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研究シーズ集 発行にあたって

宇都宮大学は栃木県唯一の国立大学法人として、人類の福祉の向上と

世界の平和に貢献するという理念の下で、広く社会に開かれた大学とし

て、質の高い特色ある教育と研究を実践しており、現在、地域デザイン科

学部、国際学部、共同教育学部、工学部、農学部の５学部、更に大学院に

地域創生科学研究科を設置し、地域の「知の拠点」としての役割を担って

います。

この度、従来のSDGs事例集と研究シーズ集を統合し、新たな「宇都宮

大学研究シーズ集」として刷新しましたので皆様にお届けいたします。本

シーズ集は本学に所属する教員の研究シーズとともにSDGsの17の目

標との関連についても記載しています。こちらで本学が教育・研究上ど

のような人的資源を擁するかをご理解いただき、技術相談、シーズと

ニーズのマッチング、共同研究といった産学官連携の創出・発展や、専門

分野や機関の垣根を超えた共創が促進され、それがやがて地域の皆様

や社会にとって役立つものになることを願っています。

宇都宮大学では地域との連携関係を⼀層強化し、地域の「知の拠点」と

して社会のニーズに応えるために、学内の諸機関を整理統合して、

2018年4月に地域創生推進機構を設置しました。地域や産業界と双方

向の関係性で「共創」していくことが今後益々重要になるとの認識のも

と、2021年４月には地域のシンクタンク機能及び自治体や産業界等の

多様な外部との連携、共創の１本化した窓口としての役割を担う「社会

共創促進センター」を新たに設置いたしました。本センターでは技術相談

や本シーズ集に掲載されているような本学の研究シーズと皆様からの

ニーズのマッチングによる共同研究・産学官金連携等に向けた取り組み

を行っています。

本シーズ集は、本学の研究成果や研究者が持つ知識を分かりやすく紹

介し、地域や産業界の皆様との産学官連携のきっかけをつくることを目

的としています。ご紹介する研究に関心を持ってくださった皆様には、

本センターの専門のコーディネーターやURAが詳細なご説明をさせて

いただきますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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宇都宮大学 学長

池田 宰

宇都宮大学
学務・社会共創担当理事

吉澤 史昭



宇都宮大学 組織図

宇都宮大学

学部

大学院

機構

地域デザイン科学部
コミュニティデザイン学科 建築都市デザイン学科
社会基盤デザイン学科 附属地域デザインセンター

国際学部
国際学科
附属多文化公共圏センター

共同教育学部
学校教育教員養成課程
附属幼稚園/小学校/中学校/特別支援学校

工学部
基盤工学科
附属ものづくり創成工学センター

農学部
生物資源科学科 応用生命化学科 農業環境工学科 農業経済学科
森林科学科 附属農場 附属演習林

地域創生科学研究科 博士前期課程
社会デザイン科学専攻 工農総合科学専攻

地域創生科学研究科 博士後期課程
先端融合科学専攻

教育学研究科 専門職学位課程
教育実践高度化専攻

研究推進機構
雑草管理教育研究センター バイオサイエンス教育研究センター
オプティクス教育研究センター ロボティクス・工農技術研究所
機器分析センター

大学教育推進機構
基盤教育センター 教学マネジメント企画室
就職・キャリア支援センター

地域創生推進機構
社会共創促進センター 宇大アカデミー
イノベーション支援センター

学内共同施設 アドミッションセンター 留学生・国際交流センター
教職センター 総合メディア基盤センター
保健管理センター
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研究シーズ集 活用例

学部・所属から探す ➡ もくじ

研究者のなまえから探す ➡ 人名索引 p237

研究のキーワードから探す ➡ キーワード索引 p240

ＳＤＧｓから探す ➡ 該当ＳＤＧｓ一覧 p250

ＳＤＧs索引 p256

ど
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○○の研究をしている
先生はいないかな？ 共同開発したい！

