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ゼロエミッションエネルギー変換システムとは

火力発電は化石燃料を燃焼させて電力を得るエネルギー変換システムですが、

温室効果ガスの二酸化炭素が発生します。水素は燃焼しても水しか生成しない

究極のクリーンエネルギーです。水素をエネルギーとした水素社会の構築が日

本の将来目標となっています。しかし、現在の水素の原料は化石燃料であり、

製造過程で二酸化炭素が排出されます。

　ゼロエミッションエネルギー変換システムとは、温室効果ガスなどの環境に

有害な物質を排出しないエネルギー変換システムです。自然エネルギーを使用

しますが、その中でも太陽光のエネルギーは膨大で、地球に降り注ぐ太陽光の

2％のエネルギーで人類の全エネルギー消費量をまかなうことができます。太陽

光を使った太陽電池と水の分解による水素製造を高効率化して、世界最高水準

のゼロエミッション高効率エネルギー変換システムをめざしています ( 図 1)。

太陽光発電の高効率化　

　太陽電池の安価な基板である二酸化チタンの表面原子配列を制御して太陽光

を捕集する色素分子の向きをコントロールし、最もエネルギー変換効率の高い

色素分子と基板の表面構造の組み合わせを中村将志准教授とともに探求します

( 図 2)。GP 専任の矢貝史樹准教授がこの研究に必要な独創的な色素を供給しま

す。また、理学研究院の泉康雄准教授と工学研究院の小島隆准教授は二酸化チ

タンと金属ナノ微粒子 ( サイズが (1 ～ 100) × 10-9 m の粒子 ) を組み合わせて水

を燃料として発電する光燃料電池の開発を進めています。

水素を使った太陽光エネルギーの貯蔵

　余剰な太陽光エネルギーを水素の形で貯蔵し燃料電池や水素ガスタービン発電

の燃料として利用する目的で、太陽光を使って水を分解し水素を高効率で製造す

る研究を進めています。水の分解は二酸化チタン上に担持した白金のナノ微粒子

上で進行します。二酸化チタンの表面原子配列を制御し色素分子の光捕集能を向

上させ、さらに白金ナノ微粒子の表面原子配列もコントロールして水素発生反応

の効率を飛躍的に向上させます。

今後の展望

　エネルギー変換システムを高効率化する基礎的な知見が得られたら、企業との

共同研究に移行し社会実装をめざします。

最先端の環境研究・教育の紹介

環境教育・研究への取り組み　TOPICS 　

温室効果ガスや環境汚染物質を排出しない
世界最高水準のゼロエミッション高効率エネルギー変換システム

千葉大学大学院工学研究院　星永宏教授

▲図１. 現状のエネルギー変換システム ( 左 ) とゼロエミッションエネ
ルギー変換システム ( 右 ) の概略図

▲ 図２. 色 素 分 子 の向きと基 板 へ の電 子 移 動ルート。 右 図 のルート
が変換効率を向上させる。
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分子の集まり方をコントロールして低コストの太陽電池を実現する
千葉大学大学院工学研究院　矢貝史樹准教授

自己組織化現象とは

私たちのカラダは、DNA やたんぱく質などの有機分子が水素結合などの
弱い力によって集合し、秩序ある大きな構造体を階層的に作り上げることで
出来上がっています。このような現象は自己組織化と呼ばれます。一方、私
たちの身の回りにも有機分子を利用した製品がたくさん存在します。例えば、
液晶ディスプレイや有機 EL（エレクトロ・ルミネッセンス）などがそれに
あたります。しかし、有機分子が自己組織化することで機能を発揮する製品
はまだ実現されていません。フラスコの中では有機分子の自己組織化をうま
く制御できても、製品の前段階となる「デバイス」というレベルでは、他の
ものと混ぜたり、あるいは異なった環境で扱うために、有機分子の自己組織
化を制御することがとても難しくなってくるからです。したがって、あらゆ
る環境でも狙った構造に自己組織化できる分子を設計することは、研究者に
とって大きなチャレンジとなります（図１）。

有機分子を用いた太陽電池

　私たちは、自己組織化を用いて様々な「デバイス」を作る研究に取り組ん
でいます。デバイスとしてまず狙いを定めたのは、安価かつ高い性能を持つ
ものの開発が求められている、太陽電池です。現在出回っている太陽電池は
高価なシリコンからできていますが、有機分子を用いることで、より安価な
太陽電池を作ることができます。しかし、有機分子を用いた太陽電池はまだ
まだ性能が低く、実用化には至っていません。私たちは、有機分子を自己組
織化させれば、光をより多く集めたり、集めた光を効率よく電子に変換でき
ようになるのではないかと考えました。

