
共生環境学科 共生環境学科 

20世紀の時代は16億人から70億人に爆増した人口に食糧を提供することに
成功しましたが、今世紀はさらに著しい人口増加が予測されています。私たちの身
の回りにある未利用な資源や人の手が入りにくい国土を利用していくことが、自
給率の低い日本にとってより大事になっています。そのためには、植物を素材化
学的に深く理解し、「資源循環」による食糧生産技術を発展させ続けることです。

21世紀人類生存の原点 

皆さんが牛乳をおいしく感じるのは、自然の恵みを感じる
からですか？それとも、まろやかな香りや甘さでしょうか？牛乳
を好きな理由はそれ以外にもたくさんあるかもしれませんが、
おいしさには牛乳に含まれる脂肪が大きく関係しています。
この牛乳の脂肪分は、実は「牛」の胃袋に棲息する「微

生物」が牛の食べたエサを分解して生産する短鎖脂肪
酸の一つである「酢酸」を利用して合成されます。また、
この「酢酸」は、牛が食べる「草」が分解（消化）される
過程で生成されるため、穀物をいっぱい与えてもおいしい
牛乳にはなりません。もともと、牛は、草食動物の仲間で草やわらを食べて成
長し子供を育てることができます。
私の研究テーマは、牛や羊が好んで食べる栄養豊富な草や飼料の開発を

通じて、私たちの生活に欠かせない乳や肉を提供することです。

教授　後藤 正和 

草食動物たち

草の形（左から光学顕微鏡、走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡観察）

草からミルクができる 

キーワード 
牛、草、資源循環、飼料化学、乳肉生産 

牛と羊に脱帽 

お米や野菜の品種が収量性、耐病性、早晩性等の経済形質に大きな違
いがあるように、牛や羊のエサ用に開発された「牧草」の嗜好性や栄養性も
草種、品種、栽培方法、収穫時期等に大きく影響されます。こうした栄養形質
を牧草の解剖形態や化学構造と関連づけて調べているうちに、農林水産系
や食品系の副産物でもどのように加工すればもともとの牧草と同じ効果が期
待できるかがわかってきました。

草もいろいろ使い方もいろいろ 

資源循環学科
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教授　立花義裕 

共生環境学科

温暖化  正しく理解  気象力 

温暖化や地球環境のことを正しく理解している人、それは気象力が高い人です。

大災害をもたらす台風。温暖化時代の台風はどうなる？最近の冬は「寒冬」が

多いけれど、なぜ寒い冬が続くの？猛暑が続く夏。その原因は温暖化だけ？温暖

化の「おかげ」で農業に打撃をもたらすような冷害はもう発生しないの？実はこの

ような異常気象の「なぜ？」に対する完全な答えを人類はまだ得ていないのです。

地球love  ワクワクするぞ  気象力 

気象力が身につくと地球の不思議にワクワクする人、地球を愛する人、そし

て地球に優しい人になります。愛する地球には、謎や未知がたくさんあります。

気候・気象にも謎がいっぱいです。地球を愛し、地球に愛される人、つまり気象

力の高い人がふえたほうがよいのです。研究で新発見をしたときの喜びを学生

たちと分かち合った瞬間が、もっとも楽しいときで、もっともワクワクするときです。

陸と海  両方知りたきゃ  気象力 

異常気象や気候変動は農業・食糧問題に直結し、水産資源の変化にも

影響します。植生の変化は地球の気候や気象を変えます。そして、黒潮など

の海洋も気候や気象を変えます。地球上の生物圏を正しく理解するためには

気象や気候のことをわかっていなければなりません。

気象力  何でもグローバルで  みちゃう癖 

気象力が高まるとグローバルで見る癖がつきます。大気は地球全体を覆っ

ています。気象を理解するためには、地球全体のことを考えなければなりません。

そのような見方によって、国際的な政治問題、社会問題の解決にも応用の

利く国際感覚が自然に身につきます。地球科学者を目指す学生、国家公務

員を目指す学生、ウェザーキャスターを目指す学生と一緒に「科楽」しませんか。

異常気象 
　　　予知に挑む 
　　　　　　　研究室 

図１　練習船勢水丸からバルーンを上空に飛ば
して、上空の気流や気温湿度を観測しています。

図2　スーパーコンピューターを駆使して地球全体の大気
の流れや気温の変化のシミュレーションを行っています。日
本の気象はもとより、北極南極の海氷と気象、アフリカの
干ばつなど、地球規模での気象・気候研究を行っています。

キーワード 
気候変動、北極南極、気象観測、台風、猛暑 
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教授　関根義彦 

海洋物理学とは 

海洋は大きなスケールで見ると地球表面の約7割を覆う極めて薄い膜です。しかし、地球
に比べてはるかに小さい人間にとっては広く深い大海原であり、台風時には高潮がみられ、
地震の発生に伴い津波も生じます。反面、陸地と比較して気候を温和にするありがたい面
もあります。そのような海洋を研究するために必要な学問が海洋物理学となります。海洋物
理学は風波やうねりなどの海洋波動から潮流や海流などの流れ、水温や塩分分布などの
基本的性質や変動過程を物理学を基礎に理解する学問です。

海洋物理学から見る地球温暖化 

大気に比べ大きい海水の熱容量から、大気の気温が10℃上昇しても、海面から30メート
ルまでの海水が大気を冷却すれば海水温の上昇は1℃であり、300メートルの層で冷却すれ
ば0.1℃のわずかな海洋の温暖化で済みます。しかし現実はそう単純ではなく、海上を吹く風
や、深い場所の冷たい海水の存在など様々な要因による複雑な海洋のシステムを通して
地球温暖化と密接につながっています。これら海洋の影響の定量的な理解が、温暖化全
体を理解する上では重要となります。また刻一刻と変化する人間活動の影響が、今後の海
洋全体のシステムにどのような影響を与えるのか、多くの面から注目もされています。

海洋観測と数値実験で海を理解する 

研究室では三重大学所有の練習船“勢水丸”を用いた海洋観測をはじめ、数値シミュ
レーションを用いた研究が行われています。

勢水丸に搭載された海洋観測測器を用いて、海洋の密度・水温・塩分濃度を観測する
ことで、海流の詳しい流れや起源を明らかににします。また、伊勢湾で発生する津波をコンピ
ュータで再現し、その詳細を調べる研究なども行っています。

地球環境を理解したい方へ 

大気と海洋は気体と液体の差はありますが、流体とい
う点で共通し、両者をまとめて「地球流体」、その力学を「地
球流体力学」として一括した議論や講義が行われます。

海洋や大気に関連する分野を専攻するこれから「気
象予報士」の資格を取りたいと考えておられる皆さん、さ
らに将来海洋や大気の環境に関連する仕事につくこと
をお考えの皆さんは、海洋物理や大気力学の本質と詳
細を理解され、さらに現在いろいろと問題となっている地
球の環境問題の対策と解決を考える基礎を学んでいた
だければ幸いです。

勢水丸を用いた海洋観測の様子。
測器を海に沈めることで“海を測る”

キ－ワード 
黒潮、親潮、津波、海と気象 

本物の海洋深層水に触れよう 
観測で ～水深4000mの世界～ 

自分で観測した結果を解析し、研究
した結果を発表する様子。

共生環境学科

助教　山田 二久次 

キーワード 
環境に関する問題には理科全般の知識が必要です。

また、社会の仕組みを把握する必要があります。アン

ケート等の数値データの解析を行う場合には数学的

知識も必要になります。 

様々な人間活動の結果、環境問題が深刻化しています。環境問題の解

決には技術の向上だけでなく、それに関与している私たちの意識や生活スタ

イル、政策や管理システムなどを変更していく必要があります。また、環境の悪

化は私たちが生活している陸上だけでなく、海域にまで及んでいます。海域は

食糧生産の場だけでなく、観光やレジャー等様々な形で利用されています。海

域を持続的利用するためには、これらの環境問題を解決していく必要がありま

す。

海にも多くの問題がある 

研究を通して海洋環境が改善されることを望みます。地域の環境が向上さ

れるよう、皆さんと一緒に頑張っていければと考えています。

海域の環境問題解決に貢献したい 

人の意識や制度を知る 

現在沿岸域等で起こっている環境問題を解決するためには、関係する人々

がどのように考えているか、制度上どのような不備があるか等を知る必要があ

ります。そのために関係者にインタビューやアンケートを行い、実態を把握しま

す。また、問題点の抽出だけでなく、地域等で行っている環境活動、環境教育

のすぐれた点等の評価も行っています。得られたデータを分析することにより、

問題点や成功要因等について検討します。

海をずっときれいに 

環境活動によって変化した関係者のネットワーク

共生環境学科
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教授　関根義彦 

海洋物理学とは 

海洋は大きなスケールで見ると地球表面の約7割を覆う極めて薄い膜です。しかし、地球
に比べてはるかに小さい人間にとっては広く深い大海原であり、台風時には高潮がみられ、
地震の発生に伴い津波も生じます。反面、陸地と比較して気候を温和にするありがたい面
もあります。そのような海洋を研究するために必要な学問が海洋物理学となります。海洋物
理学は風波やうねりなどの海洋波動から潮流や海流などの流れ、水温や塩分分布などの
基本的性質や変動過程を物理学を基礎に理解する学問です。

海洋物理学から見る地球温暖化 

大気に比べ大きい海水の熱容量から、大気の気温が10℃上昇しても、海面から30メート
ルまでの海水が大気を冷却すれば海水温の上昇は1℃であり、300メートルの層で冷却すれ
ば0.1℃のわずかな海洋の温暖化で済みます。しかし現実はそう単純ではなく、海上を吹く風
や、深い場所の冷たい海水の存在など様々な要因による複雑な海洋のシステムを通して
地球温暖化と密接につながっています。これら海洋の影響の定量的な理解が、温暖化全
体を理解する上では重要となります。また刻一刻と変化する人間活動の影響が、今後の海
洋全体のシステムにどのような影響を与えるのか、多くの面から注目もされています。

海洋観測と数値実験で海を理解する 

研究室では三重大学所有の練習船“勢水丸”を用いた海洋観測をはじめ、数値シミュ
レーションを用いた研究が行われています。

勢水丸に搭載された海洋観測測器を用いて、海洋の密度・水温・塩分濃度を観測する
ことで、海流の詳しい流れや起源を明らかににします。また、伊勢湾で発生する津波をコンピ
ュータで再現し、その詳細を調べる研究なども行っています。

地球環境を理解したい方へ 

大気と海洋は気体と液体の差はありますが、流体とい
う点で共通し、両者をまとめて「地球流体」、その力学を「地
球流体力学」として一括した議論や講義が行われます。

海洋や大気に関連する分野を専攻するこれから「気
象予報士」の資格を取りたいと考えておられる皆さん、さ
らに将来海洋や大気の環境に関連する仕事につくこと
をお考えの皆さんは、海洋物理や大気力学の本質と詳
細を理解され、さらに現在いろいろと問題となっている地
球の環境問題の対策と解決を考える基礎を学んでいた
だければ幸いです。

勢水丸を用いた海洋観測の様子。
測器を海に沈めることで“海を測る”