大学で調査や分析を
してもらえないかな？

専門家による
アドバイスが欲しい！

講演会の講師を
さがしている！

宇大が持っている
特許を使いたい！

余りものを
有効活用したい！

研究シーズ集は宇都宮大学の教員の研究活動を紹介しています。

学生と協働したい！

改善したいことが
ある！

宇都宮大学オリジナルキャラクター
「宇～太」



SDGsマーク

SDGs事例集
スマートフォン、タブ
レット等のカメラで
QRコードを読み取る
と、教員のＳＤＧs事
例がご覧になれます。

研究者の所属、氏名

各研究者の
・研究の概要
・教育や研究活動の紹介
・今後の展望
・社会貢献の情報
を掲載しています。

キーワード
巻末のキーワード索引に
対応しています。

④

次のページの
「宇都宮大学との共創メニュー」をご覧ください。

この先生と
連絡が取りたい！

どんな形の共創に
なるだろう？

まずは相談したい！



技術相談

技術的な相談、教員とのマッチング、本学との適切
なコラボ方法、本学で対応可能かなど、コーディネー
ターやURAが個別のご相談に対応します。
相談のお申込みは、専用フォームから、または社会

共創促進センターへメールでご連絡ください。

宇都宮大学 企業･自治体など

学術指導
委託を受けて、大学の教職員が専門知識に基づき指

導助言を行い、その業務または活動をします。経費は
委託者の負担で、成果（知財）は教職員の寄与分が大
学に帰属します。

共同研究

企業や自治体、そのほかの団体等の研究者と大学の
教員が共通の課題について研究を行います。共同研究
講座は、学内に共同の研究組織を設置して研究を行い
ます。経費はご負担いただきます。
共同型：本学の教員と共通の課題について共同して行
う研究で、基本的に本学を研究の場とするもの。
分担型：本学の教員と共通の課題について分担して行
う研究で、それぞれの場において行う研究です。

受諾研究

委託を受けて、大学の教員が研究を行います。成果
は委託者に報告します。経費は委託者の負担、成果は
原則大学に帰属になります。
受託研究に際して、民間企業や自治体等からの受託

研究員も受け入れ、指導教員のもと、研究を進めるこ
とが可能です。受託研究員は学内の設備、機器を使用
することができます。

受託事業
委託を受けて、大学の教員が諸活動を行います。成

果は委託者に報告します。経費は委託者の負担、成果
は原則大学に帰属になります。

寄附金

教育、研究の奨励のために、企業や団体、個人の篤
志者から寄付金を受け入れています。
寄附講座は教育研究の発展及び充実を図ることを目

的として、学内に講座を設置します。成果は大学に帰
属します。

多様な
連携・調整

共創の理念に則り、地域間・組織間・分野間のコー
ディネーションを行います。分野横断型の連携や学生
との協働など、研究と教育を通した多様な連携につい
て個別に対応いたします。

その他
講演会の講師、専門家としてアドバイスやコメント

がほしい、取材・・・など、そのほかの宇都宮大学と
のコラボレーションをお考えの方は、お気軽にご相談
ください。

宇都宮大学では、創造的な研究を展開するとともに、優れた人材を養成し、社会の発展に貢献してお
り、蓄積された多くの研究成果や知財資源を活用して、地域・産業・社会との協力を積極的に進めてい
ます。

宇都宮大学との共創メニュー
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契約

契約

報告

委託

寄附

契約

指導助言

相談



お問い合わせ・ご相談はこちら
相談フォーム

メールアドレス

uu.cpsc＠cc.utsunomiya-u.ac.jp

ホームページ

https://www.sic.utsunomiya-u.ac.jp/tomotsuku

社会共創促進センター

宇都宮大学 地域創生推進機構
イノベーション支援センター 知財部門

宇都宮大学 地域創生推進機構

知的財産

宇都宮大学が保有する特許、本学教員と共同での特
許出願をお考えの方など、知的財産に関してのご相談
がございましたら、ご連絡ください。
秘密保持契約・研究成果有体物の国内外での取り扱

いに関してのご相談も承っております。

宇都宮大学との
共創のご相談は

お問い合わせ・ご相談はこちら
メールアドレス

chizai@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

ホームページ

https://www.sic.utsunomiya-u.ac.jp/innov/chizai
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宇都宮大学のＳＤＧｓの取組み