水素結合で有機分子の自己組織化をコントロールする

　そこでDNAが遺伝情報の伝達に用いている多点水素結合と呼ばれる弱い
力を利用し、有機分子の自己組織化に取り組みました。その過程で、ある有
機分子が、様々な条件下において高い精度で同一構造へと自己組織化するこ
とを発見しました（図２）。さらに、その自己組織化構造は、太陽電池の
性能を30倍にも押し上げる潜在能力を持っていることを明らかにしました
（大阪大学・中山健一教授との共同研究）。今後、同様の自己組織化を様々
な有機分子に適用することで、世界最高性能を持つ有機太陽電池の開発が可
能になるかもしれません。

今後の展望

　有機分子を用いた光学デバイスや電子デバイスは、コストやフレキシビリ
ティの点で無機物を用いたデバイスよりも優れており、今後発展が期待され
る研究開発分野です。この分野に自己組織化という概念を導入することで、
常識を超えた性能を有する有機デバイスが生まれるものと期待しています。

▲図１. 小さな有機分子が筒状に自己組織化する様子

▲ 図２. 棒 状の分 子 が花 形 に自 己 組 織 化した様 子を特 殊 な顕 微 鏡で捉え

た画像 （産業総合研究所・吉川佳広博士との共同研究）

最先端の環境研究・研究の紹介
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近隣の植生環境と健康影響の関係を見る

少子・高齢化問題

　現在日本では低出生率に伴い、総人口が減少する一方、高齢化率は上昇し続けてい
ます。この「少子・高齢化」は日本が世界に先駆けて直面する問題と言え、率先し
て解決すべき重要課題となっています。推計人口は2050年には1億人を切り、高齢化
率は40％に達すると言われております。内閣府の「高齢社会白書」発表によると、
1950年では約12.1人の生産年齢人口で1人の高齢者を支えていたところ、2015年時点
では約2.3人、2060年の予想人口比率では約1.3人で1人の高齢者を支える事になりま
す。これらの解決に向けた将来ビジョンとは，都市を軸とした新たな社会経済システ
ムの実現、すなわち〈地域社会の活性化〉が重要な取り組みと言えます。

千葉大学予防医学センター　鈴木規道特任准教授

▲生産年齢人口と高齢者の割合

▲都市・地域構造と健康の関係

▲ NDVI の概念図

▲近隣と緑の健康

環境と健康/健康な街づくりとは？

　近年、住んでいる地域の環境が人の健康に影響しているという研究報告が多くなさ
れています。2050年には人口の7割が都市に居住すると言われており、都市化が進む
ことにより、人々の健康が改善される優れた機会が期待できる一方、複合的な課題に
も直面する事となります。これからの新しい都市像として、医療施設や新鮮な食材ま
での高いアクセスや、社会参加、多世代交流を促進しやすい街づくりを考える必要が
あります。

研究事例の紹介/近隣の緑量と健康

　欧米の事例において衛星画像とGIS:geographic information system（地理情報シ
ステム）を用い,近隣の緑の多さ（以下：ＮＤＶＩ）を抽出し,健康影響との関係を示
した報告がみられます。工学と医学の複合領域の研究です。
・家の近くの緑地が多いほど肥満でなかった。
・都市内の公園緑地密度と活動的なライフスタイルは関連があり心臓関係の疾患を減
らす効果がある。
・緑地へのアクセス性がよいとうつ病の発生率が抑えられる。
・緑地、自然環境の存在は良好なコミュニティー形成と健康維持に効果。などの報告
が見られます。

今後の展望

　日本では近隣の緑量と健康影響の関係を見た研究はまだなく、現在、予防医学セン
ターでは解析を進めています。これまで疫学や公衆衛生の分野では，医学系研究者を
中心として健康と集団について多様な研究がなされてきました。現在，社会疫学や健
康地理学など，医学と社会学，経済学，地理学，都市学など分野を横断した試みが始
まっています。このような領域横断型研究を通し，健康をキーワードにした街づくり
にアプローチしていく予定です。

最先端の環境研究・研究の紹介
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森林セラピーが人体に及ぼす生理的影響の解明

森林セラピーとは？

　森林等の自然由来の刺激が生理的リラックス状態をもたら
し、低下している免疫機能を改善し、病気になりにくい体を
作るという予防医学的効果に基づいた概念です。森林セラ
ピーは、当研究室の宮崎教授が2003年に提案した造語で、
現代のストレス社会において、国民の健康増進に寄与すると
期待されています。

