
膠原病と脳心臓血管障害の共通マーカー
38

千葉大学大学院医学研究院遺伝子生化学　准教授　日和佐　隆樹

ライフサイエンス
ヒト脂肪細胞を用いた遺伝子治療による難病治療に向けて
40

千葉大学大学院医学研究院臨床遺伝子応用医学　教授　武城　英明
セルジェンテック株式会社　代表取締役社長　麻生　雅是　http://www.cellgentech.com/

材料、ナノテク、モノづくり
MA-SPS法により作製したMg-Al-C 合金の硬さと組織
42

千葉工業大学工学部機械サイエンス学科　為広・田村研究室　教授　為広　博

材料、ナノテク、モノづくり
誘電体材料の二次電離係数
44

千葉工業大学工学部教育センター　物理第１１研究室　教授　鈴木　進

ライフサイエンス
超高感度Ｃ‐反応性タンパク質測定試薬及び測定方法
33

日本大学生産工学部環境安全工学科　教授　神野　英毅
http://www.en.cit.nihon-u.ac.jp/index.html

ライフサイエンス
日常生活における生体信号の活用
35

木更津工業高等専門学校電子制御工学科　システム工学実験室　助教　沢口　義人

ライフサイエンス
臨床試験を開始した重粒子線がん治療の次世代照射技術
37

（独）放射線医学総合研究所広報課　課長　原田　良信
http://www.nirs.go.jp/

ライフサイエンス
植物工場の生産性改善をサポートする施設効率分析診断システム
39

千葉大学環境健康フィールド科学センター 農水省植物工場拠点　准教授　丸尾　達
http://www.fc.chiba-u.jp/plant-factory/

ライフサイエンス
3D自然画像がもたらす生理的リラックス効果
41

千葉大学環境健康フィールド科学センター　自然セラピー研究室　教授　宮崎　良文
http://www.h.chiba-u.jp/center/research/miyazaki/index.htm

材料、ナノテク、モノづくり
薄板のレーザ曲げ加工の曲げ方向
43

千葉工業大学工学部機械サイエンス学科　三須研究室　助教　三須　直志

材料、ナノテク、モノづくり
中温作動形燃料電池用固体電解質におけるプロトン伝導メカニズムの研究
45

千葉工業大学工学部教育センター　化学第３研究室　准教授　尾身　洋典

東京湾からの海陸風循環が首都圏の都市大気環境問題（ヒートアイランドや集中
豪雨など）を緩和もしくは助長させる可能性があると指摘されてきた。
本研究では、海風の駆動力の一つである東京湾の海表面温度変化が都市の大気環

境に与える影響について評価する。

廃蒸気を駆動源として、温室効果ガスと微粒化したバイオマスとを衝撃圧縮
することにより燃料ガス (水素・CO) を製造する技術を開発する目的で、基礎計
算及び基礎実験を実施し、その実現の可能性を明らかにした。

金属導体と絶縁体の間で始まり気体と絶縁体の界面を進展する沿面ストリー
マ放電の発生に関する基礎研究と、無料で使用できる電力輸送系統用過渡回路
シミュレータATP-EMTPに関する日本ユーザグループ JAUGの活動紹介。

従来品種に比べ生育が非常に緩慢であり、水や肥料の要求量が低く、芝刈り
を必要としない 2 品種のシバを開発した。本品種は従来品種の屋上施工時に比
べ、メンテナンスコストを1/8に抑えることが可能である。

これから新しく消費生活製品を設計・開発する場合の新しいいくつかの指針
に着目した社会提言、そして身近な安全問題である乳幼児の遊具の事故に着目
したリスクアセスメントを提案する。

帯電微粒子水を病院内感染原因菌の MRSA、多剤耐性緑膿菌、多剤耐性アシネト
バクターなどに作用させた結果、2 時間以内の曝露で初期菌量の 1/100 以下に生
菌数が減少した。帯電微粒子水は病院内感染原因菌に短時間で殺菌的に作用した。

アミロイドタンパク質凝集はアルツハイマー病等の各種疾患の原因と考えら
れる。我々は分子認識部位＋水溶性ユニットからなる強力な凝集阻害剤の合成
に成功した。現在、より良い新規誘導体の合成と評価を行っている。

昨年度のノーベル賞受賞対象となったクロスカップリング反応の反応前駆体とし
て、これまでは芳香族ハロゲン化合物を用いるのが一般的であった。本研究ではフェ
ノール誘導体を出発原料とするクロスカップリング反応の進展について紹介する。