キ－ワード 
黒潮、親潮、津波、海と気象 

本物の海洋深層水に触れよう 
観測で ～水深4000mの世界～ 

自分で観測した結果を解析し、研究
した結果を発表する様子。

共生環境学科

助教　山田 二久次 

キーワード 
環境に関する問題には理科全般の知識が必要です。

また、社会の仕組みを把握する必要があります。アン

ケート等の数値データの解析を行う場合には数学的

知識も必要になります。 

様々な人間活動の結果、環境問題が深刻化しています。環境問題の解

決には技術の向上だけでなく、それに関与している私たちの意識や生活スタ

イル、政策や管理システムなどを変更していく必要があります。また、環境の悪

化は私たちが生活している陸上だけでなく、海域にまで及んでいます。海域は

食糧生産の場だけでなく、観光やレジャー等様々な形で利用されています。海

域を持続的利用するためには、これらの環境問題を解決していく必要がありま

す。

海にも多くの問題がある 

研究を通して海洋環境が改善されることを望みます。地域の環境が向上さ

れるよう、皆さんと一緒に頑張っていければと考えています。

海域の環境問題解決に貢献したい 

人の意識や制度を知る 

現在沿岸域等で起こっている環境問題を解決するためには、関係する人々

がどのように考えているか、制度上どのような不備があるか等を知る必要があ

ります。そのために関係者にインタビューやアンケートを行い、実態を把握しま

す。また、問題点の抽出だけでなく、地域等で行っている環境活動、環境教育

のすぐれた点等の評価も行っています。得られたデータを分析することにより、

問題点や成功要因等について検討します。

海をずっときれいに 

環境活動によって変化した関係者のネットワーク

共生環境学科
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教授　坂本 竜彦 

キ－ワード 
地球システム、地球の進化、持続可能な社会、自然エ

ネルギー、地域内循環システム、地学 

何気なく手にした、一粒の砂に「地球」や「宇宙」の記録が秘められている

ことを発見したとき、この地球環境が物すごい年月をかけて形成されてきた「か

けがえのないもの」であることに気づきます。私の研究の一つは、地球深部掘

削船で世界の海に出かけていき、深海堆積物を採取、これを連続的に分析す

ることから地球システムの進化を研究することです。

一粒の砂に「これまで」の地球の進化を見る 

地球の歴史を学ぶとき、地球は複雑な要素が相互に関連しながら、絶妙な

バランスを保った一つの生命体のように進化するシステムであることがわかり

ます。私たちが呼吸する酸素は何億年という長い年月をかけて微細な光合成

生物がつくり出したものです。私たちが使う化石燃料は、数億～数千年前に

生きていた植物の化石です。しかし、今人類はその化石燃料を200年という短

い時間で使い切ろうとしています。化石燃料の燃焼が、大気中の二酸化炭

素量の増加につながり、将来の地球温暖化が懸念されています。

限界を迎えつつある「いま」の地球システム 

そこで、もう一つの研究は、未来に向かっ

て、持続可能な地球システムを実現するた

めの「グリーンイノベーション」についてです。

具体的には「自然エネルギー社会」への具

体的なビジョンや方策です。身近な地域の

自然エネルギー（太陽、風、水、生命）によ

るエネルギー自給自足を達成し、第一次産

業と結びつけて地域の経済が活性化する「地

域内循環システム」を小規模な自治体レ

ベルから住民参加の中でつくり上げていく

こと～そこにこれからの持続可能な社会の

未来像があります。地球レベルの大きな視野、新しい自然エネルギーの研究・

開発、小規模分散型の地域内循環システムとそれが機能的に結びついた社

会、自然と調和した「地球とともに生きる」持続可能な未来社会の展望を一

緒に学び、一緒に実現可能な未来ビジョンをつくりませんか？

持続可能な「これから」の地球システムをいかに創っていくのか？ 

持続可能な地球システムと人間社会のモデル

地球とともに生きる 
～持続可能な未来のために 

共生環境学科

准教授　渡邊 晋生 

庭先にあらわれた霜柱

キーワード 
土は全ての基盤です。それゆえ、理科（物理、化学、

地学、生物）全般の知識が関連します。そして、現象

予測には数学（微積分）も重要です。 

凍土が熱い！ 

凍土の遮水性の確認実験

凍土は、身近にある未理解な土です。

凍土による通気阻害と温暖化ガスの

関係、凍土の不均一融解と地下水の

涵養や窒素炭素循環との関係、まだ

まだ解明したいテーマが豊富です。凍

土の理解は燃料電池やメタンハイドレ

ートなどの材料開発や食品工学、火

星農業など宇宙開発のヒントを生み

出すかもしれません。あなたも凍土に

熱い気持ちをぶつけてみませんか？

凍土の先には？ 

冬の朝、霜柱を踏むのは楽しいです。

土が少しでも凍結する地域は、全陸

地の約70％に及びます。土の凍結に

伴う水分や溶質の移動は、地盤構造

や微生物活性の変化を引き起こし、

永久凍土の融解や気候変動、農林

地管理、凍結災害と密接に関連します。

また、土は凍結するとコンクリートのよ

うに硬く、難透水性になります。寒冷

地や凍土の利活用を進めるため、土の凍結メカニズムを理解したいと思います。

土が凍結？ 

土中には0℃以下でも凍結しない水が存在します。私たちは様々な手法で

この不凍水を測ります。近年では、凍土中の不凍水圧の直接測定に成功し

ました。また、実験室に現場を模した凍土を再現し、土中の温度や不凍水量、

溶質濃度をモニターします。そして、例えば凍土への水が浸潤する時、三つの

ステージを経ること、各ステージの浸潤速度や期間が凍結前の水分量による

ことを明らかにしました。また、土の凍結の数値シミュレーションを通して、将来

予測や土壌環境保全技術の改良を試みています。

凍土の中の水の挙動 

共生環境学科

4544



教授　坂本 竜彦 

キ－ワード 
地球システム、地球の進化、持続可能な社会、自然エ

ネルギー、地域内循環システム、地学 

何気なく手にした、一粒の砂に「地球」や「宇宙」の記録が秘められている

ことを発見したとき、この地球環境が物すごい年月をかけて形成されてきた「か

けがえのないもの」であることに気づきます。私の研究の一つは、地球深部掘

削船で世界の海に出かけていき、深海堆積物を採取、これを連続的に分析す

ることから地球システムの進化を研究することです。

一粒の砂に「これまで」の地球の進化を見る 

地球の歴史を学ぶとき、地球は複雑な要素が相互に関連しながら、絶妙な

バランスを保った一つの生命体のように進化するシステムであることがわかり

ます。私たちが呼吸する酸素は何億年という長い年月をかけて微細な光合成

生物がつくり出したものです。私たちが使う化石燃料は、数億～数千年前に

生きていた植物の化石です。しかし、今人類はその化石燃料を200年という短

い時間で使い切ろうとしています。化石燃料の燃焼が、大気中の二酸化炭

素量の増加につながり、将来の地球温暖化が懸念されています。

限界を迎えつつある「いま」の地球システム 

そこで、もう一つの研究は、未来に向かっ

て、持続可能な地球システムを実現するた

めの「グリーンイノベーション」についてです。

具体的には「自然エネルギー社会」への具

体的なビジョンや方策です。身近な地域の

自然エネルギー（太陽、風、水、生命）によ

るエネルギー自給自足を達成し、第一次産

業と結びつけて地域の経済が活性化する「地

域内循環システム」を小規模な自治体レ

ベルから住民参加の中でつくり上げていく

こと～そこにこれからの持続可能な社会の

未来像があります。地球レベルの大きな視野、新しい自然エネルギーの研究・

開発、小規模分散型の地域内循環システムとそれが機能的に結びついた社

会、自然と調和した「地球とともに生きる」持続可能な未来社会の展望を一

緒に学び、一緒に実現可能な未来ビジョンをつくりませんか？

持続可能な「これから」の地球システムをいかに創っていくのか？ 

持続可能な地球システムと人間社会のモデル

地球とともに生きる 
～持続可能な未来のために 

共生環境学科

准教授　渡邊 晋生 

庭先にあらわれた霜柱

キーワード 
土は全ての基盤です。それゆえ、理科（物理、化学、

地学、生物）全般の知識が関連します。そして、現象

予測には数学（微積分）も重要です。 

凍土が熱い！ 

凍土の遮水性の確認実験

凍土は、身近にある未理解な土です。

凍土による通気阻害と温暖化ガスの

関係、凍土の不均一融解と地下水の

涵養や窒素炭素循環との関係、まだ

まだ解明したいテーマが豊富です。凍

土の理解は燃料電池やメタンハイドレ

ートなどの材料開発や食品工学、火

星農業など宇宙開発のヒントを生み

出すかもしれません。あなたも凍土に

熱い気持ちをぶつけてみませんか？

凍土の先には？ 

冬の朝、霜柱を踏むのは楽しいです。

土が少しでも凍結する地域は、全陸

地の約70％に及びます。土の凍結に

伴う水分や溶質の移動は、地盤構造

や微生物活性の変化を引き起こし、

永久凍土の融解や気候変動、農林

地管理、凍結災害と密接に関連します。

また、土は凍結するとコンクリートのよ

うに硬く、難透水性になります。寒冷

地や凍土の利活用を進めるため、土の凍結メカニズムを理解したいと思います。

土が凍結？ 

土中には0℃以下でも凍結しない水が存在します。私たちは様々な手法で

この不凍水を測ります。近年では、凍土中の不凍水圧の直接測定に成功し

ました。また、実験室に現場を模した凍土を再現し、土中の温度や不凍水量、

溶質濃度をモニターします。そして、例えば凍土への水が浸潤する時、三つの

ステージを経ること、各ステージの浸潤速度や期間が凍結前の水分量による

ことを明らかにしました。また、土の凍結の数値シミュレーションを通して、将来

予測や土壌環境保全技術の改良を試みています。

凍土の中の水の挙動 

共生環境学科

4544



教授　亀岡 孝治 

キーワード 
農作物、気象計測、植物生理学、ICT、土壌水分 

研究に必要な科目 
数学、物理、生物、化学、地学、技術・家庭 

最近になって「田畑」でも使える比較的安い植物計測用センサや基盤技

術が登場し、農作物の現場での計測への期待が高まっています。近い将来、

新しいセンサを用い、「田畑」の農作物の情報が送られてくることになるでしょ

う。しかし、農家が本当に必要なのは最適な栽培のための農業情報サービス

です。「田畑」の「情報」をもとに「知識」を創り出し、さらに「情報サービス」を

実現することが求められています。

期待されるリアルタイム高速センシング 

農業現場でのICT（情報通信技術）の活用は、持続可能な食糧供給シス

テムを実現する科学的農業のための切り札と考えられます。ここでは、植物の

生育環境と、植物の元気さの計測をもとに、太陽のもとで育つ植物・果実の

中を動く水・物質、茎から根まで届く光、土壌中の根の成長などをICTを用い

て読み解こうとしている研究を紹介します。

研究の背景、動機づけ 

ICTは「スマート農業」の切り札 

私たちはICTを用いて「田畑」

の気象環境と土壌水分のモニ

タリングの仕組みをつくってきま

した（図１）。しかし、農作物の

栽培管理のためには、生育環

境計測に加え、植物生理学に

基づく新しい農作物の状態の

計測が重要です。そこで私たち

は、農作物中の水・ミネラルの

流れ（樹液流、蒸散流）、群落

光合成を起点とする植物体内

のエネルギー物質（糖・アミノ酸）

の流れ（転流）の計測に取り組

んでいます（図２）。

農作物の健康診断 
－田畑の環境と植物の元気さを測る－ 

図１　ICTを用いたミカン畑の生育環境情報取得のイメージ

図２　植物の健康診断項目のモデル

共生環境学科

助教　伊藤 良栄 

キ－ワード 
農家の人と接することが多いので、異世代とのコミ

ュニケーション能力。科目では、数学、物理、生物、情報、

英語などでしょうか。 

皆さん、農業が一番水を使っているって知っていました？FAOによると、世

界の水資源の約7割が農業用水として使われています。世界の人口は現在

約70億人で、国連の予測によれば今世紀末には100億人を突破するそうです。

20世紀は石油をどう確保するかという時代でしたが、21世紀は水資源が石油

にとって代わると言われています。農業は工業など他の産業に比べて収益が

低いので、たくさんお金を投資することができません。（プリウス1台買うのにお

米が何俵必要か計算してみてください。）とはいえ、農業で節水できれば、より

多くの人口を養うことが可能になります。

一番水を利用する産業って何？ 

お金さえかければ、田んぼの水位をはかるメータなどは簡単につくることがで

きます。でも、それじゃダメなんです。農家の人が便利だと思って、実際に買っ

て使ってくれるものでなければいけません。何万円もする立派な装置なんて、

だれも買ってくれませんよ。私たちの目標は、農業用資材が豊富においてある

DIY店の店頭に並ぶような製品をつくることです。

コメリで買えるアイテムづくり 

今や大学1年生の9割がスマホを使

っています。スマホはGPSやカメラなど

のセンサを搭載し、簡単にインターネッ

トに接続できる小っちゃな持ち運び可

能なコンピュータです。私たちは、これら

の技術を利用して、測る農業、見える

農業の研究をしています。今までの農

業は、経験豊富なおじいちゃん・おばあちゃんが小さな田んぼや畑をこまめに

回って、丹精込めて作物を育てているというイメージでしたが、これからはもっと

広い面積をより少ない人数で面倒を見なければいけません。農業経験がほと

んどない若手就農希望者をどう育てていくかという問題もあります。そんなとき、

田んぼや畑に設置したセンサから上がってくる情報を参考にして、スマホが「ど

こどこの田んぼに水が来ていないよ」とか「水をかけ過ぎだからちょっと節水し

て」とかアドバイスしてくれたらありがたいですよね。

スマートフォンなどのICTを利用した先進農業 

スマホで節水 

熊野市みかん園での観測

共生環境学科

4746



教授　亀岡 孝治 

キーワード 
農作物、気象計測、植物生理学、ICT、土壌水分 

研究に必要な科目 
数学、物理、生物、化学、地学、技術・家庭 

最近になって「田畑」でも使える比較的安い植物計測用センサや基盤技

術が登場し、農作物の現場での計測への期待が高まっています。近い将来、