人間としての基本的な生活を維持するための目標
貧困、飢餓、健康・福祉、教育、ジェンダー、水などの課題

地球環境を保全するための目標
気候変動、海と陸の環境保全などの課題

人々の生活の質を向上させるための目標
エネルギー、雇用、技術革新、平等、まちづく
り、生産と消費、平和と公正などの課題

持続可能な開発目標 (ＳＤＧs) の１７の目標は大きく３つのグループに分類することができます。

宇都宮大学では、ＳＤＧｓ(Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標)に取り

組んでおります。宇都宮大学と地域の方々が共同で教育研究活動を実施することにより、地域
貢献を通したＳＤＧｓ全般の達成に寄与することを目標としています。
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コミュニティ政策、非営利組織論

・地域住民の意識分析とまちづくり支援方策
・空き家等の活用による生活ニーズに対応したサービス
資源開発と評価

・まちづくりコーディネーターやコミュニティ施設の機能
強化

企業・行政と地域の協働のまちづくり，住民主体のまちづくり，空き家空
き地活用，コーディネーター，コミュニティ施設，NPO，中間支援組織，
企業まちづくり

コミュニティ政策学会 日本建築学会 NPO学会

・地域創生推進機構 地域デザインセンター 副センター長（兼務）

地域デザイン科学部 准教授 石井大一朗
コミュニティデザイン学科 まちづくり研究室

URL: http://rd.utsunomiya-u.ac.jp/comd/staff/ishii.html
Mail: ish[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いしい だいいちろう

2018年6月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

ここ3年間は、住民の意識調査や地域自治の仕組み、自治会・ボランティア活動に関する論文を報告していま
す。⑴「地域住民自治の展開と中間支援組織−新たな地域づくり人材の養成に向けた中間支援組織の役割−」⑵
「自治会を基盤とした生活支援事業体の創成と経営−持続可能なコミュニティデザインに向けた主体形成に関す
る研究−」⑶「変わるコミュニティ、変わる学校支援ボランティア」などです。直近では、中山間地の住民まち
づくり支援方策を検討するための調査研究として、ある小学校区の13歳以上の住民を対象として行った「住民
の活動欲求の類型化」に関するものがあります。一様ではない地域住民の見えない姿を捉え、住民主体のまちづ
くりを支える制度設計、さらには空き家等の資源活用を促進していくための基礎資料となる調査研究を栃木県、
神奈川県、沖縄県、東日本大震災の被災地などをフィールドとして行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

まちづくり研究室の特徴は、“地域に出かけ、地域を知り、地域と共に
考える”をモットーとしています。学生による住民交流の企画・運営を通
したヒアリング調査、地域との関係づくりを大切にしています。
自治体との共同研究（１〜3年）も積極的に進めています。
2016〜17年度：宇都宮市「空き家等活用によるコミュニティ形

成・空間活用事業」
2016〜18年度：さくら市「小さな拠点づくり推進事業」

地域デザイン科学部の学生が、地域の中で、住民や企業、行政と連携したプロジェクトを企画・実施できるよ
う研究室として応援して行きます。そうした実践を通した学びの場づくりに力を入れて行きます。

栃木県内外で、総合計画等の計画策定や、協働のまちづくり、学校と地域の連携、NPO支援に関わる委員を
数多く務めています。また、自治会長、公民館長等を対象とした研修、自治体職員向けの地域自治や協働、また
ファシリテーションに関する研修の講師などをしています。

TEL: 028-689-7172

学生と住民の交流企画とヒアリング調査

SDGs事例
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食生活学，生活科学

・現代的課題に応じた食教育プログラムの開発・検証
・地域住民の食と健康に関する研究
・ライフステージに応じた食支援のあり方

食生活学，食教育，健康づくり

日本栄養・食糧学会、日本健康教育学会、日本家政学会、
日本家庭科教育学会、日本臨床栄養学会、国際開発学会など

ー

地域デザイン科学部 教授 大森 玲子
コミュニティデザイン学科

URL: -
Mail: rohmori[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

おおもり れいこ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

現代的課題に応じた食教育プログラムの
開発を進めています。プログラム対象は就
学前児童から高齢者まで多岐に渡ります。
例えば、世界的課題にもなっている食品ロ
ス削減については、国内外の食品の生産、
流通、消費の現場の状況を調査して整理・
分析した後、教材資料を作成して学校現場
に提供し、効果を検証します。現在、防災