高血圧者にもたらす生理的リラックス効果

　中年男性高血圧者を対象として、10時から15時まで森
林内で活動する森林セラピープログラムを実施したとこ
ろ、最高血圧は140.1mmHgから123.9mmHg、最低血圧は
84.4mmHgから76.6mmHgに低下しました。さらに、スト
レス時に高まる尿中アドレナリン濃度と血中コルチゾール濃
度も低下しました1)。以上より、森林セラピーは、高血圧者
に対して生理的リラックス効果をもたらすことが明らかにな
りました。

生体調整効果

　森林セラピーの効果には個人差が存在します。例えば、血
圧は森林歩行によって都市歩行に比べ、平均的には低下しま
すが、上昇する人もいます。そこで、その人が元々持ってい
る値との関係を調べてみました。その結果、血圧の高い人は
低下し、低い人は上昇し、適正値に近づくことがわかりまし
た。都市においては、その効果はありませんでした。つま
り、森林は生体を適正な状態に近づけるという生体調整効果
を持つことが明らかになりました2)。

今後の展望

様々な未病状態の方々を対象として、森林セラピーがもた
らす生理的リラックス効果および生体調整効果に関するデー
タを蓄積し、森林セラピーが持っている予防医学的効果を明
らかにしていきます。

引用文献	

1) Ochiai H, Ikei H, Song C et al. 2015. Int J Environ Res 
Public Health 12:2532–2542

2) Song C, Ikei H, Miyazaki Y. 2015. Int J Environ Res 
Public Health 12:4247–4255 

▲森林セラピー実験風景

▲森林セラピー実験測定風景

▲森林セラピーの生体調整効果

千葉大学環境健康フィールド科学センター　宋チョロン特任助教

最先端の環境研究・研究の紹介



▲南インドの水田に設置した微気象学的観測装置（気象学研究グループ間野正美助教）

▲調査対象の南インドの水田

▲水田表面からのガスを捕集
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南インド水田における温室効果ガスの動態とその影響因子
千葉大学大学院園芸学研究科　土壌学研究グループ　犬伏和之教授

温室効果ガスとは？

   大気中に微量存在する二酸化炭素、メタンなど、太陽からの
熱を宇宙に逃がす作用を妨げる働きをする気体を温室効果ガス
と呼びます。現代社会では化石燃料の使用や森林の減少によっ
て、地球上で二酸化炭素の濃度が増加し続けているので、温暖
化や気候変動が進行していると心配されています。メタンは二
酸化炭素に次いで地球温暖化に大きな影響を及ぼしますが、水
田や湿地、牛など反芻動物からも放出されています。人口増加
に伴い、水田面積や家畜頭数の増加などが、大気メタン濃度の
上昇につながっていると疑われています。

南インドで調査を開始した理由

　千葉大学では、園芸学部や環境リモートセンシング研究セン
ターなどが温室効果ガスの動きや発生原因の究明、放出を抑
える研究を国内外と共同で進めてきました。特に水田からの
メタンについては稲作が熱帯アジアで盛んであるため、これま
で千葉大と交流の盛んな東南アジア各国の大学などに加え、
1998年からインドでも共同研究を始め、2015年から南インド
のTamil Nadu州の農業大学および稲研究所と協定を結び、調
査を始めました。
南インドは年間を通して、高温で雨も比較的多いため2期作が
進んでおり、学生も参加して活発な共同研究が進んでいます。
水田表面や稲の体内を通過するガスを採取し、千葉大でメタン
など温室効果ガス濃度を分析しています。また現地に設置した
微気象学的観測装置でも連続測定を開始しています。

これまでに分かったこと

　まずメタンが水田土壌の中で出来る速さは、土壌中の性質、
特にメタンを作る微生物のエサとなる有機物の量や、その微生
物の生育条件を左右する鉄の量で大きく変化することが確かめ
られました。またメタン放出速度は季節によっても大きく変化
し、その最大レベルは国内の水田での測定例より大きいことも
見出だされました。さらに水田の水管理も大きな影響を及ぼし
ていることが確認されました。

今後の展望

現在、JAXA が打ち上げた地球観測衛星 GOSAT( いぶき ) か
ら得られたメタン観測データと比較し、地球全体での位置づけ
を進めています。また水田からのメタンを削減する研究も進め
ていきます。

最先端の環境研究・研究の紹介
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学部・大学院での環境教育

環境関連科目の開講

千葉大学で 2017 年度の環境関連科目の開講は合計 838 科目です。

図書館での環境関連書籍の充実

西千葉キャンパス計 357 科目
普遍教育 76　   国際教養学部 3　文学部 12　法政経学部 39　教育学部 26　理学部 30　工学部 94
大学院人文公共学府 23　大学院教育学研究科４　大学院融合理工学府 50 

