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　植物工場では高密度に植物を栽培する
ため、葉が複雑に幾重にも重なる結果、
外側の葉（外葉）まで光が届かず、老化
が進行してしまいます。収穫・出荷時に
は、外側の黄色く変色した老化葉を取り
除かなければいけません。作物の大きさ
によっても
異なります
が、リーフ
レタスを１
株 100g で
出 荷 す る
場合に、約
10% が廃棄されており、廃棄ロスは無
視できません。また、老化葉を取り除く
作業に膨大な時間と労力がかかってしま
うため、植物工場において、作物の高効
率生産を実現する栽培法を確立すること
が喫緊の課題となっています。

　光や温湿度、CO2 濃度、水分や肥料など、生育に必要な要素を自動制御して、播種から栽培、収穫、出荷までを計画的に行うことで、
出荷のサイクルを短くし、高品質のまま収穫量を増大できる未来型の農業です。外部から侵入する害虫や病原体が極めて少ない
ことから、農薬を使う必要がなく、洗わずに食することができるため、安心・安全志向の消費者のニーズにも応えることができ
ます。

　現在の植物工場において広く栽培されているリーフレタスを材料に、下方照 射（植
物体への上から下に向けての光照射）のみならず上方照射（植物体へ の下から上に
向けての光照射）を加えること
によって、外葉の老化を抑制す
ることが明らかになりました。
また、下方照射と上方照射を組
み合わせた新規栽培法では、外
葉の老化を抑制するのみならず、光合成を促進させ、外葉の成長をうながすことも
明らかになりました。上方照射を行うことによって収穫量の増大のみならず、老化
葉を削減することができるため、ごみ排出量の大幅な削減や老化葉を取り除くため
の膨大な作業量の軽減にも貢献できる と考えられます。

　植物工場における葉菜類の栽培において、「上方照射の有効性」について世界に先
駆けて初めて証明することができました。今後、最小の資源とエネルギーの投入で、
最大の収量を得るシステムを確立するとともに、環境負荷を最小限に抑える技術開
発を進めていきたいと考えています。
本研究成果は、2015 年 12 月の国際誌「Frontiers in Plant Science」に公開されています。
Zhang G., Shen S., Takagaki M., Kozai T., Yamori W.* (2015) Supplemental upward lighting from underneath to obtain 
higher marketable lettuce (Lactuca sativa ) leaf fresh weight by retarding senescence of outer leaves. Frontiers in 
Plant Science 6, 1110. 　

執筆者：矢守航／編集担当：結城大瑚（工学部 2 年）

無視できない！葉の老化による廃棄ロス 下からも照らし、葉の老化抑制に大成功！

今後の展望

植物工場とは？

上方照射を用いた葉の老化を抑制する新たな栽培システム

上葉の老化による廃棄ロス

植物工場において葉の老化を抑制する栽培システムを開発
環境教育・研究への取り組み 千葉大学環境健康フィールド科学センター　矢守航客員准教授

千葉大学内の植物工場の様子
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丸太加湿器、丸太燃料と園芸用ハウス

従来の重油加湿器で生育した薔薇（左）に対して丸太加湿
器では太い茎の薔薇（右）が育っており、商品価値が上が
る

集材作業（マッシュプーリー）

Section2

「トータルビジネス」とは ?

最先端の環境研究・環境教育の紹介

事業開始の背景 ~ 日本の林業の現状 ~

新規事業立ち上げに至るポイント

丸太燃料流通トータルビジネスで、環境と経済の両方を活性化させる
千葉大学大学院工学研究科　中込秀樹教授

　森林は地球温暖化を招く空気中の二酸
化炭素を吸収し ( 光合成 ) 木材として固
定化します。従って、石油や石炭のよ
うな化石燃料と異なり、 木材を燃やして
もトータルの二酸化炭素量は増えないの
で、木質バイオマスエネルギーの利活用
技術の推進・普及は重要となります。
　中込研究室では平成 25 年度から 27
年度まで、木質バイオマスエネルギーを
活用したモデル地域づくり推進事業を林
野庁より受託しており、その成果を発展
させて、4 月から 2 つの社団法人及び 1 
つの NPO 法人をサポートしています。
そうして、山武・長生地域を中心に、園
芸ハウスの暖房や温泉水の加温用に、森
林の伐採から丸太燃料への加工、配送、
丸太燃料加温器の販売・設置までを一手
に引き受ける総合的な事業 ( トータルビ
ジネス ) を日本で初めてスタートさせま
した。

　林野庁は、林業の大規模化・集約化・
機械化を推奨する「森林林業再生プラン」
を新たに制定しましたが、千葉県のよう
な都市近郊の小規模な森が点在する里山
地域には適用が難しいのが現状です。さ
らに従来の林業は山主、伐採事業者 ( 森
林組合等 )、製材業、工務店、ボイラー
製造業者等が相互に独立していて流通経
路は複雑であり、国産材の需要先の創出
も大きな課題でした。
　中込研究室は林野庁委託事業により、
都市に働きに出る予定だった地域の若者
達、都市部でのオフィスワークになじめ
ない若者達、林業女子等の多様なメン
バーにより、伐採から丸太燃料供給、加
温器の販売・設置までの全ての流通経路
を自ら手がける事業の実証を行ってきま
した。