新しいセンサを用い、「田畑」の農作物の情報が送られてくることになるでしょ

う。しかし、農家が本当に必要なのは最適な栽培のための農業情報サービス

です。「田畑」の「情報」をもとに「知識」を創り出し、さらに「情報サービス」を

実現することが求められています。

期待されるリアルタイム高速センシング 

農業現場でのICT（情報通信技術）の活用は、持続可能な食糧供給シス

テムを実現する科学的農業のための切り札と考えられます。ここでは、植物の

生育環境と、植物の元気さの計測をもとに、太陽のもとで育つ植物・果実の

中を動く水・物質、茎から根まで届く光、土壌中の根の成長などをICTを用い

て読み解こうとしている研究を紹介します。

研究の背景、動機づけ 

ICTは「スマート農業」の切り札 

私たちはICTを用いて「田畑」

の気象環境と土壌水分のモニ

タリングの仕組みをつくってきま

した（図１）。しかし、農作物の

栽培管理のためには、生育環

境計測に加え、植物生理学に

基づく新しい農作物の状態の

計測が重要です。そこで私たち

は、農作物中の水・ミネラルの

流れ（樹液流、蒸散流）、群落

光合成を起点とする植物体内

のエネルギー物質（糖・アミノ酸）

の流れ（転流）の計測に取り組

んでいます（図２）。

農作物の健康診断 
－田畑の環境と植物の元気さを測る－ 

図１　ICTを用いたミカン畑の生育環境情報取得のイメージ

図２　植物の健康診断項目のモデル

共生環境学科

助教　伊藤 良栄 

キ－ワード 
農家の人と接することが多いので、異世代とのコミ

ュニケーション能力。科目では、数学、物理、生物、情報、

英語などでしょうか。 

皆さん、農業が一番水を使っているって知っていました？FAOによると、世

界の水資源の約7割が農業用水として使われています。世界の人口は現在

約70億人で、国連の予測によれば今世紀末には100億人を突破するそうです。

20世紀は石油をどう確保するかという時代でしたが、21世紀は水資源が石油

にとって代わると言われています。農業は工業など他の産業に比べて収益が

低いので、たくさんお金を投資することができません。（プリウス1台買うのにお

米が何俵必要か計算してみてください。）とはいえ、農業で節水できれば、より

多くの人口を養うことが可能になります。

一番水を利用する産業って何？ 

お金さえかければ、田んぼの水位をはかるメータなどは簡単につくることがで

きます。でも、それじゃダメなんです。農家の人が便利だと思って、実際に買っ

て使ってくれるものでなければいけません。何万円もする立派な装置なんて、

だれも買ってくれませんよ。私たちの目標は、農業用資材が豊富においてある

DIY店の店頭に並ぶような製品をつくることです。

コメリで買えるアイテムづくり 

今や大学1年生の9割がスマホを使

っています。スマホはGPSやカメラなど

のセンサを搭載し、簡単にインターネッ

トに接続できる小っちゃな持ち運び可

能なコンピュータです。私たちは、これら

の技術を利用して、測る農業、見える

農業の研究をしています。今までの農

業は、経験豊富なおじいちゃん・おばあちゃんが小さな田んぼや畑をこまめに

回って、丹精込めて作物を育てているというイメージでしたが、これからはもっと

広い面積をより少ない人数で面倒を見なければいけません。農業経験がほと

んどない若手就農希望者をどう育てていくかという問題もあります。そんなとき、

田んぼや畑に設置したセンサから上がってくる情報を参考にして、スマホが「ど

こどこの田んぼに水が来ていないよ」とか「水をかけ過ぎだからちょっと節水し

て」とかアドバイスしてくれたらありがたいですよね。

スマートフォンなどのICTを利用した先進農業 

スマホで節水 

熊野市みかん園での観測

共生環境学科

4746



教授　葛葉 泰久 

キ－ワード 
自然現象のメカニズムを探るためには、数学と物理・

地学の知識が必須で、化学もあるに越したことはあ

りません。でも、高校で地学をやっている人は少ない

でしょう。物理をやっていない人も多いと思います。

でも心配ありません。全部大学で基礎から教えます。 

日本は、地震や津波、台風などによる自然災害に見舞われる確率が高い、

世界でも有数の「自然災害大国」です。それぞれの自然災害の原因は、その

性格が全く異なる部分と、共通する部分があります。自然災害に立ち向かおう

とするよりは、その性質をよく理解して、被害が少なくなるようにやり過ごすこと

が大切です。

自然災害のメカニズムを探る 

ここまで主に気象災害・水災害のことを書きましたが、日本で最も恐れられ

ている災害は地震でしょう。そういう意味もあり、私の研究室では最近、南海ト

ラフによる地震の研究にも取りかかったところです。台風や洪水はもちろん、

地震のメカニズムを探ろうという人、一緒に研究しませんか？

洪水から地震へ 

「近年の気候変化」と

いうようなことを除外すれば、

気象災害・水災害は「神

がサイコロを振った結果」

にすぎません。６の目が出

た年に豪雨が起こるという

ようなイメージです。例えば

この図は１２０年に１回の

豪雨（日降水量）の等値

線図です。この図に示した

ような降水が１２０年に１回

は生起するということです。

でもサイコロなので、「１２０

年に１回」の目が来年出る

こともあれば、２年連続出

ることもあることに注意す

る必要があります。

気象災害・水災害はサイコロだ 

自然災害から命を守る 

「１２０年に１回」起こる豪雨（日降水量）の等値線図（陸上だけ
見てください）

共生環境学科

教授　松村 直人 

キ－ワード 
生物、物理、数学。意外と思われるかもしれませんが、

森林の現状把握には数学的手法が必要で、将来の動

きを予測し、森林計画を作成するためには、生物学

的知見に基づいた数理モデルの応用が重要です。 

森林は私たちの身近な利用可能資源です。手元にある森林を利用して、

人類は経済的に発展してきました。今日、それが行き過ぎて、ある地域では森

林面積が激減し、また、ある地域では、森林は存在するものの、質的に非常に

貧しい森林となってしまいました。一方、水源の豊かな森や私たちをリフレッシュ

してくれる健康の森も、森林の多面的な姿です。現在の森林の状態を適正に

認識し、今後も「持続的に」健全な森林を維持するために必要な仕組みづく

りに取り組んでいます。

世界の森林を減らさないために 

森林の整備水準や管理状態が適正なのか、世界共通のモノサシで評価し、

世界水準の森林経営を判定できる成績表をつくり、お互いに客観的に森林

経営を評価します。そのような理論と現実の森林づくりという実践にも取り組

み、豊かな森林を維持し、次世代に残せるようにしたいですね。

森林管理の成績表づくりと豊かな森林を次世代へ残す 

地域の森林資源を適正に把

握し、森林の成長量を評価します。

成長量以上に利用しなければ

森林の蓄積は維持されます。人

工林については、固定試験地を

設定し、間伐計画に合わせた収

穫量の予想計画を立てます（図

１）。天然林についても、健全度

を評価し、将来にわたり存続でき

るように監視して、地域の森林

管理計画を作成します。また、幾

つかの指標について注目し、そ

の地域に望ましい森林の配置

計画を立て、地域住民と一体と

なって、森林を維持する方法を

考えます（図２）。

森林の成長量を評価し、地域に適切にレイアウトする 

図１　森林調査の一コマ（スギ人工林）

森林の管理計画とは？ 

図２　町内の森林分布と道路から200m以内の利用可
能エリア

共生環境学科
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教授　葛葉 泰久 

キ－ワード 
自然現象のメカニズムを探るためには、数学と物理・

地学の知識が必須で、化学もあるに越したことはあ

りません。でも、高校で地学をやっている人は少ない

でしょう。物理をやっていない人も多いと思います。

でも心配ありません。全部大学で基礎から教えます。 

日本は、地震や津波、台風などによる自然災害に見舞われる確率が高い、

世界でも有数の「自然災害大国」です。それぞれの自然災害の原因は、その

性格が全く異なる部分と、共通する部分があります。自然災害に立ち向かおう

とするよりは、その性質をよく理解して、被害が少なくなるようにやり過ごすこと

が大切です。

自然災害のメカニズムを探る 

ここまで主に気象災害・水災害のことを書きましたが、日本で最も恐れられ

ている災害は地震でしょう。そういう意味もあり、私の研究室では最近、南海ト

ラフによる地震の研究にも取りかかったところです。台風や洪水はもちろん、

地震のメカニズムを探ろうという人、一緒に研究しませんか？

洪水から地震へ 

「近年の気候変化」と

いうようなことを除外すれば、

気象災害・水災害は「神

がサイコロを振った結果」

にすぎません。６の目が出

た年に豪雨が起こるという

ようなイメージです。例えば

この図は１２０年に１回の

豪雨（日降水量）の等値

線図です。この図に示した

ような降水が１２０年に１回

は生起するということです。

でもサイコロなので、「１２０

年に１回」の目が来年出る

こともあれば、２年連続出

ることもあることに注意す

る必要があります。

気象災害・水災害はサイコロだ 

自然災害から命を守る 

「１２０年に１回」起こる豪雨（日降水量）の等値線図（陸上だけ
見てください）

共生環境学科

教授　松村 直人 

キ－ワード 
生物、物理、数学。意外と思われるかもしれませんが、

森林の現状把握には数学的手法が必要で、将来の動

きを予測し、森林計画を作成するためには、生物学

的知見に基づいた数理モデルの応用が重要です。 

森林は私たちの身近な利用可能資源です。手元にある森林を利用して、

人類は経済的に発展してきました。今日、それが行き過ぎて、ある地域では森

林面積が激減し、また、ある地域では、森林は存在するものの、質的に非常に

貧しい森林となってしまいました。一方、水源の豊かな森や私たちをリフレッシュ

してくれる健康の森も、森林の多面的な姿です。現在の森林の状態を適正に

認識し、今後も「持続的に」健全な森林を維持するために必要な仕組みづく

りに取り組んでいます。

世界の森林を減らさないために 

森林の整備水準や管理状態が適正なのか、世界共通のモノサシで評価し、

世界水準の森林経営を判定できる成績表をつくり、お互いに客観的に森林

経営を評価します。そのような理論と現実の森林づくりという実践にも取り組

み、豊かな森林を維持し、次世代に残せるようにしたいですね。

森林管理の成績表づくりと豊かな森林を次世代へ残す 

地域の森林資源を適正に把

握し、森林の成長量を評価します。

成長量以上に利用しなければ

森林の蓄積は維持されます。人

工林については、固定試験地を

設定し、間伐計画に合わせた収

穫量の予想計画を立てます（図

１）。天然林についても、健全度

を評価し、将来にわたり存続でき

るように監視して、地域の森林

管理計画を作成します。また、幾

つかの指標について注目し、そ

の地域に望ましい森林の配置

計画を立て、地域住民と一体と

なって、森林を維持する方法を

考えます（図２）。

森林の成長量を評価し、地域に適切にレイアウトする 

図１　森林調査の一コマ（スギ人工林）

森林の管理計画とは？ 

図２　町内の森林分布と道路から200m以内の利用可
能エリア

共生環境学科
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教授　佐藤 邦夫 

研究に必要な科目 
現実の物を対象とするのであれば、物理、生物、化学、

どれも大切でしょう。 

グローバルな広がりをもつ環境問題に取り組むには、まず過去、現在、未来

の状況を知る必要があります。その意味で、環境計測は大切ですが、実際に

環境問題を改善しようとする場合、真に環境負荷の少ない新しい「環境技術」

を開発する必要があります。

環境計測の後、どのように改善するか 

自然エネルギー利用の促進を叫ぶ人がいれば、それだけでは足りないという

人もいます。つまり、この道は決して容易ではないのですが、逆に言えば大変

やりがいのある分野でもあるのです。

私たちと一緒に、環境技術を進展させてみませんか？

環境技術の進展のために 

結局、エネルギーが大切／太陽光やバイオマスなど、自然エネルギーの有効利用 

そもそも、大量の二酸化炭素を排出しているのは、

原始時代に人間が利用を始めた「燃焼」という行

為です。それは当初、灯りや暖をとり、調理をする

ためのものでしたが、次第に物をつくったり、改造

したりするための補助力として使われるようになり

ました。すなわち、大部分の「燃焼」は「エネルギー」として

使われているのです。それでは、環境問題を改善するために、

エネルギーの消費を止めてしまってよいのでしょうか？人の

暮らしに必要な最低限のエネルギーしか消費していなかっ

た江戸時代、日本の人口はほぼ3000万人で一定でした。

つまり、今よりも生活の質（これは健康や寿命の質を含み

ます）がかなり劣った状態でも、日本の国土では、エネルギ

ーなくして1億2千万人の人口を養うことはできません。

もう希望がないのでしょうか？いえいえ、私たちには頭脳があり、思考することが

できます。この思考力を人の生活の改善に使うことが技術（エンジニアリング）です。

もちろん不要不急のエネルギー消費は極力抑え（これも技術です）、それでも必要

となるエネルギーは太陽光やバイオマスなど、自然エネルギーの有効利用に頼る

ことが考えられています。日本はもともとリサイクル技術が進んでいます。最近では

都市下水さえもエネルギーや資源の基（元）にしてしまう技術も芽生えています。

太陽光発電システム

バイオマス混焼ボイラー

環境を何とかしたい 

共生環境学科

講師　松尾 奈緒子 

乾燥地植物にあこがれて、
砂漠に通う 

中央アジアのキジルクム砂漠は夏
と冬の温度差が大きく、雨もほとんど
降りません。さらに土壌の表面には
塩が集積しているような厳しい環境
です。でも、このような環境でも植物
は生きています（図１）。私たちは葉の
有機物や枝の中の水の安定同位体
比を分析し、以下のような乾燥地植
物の多様な生き方を明らかにしました。
・根を地下深くまで伸ばして塩分濃度の低い土壌深層水を利用し、効率よく
光合成している植物