亥鼻キャンパス計 20科目
医学部２　薬学部８　看護学部３　大学院医学薬学府７

松戸キャンパス計 461 科目
園芸学部 277　大学院園芸学研究科 184

　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

   千葉大学附属図書館（以下本館）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づけ、環境ＩＳＯ学生委員会
と連携して書籍の増加に努めています。2016年度は新たに46冊入荷した結果、本館に
4196冊、松戸分館に785冊、亥鼻分館に55冊の環境関連書籍が配架されました。
　また、学生への貸出を促進するため、ブックツリーを使って展示イベントを開催し、
環境ＩＳＯ学生委員会が執筆した紹介文とともに20冊の書籍を展示しました。今後も
環境に関する書籍を増やしながら、より多くの学生に読んでもらえるよう展示イベント
や広報活動を進めていきます。

編集担当：釘本元気（法政経学部３年）
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環境関連科目一覧（一部抜粋）

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。下記は
2017 年度の環境関連科目（一部）です。

普遍教育
環境と建築／千葉大学のテクノロ
ジーと国際社会／地球環境史／環境
をデザインする／ひととみどりをつ
なぐ／昆虫を科学する／環境マネジ
メントシステム実習

法政経学部
環境経済学／環境法／環境政策論／
国際政策論／環境マネジメントシス
テム実習

大学院教育学研究科
バイオテクノロジー展望／自然環境
地理研究

大学院融合理工学府
地球環境計測学／環境エネルギーシ
ステム学／環境資源循環学／環境エ
ネルギー保全論／都市環境工学特論
／環境セラミック特論／環境調和有
機合成特論／建築環境計画理論／環
境・新エネルギー材料／水文科学／
生物群集動態論／生理生態学

理学部
地球生理学／環境リモートセンシン
グ概論／地球化学実験／表層環境化
学／環境化学

医学部
公衆衛生学／衛生学ユニット（医療
と社会）

工学部
都市環境基礎演習／環境社会学／都
市環境システム実習／環境制度論／
環境ビジネス／環境リサイクル化
学／都市環境情報演習／環境エネル
ギー化学工学／環境プロセス工学／
応用電磁工学／建築環境計画／先端
建築環境論／環境デザイン／環境人
間工学

薬学部
衛生薬学／微生物学・感染症学／薬
剤師と地域医療

大学院園芸学研究科
作物栽培学特論／植物栄養生理学／
緑地水文工学／環境情報学／都市
オープンスペース計画論／緑地環境
評価論／人間植物関係学／自然セラ
ピー学／園芸資源経営論／農村ツー
リズム経済論／資源植物開発学／土
壌圏科学／食品生産流通工学／景観
生態学／生命環境倫理／環境ストレ
ス生理学／環境造園管理学セミナー

園芸学部
緑地植物学／自然環境保全学／都市
計画学／森林管理学／植物生理学／
土壌学／農業気象・環境学／昆虫学
／農村社会学／開発ミクロ経済学／
農業経営学／農村環境経済学／農場
実習／有機化学／食品化学／分子生
体機能学／栄養化学／緑の環境を育
む／環境微生物学／環境職業倫理学
／緑地環境学概論／自然環境保全学
／環境植栽学／環境ガバナンス論／
緑地環境工学／環境文化史学／資源
環境経済学演習

看護学部
保健学／災害と地域看護活動

大学院医学薬学府
予防薬学特論／環境毒性学特論／サ
ステイナブル環境健康学

国際教養学部
都市住環境論／地域環境論／環境変
動と自然災害

大学院人文公共学府
ユーラシア文化論／環境人類学／多
様性認知論／資源経済学／環境経済
政策論

文学部
ユーラシア人類学基礎／内陸アジア
文化論／先史考古学演習／生態人類
学 

教育学部
日本の地誌／生命と地球／物質とエ
ネルギー／食生活論／環境と健康に
関する学習

編集担当 : 釘本元気 （法政経学部３年）
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環境関連科目の内容紹介（一部）

『森林管理学』
梅木清准教授（園芸学研究科）

『地球生理学』
竹内望教授（理学部）

『環境法』
横田明美准教授（法政経学部）

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。

かつて森林は人間の生活や産業に密接
に関わる存在であり、適切で持続可能な
森林の利用を行うことができるか否かが
文明の運命をも左右していました。とこ
ろが、近代以降の工業化社会では、人間
生活の森林への依存度が急激に減少し、
私たちの森林への関心・知識も高くはあ
りません。特に、日本では、森林を基盤
とする産業である林業の衰退が著しいこ
ともあり、森林なしでも人々の生活が成
り立つかのように感じている人も多いの
ではないでしょうか（「森林について気に
することもない」とも表現できます）。し
かし、現在でも森林は私たちの生活に様々
なものとサービスを提供しています。ま
た、有限な化石燃料を使いきった未来に
おける人類社会の持続可能性を考えると
き、再生可能な資源供給ができる森林の
利用を外すことはできません。この授業
では、森林を構成する多様な生物の生き
方や、互いに関わりあう生物が集団で生
きて行くときに現れる法則性の数理的な
理解を基礎に、森林を適切に管理する手
法を勉強します。また、日本における過
去の森林利用の歴史や現在日本の森林が
直面する問題も勉強します。