焼却汚泥に CO2 を吹き込むだけの簡便なプロセスで、可溶性炭酸水素塩を形
成しないリン酸塩（鉛等）はそのままに、可溶性炭酸水素塩となるカルシウム
塩等だけを溶解させて、重金属を含まないリン酸溶液を回収する技術である。

エネルギーを大量消費する活性汚泥法に代わる排水処理技術として、スポンジを
微生物の増殖担体として用いた、DHS（Down-flow Hanging Sponge）技術の研
究開発を続けており、低炭素社会に向けた省エネ・創エネ型排水処理技術を紹介する。

 二酸化炭素排出抑制のために、内燃機関の熱効率改善は喫緊の課題である。
そこで、熱効率改善とクリーンな排気を同時に実現できる新しい燃焼方式の開
発研究をNEDOから助成、産学連携コンソーシアムを通じて行っている。

心房細動は臨床上最も遭遇しやすい不整脈の１つであり、有効性が高く副作
用の少ない治療薬の開発が期待されている。そのような効果が期待される薬物
をスクリーニングするために、小型動物を用いた実験モデルを開発した。

我々は有機合成を用いて、生体分子の構造や機能を調べるための新規分子の
開発をおこなっている。DNA－タンパク質相互作用を調べるためのツールやペ
プチドヘリックスの向きを調べるためのツールについて発表する。

我々はマウス脂肪前駆細胞を用いて中性脂肪の蓄積を指標にして生薬のスク
リーニングを行ったところ、合歓花や沙棘葉に強い抑制効果を見出し含有成分
と作用機序について検討を行った結果、抗肥満活性が期待された。

レシチンおよび尿素／糖類／ショ糖脂肪酸エステルを利用した逆紐状ミセル
から成るレシチンオルガノゲル形成剤。調製が簡便であり、高い安全性、良好
なゲル形成能、使用感、取扱性の良さを全て併せ持つ。

がんやアルツハイマー病の早期診断に限らず、分子イメージング研究のツー
ルとしても期待されるＰＥＴ（ポジトロンＣＴ）について、放医研を中心に産学
連携のもと進めている次世代PET装置開発について紹介する。

関節リウマチや全身性エリテマトーデス等の膠原病では脳梗塞や心筋梗塞の
発症率が高いと報告されている。そこで、本研究はこれらの共通抗体マーカー
を同定し、発症を未然に防ぐことを目的としている。

齋藤千葉大学長の発明に基づき、千葉大学／セルジェンテック社共同研究による、
世界に先駆けて独自の脂肪細胞調製・加工技術を用いた、難病治療用脂肪細胞医薬
品の実用化研究を行っており、臨床研究導入段階にある。これらの研究活動や実用
化構想について紹介する。

本材料は、粉末のメカニカルアロイング (MA)＋放電プラズマ焼結法 (SPS) で作
製した Mg-Al-C 合金である。本研究では超軽量、かつ高強度で低摩擦係数などの特
徴を有する合金について基礎的な検討を行い、機械部品などへの適用を目指す。

誘電体バリア放電を応用した例としてはプラズマディスプレイパネルや、エキシ
マランプ、オゾナイザーなどがある。本研究ではこれら誘電体電極材料に注目し、
基礎係数の一つである二次電離係数γを決定し、材料の有効性を実験的に検討して
いる。

炎症性疾患や組織変性・壊死が生じると急速に血中に増加するＣ- 反応性タンパク
（CRP）は、心筋梗塞等捉えるマーカーとして注目され、測定に高感度性が要求さ
れている。CRPを特異的に認識し、高い感度で測定できる手段を提供する。

脳波や心電、筋電などの生体信号から脳活動やストレス、運動強度などが分かれば、
病気の発見や生活の改善に役立ちます。そこで日常生活下におけるこれらの生体信
号を測定して特徴を抽出し、有用な情報を得る手法を研究しています。

重粒子線がん治療の次世代照射システムは複雑な形の病巣にも高速に照射可能で、
更なる線量の集中性及び副作用の低減が期待できます。放射線医学総合研究所の新治
療研究棟にて本年5月に臨床試験を開始した、この次世代照射技術をご紹介します。