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

自分が住んでいる、あるいは関わっている地域の特徴を食や栄養、健康の視点から紐解いていくために、様々
な調査データを活用し根拠(エヴィデンス)に基づいて考えることができているか、注目すべき点を逃していない
か等、学生達の思考プロセスを大切にしています。

健康は私たちが住まう地域の生活環境に大きく影響を受けます。平常時だけでなく非常時でも健康を保持でき
るよう、様々な方々と連携しながら食環境づくりを進めていく予定です。

地域で食育活動をされている方や学校の先生方、就学前施設や学校の保護者の方々、一般の方、そして子ども
達を対象に、食や栄養、健康に関わる様々な講座の講師を務めています。東日本大震災後にはリスクコミュニ
ケーションの講師として栃木県全域にお伺いする機会もありました。また、毎年、夏休みには子ども達を対象に
「食の科学体験教室」を開催しています。
これまで企業や自治体と共に、地域の食資源を活用した商品開発を行ってきました。駅弁に採用いただいたり、

ふるさと納税の商品になったり等、関係者の力で大きな成果につながっています。

TEL: 028-689-7170

食品ロスのパンの山 収集した資料を基にしたプログラム実践

減災の視点を取り入れた食教育プログラムの開発に向け、国内外の様々な現場の状況を調査中です。また、国内
外の地域に出向いて、生活環境と食生活の状況、健康への影響を調査し分析しています。分析結果は当該地域あ
るいは個人に還元し、健康づくりの一助とされています。

SDGs事例
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経済学・土木計画学・文理融合

・公共事業の評価手法
・文理複眼教育
・戦略的インフラ整備のための評価手法開発

費用対効果，便益計測，利他的効用，文理複眼教育

土木学会

学科の学生向けに公務員試験の数的処理の講座を始めました。

地域デザイン科学部 准教授 阪田 和哉
コミュニティデザイン学科 公共マネジメント研究室

URL: -
Mail: k-sakata[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さかた かずや

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

街の基盤となる社会インフラの経済評価、公共事業の評価（費用対効果）について研究しています。以前は社
会基盤デザイン学科の前身である工学部建設学科建設工学コースの教員でした。学生時代の指導教員は土木計画
学と経済学の学際領域を研究している人で、私は大学院では経済学研究科に所属していましたが、土木寄りの教
育を受けました。宇都宮大学着任前はシンクタンクで国の公共事業評価マニュアルに関する仕事をしていました。
最近は、地域住民が上手に賢くインフラを使うことでどれだけその価値が高まるかを研究しています。新設よ

りも維持管理が中心になりつつある中で、つくるための評価より、活かすための評価を模索しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

地域デザイン科学部は文理融合の地域系学部です。その中でもコミュニティデザイン学科は、文理両方の受
験生に門戸を開いていますが、どうしても教育内容は文系寄りになりがちでした。文系出身の学生が理数系の
スキルを拒みがちなことと、それでもできちゃうことがコミュニティデザインの中にたくさんあったからです。
私はこの状況に危機感を持ちました。文理複眼でのコミュニティデザインを考えられる人材育成を急がなけれ
ば、コミュニティデザイン学科は単なる文系学科になり、理系の建築、社会基盤の両学科と共にあることの意
義、地域デザイン科学部の長所が消えていくことを心配したのです。
そこで、2021年度から、「数学と理科に学ぶコミュニティデザイン」という科目を開講し、理系の知識やス

キルをヒントにまちづくりやコミュニティデザインを考えてみることを学生に促しています。例えば、化学の
金属結合の姿は、まちづくりに置き換えたらまちづくりの理想形っぽいよね、というような話をして、理系を
含めたあらゆる学びを貪欲に自身の発想に取り込める、文理融合学部ならではの文理複眼人材の育成に注力し
ています。