「地球生理学」とは、イギリスの地球科
学者ジェームス・ラブロックが唱えた学
問です。ラブロックは、地球を一つの生
命体に例えた「ガイヤ仮説」を提唱しま
した。医学と薬学の学位を持ちながら火
星の生命探査計画に関わったラブロック
は、化学的に非平衡という意味で地球と
生命体はよく似ていることに気がつきま
した。

近年の地球の平均気温の上昇、いわゆ
る地球温暖化は、実は我々人間が病気で
発熱していることと似た現象です。発熱
が体温の調整機構の異常で引き起こされ
るように、地球の気温上昇も地球の物質
やエネルギーの循環の変化に起因するも
のです。ラブロックは温暖化のような気
候変動の理解には、生体システムの維持
機構の理解が役に立つと考え「惑星医学」
や「地球生理学」という学問の必要性を
主張しました。生命体を形態から見る「解
剖学」と機能から見る「生理学」は、医
学や生物学の大きな二つの柱ですが、地
球科学でもそれは全く同じです。地球を
構成する岩石・大気・水・生物が、地球
環境のためにどのような機能をもってい
るのか、この講義では地球を見る新しい
視点を提供します。

環境問題は経済成長と市民の生活利便
性向上とともに様々に変化しています。
その変化に対応し、環境を維持し保護し
ていくための法学を学ぶ科目です。講義
では、環境法の基本理念、環境法制の仕
組み、および政策手法の流れを概観し、
被害の予防と紛争解決の道筋を考えるた
めの基礎を説明します。法政経学部の３，
４年生を主たる対象としており、今まで
法学を体系的に学んだ人に、社会の中で
どのように法学を使っていくのかについ
て考察を深めるチャンスを提供していま
す。最後に行う即興ディベートでは、「ゴ
ミ開封条例」や「防潮堤建設」などの新
聞記事を素材として、どのような法制度
を作れば多様な利害調整ができるのかを
検討します。関連科目で学んだ法的思考
と、環境問題の特性に応じて編み出され
た理論や手法がどのように関係するのか
を理解し、環境問題への対応策を自分の
頭で考えられるようになることが目標で
す。

▲森林の様子 ▲氷河に覆われた北極圏の島 ▲即興ディベート後の活発な意見交換の様子

編集担当：釘本元気 （法政経学部３年）
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世の中のニーズにこたえていくのが工学の理念

　工学部は2017年度に10学科から総合工学科１学科の下に９
コース（建築学・都市環境システム・デザイン・機械工学・医
工学・電気電子工学・物質科学・共生応用化学・情報工学）に
改組しました。この教育体制により、以前よりも分野間の垣根
を少し低くして、しっかりとした専門的基礎と課題解決能力を
身につけるためのコースでの専門教育と、俯瞰的で幅広い視野
を育むための学部横断的な教育を統合的に提供することができ
るようになりました。さまざまな世の中のニーズに技術で応え
ていくのが工学の理念であるため、それを担える人材を育てて
いきたいと思っています。

持続可能で真に豊かな社会を目指して

　工学は物理学や化学などの自然科学や数学を基礎として、人
類社会に役立つ様々な「もの」を資源や環境、経済性などの制
約を考慮しながら創造してきました。これからの工学には“持続
可能で真に豊かな社会を創造する”ことが期待されています。
　私も電力の有効利用に関する研究をしていますが、ほかにも
再生可能エネルギーやエネルギーの有効利用など、環境やエネ
ルギーに関することを研究している教員が多数在籍していま
す。

学生へのメッセージ

　技術で様々なことができるようになりますが、目先の利便性
や狭い視点にとらわれていると、将来を誤る危険性がありま
す。「これは実現可能だが、本当にしてもいいのか」、「将来
にわたってエネルギーや環境を維持していくためにこの技術は
本当に必要か」などを幅広い視点から常に考えるべきです。エ
ネルギーや環境に対して工学は広い視野から考えるべきことが
たくさんあるので、是非そうした意識を持ってもらいたいと
思っています。

４つの分野を学べるのがメリット

多くの大学では、法学・経済学・経営会計学・政治政策学と、
それぞれ専門学部に分かれている学問分野を、それら４つの
コースからなる法政経学科にまとめた学部が法政経学部です。
それら４つの学問を横断的に学びたい場合、大学や学部を変更
することなく、本学部だけで将来の社会で役に立つ幅広い社会
科学の知識を身につけることができます。これは他大学にはな
い、最も大きいメリットだと思います。