　今後の事業の成立、拡大のためには、
経済性の成立と加温器やハウスの加温方
法等に対する技術的な完成度の向上が必
要となります。以下にそれらのポイント
を列挙します。
1 重油の半分以下の
　燃料コストを達成する
　伐採、集材、加工等の森林作業を、人
手に加えて自ら工夫した小型林業機械を
併用して生産性を高める事により、低コ
スト化をはかりました。
2 廉価な丸太加温器により
　経済性の成立を目指す
　県内の大規模な園芸農家は既に重油加
温器を設置しており、新たな丸太加温器
の設置は更なるコスト増加にならない事
が必須となります。一方、従来のバイオ
マス加温器やボイラーは高価であったた
め、 廉価な加温器をベースに高性能化の
ための改良と改善を行う事により性能向
上とコスト低下の両立を達成しました。
3 オンラインデータ収集、
　シミュレーションの活用
　さらに丸太加温器導入による付加価値
の創出を目指して、ハウス内の温度・湿
度データの常時モニター、温度分布のシ
ミュレーション等による最適育成条件を
確立することにより、ある園芸農家では
茎の太い丈夫で商品価値の高い薔薇が育
成できました。

　また、国内林業の衰退により手入れが
されていない放置林などを健全な森林に
戻すために、里山の雑木や間伐材を丸太
にして燃料として有効利用するシステム
を構築し、それをビジネスとして成立さ
せることは、環境保全と経済活性化の両
方に寄与します。
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執筆者：尾松孝茂／編集担当：結城大瑚（工学部 2 年）

　「キラリティー」は物質だけではなく
「光」にもあります。「光のキラリティー」
が物質を螺旋の構造へ変える（キラリ
ティーのない物質をキラリティーのある
構造に変える）という現象が千葉大学で
発見されたことをきっかけに、「光のキ
ラリティー」の研究は、ここ数年とても
活発になってきました。この発見は物理
的な力学現象なので原理的には物質を選
びません。
　千葉大学は物質科学や生命科学の研究
では定評があり、世界的に著名な研究者
も数多く所属しています。2015 年 4 月
に「分子キラリティー研究センター」を
設立し、自然現象中における右手と左手

　右手と左手は同じ形をしていますが、
そのままでは重ねられません。このよう
な右手と左手の関係をキラリティーと呼
んでいます。少し難しい言い方をすると

「構成要素が同じなのに立体構造（右手
系）がその鏡像（左手系）と空間的に重
ならない」という性質が「キラリティー」
です。右手と左手では役割が違うように、
右手系の物質と左手系の物質では性質が
異なります。物質科学の研究者は、キラ
リティーのある物質の右手系、あるいは
左手系だけを完全に創り分けたいと願っ
て長年研究してきました。
　人や生物を創るアミノ酸や糖類にもキ
ラリティーがあります。不思議なことに
身体の中のアミノ酸は左手系だけで右手
系はありませんし、糖類は右手系しかあ
りません。
　では、なぜ生命体の構成物質には右手
系か左手系のどちらか一つしかないので
しょうか？これは未だベールに包まれた
生命科学の大きな謎です。

のような関係 ( キラリティー）に着目し
て、外部からのわずかな刺激に反応して
新しい性質を獲得する次世代材料の開発
など、さまざまな先端研究を進めていま
す。これにより、省エネで環境にやさし
い素材の開発などにつながることが期待
されます。

2015 年 4 月に
分子キラリティー研究センターを開設

キラリティー物質科学とは？

学部の垣根を超えて世界の頂点を目指す

　「つねに、より高きものをめざして」
千葉大学の理念は未知の科学を開拓する
フロンティア精神とチャレンジ精神で
す。「分子キラリティー研究センター」
では、理学・工学・薬学・医学の垣根を
超えて世界の頂点を目指した新時代の

「キラリティー」研究に挑戦しています。

「光のキラリティー」が創るキラルな螺旋構造体。
上図は有機高分子薄膜、下図は金属。

螺旋波面の向きで「光のキラリティー」が決まる。「光の
キラリティー」によってマイクロメートルからナノメート
ルのサイズの微粒子は反時計回り（左回り）あるいは時計
回り（右回り）に公転運動する。

物質科学・生命科学におけるキラリティー

不斉合成の夢
（100% 制御された化学合成は可能か？）

ホモキラリティーの謎
（なぜ生命現象にはキラリティーがあるのか？）

光のキラリティー解明によって省エネで環境に良い素材の開発を目指す
千葉大学大学院融合科学研究科長・分子キラリティー研究センター長　尾松孝茂教授
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執筆者：伊藤葉子／編集担当：結城大瑚（工学部 2 年）

　持続可能な未来に向けて教育のあり
方 を 変 え て い こ う と す る「 持 続 可 能
な 開 発 の た めの 教 育 」 (Education for 
Sustainable Development=ESD) の推進
がグローバルレベルで行われています。
ESD では、環境だけでなく、社会、文化、
経済、政治的側面と関連づけ、社会を変
革していくための教育として、持続可能
な開発に関する価値観 ( 人間の尊重・多
様性の尊重・非排他的性・機会均等・環
境の尊重など )、体系的な思考力 ( 問題
や現象の背景の理解・多面的かつ総合的
なものの見方 )、代替案の思考力 ( 批判
力 )、データや情報の分析能力、コミュ
ニケーション能力、リーダーシップの向
上の育成を重要視しています。

ASEAN 諸国の留学生とともに千葉大学
の学生が千葉大学附属幼稚園・小学校・
中学校の訪問も実現しています。
　2016 年 3 月には、成果報告会を開催
し、関係者すべてが一同に集まり、ユネ
スコスクールの高校生のポスター発表を
中心に、ASEAN 諸国の大学からの研究
者や千葉大学生らとの活発な意見交換や
質疑応答が行われました。
　これらの ESD 事業展開は、地域活動
を活性化し、グローバル人材育成に貢献
できたという点で大きな意義があったと
思います。なお、本事業についての詳細
は、以下の Web サイトに掲載されてい
ます。
http://moasys.co.jp/chiba-u.esd/