・1年のうち短い雨季の間だけ塩分濃度が低下する土壌表層水を利用して
成長している植物

キーワード 
植物生理生態学、生物 

今、アジアやアフリカの乾燥地生態系で何が起こっているか？ 

安定同位体を使って乾燥地植物の生存戦略を明らかにする 

私たちが提案する手法が乾燥地の植物だ
けでなく、乾季・雨季のある熱帯季節林の落
葉広葉樹のフェノロジーなど、様々な気候帯
の植物の生き方を知るために使用できること
を試しています（図２）。壊れていく生態系をど
うにか修復・保全したいという目標は変わりま
せんが、同時に植物の多様な生き方から人
が学ぶこともとても多いと感じています。

雨の少ない乾燥地から多い森林まで、様々な植物の生き方を知りたい 

アジアやアフリカに広がる乾燥地域では砂漠化による生態系劣化が深刻
な問題となっています。こうした生態系を修復・保全するために、乾燥地植物
がどのように生きているのか、環境変動に対してどのように反応するのかを理
解したいと考えています。そして、乾燥地生態系が果たす役割を正しく評価し
たいと考えています。

共生環境学科

図１　中央アジア・キジルクム砂漠の夕景、地味だ
けど力強い植物たち

図２　タイ北部チーク落葉樹林のタワー
上での光合成観測、地上25mぐらい
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教授　佐藤 邦夫 

研究に必要な科目 
現実の物を対象とするのであれば、物理、生物、化学、

どれも大切でしょう。 

グローバルな広がりをもつ環境問題に取り組むには、まず過去、現在、未来

の状況を知る必要があります。その意味で、環境計測は大切ですが、実際に

環境問題を改善しようとする場合、真に環境負荷の少ない新しい「環境技術」

を開発する必要があります。

環境計測の後、どのように改善するか 

自然エネルギー利用の促進を叫ぶ人がいれば、それだけでは足りないという

人もいます。つまり、この道は決して容易ではないのですが、逆に言えば大変

やりがいのある分野でもあるのです。

私たちと一緒に、環境技術を進展させてみませんか？

環境技術の進展のために 

結局、エネルギーが大切／太陽光やバイオマスなど、自然エネルギーの有効利用 

そもそも、大量の二酸化炭素を排出しているのは、

原始時代に人間が利用を始めた「燃焼」という行

為です。それは当初、灯りや暖をとり、調理をする

ためのものでしたが、次第に物をつくったり、改造

したりするための補助力として使われるようになり

ました。すなわち、大部分の「燃焼」は「エネルギー」として

使われているのです。それでは、環境問題を改善するために、

エネルギーの消費を止めてしまってよいのでしょうか？人の

暮らしに必要な最低限のエネルギーしか消費していなかっ

た江戸時代、日本の人口はほぼ3000万人で一定でした。

つまり、今よりも生活の質（これは健康や寿命の質を含み

ます）がかなり劣った状態でも、日本の国土では、エネルギ

ーなくして1億2千万人の人口を養うことはできません。

もう希望がないのでしょうか？いえいえ、私たちには頭脳があり、思考することが

できます。この思考力を人の生活の改善に使うことが技術（エンジニアリング）です。

もちろん不要不急のエネルギー消費は極力抑え（これも技術です）、それでも必要

となるエネルギーは太陽光やバイオマスなど、自然エネルギーの有効利用に頼る

ことが考えられています。日本はもともとリサイクル技術が進んでいます。最近では

都市下水さえもエネルギーや資源の基（元）にしてしまう技術も芽生えています。

太陽光発電システム

バイオマス混焼ボイラー

環境を何とかしたい 

共生環境学科

講師　松尾 奈緒子 

乾燥地植物にあこがれて、
砂漠に通う 

中央アジアのキジルクム砂漠は夏
と冬の温度差が大きく、雨もほとんど
降りません。さらに土壌の表面には
塩が集積しているような厳しい環境
です。でも、このような環境でも植物
は生きています（図１）。私たちは葉の
有機物や枝の中の水の安定同位体
比を分析し、以下のような乾燥地植
物の多様な生き方を明らかにしました。
・根を地下深くまで伸ばして塩分濃度の低い土壌深層水を利用し、効率よく
光合成している植物

・1年のうち短い雨季の間だけ塩分濃度が低下する土壌表層水を利用して
成長している植物

キーワード 
植物生理生態学、生物 

今、アジアやアフリカの乾燥地生態系で何が起こっているか？ 

安定同位体を使って乾燥地植物の生存戦略を明らかにする 

私たちが提案する手法が乾燥地の植物だ
けでなく、乾季・雨季のある熱帯季節林の落
葉広葉樹のフェノロジーなど、様々な気候帯
の植物の生き方を知るために使用できること
を試しています（図２）。壊れていく生態系をど
うにか修復・保全したいという目標は変わりま
せんが、同時に植物の多様な生き方から人
が学ぶこともとても多いと感じています。

雨の少ない乾燥地から多い森林まで、様々な植物の生き方を知りたい 

アジアやアフリカに広がる乾燥地域では砂漠化による生態系劣化が深刻
な問題となっています。こうした生態系を修復・保全するために、乾燥地植物
がどのように生きているのか、環境変動に対してどのように反応するのかを理
解したいと考えています。そして、乾燥地生態系が果たす役割を正しく評価し
たいと考えています。

共生環境学科

図１　中央アジア・キジルクム砂漠の夕景、地味だ
けど力強い植物たち

図２　タイ北部チーク落葉樹林のタワー
上での光合成観測、地上25mぐらい
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准教授　福島 崇志 