賢く、戦略的に社会インフラや地域資源を活用するための、経済評価手法を研究しています。同じインフラで
も、地域の状態、地域での使われ方によって、価値は変化します。ですが、公共事業評価の場面では、そのよう
な活用の巧拙は考慮されません。人口減少下でのまちづくりやスマートシュリンクといった議論が増える中で、
地域のくらしを守るために、どのような地域の在り方、どのような地域の取り組みを促し、社会インフラでそれ
を支えていくべきか。そういった議論に資する評価手法の開発につながればと思っています。

国・自治体での公共調達に関する委員、自治体の地域公共交通に関する委員等
他にも、森林整備、公共サービスの担い手確保、廃棄物減量化や自動運転車両の公共交通活用などに関して、

その技術面というよりは、制度や運用面での議論のお手伝いをしています。

TEL: 028-689-6220

SDGs事例
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臨床心理学，健康心理学，パーソナリティ心理学

・抑うつ関連認知の内容および機能に関する基礎研究
・メンタルヘルス，特に抑うつ一次予防プログラムの開発・
評価

・認知行動理論に基づく心理的介入技法の効果検証

メンタルヘルス，抑うつ予防，心理教育，認知行動療法，
心理測定尺度開発

日本心理学会、日本教育心理学会、日本パーソナリティ心理学会、日本心
理臨床学会、日本健康心理学会、日本マンガ学会、日本発達心理学会

ー

地域デザイン科学部 准教授 白石 智子
コミュニティデザイン学科

URL: 
Mail: shiraishi [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

しらいし さとこ

2021年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

メンタルヘルス，特に認知行動理論に基づく抑うつの発症予防についての基礎研究および予防プログラムの
開発・評価を行っています。私が最も力を入れている「一次予防」は，現在特に日常生活に支障のない方を含
め，すべての方を対象とする発症予防になります。予防プログラムの実践においては，「現時点で特に困って
いない」方が多くを占めるため，参加される方々のモチベーションの喚起・維持が重要となります。また，抑
うつ予防の目的は，現時点での抑うつの程度をさらに低減させるというよりも，将来にわたって抑うつを予防
するスキルを養成し，それらを日常生活に無理なく取り入れることによって，結果的にメンタルヘルスの向上
に繋げることにあるといえます。私の研究では，予防プログラム実践の効果を統計的に検証して終わりではな
く，参加者の方から報告される「負担感」に対しどのようなアプローチが可能かを検討しています。その一環
として，最近は，日常的読書の心理効果に着目し，マンガへの接触を通したメンタルヘルスへのアプローチに
も興味をもっています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

心理学における理論や実践は，欧米における研究知見を基に展開されているものが多くあります。しかし，当
然のことではありますが，それらがそのままどこででも適用できるわけではありません。私の研究テーマの一つ
に，抑うつ関連認知の内容や機能に関する基礎研究がありますが，それらにおいても，欧米の知見とは一部異な
る独自の結果を得ています。マンガ読書効果の活用もそうですが，そこに住まう人々の文化や習慣，また個々の
特性とのマッチングを重視した研究を行っています。最先端を走る研究が重要であるのと同様に，積み残されて
いる課題についても，教育研究を通して実直に取り組むことを大切にしています。

抑うつ予防に関しては，これまで大学生を対象とすることが多かったのですが，より幅広い世代の方々とも取
り組んでいきたいです。また，効果指標等に使用する心理測定尺度の開発も行っておりますので，心理査定に関
して，新たな分野融合研究にも関わりたいと思っています。

出前授業や公開講座，企業のメンタルヘルス講座などにおいて，ストレスマネジメントや，日常・仕事に活
かす心理学の知識とその活用などについて講演しています。

TEL:028-649-8172（代表）
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観光地理学，人文地理学，観光学