「持続可能な開発のための教育」とは

千葉大学が中心となって
千葉 ESD コンソーシアムを構築

　平成 27 年度文部科学省ユネスコ活動
費補助金である「グローバル人材の育成
に向けた ESD の推進事業」の支援を受
け、千葉大学教育学部を中心として、千
葉県や千葉市、市川市などの教育委員会、
千葉県の各種ユネスコ連絡協議会やユネ
スコスクール、社会教育施設として千葉
県公民館連絡協議会、千葉県を拠点とし
ている各種企業が、コンソーシアム体制
を構築し、協力体制のもとで「人間力を
育む千葉 ESD の地域展開」事業を運営
しています。

　6 月には ASEAN 諸国の留学生・千葉
大学生・高校生らと音楽活動を主体と
した「感性を育む」ための ESD ワーク
ショップを行い、 また、ASEAN 諸国の
留学生と千葉大学の学生が附属幼稚園・
小学 校・中学校の訪問を行いました。8 
月には千葉大学・千葉県高等学 校ユネ
スコスクール ESD 研究会を開催しまし
た。
　10 月 に は、ESD 研 究 の 第 一 人 者 で
あるイギリスの Dr. Glenn Strachan に
よる招待講演 “Theory and Practice in 
ESD. A European Perspective: 持続可能
な開発のための教育の理論と実践―ヨー
ロッパの動向と展望―” を行い、さらに、
幼・小・中・高等 学校教諭・養護教諭・
栄養教諭に対する ESD の推進のための
教育 研修や、千葉県の企業関係者らと
ASEAN 諸国の留学生・千葉大学 生・高
校生・ユネスコ協会関係者による ESD
フォーラムを実施し ました。また、再度、

2015 年度の ESD 事業の活動

ASEAN 諸国の留学生に対する 説明を英訳する高校生

10 月の招待講演の様子

グローバル人材育成に貢献する「持続可能な開発のための教育の活動」
千葉大学教育学部　伊藤葉子教授
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　2015 年 7 月に新しい静止気象衛星ひ
まわり８号の運用が開始されました。従
来のひまわりと比べ、解像度が向上し画
像がより鮮明になったことに加え、地
球全体の撮影を従来の１時間に１回か
ら 10 分に１回という高頻度な観測が実
現しました。さらに日本域は２分 30 秒
に１回の観測頻度となり、これまで難し
かった積乱雲の一生をつぶさに追うこと
などが可能になりました。また、観測す
る波長帯の種類が 16 に増えたため、色
の三原色の可視波長帯画像を組み合わせ
ることで、フルカラーで地球全体を見る
ことも可能となりました。これにより海
や陸地の様子のみならず、モノクロでは
難しかった大気汚染物質と雲を見分ける
ことも容易になりました。
　正式運用前の 2015 年 4 月、大陸沿岸
部の森林火災が起源とみられる煙が、日
本海を横断して日本の東北地方に到達し
ました。煙が発生して広範囲に拡散する
様子を、ひまわり８号は詳細に捉えてい
ました。この観測結果は大気中に存在す
る微粒子（エアロゾル）を研究する分野
でも活かされています。

「ひまわり 8 号」による
静止気象衛星の性能進化 「ひまわり８号」の活用とこれから

Visualization Team」チャンネル）。
　これまでは静止気象衛星と聞くと “画
像” を連想させるものでしたが、ひまわ
り８号の登場によってこれからは “動画”
として滑らかに変化してゆく地球を眺め
るイメージに変わってゆくと思います。
刻々と変化する地球環境を身近に感じる
きっかけとなれば良いと思います。

　環境リモートセンシング研究センター
では衛星の研究を専門に行っており、
様々な地球観測衛星のデータをアーカイ
ブしています。ひまわり８号について
も、対応するサーバを新たに設置して観
測データをリアルタイムで取得・処理を
行い、研究者向けに公開を行っています。
ひまわり８号の観測する情報量は膨大で
あり、気象分野のみならず、環境研究分
野を含め、アイデア次第で様々な用途に
利用できる可能性を持っています。新た
な分野での研究利用を推進するために、
学内外に広くひまわり８号の魅力を伝え
る取り組みをしています。
　その一つがひまわり８号観測データの
可視化です。学生や大学を訪れる方々に
その「すごさ」を知ってもらうと共に、「い
ま」地球上で起こっている様々な現象に
関心を持ってもらうため、千葉大附属図
書館に４K パネル６画面で構成された高
精細大画面ディスプレイを設置して、リ
アルタイムの画像をいつでも誰でも見る
ことができるようにしています。また、
その事例動画を YouTube でも配信して
います（「CEReS NICT JMA HIMAWARI 

執筆者：豊嶋紘一／編集担当：結城大瑚（工学部 2 年）

ひまわり 8 号が捉えた全球画像

附属図書館のひまわり 8 号画像 表示ディスプレイ

地球環境観測衛星「ひまわり８号」のデータ解析
環境リモートセンシング研究センター　豊嶋紘一特任研究員
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国立大学初の国際教養学部を新設

　2016 年 4 月に新設した国際教養学部
には、90 名の新入生が入学しました。
徹底した少人数教育と学習支援スタッフ
のサポートで、一人一人の志向に合わせ
た教育を行います。また、全員が人文社
会科学と自然科学と生命科学の３つの領
域を学ぶ文理混合の学部で、解決すべき
課題を見つけて、それに必要な学問とは
何かを主体的に考えていく課題解決型の

「アクティブラーニング」を展開してい
きます。さらに、フィールドワークなど
の海外体験を重視し、理論だけでなく実
体験を通じた知識の活用と課題解決能力
を養成する「ソーシャルラーニング」が
コンセプトの一つになっています。

インタビュアー：飯田浩宇・高橋良彰 ( 法政経学部 3 年 )