キーワード 
農業機械、園芸工学、農業ロボット、センサ 

研究に必要な科目 
数学（高校で習う全て）、物理（力学、電気、熱、波動）、

生物（植物）、英語（私は苦手ですけど必須です） 

たくさんの食料を安定的に供給するには、人の手だけでは足りません。農業

ロボットは農家の助けをするために昼夜を問わず自動で働きます。人間は様々

な情報（位置や姿勢）を無意識に獲得し作業しますが、ロボットは制御プログ

ラムどおりにしか動きません。ロボットの状況を逐一把握しながら制御をするこ

とが大事です。私の研究では、農業ロボットが今どこにいるのか？どんな姿勢

で動いているのか？を把握するためのセンサを開発しています。

Location+Motion=Locomotion

スーパーなどで「○○さんのトマト」として販売される商品を見ませんか？将

来は、「Agri-Robo MIE-3号のトマト」が販売されるかもしれませんね。

小型・軽量なセンサユニットは何も農業ロボットだけに必要なものではあり

ません。農作業者自身に取り付け、日ごとの作業履歴管理をすることで細かな

経営管理に役立ちます。野生動物の行動監視（バイオロギング）にも活用で

き、被害予測・防止や生態系への配慮などの対策にも有用です。

未来の農業スタイルを想像・創造 

食料生産を支える工学 

農業ロボットは大きなコン

バイン・トラクタから小型の

作業者支援・監視ロボットま

で様々です。私の研究では、

どのロボットにも適用できる

ように小型・安価・軽量な

MEMSセンサ（ナノテク技

術によるマイクロセンサ）を

使ったシステムを製作してい

ます。農業ロボットのセンサ

づくりには、ロボットがどのよ

うに動くのかを知るための力

学、センサ回路設計のため

の電気、センサ情報を整理するためのプログラミング、そして何より農業に関

する知識が必要です。

農業ロボット 

共生環境学科

教授　陳山 鵬 

研究に必要な科目 
数学、物理、英語 

なぜ設備診断技術が必要か 

本研究室では設備診断技術に関する基礎研究と応用研究を行い、石油

化学プラント、製鉄、商業・オフィス施設、ものづくり、発電および河川・ダムな

どにおける設備の保全・診断技術、航空機油圧・空調システムの異常早期

検出技術および電動工具安全技術などに関して企業と共同研究も行ってき

ました。

また、設備の健康状態を診て判定するためのスマート診断装置も企業と共

同で多種類開発しました。これらの診断装置は生産現場で生産設備の安全・

安心に役立っています。

様々な設備を診断し、スマート診断装置も開発した 

将来、様々な設備の異常が自動的かつ早期に検出・判明され、故障や事

故が未然に防止されます。また、設備に軽微な異常が発生した場合、その異

常を設備自身で修復できるような自癒力を持つようになり、人間の生活や生

産に欠かせない様々な設備はもっと安全・安心になります。

設備診断の自動化・知能化を実現させ、設備に自癒力を持たせる 

ここでいう「設備」とは工業・農業

などの生産現場や発電所などに使

われている機械や装置、および社会

インフラ施設の橋やトンネルなどを

含めたものです。設備は人間と同じ

ように年をとることにより、あちらこち

らに不具合が生じたり、様々な原因

で急な病気（異常）にかかったりしま

す。原子力発電所や化学工場など

にある重要な設備、橋やトンネルな

どのようなインフラ施設の重大な事

故は、経済的や人的な損失だけでなく、時には地球環境にも悪影響をもたら

します。本研究では、安全・安心で持続可能な社会発展や工業・農業生産に

貢献でき、様々な設備の健康診断を自動的に実施できるスマート設備診断

技術の確立を行っています。

社会安全・安心のための設備
診断技術 

社会安全・安心のためにスマート設備診断システム

共生環境学科
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准教授　福島 崇志 

キーワード 
農業機械、園芸工学、農業ロボット、センサ 

研究に必要な科目 
数学（高校で習う全て）、物理（力学、電気、熱、波動）、

生物（植物）、英語（私は苦手ですけど必須です） 

たくさんの食料を安定的に供給するには、人の手だけでは足りません。農業

ロボットは農家の助けをするために昼夜を問わず自動で働きます。人間は様々

な情報（位置や姿勢）を無意識に獲得し作業しますが、ロボットは制御プログ

ラムどおりにしか動きません。ロボットの状況を逐一把握しながら制御をするこ

とが大事です。私の研究では、農業ロボットが今どこにいるのか？どんな姿勢

で動いているのか？を把握するためのセンサを開発しています。

Location+Motion=Locomotion

スーパーなどで「○○さんのトマト」として販売される商品を見ませんか？将

来は、「Agri-Robo MIE-3号のトマト」が販売されるかもしれませんね。

小型・軽量なセンサユニットは何も農業ロボットだけに必要なものではあり

ません。農作業者自身に取り付け、日ごとの作業履歴管理をすることで細かな

経営管理に役立ちます。野生動物の行動監視（バイオロギング）にも活用で

き、被害予測・防止や生態系への配慮などの対策にも有用です。

未来の農業スタイルを想像・創造 

食料生産を支える工学 

農業ロボットは大きなコン

バイン・トラクタから小型の

作業者支援・監視ロボットま

で様々です。私の研究では、

どのロボットにも適用できる

ように小型・安価・軽量な

MEMSセンサ（ナノテク技

術によるマイクロセンサ）を

使ったシステムを製作してい

ます。農業ロボットのセンサ

づくりには、ロボットがどのよ

うに動くのかを知るための力

学、センサ回路設計のため

の電気、センサ情報を整理するためのプログラミング、そして何より農業に関

する知識が必要です。

農業ロボット 

共生環境学科

教授　陳山 鵬 

研究に必要な科目 
数学、物理、英語 

なぜ設備診断技術が必要か 

本研究室では設備診断技術に関する基礎研究と応用研究を行い、石油

化学プラント、製鉄、商業・オフィス施設、ものづくり、発電および河川・ダムな

どにおける設備の保全・診断技術、航空機油圧・空調システムの異常早期

検出技術および電動工具安全技術などに関して企業と共同研究も行ってき

ました。

また、設備の健康状態を診て判定するためのスマート診断装置も企業と共

同で多種類開発しました。これらの診断装置は生産現場で生産設備の安全・

安心に役立っています。

様々な設備を診断し、スマート診断装置も開発した 

将来、様々な設備の異常が自動的かつ早期に検出・判明され、故障や事

故が未然に防止されます。また、設備に軽微な異常が発生した場合、その異

常を設備自身で修復できるような自癒力を持つようになり、人間の生活や生

産に欠かせない様々な設備はもっと安全・安心になります。

設備診断の自動化・知能化を実現させ、設備に自癒力を持たせる 

ここでいう「設備」とは工業・農業

などの生産現場や発電所などに使

われている機械や装置、および社会

インフラ施設の橋やトンネルなどを

含めたものです。設備は人間と同じ

ように年をとることにより、あちらこち

らに不具合が生じたり、様々な原因

で急な病気（異常）にかかったりしま

す。原子力発電所や化学工場など

にある重要な設備、橋やトンネルな

どのようなインフラ施設の重大な事

故は、経済的や人的な損失だけでなく、時には地球環境にも悪影響をもたら

します。本研究では、安全・安心で持続可能な社会発展や工業・農業生産に

貢献でき、様々な設備の健康診断を自動的に実施できるスマート設備診断

技術の確立を行っています。

社会安全・安心のための設備
診断技術 

社会安全・安心のためにスマート設備診断システム

共生環境学科
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助教　山下 光司 

キーワード 
魚の養殖、給餌法、自発摂餌、生物、環境、生態、環境

技術、物理 

海でのマダイやブリなどの養殖では、たくさんの餌を使います。これまではその日に魚

が食べると思われる餌の量を人が見積り、魚に与えるやり方でした。そうすると、どうし

ても見積りした餌の量が足りなかったり、多過ぎる時があります。多過ぎる時はそのまま

無駄になって海を汚す結果になっていました。そこで、餌のやり方を根本的に変え、魚

自身の必要とする分量だけを適切に与え、無駄な餌を出さない新しい給餌方法が求

められています。その一つの方法が魚の学習能力を利用した「自発摂餌給餌法」です。

無駄な餌を出さない新しい給餌方法を求めて 

魚も「自発摂餌」で食事の時間と量を自分で決める 

自発センサは自発摂餌においてはとても重要で、飼育する魚の特性に合ったも

のでなくてはなりません。研究では、いろいろな魚に合った様々な自発センサの開

発や実用規模での適応試験、魚の飼育環境と摂餌行動との関係などを調べたり

しています。今後、より多くの飼育試験を重ねると共に自発摂餌システムの改善を

行い、多くの魚種での実用的な給餌法として広まっていくことを期待しています。

今後の展望 

多くの魚は、たまたま餌でないものをくわえたり、それ

に接触したりすることで、何度か「餌を得る経験」をする

と、魚は「餌でないものに働きかけて餌を獲得すること

ができる」ということを学習し記憶します。そうすると、魚

は必要とする餌を必要とする時「自発的に摂餌」するよ

うになります。自発摂餌給餌法はこのような魚の学習

能力を利用した給餌法です。自発摂餌システムは、

魚の「餌を得る経験」を提供し、自発摂餌の学

習を強化し、魚が必要とする時必要とする餌を「自

発的に摂餌」できるような仕掛けです。図1に主

な構成を示します。魚がくわえたり接触したりする

と信号の出るセンサ（自発センサと呼びます）が

あり、それから信号が出ると給餌機から少量の餌（報

酬量と呼びます）が出るようになっています。この

自発摂餌という給餌法は、マダイの実用規模（1生簀1万尾以上）の海面養殖（図

２）において、従来の給餌機を用いた場合に比較して、成長では遜色なく、餌で

は１割程度削減できることが１年以上の飼育結果から明らかになっています。

図 1　自発摂餌システムの構成

海にも魚にもやさしい 
自発摂餌システム 

図２　マダイの実用規模の自発摂餌飼育試験例
愛媛県宇和島市小池地区の海面。一つの生簀
には1万尾以上入っています。太陽電池パネルを
用いた独立電源だけで動作。

共生環境学科

教授　村上 克介 

植物栽培実験では、露地で行えばその結
果は温湿度や日射、二酸化炭素濃度、土壌
水分などにより異なってきます。蛍光ランプ
の実用化以降に実現した「人工環境制御
装置」では光やその他の条件を可能な限り
そろえることができ、自然環境では行えない高
精度な反復実験を行うことができます。また、
人工環境で均質な苗を栽培し、露地に定植
する野菜生産方式が普及しています。最近ではレタス、ベビーリーフなどの軟弱葉
菜類を主体に、最終収穫まで完全人工光で栽培する植物工場も運営されています
（図1）。変化が多い自然光に対して確実な環境を用意できるのが人工光栽培です。

人工光の発明 

なぜ人工光で植物を栽培するか 

エジソンによって白熱電球が発明されたのは1879年、電気の利用による
照明はそのときに始まりました。以来130余年、人類の歴史からいえばそう長
い期間ではありません。そのほぼ60年後蛍光ランプが、そしてその60年後には
LEDが登場し、照明は進化してきました。

人間生活における照明と植物栽培における照明の違い 

ヒトの目には明暗に対応する虹彩（絞り）があるため、広い範囲の明るさ（照度）に対
応して視覚情報を得ることができます。ヒトは光をもっぱら情報として利用しますが、植物
にとっては光は光合成に用いるエネルギー源が主です（情報としての利用もあります）。
したがって、人間が活動するのに必要な照度と、植物栽培に用いる照度は大きく異なり、
少なくとも居室内照度の10倍程度が必要になるのです。そこで、発光効率のよい光
源が特に必要になります。光の質からいうと、植物の光合成に使われる波長はほぼ人
間の視覚と同じなので、居室照明に使う光源を活用して植物を育てることができます。

我が国の得意とする技術を応用して 

日本の得意とする、電機、機械、情報、計測、制御や省エネルギーなどの工業技
術を利用・活用すれば、植物栽培環境を制御することが可能です。時には研究室で
農業に適した計測装置をつくることもあります。ヒトと異なる植物生物の特徴も勉強
しておく必要があり、それを踏まえることで植物に適した人工環境が実現します。最
近ではウニの幼生や藻類の増殖など水産関係の光環境制御にも取り組んでいます。

共生環境学科

人工光で植物栽培 

図１　伊勢市にある植物工場「伊勢菜園」
（2012年度当研究室と共同研究を実施）小
橋電機株式会社田島ゆづる氏提供
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助教　山下 光司 

キーワード 
魚の養殖、給餌法、自発摂餌、生物、環境、生態、環境

技術、物理 

海でのマダイやブリなどの養殖では、たくさんの餌を使います。これまではその日に魚

が食べると思われる餌の量を人が見積り、魚に与えるやり方でした。そうすると、どうし

ても見積りした餌の量が足りなかったり、多過ぎる時があります。多過ぎる時はそのまま

無駄になって海を汚す結果になっていました。そこで、餌のやり方を根本的に変え、魚

自身の必要とする分量だけを適切に与え、無駄な餌を出さない新しい給餌方法が求

められています。その一つの方法が魚の学習能力を利用した「自発摂餌給餌法」です。

無駄な餌を出さない新しい給餌方法を求めて 

魚も「自発摂餌」で食事の時間と量を自分で決める 

自発センサは自発摂餌においてはとても重要で、飼育する魚の特性に合ったも

のでなくてはなりません。研究では、いろいろな魚に合った様々な自発センサの開

発や実用規模での適応試験、魚の飼育環境と摂餌行動との関係などを調べたり

しています。今後、より多くの飼育試験を重ねると共に自発摂餌システムの改善を

行い、多くの魚種での実用的な給餌法として広まっていくことを期待しています。

今後の展望 

多くの魚は、たまたま餌でないものをくわえたり、それ

に接触したりすることで、何度か「餌を得る経験」をする

と、魚は「餌でないものに働きかけて餌を獲得すること

ができる」ということを学習し記憶します。そうすると、魚

は必要とする餌を必要とする時「自発的に摂餌」するよ

うになります。自発摂餌給餌法はこのような魚の学習

能力を利用した給餌法です。自発摂餌システムは、

魚の「餌を得る経験」を提供し、自発摂餌の学

習を強化し、魚が必要とする時必要とする餌を「自

発的に摂餌」できるような仕掛けです。図1に主

な構成を示します。魚がくわえたり接触したりする

と信号の出るセンサ（自発センサと呼びます）が

あり、それから信号が出ると給餌機から少量の餌（報

酬量と呼びます）が出るようになっています。この

自発摂餌という給餌法は、マダイの実用規模（1生簀1万尾以上）の海面養殖（図

２）において、従来の給餌機を用いた場合に比較して、成長では遜色なく、餌で

は１割程度削減できることが１年以上の飼育結果から明らかになっています。

図 1　自発摂餌システムの構成

海にも魚にもやさしい 
自発摂餌システム 

図２　マダイの実用規模の自発摂餌飼育試験例
愛媛県宇和島市小池地区の海面。一つの生簀
には1万尾以上入っています。太陽電池パネルを
用いた独立電源だけで動作。

共生環境学科

教授　村上 克介 

植物栽培実験では、露地で行えばその結
果は温湿度や日射、二酸化炭素濃度、土壌
水分などにより異なってきます。蛍光ランプ
の実用化以降に実現した「人工環境制御
装置」では光やその他の条件を可能な限り
そろえることができ、自然環境では行えない高
精度な反復実験を行うことができます。また、
人工環境で均質な苗を栽培し、露地に定植
する野菜生産方式が普及しています。最近ではレタス、ベビーリーフなどの軟弱葉
菜類を主体に、最終収穫まで完全人工光で栽培する植物工場も運営されています
（図1）。変化が多い自然光に対して確実な環境を用意できるのが人工光栽培です。

人工光の発明 

なぜ人工光で植物を栽培するか 

エジソンによって白熱電球が発明されたのは1879年、電気の利用による
照明はそのときに始まりました。以来130余年、人類の歴史からいえばそう長
い期間ではありません。そのほぼ60年後蛍光ランプが、そしてその60年後には
LEDが登場し、照明は進化してきました。

人間生活における照明と植物栽培における照明の違い 

ヒトの目には明暗に対応する虹彩（絞り）があるため、広い範囲の明るさ（照度）に対
応して視覚情報を得ることができます。ヒトは光をもっぱら情報として利用しますが、植物
にとっては光は光合成に用いるエネルギー源が主です（情報としての利用もあります）。
したがって、人間が活動するのに必要な照度と、植物栽培に用いる照度は大きく異なり、
少なくとも居室内照度の10倍程度が必要になるのです。そこで、発光効率のよい光
源が特に必要になります。光の質からいうと、植物の光合成に使われる波長はほぼ人
間の視覚と同じなので、居室照明に使う光源を活用して植物を育てることができます。

我が国の得意とする技術を応用して 

日本の得意とする、電機、機械、情報、計測、制御や省エネルギーなどの工業技
術を利用・活用すれば、植物栽培環境を制御することが可能です。時には研究室で
農業に適した計測装置をつくることもあります。ヒトと異なる植物生物の特徴も勉強
しておく必要があり、それを踏まえることで植物に適した人工環境が実現します。最
近ではウニの幼生や藻類の増殖など水産関係の光環境制御にも取り組んでいます。

共生環境学科

人工光で植物栽培 

図１　伊勢市にある植物工場「伊勢菜園」
（2012年度当研究室と共同研究を実施）小
橋電機株式会社田島ゆづる氏提供
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准教授　森尾 吉成 