法政経学部における環境に関連する研究について

私の研究分野の１つである「エコイノベーション」では、環
境に配慮した技術・製品開発を扱っています。これからは、技
術革新によって単に新しい製品を開発するだけでなく、同時に
環境に配慮して開発していくことが求められます。このような
現状を受けて、「環境に貢献するようなイノベーションとは何
か」などを考えていく研究です。

環境に関して専門に研究している教員は、法政経学部では他
にも多数います。倉阪秀史教授が研究している「地域ストック
持続可能性マネジメント」は、社会を支える資本ストック（人
的資本等）の維持・管理・活用について検討し、方法論をマニュ
アル化、普及を目指すものです。このように法政経学部では、
環境に関連する研究を幅広く行っています。

学生へのメッセージ

若い人には、将来どういうことをしたいかの目的を先ずは持
ち、それに向かって集中、邁進してもらいたいと思います。4
年間は短くも長くもあります。無駄に時間を過ごすことのない
よう、4 年間をいかに有意義に使うかが大切です。そのために
も「目的」を早く持ち、「目的」の実現に向けて大学での時間
を有意義に使ってもらいたいと思います。

部局長に聞く！

工学部　学部長
佐藤之彦教授

法政経学部　学部長
中原秀登教授

インタビュアー : 山口逸平 （工学部２年）、桧森佑太朗・森田航平 （法政経学部２年）
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センターの設立経緯

本センターは千葉大学遺伝子実験施設として、2001 年に徳
久剛史教授（現学長）を中心に設立されました。当時、組み換
え DNA などの研究施設が他大学でつくられるようになったこ
とや、生命科学に関する研究支援施設の必要性が国内で高まっ
たことなどがきっかけでした。

未来のための研究

本センターには、研究支援と自身の研究推進という２つの役
割があります。研究支援では生命科学研究には欠かせない遺伝
子組換えマウスの作製と研究終了後に使わなくなったマウス受
精卵や精子の凍結保存などを行っています。また、学内共同利
用施設として免疫不全など特殊なマウスの飼育および小動物用
CT やイメージング機器の共同利用による研究支援を進めてい
ます。研究推進に関しては疾患モデルマウスを用いた病態解析・
治療法開発というテーマのもと「ヒルシュスプルング病」とい
う子どもに多い疾患に関する研究や免疫疾患、炎症性疾患など
の研究を行っています。ヒルシュスプルング病は巨大結腸症を
おこす疾患で、腸の神経が異常をきたして起こるものです。我々
は遺伝子を操作することによりヒルシュスプルング病や関連疾
患のモデルマウスを作製し、腸管神経がどのように分化してい
くのか、腸の神経と免疫がどう関わっているのかを調べていま
す。

学生へのメッセージ

世の中はどんどん進歩しているため、目先の利益にとらわれ
ず、将来を大きく見て幅広い分野のことを学んでほしいです。
生命科学の研究においても社会観、倫理観など様々なことが関
わってきます。そういうものを広く見られる視野を学生時代に
は養ってもらいたいです。

環境リモートセンシング研究センターとは？

リモートセンシングは人工衛星や航空機を使って上空から地
上の環境を調べるための技術です。非常に広い範囲を瞬時に見
ることができることに特徴があります。また、人工衛星を利用
することにより、一つのセンサが世界中を共通の一つの物差し
で測ることができるため、地球規模での環境観測には大きな力
を発揮します。本センターではセンサの開発から、撮影された
画像を解析して、どのような地表面パラメーター分布となって
いるのかを見るデータ解析技術の開発をしています。

本センターの研究の代表的な２例

１つはひまわり（気象衛星）の気象映像を受信し、雲の分布・
水面温度・雲の温度などの情報を得る、という研究です。また、
これを発信、公開するという研究支援も行っています。

もう１つはマイクロ波領域のリモートセンシング研究です。
人間の見える範囲（可視光領域）よりも波長が長いマイクロ波
は水滴・雲の粒子などを透過します。これにより普通のカメラ
だと観測の難しい雲に覆われた悪天候下でも地表面を見ること
ができます。この技術は熱帯の地域・極域の定期観測や温暖化・
災害などの観測に用いられています。本センターでは、円偏波
合成開口レーダーという世界初のセンサを開発しています。

学生へのメッセージ

興味のあることを見つけて、それに責任をもって一生懸命取
り組んでください。大事なことは全体を俯瞰して、自分がどこ
にいるのかを見ることです。自分の周りにどういう世界が広
がっているかを常に意識して、広い範囲を見ながら集中すべき
ところを決めてほしいと思います。そのために若いうちから広
い分野を学んでください。