課題解決型教育を実践する科目

　世界を舞台にした課題解決型教育を実
践するため、どんな課題にも積極的に取
り組む姿勢が大事です。普遍教育 8) 科
目に加えて、課題解決に必要な技能やス
キルを身に付けるために、語学や、統計
の扱い方等を学ぶスキル形成科目群があ
ります。さらに、人文社会科学・自然科
学・生命科学を混合し、分野を越えた俯
瞰力を身につける俯瞰科目群があり、そ
の先に専門科目群が３つ（グローバルス
タディーズ、現代日本学、総合科学）あ
ります。学生は最終的にはどれかの専門
科目群を選びますが、結局３つとも勉強
するカリキュラムになっています。どれ
に力点をおいて勉強するかという点の違
いです。

学生に求める多様性の尊重

　世界には様々な考え方や慣習がありま
すが、学生にはそういった世界の多様性
を尊重できる人間になってほしいです
ね。例えば環境問題を考えるとき、環境
経済学という切り口もあれば、環境法と
いう切り口もある。また、環境問題を工
学的に考えることもできるし、地球科学
的な発想もできます。こういう専門もあ
る、こういうものの考え方もあると、い
ろいろな切り口を知っていると、チーム
で問題を解決していくときに役に立つと
思います。自分の立脚点も大事にするし、
だからこそ、相手の立脚点も大事にする
ことになります。このように国際教養学
部は「グローバル・日本・ローカル」と
いう複合的視点から国際理解と日本理解
の双方を備えたグローバル人材の養成を
目指しています。

ターム制を利用した海外留学の推進

　異文化との接触、国際的な学生間の協
働を通じた国際理解と日本理解の育成を
目的に、国際教養学部では留学を必須と
しています。長期の留学だけではなくて、
海外インターンシップやボランティアな

国際教養学部
学部長　小澤弘明教授

ど比較的短期の留学もあります。２年次
の第２タームには必修授業をおかないカ
リキュラムなので、第２タームと夏休み
をつなげて４か月の休みをつくり、様々
な留学プログラムを利用して、いろんな
海外体験をしてほしいと思っています。



環境に関心が高く、
環境の研究が盛んな学部

手作り環境で緑豊かなキャンパスに

　園芸学部は学部全体で環境に関心を
持って教育・研究に取り組んでいます。
環境に興味を持って入学する学生が多
く、卒業後も国交省や環境省など環境に
関わる仕事に就く学生もいます。また、
環境に負荷をかけないだけではなく、環
境をよりよく改善していくための研究も
行っているのが特徴です。例えば植物工
場では効率よく植物を生産することに加
えて、どれだけエネルギー負荷をかけず
に植物を育てることができるかというこ
とも研究しています。

地域の方々との共生

　一方で、地域からは独立することはな
く、地域の方々と話し合いの場を持ち、
キャンパス全体を日常的に開放するな
ど、地域の方々との共存にも力を入れて
います。2013 年度から整備をはじめた

「おひさまガーデン」（詳細 p.37）では、
学生を中心に四季折々の花やハーブを育
てており、地域の方々が写真の撮影や写
生をすることも多く、憩いの場となって

松戸キャンパスに遊びにおいで

　松戸キャンパスは園芸学部と園芸学研
究科のみで構成されているので、環境へ
の取り組みも他のキャンパスから独立し
て行っています。例えば、エネルギー使
用量や廃棄物排出量などが、厳密に数字
として現れるので、無駄遣いの防止や廃

います。他にも市の土地や民地を利用し
たコミュニティガーデン 9) づくりの活
動（詳細 p.55）や、東日本大震災の被
災地に花や緑を植えていく被災地支援活
動も行っています（詳細 p.52）。

　園芸学部には造園学科が昭和 24 年か
らありますし、環境緑地学科も昭和 49
年に増設され、全国で初めて環境の名前
を冠した学科となりました。園芸学部
は、自然や植物を活用して環境に貢献す
るという特徴がありますので、それをさ
らに伸ばしていきたいと思っています。
他キャンパスの学生のみなさんには、ぜ
ひ松戸に遊びに来て欲しいですね。松戸
キャンパスの豊かな自然は、環境改善な
どの研究に参考になるのではないでしょ
うか。

インタビュアー：長谷川雅人（工学部 2 年）

園芸学研究科・園芸学部
研究科長・学部長　小林達明教授

棄物の適正処理に細心の注意を払ってい
ます。また、環境整備といって全研究
室・職員にキャンパスの区画担当を割り
振り、全員でキャンパスをきれいに整え
ていく活動をしています。自分たちの手
で創り上げているという愛着を持つ人も
多いです。松戸キャンパスでは、このよ
うな活動を通じて、都市域でありながら
緑豊かな数少ないキャンパスとなってお
り、教育や研究上での大きな利点となっ
ています。
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大学院医学薬学府とは？

医学薬学府と環境のつながり

　医学薬学府は、2001 年に医学研究院
と薬学研究院を統合した日本で初の医学
薬学融合型の大学院として発足しまし
た。
　国立環境研究所・かずさＤＮＡ研究
所・放射線医学総合研究所・千葉県がん
センター・理化学研究所などの幅広い分
野の組織から優れた教授陣を迎えて連携
講座を開設しており、医学研究院と薬学
研究院との緊密な連携の下、全人的視野
に立った医療従業者、医学・薬学両方の
知識を持った専門家や最先端の生命健康
科学に精通する研究者等、医学薬学の未
来を担う人材の育成に努めています。

学生へのメッセージ

　医学や薬学はその特性上、危険物を取
り扱うことが非常に多いため、決して周
囲の環境を破壊することがないよう、細
心の注意を払って研究を行っています。
化学物質をククリス ( 詳細 p.30) に登録

　頭の柔らかい大学前半頃には、好きな
科目だけでなく、嫌いな科目も勉強して、
詳しくは知らないけれど一応は知ってい
る、といういわゆる「一般知識」を広げ
る習慣をつけることが重要だと考えてい
ます。またそれと並行して、理系・文系
を問わず、自分の興味のある分野、好き
なことに関する本をたくさん読んで、他
人の追体験や自分の知らないことを貪欲
に吸収してください。
　大学後半から卒業後の「減点ではなく
得点で評価される世界」において、そう
した下地が、得意分野で成長し、社会に
役立つ人間となって羽ばたいていくこと
への大きな助けとなります。