・観光地域の分布パターンとその変容に関する研究
・地域資源を活かした観光振興に関する研究
・人文地理学の視点に基づいたフィールドワーク教育の
実践研究

観光地域の立地，観光振興の動向，フィールドワーク教育

日本地理学会，東京地学協会，人文地理学会，日本観光研究学会など

ー

地域デザイン科学部 講師 鈴木富之
コミュニティデザイン学科

URL: http://researchmap.jp/suzutomi/
Mail: t.suzuki [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

すずき とみゆき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【観光地域の分布とその変容に関する研究】
観光地域は，自然的条件，歴史文化的条件，社会経済的条件

などさまざまな地域的条件のもとに，形成されます。とくに，
人口集積地域である大都市圏の外縁部では，温泉観光地やス
キー場，海水浴場，山岳・高原観光地など多種類の観光地域が
立地しています。そこで，首都圏における観光地域の分布パ
ターンとその変容について，フィールドワークや資料などに用
いて研究しています。

【新しい観光振興の動向に関する研究】
バブル崩壊以降の1990年代以降，日本人の観光形態が変化し

つつあります。それまで特定地域に観光客が集中するマス・
ツーリズムから，体験・交流や自己実現に重きが置かれたオル
タナティブ・ツーリズムへと移行しています。例えば、グリー
ンツーリズムやスポーツツーリズム，産業観光などが台頭して
います。そこで，こうしたオルタナティブ・ツーリズムの動向
についても研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

フィールドワークに基づく詳細な調査を行っています。1990年代以降，地域資源を活かした観光振興が注目
を集めており，それを実現するためにはこうした詳細な調査が有用であると考えられます。

自治体や企業との連携で観光資源や観光振興に対する住民意識の調査研究を行っています。今後も自治体と
連携しながら，地域調査を継続したいと考えています。

企業・自治体と連携し，観光振興のあり方やそれに対する住民意識について調査研究を行っています。また，
高校等での出前講座や市民を対象とした公開講座で観光振興の動向に関する講義，ワークショップなどを実施
しています。

TEL:028-689-6232
（代表：学部係）

沖縄本島におけるホテルの分布
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地域生態学、ランドスケープ学

・ランドスケープ（地域）の成り立ち
・コンピュータを用いたマッピングと空間情報の利活用
・知識の生産と共有によるコミュニティ形成、地域
課題の解決

里山の生物多様性、生態系サービス、地域資源の活用，
GIS・リモートセンシングの活用，地域おこしや鳥獣被害対策など、
地域づくりの人材養成

日本造園学会、環境情報科学会、土木学会

里山や中山間地域の課題、地域資源の活用について相談に応じます。

地域デザイン科学部 教授 高橋俊守
コミュニティデザイン学科 地域生態学・ランドスケープ研究室

URL: https://ttaka.jimdo.com/
Mail: ttaka [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

たかはし としもり

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【都市・農村におけるランドスケープの成り立ち】
地域のランドスケープには、地域の自然の作用に加え、野生生物や人間による
働きかけの歴史が刻まれています。当研究室では、地域の生物多様性や生態系
サービスの変遷に着目した研究や、地域資源を持続可能に活用するために必要
な方策に関する調査研究を行っています。

【マッピングと空間情報の利活用】
近年のコンピュータやネットワーク技術の発達によって、GISやリモートセンシ
ングを利用した地図を、身近に利用することができるようになりました。当研

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

地域デザイン科学部の受け持ち講義は、「地域資源論」「地域生態学」「GIS演習」です。また、一般を対象
とした公開講座では、各地で深刻な地域課題となっている鳥獣被害の対策を担う人材を養成するための「鳥獣管
理士養成講座」を毎年開催しています。さらに、栃木県と連携し、田園回帰や定住促進をテーマとした、中山間
地域の人材養成プログラムを実施しています。

歴史学、民俗学、観光学、資源学、生態学を専門とする学内外の異分野の研究者と連携し、宇都宮市域で数百
年にわたって維持されてきた自然や文化資源を対象とした調査研究が、平成29年度宇都宮大学次世代研究拠点
創成ユニット（UU-COE-Next）に採択されました。こうした研究で得られた知識を共有し、まちづくりに活か
すため、「まちあるきラボ」も立ち上げる予定です。