植物工場の普及を阻害しているエネルギ利用効率、CO2 利用効率、水利用効率な
ど各種効率の革新的向上を図るために、関連するパラメータを効率的・体系的に収集・
解析すると同時にそれらをデータベース化するシステムを開発した。

日常生活における３D画像の利用が急速に進みつつあるが、その生理的効果に関す
る研究は皆無に近い。本展示においては、拍変動性計測による交感神経活動、副交
感神経活動を指標とし、花等がもたらす生理的リラックス効果を明らかにする。

薄板をレーザ曲げ加工した場合、曲げ機構が座屈機構になりやすく凹凸両方向に曲が
るときがある。特に薄板は圧延時の曲がりを取り除くのが難しく、小さな部品に加工し
たときの寸法精度がおちる。試料の形状を把握し、レーザ曲げ加工をすれば的確に寸法
精度を調整できる。

CsHSO4 に代表される無機固体酸塩は、中温作動形燃料電池の固体電解質の有
力な候補として注目されている。本研究では、無機固体酸塩におけるプロトン拡散
挙動を、固体NMR法を用いて調べ、プロトン伝導機構を微視的に明らかにしている。

イタリアでは『医療』の一環として用いられているファンゴをわが国に適し
た方法で開発し、それを Biofango  と称し紹介した。実際施術が行われている
現場を紹介しながら生物学的、医学的データを基にファンゴの有用性を探る。
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材料，ナノテク，モノづくり
アルミニウム切削屑のアップグレードリサイクル材の開発
46

日本大学生産工学部機械工学科　教授　久保田　正広
http://db.me.cit.nihon-u.ac.jp/me/school_personnel/personnel.php?name=久保田　正広

材料，ナノテク，モノづくり
高温クリープ疲労寿命と高速非弾性設計法の開発
48

千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻機械系コース　准教授　小林　謙一

材料，ナノテク，モノづくり
マイクロ部品の造形と高硬度材料の加工
50

千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻機械系コース　教授　中本　剛

材料，ナノテク，モノづくり
スマート機械材料システムの提案と応用展開
52

千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻機械系コース　教授　浅沼　博

ＩＴ、情報、通信
耐故障性向上のための自己組織化ハードウェアの研究
54

千葉工業大学工学部電気電子情報工学科　新井研究室　准教授　新井　浩志
http://www.lcs-cit.jp

ＩＴ、情報、通信
オフショアシステム開発における要求仕様定義作業を支援するパーソナルエージェント
56

千葉工業大学情報科学部情報ネットワーク学科　菅原・眞部研究室　教授　菅原　研次

ＩＴ、情報、通信
高次局所自己相関特徴を用いた病理画像からの異常検出
58

東邦大学理学部情報科学科　教授　古谷　立美

材料，ナノテク，モノづくり
多機能ナノ複合材料の開発
47

千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻機械系コース　教授　胡　寧
http://www.em.eng.chiba-u.jp/~lab2/hu/index.html

材料，ナノテク，モノづくり
ロボット開発志向インテリジェントソフトデバイスの開発
49

千葉大学大学院工学研究科分子機能デバイス研究分野　教授　工藤　一浩
ttp://mole.te.chiba-u.jp/

材料，ナノテク，モノづくり
ヨウ素の特性を活かした芳香族ニトリルの効率的合成と展開
51

千葉大学大学院理学研究科基盤理学専攻　反応有機化学研究室　教授　東郷　秀雄
http://reaction-2.chem.chiba-u.jp/
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自律作業可能な双腕ロボット・ハンドの研究
53

千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻　教授　野波　健蔵
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55

千葉工業大学情報科学部情報工学科  六沢研究室　教授　六沢　一昭
http://www.rok.cs.it-chiba.ac.jp
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頭部伝達関数によらない音像定位制御技術 (AVS) の応用
57

千葉工業大学情報科学部情報ネットワーク学科　柳川研究室　教授　柳川　博文
http://www.yana.net.it-chiba.ac.jp

ＩＴ、情報、通信
複数の LEDを用いた電子ホログラフィのカラー再生
59

木更津工業高等専門学校情報工学科 白木研究室　講師　白木　厚司

アルミニウムのリサイクルは、スクラップ材を再溶解して再生地金を得るのが
一般的だが、この再生地金は低品位な上、再溶解時に大量のエネルギーを要する。
これらの問題を解決し、リサイクル材の機械的特性を向上させる製法を確立した。