して運用するのはもちろん、毒物・劇物
のような化学薬品なども厳重に管理して
おり、有害廃棄物は専門業者によってそ
れぞれ適切な処理がなされています。ま
た、遺伝子組換え細胞や遺伝子改変ネズ
ミなどは、法令に従った取り扱いを行い、
処分する際には組換え遺伝子を完全に破
壊するなど管理を徹底しています。また、
高圧ガスボンベはガスの種類によって色
分けをし、倒れることがないように転倒
防止措置をとっています。
　医学薬学府の大学院生は医学薬学関係
の分野以外にも、危険物取扱いの専門家
として、衛生試験場での汚染物質の研
究や残留放射能の測定、DNA による産
地の確認を用いた食品の安全性の評価、
厚生労働省や医薬品医療機器総合機構

（PMDA）などにおける安全審査や、科
学警察研究所など、幅広い分野で活躍を
しています。こうした活動が食品・水・
空気といった身近な環境を守ること、ひ
いては地球全体の環境が壊れないように

インタビュアー : 鷺谷駿・柿原啓人 ( 法政経学部 2 年 )

大学院医学薬学府
学部長　山口直人教授

することにつながっていきます。
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環境健康フィールド科学センター
センター長　木庭卓人教授
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人と環境に関連する４つの研究分野 いる例もあり、注目を集めています。
　「環境セラピー」では、ストレスの原
因とその解放方法を研究しています。人
は自然環境に入った時にストレスを解放
できるということを「自然セラピー」と
言いますが、それを医学的、実験的に証
明しようという試みを行っています。例
えば、街中を歩く場合と野山で森林の中
を歩く場合のストレスを数値化し、脳の
反応を分析したりします。
　「苗生産システム」では、野菜や花の
苗を効率的に生産することを目的として
いて、市場にも出荷しています。園芸学
部の学生が最先端の苗生産の技術を学ぶ
ために、農業実習で当センターを訪れる
こともあり、実践教育の場としても充実
しています。
　「東洋医学」では、漢方薬のどの成分
がどの効能を発揮するのかを研究してい
ます。漢方は西洋医学とは違って、対処
療法ではなく、体全体を考えた健康法と
いうことで、注目を集めています。当セ
ンターは薬学研究院の先生との共同研究
も行っていて、様々な植物が植えてある
薬用植物園もあります。そして、薬用成
分を作り出す遺伝子を見つけ、それを別

　当センターでは人と環境との関係を、
「植物工場」「環境セラピー」「苗生産シ
ステム」「東洋医学」の４つの分野にお
いて、研究しています。環境健康フィー
ルド科学センターという名前の通り、環
境自体が学問領域であり、人の生活の基
本的な環境である食住を研究対象として
います。
　「植物工場」には、温室型（太陽光型）
と閉鎖型の 2 種類の工場があります。
温室型は太陽光を利用し、二酸化炭素濃
度や湿度などの植物を取り巻く環境をコ
ントロールしながら、より良い野菜や果
物を作ることを目的としています。閉鎖
型は太陽光をシャットダウンして密閉し
た空間の中で、植物を育てています。植
物にとってより良い人工光（LED）を使っ
て栽培しているため、無菌状態を保つこ
とができ、農薬を必要としません。従っ
て、季節に左右されず、恒常的に野菜を
生産できるというのが植物工場の利点で
す。一方で、植物工場の設置には初期投
資が必要であるため、踏み出すのが難し
いという側面もあります。しかし、最近
は日本各地で植物工場の運営が成功して

公民学連携による地域づくり

　柏市はつくばエクスプレスができてか
ら急速に発展し、幅広い世代の方が住む
ようになっていますが、住んでいる人達
のコミュニティ活動の支援をするため
に、様々な活動を行っています。その一
つに「カレッジリンク」があります。地
域の人々を当センターに呼んでコミュニ
ティ発展や生活の質向上のために必要な
ことなどを議論する場を作る活動です。
また、柏市や東京大学とも連携をとって
おり、まさに公民学連携による地域づく
りを行っています。

インタビュアー：高橋良彰（法政経学部 3 年）

センターを訪れる機会を

　園芸学部の学生に限らず、他の学部の
学生や地域の方々にもこうした施設があ
ることを広め、利用してほしいです。事
前に申し込めば工場見学もできますし、
カレッジリンクの講習会も Web サイト
で告知しているので、誰でも参加するこ
とができます。　

の植物にいれることで、より効率的に生
産できる植物を作ろうという試みも行っ
ています。



社会実装の支援と教育が２本柱

インタビュアー : 有木元宏 ( 法政経学部 3 年 )

ベンチャービジネスラボラトリー
施設長　星野勝義教授
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　千葉大学ベンチャービジネスラボラト
リー（以下 VBL）では、主に「社会実
装を目指す研究への支援」と「教育」に
力を入れて活動しています。社会実装支
援では、学内の先生方から製品化、特許
出願、起業の可能性のある研究を募り、
その中から 10 件ほどを書類審査とヒア
リング審査で選ばせて頂き、それらの研
究に対して研究資金の支援や、VBL が
所有している研究室の貸し出しを行って
います。教育面では、大学院において「ベ
ンチャービジネス論」などの 3 つの講
義を展開し、学生のベンチャーマインド
の育成と向上に向けた取り組みを行って
います。これらの講義は非常に人気があ
り、また、学生は非常に高い関心をもっ
て受講してくれるため、講義を行う身と
して、とてもやりがいを感じています。
この「社会実装を目指す研究への支援」
と「教育」が VBL の２大活動です。