バイオメディカル研究センター　センター長
幡野雅彦教授

環境リモートセンシング研究センター　センター長
安岡善文教授

インタビュアー : 浅輪光（文学部２年）、森田航平（法政経学部２年）
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▲クイズ大会

▲ 2016 年冬号
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ホームページ  http://env.chiba-univ.net/ 
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＊「環境だより」は、年2回、附属幼稚園・小中学校を対象

に、環境意識の向上を目的として作成、配布しています。 
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環境ISO学生委員会について 

 環境ISO学生委員会では、大学や地域の環境に関してよりよい取り組みをしていま

す。ISO140001に加え、全国の大学で初めてISO50001（エネルギーの使用を把握

し分析・削減する国際規格）を取得しました。今回とりあげたクリーンデーの他、た

くさんの活動をしています。 

詳しくは、「千葉大学環境報告書2016」をご覧ください。⇒ 

URL⇒http://www.chiba-u.ac.jp/general/approach/environment/index.html 
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環境
かんきょう

クイズの答
こた

え ①燃
も

えるゴミ 

保護者の方へ 

 暖房やこたつの使用を減らすことは、エコになり、そして電気代の節約にもなります。これらのエコ

工夫をご家庭で実施していただけると幸いです。多くのお子さんに環境について理解を深めていただけ

るよう、ご協力をお願い致します。 

～湯
ゆ

たんぽのススメ～ 

みなさんは、湯
ゆ

たんぽを使
つか

ったことがありますか？ 

湯
ゆ

たんぽはお湯
ゆ

を入
い

れて使
つか

うものです。 

寒
さむ

い冬
ふゆ

に、体
からだ

を温
あたた

めるのに役立
やくだ

ちます。 

湯
ゆ

たんぽは電気
でんき

も火も使
つか

わないため、安全
あんぜん

でエコなのです！ 

この冬
ふゆ

は、湯
ゆ

たんぽで暖
あたた

かく過
す

ごしてみませんか？ 

～３つの“首
くび

”をあたためよう！～ 

冬
ふゆ

の外
そと

はとても寒
さむ

いですよね。外
そと

の冷
つめ

たい空気
くうき

にふれる、首
くび

・手首
てくび

・足首
あしくび

の３つの“首
くび

”を温
あたた

めると、

体感温度
たいかんおんど

が上
あ

がります。マフラーで+4℃、カーディガンで+2.2℃、ひざかけで+2.5℃、ソックスで

+0.6℃の体感温度
たいかんおんど

が上
あ

がり、体
からだ

をあたためてくれます。 

寒
さむ

い冬
ふゆ

も３つの“首
くび

”をあたためて、暖房
だんぼう

の使用頻度
しようひんど

を抑
おさ

えて節電
せつでん

しましょう！ 

    参考
さんこう

URL  http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/fuyu-eco.html  

～生姜
しょうが

の秘密
ひみつ

～ 

体
からだ

を 温
あたた

める食
た

べ物
もの

で生姜
しょうが

は有名
ゆうめい

ですよね？実
じつ

はこれは半分
はんぶん

あっていて半分
はんぶん

間違
まちが

っているのです。生
なま

の

生姜
しょうが

は、風邪
かぜ

のひき初
はじ

めに効
き

き目
め

があり、また手先
てさき

、足先
あしさき

の温度
おんど

を上
あ

げてくれます。しかし、体
からだ

の深部
しんぶ

は冷
ひ

えてしまいます。 

ここでひと工夫
くふう

！生姜
しょうが

を加熱
かねつ

したり、乾燥
かんそう

させたりすると成分
せいぶん

が変
か

わります。こうすることで、体
からだ

を

深部
しんぶ

から温
あたた

めてくれる生姜
しょうが

になるのです！ 

この冬
ふゆ

を暖
あたた

かく過
す

ごすため、生姜
しょうが

を役立
やくだ

ててみませんか？ 

          参考
さんこう

URL  http://www9.nhk.or.jp/gatten/articles/20100825/index.html  

附属学校における環境教育
千葉大学には教育学部附属の幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校があります。そのうち、

附属幼稚園では、環境ＩＳＯ学生委員会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」が、中学校では「環境ＩＳＯ委員会」が設置さ
れ、児童・生徒が主体となってそれぞれの学校の環境に関する活動を行っています。環境ＩＳ
Ｏ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るほか、園児・児
童・生徒に対して「環境だより」を配布しています。

毎年２回、夏休みと冬休みの前に環境
ＩＳＯ学生委員会が作成した「環境だよ
り」を附属幼稚園・小中学校の園児・児童・
生徒に配布しています。これにはそれぞ
れの学校での活動の報告とともに、省エ
ネの豆知識などを掲載し、家庭での環境
意識の向上に努めています。