キーワード 
研究に必要な科目は、数学、情報学がベースになりま

すが、脳科学や心理学が気の利く行動の発現メカニ

ズムや効果を説明する上で非常に重要な科目だと

感じています。 

気の利く行動は人を幸せにする！ 

開発した首振りカメラは、青と赤のカラー

マーカをつけた専用の服を着た人を見つけ

ると自動的に追跡を始め、人の姿勢や、旋

回したり、屈伸したり、腕を動かしたりする動

作を認識することによって、人の行動を理

解する機能を持ちます。開発したカメラを重

労働で困っている農家の畑に導入し、カメ

ラから40mまでの距離で、農作業をする人の位置と動作を自動的に追跡させ

ることに成功しました。

気の利く人は、人が気づかぬうちに行動を起こし、人を幸せにしますよね！　

気の利いた行動は、周りの人々が円滑に活動するための潤滑油の働きをしま

すので、仕事を早く楽しく行える環境をつくってくれます。また、時には、気の利

く行動によって、重大事故を未然に防いでくれる場合もあります。気の利く行

動は、社会にはなくてはならない存在ですが、最近少なくなっていると感じてい

ます。私たちの研究では、同じ空間や同じ仕事を一緒にする人々や、人と一緒

に動く機械やロボットが、気の利く行動を少しでも多く考えられるようにする気

づきを提供するために、ファインダーを覗けば気の利く行動を幾つか提案して

くれるカメラをつくることにしました。

首を上下左右に自分で振りながら人を追跡するカメラを開発しました！ 

作業をする人の姿勢や、旋回したり、屈伸したり、腕を動かす動作から作業内

容を理解して、作業する人が喜ぶ手助けを考える機能と、その手助けの内容をカ

メラにしゃべらせる機能を開発中です。脳科学や心理学の知識も取り入れながら、

手助けされた人の反応も予測できる機能も開発したいと思っています。気の利く

行動を考えるのは自由に設計できますので、挑戦しがいがあります。楽しいです！

気の利く行動を提案できる人工知能を開発しています 

気の利く行動を教えてくれる
カメラをつくる 

上下左右に首を振るカメラ

農家の方の作業動作パターンの一例

共生環境学科

教授　王 秀崙 

キーワード 
数学、物理の知識が必要ですが、植物の基礎知識も

望ましい。 

なぜ農産物のワラを利用するか？ 

農産物のワラに対し、下記

に示すように破砕、浸漬、離解、

成形、乾燥等一連のプロセ

スを経て水の中で繊維単離

化処理を行い、パルプをつくります。それからパルプを型に充填し、ホットプレス

機を用いて圧縮と加熱を同時に行い、水分を取り除いて繊維同士を再結合

させて板状材料バイオボードを作製します。作製過程において添加剤や接着

剤等は一切使っていません。

有限な化石資源はいずれ枯渇

します。人類の持続的発展を実現

するには、再生可能な生物資源の

利活用が必要不可欠です。生物

資源としての植物バイオマスは海

の中の海藻・海草から陸上の植物、

山の樹木まで無尽蔵です。食糧生

産過程において副産物としてのワラも立派な植物バイオマスですが、その多

くは廃棄され有効に利用されていません。本研究では農産物のワラを物理的

に離解処理し、繊維を単離させた後、水の中で再結合させて板材を作製します。

環境に優しい手法で開発 

本研究の手法で作製したバイオボードの原材料は農産物の副産物でバイ

オマスです。ワラを機械パルプの製法でワラパルプにし、すべての成分を利用

します。しかも何の添加物も加えていません。したがって、作製したバイオボー

ドは純粋なバイオマスであり完全生分解可能なバイオマスマテリアルです。使

用後、燃料・堆肥等にも再利用できます。本研究で開発したバイオボードは将

来包装材や農業資材及び建築断熱材として利用することが期待されます。

バイオボードは材料として使用した後、大地に戻され自然に分解され、二酸化

炭素を発生しますが、新しい農産物に吸収されて炭素循環のサイクルに入り

ます。

再生可能な材料 

農産物等のワラを再生可能
な材料に！ 

稲ワラを用いて作製したバイオボード

稲ワラ

共生環境学科

5756



准教授　森尾 吉成 

キーワード 
研究に必要な科目は、数学、情報学がベースになりま

すが、脳科学や心理学が気の利く行動の発現メカニ

ズムや効果を説明する上で非常に重要な科目だと

感じています。 

気の利く行動は人を幸せにする！ 

開発した首振りカメラは、青と赤のカラー

マーカをつけた専用の服を着た人を見つけ

ると自動的に追跡を始め、人の姿勢や、旋

回したり、屈伸したり、腕を動かしたりする動

作を認識することによって、人の行動を理

解する機能を持ちます。開発したカメラを重

労働で困っている農家の畑に導入し、カメ

ラから40mまでの距離で、農作業をする人の位置と動作を自動的に追跡させ

ることに成功しました。

気の利く人は、人が気づかぬうちに行動を起こし、人を幸せにしますよね！　

気の利いた行動は、周りの人々が円滑に活動するための潤滑油の働きをしま

すので、仕事を早く楽しく行える環境をつくってくれます。また、時には、気の利

く行動によって、重大事故を未然に防いでくれる場合もあります。気の利く行

動は、社会にはなくてはならない存在ですが、最近少なくなっていると感じてい

ます。私たちの研究では、同じ空間や同じ仕事を一緒にする人々や、人と一緒

に動く機械やロボットが、気の利く行動を少しでも多く考えられるようにする気

づきを提供するために、ファインダーを覗けば気の利く行動を幾つか提案して

くれるカメラをつくることにしました。

首を上下左右に自分で振りながら人を追跡するカメラを開発しました！ 

作業をする人の姿勢や、旋回したり、屈伸したり、腕を動かす動作から作業内

容を理解して、作業する人が喜ぶ手助けを考える機能と、その手助けの内容をカ

メラにしゃべらせる機能を開発中です。脳科学や心理学の知識も取り入れながら、

手助けされた人の反応も予測できる機能も開発したいと思っています。気の利く

行動を考えるのは自由に設計できますので、挑戦しがいがあります。楽しいです！

気の利く行動を提案できる人工知能を開発しています 

気の利く行動を教えてくれる
カメラをつくる 

上下左右に首を振るカメラ

農家の方の作業動作パターンの一例

共生環境学科

教授　王 秀崙 

キーワード 
数学、物理の知識が必要ですが、植物の基礎知識も

望ましい。 

なぜ農産物のワラを利用するか？ 

農産物のワラに対し、下記

に示すように破砕、浸漬、離解、

成形、乾燥等一連のプロセ

スを経て水の中で繊維単離

化処理を行い、パルプをつくります。それからパルプを型に充填し、ホットプレス

機を用いて圧縮と加熱を同時に行い、水分を取り除いて繊維同士を再結合

させて板状材料バイオボードを作製します。作製過程において添加剤や接着

剤等は一切使っていません。

有限な化石資源はいずれ枯渇

します。人類の持続的発展を実現

するには、再生可能な生物資源の

利活用が必要不可欠です。生物

資源としての植物バイオマスは海

の中の海藻・海草から陸上の植物、

山の樹木まで無尽蔵です。食糧生

産過程において副産物としてのワラも立派な植物バイオマスですが、その多

くは廃棄され有効に利用されていません。本研究では農産物のワラを物理的

に離解処理し、繊維を単離させた後、水の中で再結合させて板材を作製します。

環境に優しい手法で開発 

本研究の手法で作製したバイオボードの原材料は農産物の副産物でバイ

オマスです。ワラを機械パルプの製法でワラパルプにし、すべての成分を利用

します。しかも何の添加物も加えていません。したがって、作製したバイオボー

ドは純粋なバイオマスであり完全生分解可能なバイオマスマテリアルです。使

用後、燃料・堆肥等にも再利用できます。本研究で開発したバイオボードは将

来包装材や農業資材及び建築断熱材として利用することが期待されます。

バイオボードは材料として使用した後、大地に戻され自然に分解され、二酸化

炭素を発生しますが、新しい農産物に吸収されて炭素循環のサイクルに入り

ます。

再生可能な材料 

農産物等のワラを再生可能
な材料に！ 

稲ワラを用いて作製したバイオボード

稲ワラ

共生環境学科

5756



准教授　鬼頭 孝治 

研究に必要な科目 
数学（論理的記述、説明に数学は欠かせません）、物

理（機械やセンサの理解に特に力学、電磁気学）、生

物（対象となる生物の特性を知らなくては機械もセン

サをつくれません）、化学（センサに関して生物内の

ミクロの世界の解明に）、英語（国際化の時代ですから） 

おいしい果実を見分け、重労働から解放するには 

桃の熟度判定はセンサによる情報に基づいています。最近のセンサ技術の

発展は目覚ましいですが、人間の能力を上回るものもあればまだまだのものもあ

ります。もちろん総合的にはその情報に基づき判断する頭脳の能力も重要です。

特に農業分野では屋外で使われるため、目まぐるし

く変化する環境の影

響を受けずにかつ正

確に、ここでは色やに

おいを測定するセンサ

が必要とされます。

果物の収穫作業は、ほとんどが人手によって行われています。その理由は

果実の熟度具合が個体ごとに異なることや、実のなる位置が空間に広く分

布しているため、稲刈りのように機械を使って一斉に収穫することが難しいか

らです。農家の人は長年の経験に基づき、一つひとつ熟度を判断しながら、ま

た高い木になる果実を苦労して収穫しています。このような人手に頼る収穫

では、品質にばらつきが生じてしまうことも間々あります。したがって、収穫作業

を機械化するためには熟度を判断する機能と果実を傷つけることなく収穫す

る機能が必要となります。

桃の熟度を色とにおいで判断し、傷つけずに収穫する 

農家における収穫の段階で、熟度を判定し適熟な桃を傷つけずに収穫する、

農作業者の助けとなる収穫装置の開発を行っています。対象とする果実は

桃で、品質のばらつきが大きく、かつ傷つきやすい果実の代表です。収穫装

置は人が手に持って使用する形状で、装置を桃に入れスイッチを押すと、セン

サによって熟度を計測し、適熟と判断すれば、機械が自動的に傷つけずに収

穫する装置を目指しています。このとき熟度を判断することは大変難しいので

すが、センサで色や大きさ、においを計測してそれらの情報から総合的に判断

しようとしています。そのために、実際に木になる桃からそれらの情報を測定して、

熟度との関係を明らかにしています。また桃を傷つけずに収穫する機構に、絞

り開閉機構を採用し、その課題を探っています。

センサは自動化の要 

桃収穫装置 桃の表面色の変化

おいしい果実を楽に収穫しよう 

共生環境学科

教授　春山 成子 

キーワード 
環境変動、完新世、自然地理学、地形学、開発と土地

利用問題 

衛星画像から見るアジアは美しく、多様性に富んでいます。長い環境レン

ジと短い環境変化のレンジが凝縮されているのが見てとれます。アジア地域

では土地被覆変化が激しく、環境変化への人間活動のインパクトが大きいの

です。これが海面変動とも関係しています（図１）。この地域で発生しているも

のは何か？どのような問題が発生しているのか？みずから考え、現地で検証し、

問題解決に向けた手法を見出すことにむけて研究を進めます。

宇宙から見る、考える、感じる 

モンスーンの指標がアジアと異なるアフリカ地域の完新世の環境変動を

解明し、人間史から変動を考えていきます。

完新世の環境変動の解明 

土地利用変化の社会へのインパクト評価 

東南アジア地域の低地の自然環境変化と開発、土地利用変化の社会へ

のインパクト評価、並びに災害リスクのゾーニング手法の開発を行います。

モンスーンアジアの 
環境を知る 

図１　メコンデルタでは地球温暖化に関わり矢印の地域までが水没？

共生環境学科

5958



准教授　鬼頭 孝治 

研究に必要な科目 
数学（論理的記述、説明に数学は欠かせません）、物

理（機械やセンサの理解に特に力学、電磁気学）、生

物（対象となる生物の特性を知らなくては機械もセン

サをつくれません）、化学（センサに関して生物内の

ミクロの世界の解明に）、英語（国際化の時代ですから） 

おいしい果実を見分け、重労働から解放するには 

桃の熟度判定はセンサによる情報に基づいています。最近のセンサ技術の

発展は目覚ましいですが、人間の能力を上回るものもあればまだまだのものもあ

ります。もちろん総合的にはその情報に基づき判断する頭脳の能力も重要です。

特に農業分野では屋外で使われるため、目まぐるし

く変化する環境の影

響を受けずにかつ正

確に、ここでは色やに

おいを測定するセンサ

が必要とされます。

果物の収穫作業は、ほとんどが人手によって行われています。その理由は

果実の熟度具合が個体ごとに異なることや、実のなる位置が空間に広く分

布しているため、稲刈りのように機械を使って一斉に収穫することが難しいか

らです。農家の人は長年の経験に基づき、一つひとつ熟度を判断しながら、ま

た高い木になる果実を苦労して収穫しています。このような人手に頼る収穫

では、品質にばらつきが生じてしまうことも間々あります。したがって、収穫作業

を機械化するためには熟度を判断する機能と果実を傷つけることなく収穫す

る機能が必要となります。

桃の熟度を色とにおいで判断し、傷つけずに収穫する 

農家における収穫の段階で、熟度を判定し適熟な桃を傷つけずに収穫する、

農作業者の助けとなる収穫装置の開発を行っています。対象とする果実は

桃で、品質のばらつきが大きく、かつ傷つきやすい果実の代表です。収穫装

置は人が手に持って使用する形状で、装置を桃に入れスイッチを押すと、セン

サによって熟度を計測し、適熟と判断すれば、機械が自動的に傷つけずに収

穫する装置を目指しています。このとき熟度を判断することは大変難しいので

すが、センサで色や大きさ、においを計測してそれらの情報から総合的に判断

しようとしています。そのために、実際に木になる桃からそれらの情報を測定して、

熟度との関係を明らかにしています。また桃を傷つけずに収穫する機構に、絞

り開閉機構を採用し、その課題を探っています。

センサは自動化の要 

桃収穫装置 桃の表面色の変化

おいしい果実を楽に収穫しよう 

共生環境学科

教授　春山 成子 

キーワード 
環境変動、完新世、自然地理学、地形学、開発と土地

利用問題 

衛星画像から見るアジアは美しく、多様性に富んでいます。長い環境レン

ジと短い環境変化のレンジが凝縮されているのが見てとれます。アジア地域

では土地被覆変化が激しく、環境変化への人間活動のインパクトが大きいの

です。これが海面変動とも関係しています（図１）。この地域で発生しているも

のは何か？どのような問題が発生しているのか？みずから考え、現地で検証し、

問題解決に向けた手法を見出すことにむけて研究を進めます。