環境関連の研究も多く扱っています

　VBL では、環境に関連した研究も多
く扱っています。例えば、工学研究科の
桑折道済准教授は「構造色ボール」につ

いての研究を行っています。普段我々が
印刷物で色を出す際には「顔料」をよく
使いますが、それには重金属が含まれ
ている場合が多いため、環境保護の観点
から言うとあまり良くありません。とこ
ろが、自然界には玉虫や蝶など、重金属
を使わずに色を出しているものもありま
す。これら自然界の生物は、光が当たっ
た時に光の干渉によって特定の色の反射
光が強調されるという「構造色の反射の
原理」を使って色を出しています。桑折
先生はこの構造色の原理に基づいて発色
する小さなボールを作り、重金属を使わ
ない発色方法を開発する研究を行ってい
ます。
　また、理学研究科の河合秀幸准教授
は、ある放射性物質を検出するための機
器の開発研究を行っています。東日本大
震災における原発事故で福島第一原発か
ら放出された放射性物質のうち、「スト
ロンチウム 90」という物質は人間にとっ
て非常に害が大きいため、その物質の量
を正確かつ迅速に測定する必要がありま
す。しかし、ストロンチウム 90 は測定
することが難しいため、これまで安価な
測定機器がありませんでした。そこで河

他人や環境に対して
さりげなく気遣う精神を

　環境への配慮をするときにも自分のこ
とだけではなく、「さりげなく他人のこ
とを気遣う」という精神があれば、自然
と「他人も生活している『環境』を大事
にする」という姿勢につながると思いま
す。学生さんには勉強だけではなく、こ
のような姿勢も千葉大生として身につけ
ていってほしいと思います。社会に出る
と特に大切になりますので、他人に対し
ても、さらには環境に対しても気を遣う
という姿勢を学生さんにはぜひ身につけ
ていただきたいと思います。

合先生はストロンチウム 90 の有無を正
確に短時間で測定できる安価な機器を開
発し、さまざまな研究機関に提供を行っ
ています。
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環境教育・研究への取り組み

附属学校における環境教育

　紙のリサイクルについて知ってもらう
ため、牛乳パック由来のパルプ玉を用い
て、紙すき体験を行いました。体験を通
して牛乳パックがトイレットペーパーな
どにリサイクルされる仕組みを学び、園
児のリサイクルへの意識の向上を図りま
した。（5 歳児学級　56 名参加）

　2015 年度は、「水の大切さ」をテー
マにした紙芝居を集会室の大きなスク
リーンに映し、読み聞かせを行いました。
また、簡単なクイズで水に関する環境教
育を行ったところ、子どもたちは熱心に
答え、水の１日の消費量や水の循環につ
いて考えてもらうことができました。今
後も園児たちのさらなる環境意識向上の
ために、内容の発展を図っていきます。

（4・5 歳児学級　112 名参加）

西千葉キャンパスには教育学部附属の幼稚園・小学校・中学校があります。附属幼稚園では、大学生が園児に対して環境教育
プログラムを行っています。附属小学校では環境ＩＳＯ校内美化委員会 10) が、中学校では環境ＩＳＯ委員会 10) が設置され、児童・
生徒が主体となって大学生とともに環境に関する活動を展開しています。2015 年度はリサイクルと節水の推進を目標に活動しま
した。

附属幼稚園における取り組み～あおぞら教室～

　牛乳パックがリサイクルによって紙に
なることを「紙すき体験」を通じて体験
した子どもたちは、知識として知ってい
た「リサイクル」が実際に自分たちの手
でも可能であることを、環境ＩＳＯ学生
委員会のお兄さんやお姉さんたちとの活
動を通じて知ることが出来ました。また、
水を大切にしようという紙芝居を見た後
には、水が出たままの水道に目を向け、
声を掛け合ったり進んで止めようとした
りする姿が見られました。どんぐりごま
作りの活動では、子どもたちにとって身
近な自然であるどんぐりを遊びの中に取
り入れる楽しさを味わうことができまし
た。

紙芝居あらすじ
『ぼくたちがやらなくちゃ』
水を出したまま手を洗っていたごろうくんのも
とに、地球の涙からうまれたしずくちゃんが現
れる。ごろうくんは水不足で困っている動植物
や、毎日遠くまで水を汲みに行く外国の子ども
たちがいることを知り、水は大切に使わなけれ
ばいけないことを幼稚園の友達にも教えてあげ
られるようになる。

（作成：環境ＩＳＯ学生委員会）

紙すきを体験している様子コマで遊ぶ様子

2015 年度、幼稚園から「幼稚園の豊かな自然を園児が実感できるような環境教育を」という要望を受け、環境ＩＳＯ学生委
員会は 11 月 5 日・6 日の 2 日間に渡って「あおぞら教室」という園児向けの環境イベントを園内で開催し、次の３つの催しを
実施しました。

担当の久留島太郎先生の声

編集担当：中野和（法政経学部 2 年）、有木元宏（法政経学部 3 年）

　園内で採集したどんぐりに園児たちが
ペンで絵を描き、大学生がつまようじで
軸を作ることで、どんぐりごまを作製し
ました。園児には、ごみになるものでも
工夫することで、使えるものに変えられ
ることを伝えました。（85 名参加）

環境紙芝居

Section2

環境紙芝居の読み聞かせ どんぐりごま作り

紙すき体験



編集担当：早坂海（文学部 4 年）、近藤優衣（法政経学部 2 年） 
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　附属小学校の環境 ISO 校内美化委員
会は、５・６年生計 20 名が所属し、日々
の校内放送やポスターの掲示等の活動を
通して、節電の呼びかけを行うことで校
内の環境改善に努めています。2015 年
度は、それらの活動に加え、自分たちで
製作した環境をテーマとする紙芝居を、
附属幼稚園にて発表する取り組みにも行
いました。幼稚園・小学校の枠組みを超
えて、環境に対する取り組みについて学
び合っています。