“クリーンデー” は年長児を対象に行
われる環境教育プログラムです。環境
ＩＳＯ学生委員会が毎年主催しており、
2016 年度は 11 月 10 日に「園内ででき
るリサイクル」をテーマに分別クイズ大
会と紙すき体験を行いました。

分別クイズ大会では、「リサイクルと
は何か」から始まり、リサイクルするた

附属幼稚園における取り組み“クリーンデー”

附属幼稚園

教員の声
朝井理香　先生

「環境だより」による環境意識の啓発活動

めにごみを正しく分別することの重要性
を学びました。ただ座わって聞くだけで
はなく、園児が工作で使う材料や、幼稚
園で出るごみを実際に分別しながらプロ
グラムを進めていくことで、体験に基づ
いた知識の定着を目指しています。

紙すき体験では、紙のリサイクルにつ
いて知ってもらうため、牛乳パックから

今年度は紙すきの前に、リサイクルに
ついてのクイズに挑戦しました。主にご
みの分別に関する 3 択問題が出され、大
人でも迷うような問題もあり、子どもた
ちも真剣に考えながら取り組みました。
クイズを楽しみながらリサイクルについ

パルプ玉が作られる過程について写真な
どを使って説明し、実際に紙すきを体験
しました。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。

て考える機会をもつことができたのは、
この時期の子どもたちにとって、とても
効果的でした。紙すきは、クイズの内容
と実体験が結びつき、子どもたちの学び
となりました。今回の経験が、幼稚園や
家庭でも活かされると良いと思います。

編集担当：中野和 （法政経学部３年）
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附属小学校の環境ＩＳＯ校内美化委
員会には 5・6 年生合計 21 名が所属し、
月１回の委員会活動を通して校内の環境
改善や環境への意識向上に向けた取り組
みを行っています。2016 年度は環境啓

附属中学校の環境ＩＳＯ委員会には各
学年 12 名、合計 36 名が所属し、生徒
主体で様々な活動に取り組んでいます。
2016 年度は環境ＩＳＯ学生委員会「育
てて緑化、フラワープランター」（詳細
p.35）との連携を図り緑化を推進し、学
期末の大掃除の際にはエアコンのフィル
ター清掃を取り入れるなど省エネルギー
を促す活動も行いました。

附属小学校における取り組み

附属中学校における取り組み

附属中学校

環境ＩＳＯ委員会の声

附属小学校

環境ＩＳＯ校内美化委員会の声

委員長　西嶋恵美理

委員長　向　成央

この１年で様々な活動を行いました。
具体的には「①エコパトロール」「②牛
乳パックを再利用したエコ鉛筆立て作
り」、「③ミックス古紙回収ボックスの分
別ポスター作り」、「④掃除ロッカー美化
活動」「⑤清掃用具の整頓」「⑥落ち葉の
堆肥化」です。どれも大変でしたが、と
てもやりがいのある活動ばかりでした。

今期は新たな取り組みとして、環境Ｉ
ＳＯ学生委員会の「育てて緑化、フラワー
プランター」との連携と、資源回収ＢＯ
Ｘ・不燃ごみ回収ＢＯＸの設置を行いま
した。「育てて緑化、フラワープランター」
では、大学生の方々のご協力により、本
校の昇降口と職員玄関にパンジーを設置

▲環境ＩＳＯ委員会の全体会の様子

▲エコ鉛筆立て

また、見えないやさしさをたくさん感じ
ることができました。

僕らの活動は目立ったものではあり
ませんが、友達や先生から、掃除ロッ
カーがきれいになっていることをほめて
もらったり、ミックス古紙（詳細 p.29）
がきちんと分別されているのを見たりし
た時は、とても嬉しくなりました。また、

大学生と一緒にエコ鉛筆立てを作ったこ
とは良い思い出です。実際に、各クラス
で使ってくれているのはとても嬉しいで
す。

来年は活動の幅を広げ、たとえば、「エ
コキャップの回収」に取り組んでいくな
ど、創意工夫した活動を行っていけると
いいなと思います。

発ポスターを作りました。また、リサイ
クルの視点から牛乳パックに着目し、エ
コ鉛筆立ての作成を行い各教室に配りま
した。実際に物を作ることで児童一人一
人の環境への意識を高めています。

することができました。また、委員会活
動を通して、委員長である私自身、日常
生活のふとしたことに、環境保全意識の
向上を感じられる場面が見られたので、
とても良い刺激になりました。来年度も、
何らかの形で環境保全活動に関わってい
きたいと思います。

編集担当：近藤優衣 （法政経学部３年）、吉川雄樹 （法政経学部 2 年）