高温構造機器の安全設計にはクリープ疲労重畳作用を簡便に評価する必要があ
る。高温機器運転中、構造部材内の応力 / ひずみが再配分される軌跡を利用して、
機器設計や保守管理に資する。併せて次世代耐熱材料による実験的検証を行う。

一つ目は、磁界や電界を利用して、配向した短繊維で強化したマイクロ部品
を造形する研究である。二つ目は、ダイヤモンドやサファイアを、それらより
も硬度の低い材料によって加工する研究である。

優れた機械的性質と同時に機能、多機能さらにはスマート・インテリジェント
な機能を発現可能な独創的、画期的材料システムを開発し、それらセンサ、アク
チュエータ等を材料機能として構造材料への融合に成功した一例を紹介する。

航空宇宙分野で用いられるデジタル機器は、放射線などに対する耐故障性が求
められる。本報告では、書き換え可能なデバイスを用いることにより、故障した
ブロックを回避して再構成をおこなう自己組織化ハードウェアについて紹介する。

異なる言語を話すクライアントとベンダーの間でシステムの要求仕様を定義
するばあい、仕様書の正確性が問題になっている。本研究では、オフショアシ
ステム開発を支援するパーソナルエージェントの開発を目的とする。

胃生検標本画像の異常検出を行うために、高次局所自己相関特徴を利用する
方法を提案した。病理専門医 4 人で行われた主観評価から，提案手法は病理専
門医が見ても診断可能なほどの精度が得られたことがわかった。

本研究では、優れた機械•電気•熱などの特性を有するカーボンナノフィラーを高
分子樹脂などの母材に入れることにより、構造物用の優れた機械特性を持つ以外、
高性能の発電材料•アクチュエータ•圧電型および抵抗型ひずみセンサなどにも適用
できる多機能ナノ複合材料の開発を研究目的とする。

無機的ロボットと有機的人間を橋渡しするヒュ－マンインターフェースに必
要な軽量、フレキシブル、大面積化といった特長を有する表示素子、圧力・視
覚センサ、情報タグなどのフレキシブル有機デバイスの開発を行う。

本研究では、 芳香環と POCl3•DMF あるいは nBuLi•DMF、続く単体ヨウ素・
アンモニア水との反応による芳香族ニトリルの１工程合成法を開発した。さらに、
本反応の汎用性と実用性を高めるため、種々の芳香環や芳香族複素環に適用し、対
応する芳香族ニトリルへの１工程変換を展開し、実用化に向けた基礎を確立した。

従来の産業用ロボットは単純作業に特化しており、適用範囲が限られるという
欠点があった。両腕の協調・センサによる高度な外観認識を可能にし、高度で複
雑な作業が自動で行える自律型双腕ロボットを紹介する。

コンピュータ将棋では、機械学習手法の確立により対局システムの強さは着
実に人間のトップに近づいてきている。本フォーラムでは、本研究室で開発し
た対局システムや、学習によってパラメータが自動調整される様子を展示する。

2チャンネルの狭帯域信号間時間差とレベル差の調整により前方2つのスピーカ
の外側、聴取者の真横まで音像定位させる技術（AVS: Adjustable Virtual 
Surround）を開発した。ここではその技術的特徴といくつかの分野にわたる応用
例を紹介する。

本研究では、電子ホログラフィのカラー再生について検討するため、USB-I/O
デバイスを用いて LEDの点灯と消灯の制御を行った。この LEDの光をホログラ
フィ再生時の光源として、光の強さや点灯時間を変更した時の再生像を比較した。
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千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻機械系コース　准教授　並木　明夫
http://mec2.tm.chiba-u.jp/~namiki/

1kHz のフレームレートでの画像処理が可能な高速ビジョンを活用し
た、人間のような高度な作業能力を有するロボットマニピュレーション
システムについて紹介する。

フロンティア
人間生活支援のための計測制御システム

千葉工業大学工学部電気電子情報工学科　関研究室　准教授　関　弘和
http://www.seki-lab.it-chiba.ac.jp

高齢者、障害者への工学的支援を目指した計測制御システムの研究事
例として、電動車椅子の多機能走行制御、筋電位信号解析と義手制御へ
の応用、独居高齢者のための異常検出モニタリングシステムの開発など
について紹介する。

フロンティア
モータ補助付きエアシリンダの精密位置決め制御

千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科　米田研究室　教授　米田　完
http://www15.ocn.ne.jp/~kanrobot/