2016 Chiba University Environmental Report

　附属小学校・中学校では、千葉大学が ISO14001 取得に向けて動き出した 2004 年から、それぞれの学校で環境ＩＳＯの委員
会が設置され、児童・生徒が学校の環境に関する活動を行っています。大学の環境ＩＳＯ学生委員会の学生は、各委員会のチュー
ターとして、活動をサポートしています。
　2015 年度は、附属小学校、附属中学校と附属幼稚園との交流も視野に入れ、相互連携を目指した取り組みを行いました。今後も、
千葉大学としての特長を活かし、幼稚園・小学校・中学校が互いに学びあい、教え合えるよう、より一層の連携強化を図って参
ります。 

　附属中学校の環境 ISO 委員会には 36
名が所属し、生徒主体で月 1 回、さま
ざまな活動を行っています。2015 年度
は可燃物とミックス古紙の分別や、プリ
ントやお便りの余りを資源として回収す
ることなどを呼びかけるごみ分別講習会
を行いました。また、エアコンの冷房温
度を 28℃に設定するよう呼びかけをし
たり、電気の消し忘れをチェックしたり
するなど、委員会の生徒が主体となり環
境保護に取り組んでいます。

附属幼稚園にて環境紙芝居を上映

委員会の様子

附属小学校における取り組み

　2015 年度は、ごみの分別を促す呼び
かけ、エアコンの温度の確認をしました。
教室を移動する時に、教室の電気を消し
忘れていないかを ISO 委員が確認する
電気チェックを行いました。これらの活
動を実施することで、委員と全校生徒の
ごみと節電に対する意識改善を徐々に行
うことができたと思います。今後もさら
に積極的な環境保護活動を行いたいと思
います。

委員長　近藤瑠紀

附属中学校における取り組み

　2015 年度は、ごみの分別、清掃ロッ
カーの整頓に加え、校内放送やポスター
の掲示で節電を呼びかけました。それに
より、毎月の電気代が昨年と比べて約
15,000 円減りました。さらに、エコの
大切さを伝える紙芝居を製作し、附属幼
稚園で上演することによって、園児の環
境への意識も高めることができたと思い
ます。今後も、新たなテーマを掲げ、全
校児童と共に環境教育に取り組んでいき
たいです。

委員長　加藤伶央

環境 ISO 委員会の声

環境 ISO 校内美化委員会の声
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学部・大学院での環境教育・研究

　2015 年度に千葉大学で開講された環
境関連科目は西千葉キャンパスで 304
科目、松戸キャンパスで 142 科目、亥
鼻キャンパスで 14 科目ありました。

　千葉大学附属図書館では環境に関連す
る書籍を充実させることが環境教育・環
境研究を促進させる大切な取り組みの一
つと位置付け、環境関連書籍数の増加に
努めています。
　2016 年 5 月現在で附属図書館（西千
葉）に 4104 冊、松戸分館には 769 冊、
亥鼻分館に 50 冊の環境関連書籍が配架
されています。
　また、千葉大学附属図書館では大学生
の希望する環境関連書籍の入荷を行って
おり、2015 年度も前年度に引き続き、
それらを含めた環境関連書籍の展示イベ
ントを開催し大学生への貸出を促進しま
した。

西千葉キャンパス計 304 科目 亥鼻キャンパス計 14 科目

松戸キャンパス計 142 科目

編集担当 : 佐藤匠 ( 法政経学部 3 年 )
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環境関連書籍展示イベントのポスター図書館での展示の様子

　千葉大学では、文系と理系双方の学部・大学院・センター等を有する総合大学という特長を活かし、多様な環境教育・環境研
究を行っています。また、環境・エネルギーマネジメントシステムの運用においても、有益な影響を与えるものとして、環境教
育と環境研究を促進しています。

 環境関連科目 11) の開講

 図書館での環境関連書籍の充実

　今後も書籍数の増加に努めるととも
に、展示イベントや広報活動を通じた周
知、そしてそれらの活用や貸出を進めて
いきます。

普遍教育 71
文学部 8
法経学部・法政経学部 11
教育学部 26
理学部 24
工学部 83
大学院人文社会科学研究科 13
大学院教育学研究科 6
大学院理学研究科 19
大学院工学研究科 35
大学院融合科学研究科 7
大学院専門法務研究科 1

医学部 2
看護学部 3
薬学部 6
大学院医学薬学府 3

園芸学部 92
大学院園芸学研究科 50
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編集担当 : 佐藤匠 ( 法政経学部 3 年 )
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教育学部
地域と自然 / 自然地理環境学演習Ⅱ
/ 地学実験 / 人文地理環境学演習Ⅲ
/ 地域環境学野外実習Ⅰ / 日本の地誌 
/ 物質とエネルギー  

　千葉大学で開講されている環境関連科目を学部・研究科ごとに一部抜粋して掲載しています。この他にも専門講座などで多く
の環境関連科目を開講しています。

普遍教育
　「かたち」の論理 / 都市環境デザ
イン / 環境と建築 / 地球環境と資
源・エネルギー / 環境問題Ｃ / 地球
環境とリモートセンシング１

大学院教育学研究科
自然環境地理研究 / 食生活と環境 / 
地理学野外実習Ⅱ

文学部
ユーラシア文化概説 / 地誌 b / 環境
倫理学 / 先史考古学演習 b 

法政経学部
演習 A・環境マネジメントシステム
実習 I / 環境政策論Ⅰ / 震災復興イン
ターンシップ / 環境経済論 / 国際政
策論Ⅰ

大学院人文社会科学研究科
環境経済政策論演習 / 環境人類学 / 
地域社会論 / ユーラシア社会文化論 
/ 環境適応論 / 資源経済学 / 環境経
済政策論

大学院専門法務研究科
環境法

医学部
生化学ユニット（代謝・栄養生化学） 
/ 衛生学ユニット（医療と社会）

大学院医学薬学府
公衆衛生学特論 / サステイナブル環
境健康学

看護学部
保健学Ⅰ / 災害と地域看護活動　

工学部
地域環境計画 / 都市環境基礎演習Ⅱ 
/ 環境社会学 / 都市居住計画 / 振動
工学 / 環境経済学 / 都市環境情報演
習Ⅰ / 環境制度論 / 基礎地盤工学 / 
都市環境プロデュース / 環境ビジネ
ス / 都市環境マネージメントⅢ / 都
市環境デザイン