宇宙から見る、考える、感じる 

モンスーンの指標がアジアと異なるアフリカ地域の完新世の環境変動を

解明し、人間史から変動を考えていきます。

完新世の環境変動の解明 

土地利用変化の社会へのインパクト評価 

東南アジア地域の低地の自然環境変化と開発、土地利用変化の社会へ

のインパクト評価、並びに災害リスクのゾーニング手法の開発を行います。

モンスーンアジアの 
環境を知る 

図１　メコンデルタでは地球温暖化に関わり矢印の地域までが水没？

共生環境学科

5958



斜面が安定かどうか評価できる装置の開発
（SAAMシステム）

地盤の強度や排水性を向上できる装置の開発
（エコジオ工法）

教授　酒井 俊典 

キーワード 
数学、物理（力学）、地学、英語 

運動場の土を見ると、雨の日と晴れの日で様相が違うことに気づくでしょう。

また、津市と沖縄の土は色も堅さも違います。これは、人が個人個人で性格が

違うのと同じで、土も場所や条件によって性格が大きく違っていて、地盤を形

づくっている土は世界に一つとして同じ性格ものは存在しません。

地盤の性格は千差万別 

近い将来発生が予想されている南海トラフ巨大地震や、平成23年9月の

台風12号による紀伊半島災害のような、種々の自然災害によって発生する

地盤の病気に対する備えや適切な処置方法を考えることは、人が安心して快

適な生活をする上で必要です。研究室では、地盤のお医者さんとして、どうし

たら地盤の病気を見つけられるか、あるいはどういった方法で地盤の病気を処

置したらよいかについて研究を行っており、具体的には、斜面が崩れる理由や

その対策、軟弱な地盤を強くする方法などについて研究開発をしています。

地盤の病気を防ぐ手法や装置を開発しています 

地盤災害は地盤の病気 

地盤災害は地盤が弱ってきたり、予想外の力を受けたりすると崩れたり壊

れたります。これは人が体調を崩したり事故に遭ったりして病気やけがになる

のと同じです。人は病気になる前に検査をして処置すれば大事に至りませんが、

地盤も大きな災害になる前に適切な検査や処置ができれば大きな災害にな

りません。お医者さんが患者さんを診て処置するのと同じように、性格が千差

万別の地盤が病気にならないように、あるいは病気になったときにどういった

処置をするのがよいかを考えることは、人が安全で快適な生活をするために大

変重要です。

地盤のお医者さんです 

共生環境学科

教授　加治佐 隆光 

キーワード 
範囲は広いのが一番、数学、国語、英語、理科、社会 

最近、私の研究室では、兵庫県の酸性水白濁の問題にキレート剤の混入

が有効ということを確かめました。三重県のため池は徹底してその底泥を乾燥

させ水質が改善する様子を調査しました。

手を加えて解決したい 

皆さんの周りには、「大自然が一番」と言いながら、「ぬかるんだ道は嫌い」

と言う人はいませんか？「大雨の前にはカラにすべきだ、渇水の前にはもっと

貯めるべきだ、ダムなのだから」と言う人はいます（図１）。隅 ま々で稲を植えて

いる国もあれば、そうでない国もあります（図２）。私たちは、いろいろと複雑なこ

との中で解決策を研究します。ですから、まずは総合的な考えができる学生の

入学を歓迎します。就職先は、総合性のある公共的なところを想定しています。

総合的な見方 

手を加えないことも大切？ 

他に、徳島県では、水漏れを丁寧に点検すべき水路の区間と、放置できる

区間とを効率的に分けていく方法を提案しました。また、三重県では、温泉を

掘ったらだれかが困りそうな場所と、自由に掘ってよい場所とを区別していく方

法を提案しました。これらは大学院生の提案です。

図１　ダム（空きが大切か、貯水量優先か） 図２　研究水田（背景の水面に注目！）

これもまた水の研究 

共生環境学科

6160



斜面が安定かどうか評価できる装置の開発
（SAAMシステム）

地盤の強度や排水性を向上できる装置の開発
（エコジオ工法）

教授　酒井 俊典 

キーワード 
数学、物理（力学）、地学、英語 

運動場の土を見ると、雨の日と晴れの日で様相が違うことに気づくでしょう。

また、津市と沖縄の土は色も堅さも違います。これは、人が個人個人で性格が

違うのと同じで、土も場所や条件によって性格が大きく違っていて、地盤を形

づくっている土は世界に一つとして同じ性格ものは存在しません。

地盤の性格は千差万別 

近い将来発生が予想されている南海トラフ巨大地震や、平成23年9月の

台風12号による紀伊半島災害のような、種々の自然災害によって発生する

地盤の病気に対する備えや適切な処置方法を考えることは、人が安心して快

適な生活をする上で必要です。研究室では、地盤のお医者さんとして、どうし

たら地盤の病気を見つけられるか、あるいはどういった方法で地盤の病気を処

置したらよいかについて研究を行っており、具体的には、斜面が崩れる理由や

その対策、軟弱な地盤を強くする方法などについて研究開発をしています。

地盤の病気を防ぐ手法や装置を開発しています 

地盤災害は地盤の病気 

地盤災害は地盤が弱ってきたり、予想外の力を受けたりすると崩れたり壊

れたります。これは人が体調を崩したり事故に遭ったりして病気やけがになる

のと同じです。人は病気になる前に検査をして処置すれば大事に至りませんが、

地盤も大きな災害になる前に適切な検査や処置ができれば大きな災害にな

りません。お医者さんが患者さんを診て処置するのと同じように、性格が千差

万別の地盤が病気にならないように、あるいは病気になったときにどういった

処置をするのがよいかを考えることは、人が安全で快適な生活をするために大

変重要です。

地盤のお医者さんです 

共生環境学科

教授　加治佐 隆光 

キーワード 
範囲は広いのが一番、数学、国語、英語、理科、社会 

最近、私の研究室では、兵庫県の酸性水白濁の問題にキレート剤の混入

が有効ということを確かめました。三重県のため池は徹底してその底泥を乾燥

させ水質が改善する様子を調査しました。

手を加えて解決したい 

皆さんの周りには、「大自然が一番」と言いながら、「ぬかるんだ道は嫌い」

と言う人はいませんか？「大雨の前にはカラにすべきだ、渇水の前にはもっと

貯めるべきだ、ダムなのだから」と言う人はいます（図１）。隅 ま々で稲を植えて

いる国もあれば、そうでない国もあります（図２）。私たちは、いろいろと複雑なこ

との中で解決策を研究します。ですから、まずは総合的な考えができる学生の

入学を歓迎します。就職先は、総合性のある公共的なところを想定しています。

総合的な見方 

手を加えないことも大切？ 

他に、徳島県では、水漏れを丁寧に点検すべき水路の区間と、放置できる

区間とを効率的に分けていく方法を提案しました。また、三重県では、温泉を

掘ったらだれかが困りそうな場所と、自由に掘ってよい場所とを区別していく方

法を提案しました。これらは大学院生の提案です。

図１　ダム（空きが大切か、貯水量優先か） 図２　研究水田（背景の水面に注目！）

これもまた水の研究 

共生環境学科
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助教　近藤 雅秋 

キーワード 
数学（全般、特に微分積分）、理科全般、情報、体育、

工作などです。大学で勉強しなければならないこと

も多いですが、基本となることは高校での学習だと

思います。それから、体育や工作を軽視する考えは

なくこれらも重要だと思います。 

水と一言で言っても、その範囲は広く、雨的なことや、動的なことや、質的な

ことがあり、対象とする場所も、湖沼・貯水池、水路・河川、内湾など様々です。

近年は生物的要素も考えなくてはなりません。植物動物の生き物をはぐくむ物

理環境について現象をひもとき理解することが重要です。近年のテーマの一

つは沼沢地環境および周辺環境です。

水と言っても 

定量的に考える 

沼沢地を含めその周辺には生物環境としての物理環境を解明する必要性

がある問題がたくさんあります。例えば、水生生物の環境です。また、地元の

年配の方に聞いてみると環境は随分変化したことがわかりました。これからも

住宅や道路などの建設で都市化の中にあるので、これに伴って問題も変わる

ことでしょう。

諸行無常、これから… 

沼沢内を測量し

て微地形図を作成

しました。GISデー

タ等を用いて沼沢

地周辺の地形や

地質を把握しまし

た。三角堰を設置

し測定を行って湧

水モデルを作成し

ました。都市化など

周辺環境が変化

すると湧水量がど

れくらい変化する

のか定量的に求め

てみました。

水環境を大切に 

周辺地形の解析結果

共生環境学科

教授　成岡 市 

キーワード 
あなたの想像をかき立てる科目すべてです。 

動物の体内にいろいろ

な「管」があるように、土壌

の中にも似たような姿の

管（「管状孔隙」と呼びま

す）があることが少しずつ

わかってきました。土壌構

造を「軟X線」という波長

の長い特殊な電磁波で透

かしてみると、土壌内部の立体構造だけでなく、水・ガス・溶質・土壌生物などの

様子が影絵のように見えてきたのです。この研究方法は、日本で開発されました。

土壌の中に血管があるって？ 

この研究は、次のような研究課題につながっています。

(1)「劣化土壌と不毛地の改善」：劣化した土壌や不毛地に対する土壌科

学的・農地工学的視点による改善方法を発想・考案しています。

(2)「農業農村整備」：農村地域で発生している農地工学的諸問題の解明、

農地・農村整備などに関する研究に取り組んでいます。

(3)「地域農産物の特産化」：土壌と作物の生育との関係に取り組んでいま

す。最近では、機能性トマトの特産化に取り組んでいます。

(4)「自然災害復旧技術」：自然災害発生後の農

地の復元・整備に取り組んでいます。

(5)「土壌汚染問題、耕作放棄農地の土壌劣化、沿岸域

環境の保全」：問題土壌（非常に特異な化学・物理・生

物性が存在するために容易に生産性の上がらない、あるい

は作物生育すら難しい土壌）に取り組んでいます。最近では、

酸性硫酸塩土壌、塩類土壌などの対策現場に出ています。

これから 

始めの一歩から今日まで30年間もかかっていますが、実はまだ十分に解明されていません 

だって、動物の身体が全体的秩序が発揮されてこそ健康が保たれている

のと同様に、土壌も「土壌環境」という秩序があってこそ生き物を健康状態で

支えることができる…、でもその仕組みがよくわかっていないということですね。

土壌は生きもの 
そこにあるのは血管？ 

水田土壌の軟X線影像。
黒い筋が土壌の中にある管です。
上が空方向で下が地下方向。
右下スケール長は10mm

畑土壌の軟X線影像。右下ス
ケール長は10mm

問題土壌（酸性硫酸塩土壌
の現場地表面、ブルネイ国）

共生環境学科
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助教　近藤 雅秋 

キーワード 
数学（全般、特に微分積分）、理科全般、情報、体育、

工作などです。大学で勉強しなければならないこと

も多いですが、基本となることは高校での学習だと

思います。それから、体育や工作を軽視する考えは

なくこれらも重要だと思います。 

水と一言で言っても、その範囲は広く、雨的なことや、動的なことや、質的な

ことがあり、対象とする場所も、湖沼・貯水池、水路・河川、内湾など様々です。

近年は生物的要素も考えなくてはなりません。植物動物の生き物をはぐくむ物

理環境について現象をひもとき理解することが重要です。近年のテーマの一

つは沼沢地環境および周辺環境です。

水と言っても 

定量的に考える 

沼沢地を含めその周辺には生物環境としての物理環境を解明する必要性

がある問題がたくさんあります。例えば、水生生物の環境です。また、地元の

年配の方に聞いてみると環境は随分変化したことがわかりました。これからも

住宅や道路などの建設で都市化の中にあるので、これに伴って問題も変わる

ことでしょう。

諸行無常、これから… 

沼沢内を測量し

て微地形図を作成

しました。GISデー

タ等を用いて沼沢

地周辺の地形や

地質を把握しまし

た。三角堰を設置

し測定を行って湧

水モデルを作成し

ました。都市化など

周辺環境が変化

すると湧水量がど

れくらい変化する

のか定量的に求め

てみました。

水環境を大切に 

周辺地形の解析結果

共生環境学科

教授　成岡 市 

キーワード 
あなたの想像をかき立てる科目すべてです。 

動物の体内にいろいろ

な「管」があるように、土壌

の中にも似たような姿の

管（「管状孔隙」と呼びま

す）があることが少しずつ

わかってきました。土壌構

造を「軟X線」という波長

の長い特殊な電磁波で透

かしてみると、土壌内部の立体構造だけでなく、水・ガス・溶質・土壌生物などの

様子が影絵のように見えてきたのです。この研究方法は、日本で開発されました。

土壌の中に血管があるって？ 

この研究は、次のような研究課題につながっています。

(1)「劣化土壌と不毛地の改善」：劣化した土壌や不毛地に対する土壌科

学的・農地工学的視点による改善方法を発想・考案しています。

(2)「農業農村整備」：農村地域で発生している農地工学的諸問題の解明、

農地・農村整備などに関する研究に取り組んでいます。

(3)「地域農産物の特産化」：土壌と作物の生育との関係に取り組んでいま

す。最近では、機能性トマトの特産化に取り組んでいます。

(4)「自然災害復旧技術」：自然災害発生後の農

地の復元・整備に取り組んでいます。

(5)「土壌汚染問題、耕作放棄農地の土壌劣化、沿岸域

環境の保全」：問題土壌（非常に特異な化学・物理・生

物性が存在するために容易に生産性の上がらない、あるい

は作物生育すら難しい土壌）に取り組んでいます。最近では、

酸性硫酸塩土壌、塩類土壌などの対策現場に出ています。

これから 

始めの一歩から今日まで30年間もかかっていますが、実はまだ十分に解明されていません 

だって、動物の身体が全体的秩序が発揮されてこそ健康が保たれている

のと同様に、土壌も「土壌環境」という秩序があってこそ生き物を健康状態で

支えることができる…、でもその仕組みがよくわかっていないということですね。

土壌は生きもの 
そこにあるのは血管？ 

水田土壌の軟X線影像。
黒い筋が土壌の中にある管です。
上が空方向で下が地下方向。
右下スケール長は10mm

畑土壌の軟X線影像。右下ス
ケール長は10mm

問題土壌（酸性硫酸塩土壌
の現場地表面、ブルネイ国）

共生環境学科
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教授　石黒 覚 

研究に必要な科目 