空気圧アクチュエータは柔軟な力加減ができるため、電車やバスのド
アなど、人と接触する機械に使われている。一方、精密な位置決め制御
はむずかしい。本研究ではモータによる補助でエアシリンダの摩擦低減
を行い、精密位置決めを実現している。

フロンティア
風車騒音調査における画像処理の応用
千葉工業大学情報科学部情報工学科　長谷川研究室　准教授　長谷川　為春

近年、風力発電が注目されている。一方で、発電用風車によると思わ
れる騒音・健康被害が近隣住民より報告されるようになってきた。そこ
で、本研究では風車を撮影した映像から風車の回転数を計測する画像処
理システムを開発し、回転数と騒音の相関関係を調べる補助を行う。

フロンティア
分光・計測用の高出力・広帯域波長可変半導体レーザの開発
千葉大学大学院理学研究科基盤理学専攻　光物性量子伝導研究室　教授　室　清文

http://physics.s.chiba-u.ac.jp/ssphoto/

高スペクトル純度で波長を自由に掃引できるレーザ光源は光学域の発
振器として、分光計測を根底から変革するポテンシャルを有している。
高出力半導体レーザをベースに新しい共振器設計により、手の平サイズ、
CPU制御の高出力・広帯域波長可変レーザを開発した。

その他　　　　　　　　　
プロジェクトマネジメント教育を介して社会人基礎力を育成するヒトづくりプログラム研究
千葉工業大学社会システム科学部プロジェクトマネジメント学科　遠山研究室　准教授　遠山　正朗

本研究は、組織構成員としての人材育成を目的に、プロジェクトマネ
ジメント教育を介して社会人基礎力を育成するヒトづくりプログラムを
開発し、プログラムの被教育者が社会人基礎力を効率的に修得できるよ
うにする。

IT、情報、通信
複数の2次元情報を保持する立体作製技術
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千葉大学大学院工学研究科電気電子系コース　教授　伊藤智義
http://brains.te.chiba-u.jp/

単一の３次元ボリュームに複数の投影パターンを記録させる技術であ
り、方向によって観察される画像を変えることが可能である。直接的に
はレーザー加工による３次元クリスタルアートに適用でき、記録媒体を
工夫することでカラー化も可能である。

フロンティア
実空間ユーザインタフェースの制作、適用手法の開発

千葉工業大学工学部デザイン科学科　中本研究室　助教　中本　和宏

近年、コンピュータ等の操作についてインタラクティブな仕組みを利
用したユーザインタフェースが注目されている。本研究では利用者の状
態・状況に着目し、これらの新たな適用方法についての研究を行っている。

フロンティア
柔軟変形クローラ移動体の開発
千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科　青木研究室　准教授　青木　岳史

高強度でかつ伸縮性に富む保護カバーを開発し、この保護カバーを用
いたクローラベルトによって完全気密を実現する柔軟変形クローラ移動
体「Slug Crawler vehicle」についての研究を展示する。

フロンティア
確率計画法の研究
千葉工業大学社会システム科学部経営情報科学科　椎名研究室　准教授　椎名　孝之

http://www.mis.it-chiba.ac.jp/~shiina/

現実の数理計画問題には、目的関数および制約条件に不確実要素を伴
う場合が多い。不確実な状況下での意思決定にはリスクが含まれるため、
現実システムの不確実性をモデル化し、確率的変動要素を考慮すること
が必要となる。そのため、数理計画法の一手法である確率計画法の紹介
を行う。

フロンティア
生体を用いた実証的医工学研究
千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター研究開発部　教授　林　秀樹

http://www.cfme.chiba-u.jp/

本センターでは、新規医療技術開発の早期段階から積極的に生体を用いた検
証実験を導入することで効率的な研究開発を行っている。現在進行中のプロジェ
クトのうち、浮遊体治療システムの開発、X 線 CT 及び X 線撮影装置を用いた
生体画像解析、近赤外蛍光を用いた生体イメージング、画像解析による外科手
術支援、超音波顕微鏡による生体音響特性計測について紹介する。

その他　　　　　　　　　
千葉大学における物理実験教育プログラム

千葉大学普遍教育センター　准教授　三野　弘文

千葉大学では普遍教育センターが中心となり、毎年約1000人の学生に
対する物理実験教育を提供している。特色 GP の支援を受けて新しく導
入したパーソナルデスクラボ（PDL）を用いた実験教育の現状を紹介する。