大学院工学研究科・融合科学研究科
電力システム特論 / 環境計測化学特
論 / 住環境計画学 / 環境ストレス生
理学 / バイオテクノロジー論 / マイ
クロ波リモートセンシング

理学部
生態学実験 I / 生態学実験Ⅱ / 植物学
臨海実験 / 動物学臨海実験 / 地史古
生物学 I / 動物生態学 / 水文学 I  / 
雪氷学実験 / 天気と大気科学 / 地球
科学・技術者倫理 / 地球生理学

大学院理学研究科
地球化学実験 / 環境リモートセンシ
ング I Ａ / 史古生物学Ⅰ / 動物生態学 
/ 植物生理生態学 / 地表動態学特論 
/ 地球物理学 VA / 地球物理学 VB / 
地形学 V / 水文学 V / 景相保全生態
学 / 生態学持論１ / 生態学持論２

園芸学部
インタープリテーション論 / 園芸療
法論 / 環境微生物学 / 森林管理学 / 
農村計画学 / 風景計画学 / 緑地土壌
学 / 食料資源管理論 / 食料資源経済
学セミナー

大学院園芸学研究科
環境植栽学特論 / 国際園芸学概論 /
緑地環境評価論 / 生態工学 / エコデ
ザイン論２ / 再生生態学 

薬学部
衛生薬学Ⅰ  / 薬剤師と地域医療 /
衛生・放射薬学実習Ｂ / 微生物学・
感染症学

千葉大学の環境関連科目一覧 (一部抜粋 )



宇宙から人工衛星搭載センサー MODIS によって
観測されたエアロゾル光学的厚さの地理分布

 IPCC( 気候変動に関する政府間パネル ) が報告している
温室効果ガス排出量と今後の温暖化のシナリオ

環境関連科目の内容紹介 ( 一部 )

　2005 年から 2015 年 までの平均値が色で示されている。エア

ロゾル光学的厚さは大気中に浮遊する PM2.5 などの微粒子によ

る大気汚染レベルを示す。数値が高いほど、大気汚染レベルが高

い。中国の大気汚染が顕在化していることが直ちにわかる。
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　環境関連科目のうち一部の科目について、授業の内容をご紹介します。

『震災復興インターンシップ』
倉阪秀史教授

（法政経学部）

『環境問題Ｃ』
町田基教授

（総合安全衛生管理機構 [ 兼 ] 工学部）

『地球環境とリモートセンシング１』
入江仁士准教授

（環境リモートセンシング研究センター）

　2011 年から 2015 年まで、３年生対
象の「フィールドスタディ（国内）」科
目として、毎年夏、岩手県陸前高田市に
おいて一週間の震災復興インターンシッ
プを行っています。2015 年は法政経学
科２年生対象の「講義連携実習（政治政
策）」としても実施されました。最初の
2 年間は、がれきの撤去と中学生への学
習支援「寺子屋千葉大」を開催し、3 年
目から戸別聞き取り調査を実施しまし
た。2015 年の調査には、11 名の学生
が参加し、下和野災害公営住宅と高田一
中仮設住宅で、学生が 2 名から 3 名の
組になって、各戸を訪問して聞き取り調
査を実施しました。聞き取り内容は、項
目ごとにシート化し、KJ 法（同じ系統
のものをグループ化して整理する方法）
の要領で模造紙に整理しました。その結
果、災害公営住宅においては仮設住宅よ
りも隣人とのふれあいが低下しているこ
となどが把握されました。調査の結果
をもとに陸前高田市に提言を行い、調査
をまとめた模造紙を各住宅に寄贈しまし
た。　

　現在，私たちは環境問題をあまり身近
に感じることなく、快適な生活を享受で
きています。しかし毎日平凡な市民生活
を営む中でも，先進国に住む私たちのラ
イフスタイルは、地球環境を悪化させる
システムとして働いてしまっています。
このような観点から見えにくい環境問題
の現状と、地球全体としてそれがいかに
深刻な問題となっているかを学びます。
即ち，現在私たちは「持続不可能な社会」
に住んでおり「持続不可能な生活」を送っ
ているということを認識できるようにし
ます。さらには，今後，先進国に住む私
たち一人一人が、地球の未来のため，次
の世代が生き延びるために、日々の生活
の中でどう行動していかなければならな
いかを自ら考えられるようにします。

　生命を維持する地球環境の現在を、宇
宙に視点を置いて俯瞰することにより
“わがこと化” して捉える姿勢を身につ
けるために、衛星による地球観測の手法
とそれによって得られたデータの解析結
果について解説し、検討します。大気・
水環境、陸域・植生環境などに焦点を絞
り、宇宙から捉えた現在の地球の姿と、
抱えている問題、および最新のリモート
センシング技術や衛星データの応用につ
いて議論します。講義では、異なる分野
を専門とする講師が、その分野を中心
として最先端の課題と成果を交代で議論
し、地球環境問題への理解を深めます。
人間活動の拡大は地球環境に大きなイン
パクトを与えていることが明らかとなり
つつあり、地球的視野で議論する態度を
醸成します。

聞き取り調査の様子

執筆者 : 入江仁士、倉阪秀史、町田基／編集担当：佐藤匠（法政経学部３年）