物理と関係が深い 

人間社会と同じように構造物も高齢化が進行しています。社会基盤を構

成する橋、道路、鉄道、上下水道施設など、日本の高度成長期につくられた

多くのものが高齢化の時期を迎えています。また、農業基盤においてもダム、

頭首工、揚排水機械、水路など、農業用水を確保・配水する水利施設の多く

が高齢化しています。水路に至っては、約40万kmの延長があり、地球約10

周分にもなります。現在、主要な水利施設の状態を点検・診断し、必要に応

じて補修・補強などの対策を行って寿命を延ばすことが求められています。

高齢化した構造物がふえている 

サーモグラフィーでコンクリート水路を検査する 

老朽化した構造物を一度に新しくつくりかえるためには多額の経費がかか

るため、必要に応じて構造物を補修・補強しながら寿命を延ばし、優先的なも

のから少しずつつくりかえる必要があります。非破壊検査は、構造物の健康診

断をするのに役立ちます。研究室では、開水路や管水路など、各種水路の診

断に有効な非破壊検査方法の構築を目指しています。

人間と同じように健康診断をして寿命を延ばすことが大切 

非破壊検査には多くの方法があり、

構造物を壊さずに内部の状況を診断

するのに使われます。サーモグラフィ

ー法も非破壊検査ではよく使われます。

写真１は、摩耗した表面を補修したコ

ンクリート開水路の状況、図１は、その

水路壁面のサーモグラフィーによる熱

画像です。コンクリート内部に空隙や

はく離などがある場合、太陽の日射を

受けると表面温度に差が生じ、その

温度差をサーモグラフィーで測定して、

内部の状況を検査します。熱画像の

赤い部分は周囲より温度が高い部分

を示しており、その内部に空隙やはく

離などの存在が推定されます。

写真１　水路は流水で摩耗する

図１　補修した壁面の熱画像の例

非破壊検査で構造物を 
診断する 

共生環境学科

石垣棚田景観の中のコンクリートの壁 石垣強度を測る模型実験

准教授　岡島 賢治 

石垣を造る技と伝統を 
まもる！ 

キーワード 
物をつくる、評価するには「数学」、「物理」を使いま

す。そして、石を扱いますので、「地学」を知っている

とおもしろいです。また、地域の石組みは多様です

が伝統や文化への理解が必要ですので、「歴史」の

素養も必要です。 

石工職人はもうほとんどいない事実！ 

心のふるさとの風景を残したい 

「石垣」は「壁」として、私たちの身の回りでよく目にするものです。しかし、今、
この石垣をつくることのできる職人「石工（いしく）」がほとんどいません。戦後
日本社会の土木技術は、大変進歩しました。しかしその中で、壁を作る技術は
「石垣」から「コンクリートの壁」へと移り、決まりとして「石のみ」で一般の道
路などの壁をつくることはできなくなりました。すると、石を組んで石垣をつくる
技術は必要ではなくなり、日本からどんどん石工がいなくなっていったのです。
すると、石垣の補修もコンクリートでされるようになってきました。

「石のみ」で作られた石垣は弱いのか？ 

「石のみでつくられた石垣」と「コンクリートの壁」はどちらが強いのでしょうか？
このような単純な疑問について、これまで実は真剣に取り組まれてきませんで
した。「石垣」には長い歴史の中で幾つかの石の組み方が考案されています。
そして、禁じ手とされる石の組み方もあります。そのような様 な々石の組み方や、
禁じ手とされる石の組み方がコンクリートの壁と比べてどのくらい弱いのでしょ
うか。これを明らかにすることで、もしかするとコンクリートより石垣のほうが実は
よかったということもありえます。

「石垣」は、ひっそりとですが、いい風景だなと感じる場所の多くに存在して
います。それをつくる技術・伝統が失われつつありますが、未だ多くの人はその
危機に気づいていません。一度失われた技術・伝統はなかなか元に戻らない
のです。石垣をつくる技術が失われた後で、いい風景だなと感じる場所の変
化に気づいても手遅れです。「石垣」を残すためには、「石垣」をつくる技術を
伝承しなければなりません。「石垣」をつくる技術を残すためには、技術を持つ
「石工」が働ける仕事をつくる必要があります。「石垣」の持つ強さと美しさの
謎を解明し、もう一度「石垣」をつくる仕事をつくり出し、心のふるさとの風景を
守っていきたいと考えています。

共生環境学科
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教授　石黒 覚 

研究に必要な科目 
物理と関係が深い 

人間社会と同じように構造物も高齢化が進行しています。社会基盤を構

成する橋、道路、鉄道、上下水道施設など、日本の高度成長期につくられた

多くのものが高齢化の時期を迎えています。また、農業基盤においてもダム、

頭首工、揚排水機械、水路など、農業用水を確保・配水する水利施設の多く

が高齢化しています。水路に至っては、約40万kmの延長があり、地球約10

周分にもなります。現在、主要な水利施設の状態を点検・診断し、必要に応

じて補修・補強などの対策を行って寿命を延ばすことが求められています。

高齢化した構造物がふえている 

サーモグラフィーでコンクリート水路を検査する 

老朽化した構造物を一度に新しくつくりかえるためには多額の経費がかか

るため、必要に応じて構造物を補修・補強しながら寿命を延ばし、優先的なも

のから少しずつつくりかえる必要があります。非破壊検査は、構造物の健康診

断をするのに役立ちます。研究室では、開水路や管水路など、各種水路の診

断に有効な非破壊検査方法の構築を目指しています。

人間と同じように健康診断をして寿命を延ばすことが大切 

非破壊検査には多くの方法があり、

構造物を壊さずに内部の状況を診断

するのに使われます。サーモグラフィ

ー法も非破壊検査ではよく使われます。

写真１は、摩耗した表面を補修したコ

ンクリート開水路の状況、図１は、その

水路壁面のサーモグラフィーによる熱

画像です。コンクリート内部に空隙や

はく離などがある場合、太陽の日射を

受けると表面温度に差が生じ、その

温度差をサーモグラフィーで測定して、

内部の状況を検査します。熱画像の

赤い部分は周囲より温度が高い部分

を示しており、その内部に空隙やはく

離などの存在が推定されます。

写真１　水路は流水で摩耗する

図１　補修した壁面の熱画像の例

非破壊検査で構造物を 
診断する 
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石垣棚田景観の中のコンクリートの壁 石垣強度を測る模型実験

准教授　岡島 賢治 

石垣を造る技と伝統を 
まもる！ 

キーワード 
物をつくる、評価するには「数学」、「物理」を使いま

す。そして、石を扱いますので、「地学」を知っている

とおもしろいです。また、地域の石組みは多様です

が伝統や文化への理解が必要ですので、「歴史」の

素養も必要です。 

石工職人はもうほとんどいない事実！ 

心のふるさとの風景を残したい 

「石垣」は「壁」として、私たちの身の回りでよく目にするものです。しかし、今、
この石垣をつくることのできる職人「石工（いしく）」がほとんどいません。戦後
日本社会の土木技術は、大変進歩しました。しかしその中で、壁を作る技術は
「石垣」から「コンクリートの壁」へと移り、決まりとして「石のみ」で一般の道
路などの壁をつくることはできなくなりました。すると、石を組んで石垣をつくる
技術は必要ではなくなり、日本からどんどん石工がいなくなっていったのです。
すると、石垣の補修もコンクリートでされるようになってきました。

「石のみ」で作られた石垣は弱いのか？ 

「石のみでつくられた石垣」と「コンクリートの壁」はどちらが強いのでしょうか？
このような単純な疑問について、これまで実は真剣に取り組まれてきませんで
した。「石垣」には長い歴史の中で幾つかの石の組み方が考案されています。
そして、禁じ手とされる石の組み方もあります。そのような様 な々石の組み方や、
禁じ手とされる石の組み方がコンクリートの壁と比べてどのくらい弱いのでしょ
うか。これを明らかにすることで、もしかするとコンクリートより石垣のほうが実は
よかったということもありえます。

「石垣」は、ひっそりとですが、いい風景だなと感じる場所の多くに存在して
います。それをつくる技術・伝統が失われつつありますが、未だ多くの人はその
危機に気づいていません。一度失われた技術・伝統はなかなか元に戻らない
のです。石垣をつくる技術が失われた後で、いい風景だなと感じる場所の変
化に気づいても手遅れです。「石垣」を残すためには、「石垣」をつくる技術を
伝承しなければなりません。「石垣」をつくる技術を残すためには、技術を持つ
「石工」が働ける仕事をつくる必要があります。「石垣」の持つ強さと美しさの
謎を解明し、もう一度「石垣」をつくる仕事をつくり出し、心のふるさとの風景を
守っていきたいと考えています。
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教授　保世院 座狩屋 

キーワード 
数学「高校レベルの全て」、理科「物理、静力学、地学、

化学、生物」、英語 

災害対策について、近年世界的に環境問題が注目されるようになり、建設

廃棄物をリサイクルするセメント複合材の研究が進んでいます。材質、強度、

経済性、環境への負荷などあらゆる面ですぐれた植生可能なポーラスセメント

複合材の開発とともに災害に耐え得る堤防やのり面保護「図１」の最先端

技術の開発を目的としています。

災害を防ぐために 

私たちの研究グループは、発展途上国における堤防破壊や産業廃棄物の

再利用に関する調査研究を行い、環境に適した災害対策を検討しています。

今後、それぞれの国や地域に合った災害対策をサポートして、国際社会に貢

献できる研究を進めています。環境保全を考慮した災害対策はまだは発展途

上です。人々の暮らしの安全を求めて、日々新しい材料や技術の研究が欠か

せません。

技術は国境を超えて ～環境に適した対策～ 

一石三鳥 ～リサイクル材が、環境、経済、災害対策に大きな効果を発揮～ 

私たちが考案した植生可能なポーラスセメント複合材は、国内外の多くの

場所で有効利用されています。リサイクル材を使用するため環境に優しく、地

滑りに効果が高く、廃材を使うため経済的にも安価で、土砂災害対策に適し

ています。また、植生可能ですので、環境保全にも適しています。メッシュ、モ

ルタル、リサイクル材の３素材の相乗作用によって、引っ張り力を補い、表面

の土に摩擦力を与え、土砂災害に強い基盤をつくり上げます。

「災害対策・環境保全」 
～地域からグローバルへ 

図１　斜面の補強・のり面保護
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教授　取出 伸夫 

キーワード 
土壌汚染、シミュレーション、窒素・炭素循環、セシウ

ム汚染 

土壌汚染を科学する 

人類は大地の恩恵を受けながら、持続的に土壌を利用してきました。人間

の出す廃棄物も、土壌の持つ緩衝作用で受け止めながら物質循環に組み込

まれてきました。しかし、土壌の許容範囲を超える廃棄物の投入や、自然界に

普通には存在しない放射性物質は、今までの人類の歴史では見られなかった

様々な土壌汚染を引き起こしています。

変化を和らげる緩衝作用と土壌汚染 

地表面付近では、水分が浸潤や蒸発などにより、いろいろな方向に流れて

います。この土壌水分の流れと、水分に溶解している化学物質の移動を研

究してきました。化学物質の多くは土壌に吸着され、土壌の持つ様々な緩衝

作用により濃度変化は和らげられます。また、化学物質は、土壌の空気中をガ

ス態としても移動します。たとえば、土壌に投入された有機物は、分解されて

無機化され、二酸化炭素は光合成により、また窒素成分は再び栄養成分とし

て植物に再び取り込まれます。この土壌中の窒素・炭素循環をモデル化し、

水分流れの移動シミュレーションに組み込むことにより、過剰な有機物投入に

よる地下水の硝酸汚染の予測に取り組んでいます。

有機物分解による土壌中の窒素・炭素循環と地下水の硝酸汚染 

土壌中の化学物質移動の研究は、福島における土壌中のセシウム移動

の予測にも応用されています。土壌汚染という負の遺産を減らすために、より

精度の高い汚染物質の移動予測を目指すことが使命だと考えています。

土壌中のセシウム移動 
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教授　保世院 座狩屋 
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教授　取出 伸夫 
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生物圏生命科学科 生物圏生命科学科 
講師　坂井 勝 

土俵－大気－植物の物質循環

キーワード 
自然現象を理解し予測するためには、理科（物理、生

物、化学）や数学（微分積分など）といった基礎的な

科目が大切です。 

土と水と植物と 

畑地の水分・地温計測

今後、地球温暖化の影響で降水量の増加や地温の上昇が予想され、土

壌と水と植物の関係は今までとは変わっていく可能性があり、その予測が大

事になっています。このような将来に対応するためにも、皆さんとともに土壌と

水と植物の関係をひもといていきたいと考えています。

土と水と植物とその将来 

土は農作物などの生物生産の場に欠かせ

ない存在です。畑に限らなくても、街中や山林

の植物のほとんどが土に根を張って生えていま

す。雨が降って土壌に浸み込んだ水は、土壌

に蓄えられた後に植物たちの根に吸われ、葉っ

ぱから蒸散して大気中に戻っていきます。私た

ちが生活している周りで起こっている自然界の

水循環について、土壌と植物は大きな役割を

果たしていると言えます。このような水循環を

解明し、畑地における効率的で低環境負荷な水・

施肥管理を目指すために、土壌中の根の吸水メカニズムを明らかにします。

土壌の水循環と植物の役割 

土の中において、植物の根はどの深さ

から水を吸っているのでしょう？単に土壌

水といっても、植物が使いやすい水と、土

に強く保持されて植物が使いづらい水が

あります。また植物も、より使いやすい水か

ら選択的に吸うといった報告や、深層で吸

い上げた水を地表面付近で吐き出すとい

った報告があります。私たちは畑地や、現

場を模擬した実験室内の実験において、

土壌水分量をモニターし、根の吸水現象を把握します。また、モデルを使った

数値シミュレーションにより、現象の解明や予測を試みています。

植物の根は土のどこから水を吸う？ 
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