平成21年から5年間、栃木県と連携し、里山の再生や鳥獣被害の対策を担う人材養成プログラムを実施しまし
た。この事業を継続するため、一般社団法人鳥獣管理技術協会を設立し、鳥獣被害の対策を担う人材養成事業を、
全国を対象に行っています。

TEL: 028-649-5486

GIS入力の地図スキャン作業

究室では、自然や歴史・文化等の地域資源や、鳥獣害などの地域課題をマッピングし、空間情報として統合的に
利活用するための調査研究を行っています。

【知識の生産と共有によるコミュニティ形成】
地域課題への対応やまちづくりでは、学際的なアプローチや、関係者との合意形成、目的の共有化が求められま
す。当研究室では、鳥獣被害対策と中山間地域の地域づくり人材育成プログラムの開発、まちあるきや地元学に
よるコミュニティ形成等を通じて、地域デザインを実践しています。

SDGs事例
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マクロ経済学、経済政策論

・通時的経済の動学分析
・マクロ経済政策の実体経済に与える影響
・日本経済（地域経済）の実態分析

経済理論，経済成長（持続的成長），経済政策，地域経済

日本経済学会

ー

地域デザイン科学部 教授 塚本 純
コミュニティデザイン学科

URL: -
Mail: tukamoto[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

つかもと じゅん

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

・公共部門が決定する政策が経済活動に与える効果について考察し、持続的経済成長に向けた政策分析を行っ
ています。
・下図のような生産活動と資本の蓄積に焦点を当てた通時的経済について、動学的経済モデルを用いた理論的
分析が中心です。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

・授業では、経済学の基礎的科目を中心に担当しています。基礎を理解すること、そのための、丁寧な説明を
心がけています。
・日本経済のこれまでの推移や現状について、具体的事例をできるだけ取り上げるように心がけています。全
学向けの教養科目として、「戦後日本経済」を体系的に解説する授業も行っています。

・日本経済の現状を考えるときに、企業の投資が喚起されない現状に関心を持っています。イノベーションと
も関わる問題として、とくに、経済成長の観点から投資行動の解明に向け研究を進めたいと思います。

・市民講座や出前授業で、経済学の基礎や政策の効果、日本経済などをテーマにお話しをしてきました。
・自治体と連携した経済分析の実績があります。

・通時的な経済分析の中でも、とくに ①生産活動に外部性や規模の利益を含んで内生的成長が可能になる現象
の解明、②年金制度や国債といった世代間の関係が影響する事象、興味を持って取り組んできました。
・企業の投資行動、地域経済の特徴にも興味を持っています。
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福祉会話分析

・遠距離介護におけるケアカンファレンスの会話分析
・遠距離介護におけるケアマネジャー訪問場面の会話分析
・遠距離介護における遠隔コミュニケーションの会話分析

遠距離介護におけるコミュニケーション

日本社会学会、エスノメソドロジー・会話分析研究会

ー

地域デザイン科学部 准教授 中川敦
コミュニティデザイン学科

URL: -
Mail: a.nakagawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

なかがわ あつし

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

私は約20年にわたって、高齢の親と離れて暮らす子供によるケアや介護、いわゆる遠距離介護について研究をし
てきました。私の推計では、日本では現在、約1万5千人から3万人の子供たちが遠距離介護にたずさわっていると
考えられます。こうした遠距離介護の現場に対する貢献を行うために、私は、1960年代後半にアメリカ西海岸で
始まった会話分析というアプローチを用いて、遠距離介護のコミュニケーションの分析を行い、そこで実際に用い
られている、<人々の方法>の研究（ethnomethodology:エスノメソドロジー）を行っております。現在の研究
テーマは、その対象としているデータの特徴から、主に3つあります。
第1に、離れて暮らす子供、ケアマネジャー、地域包括支援センターの職員などが参加して行われる、高齢の親

のためのケアカンファレンスのビデオ撮影データの分析です。離れて暮らす子供と、福祉の専門職者の間で、高齢
の親のための支援の方針についての考えは必ずしも最初から一致しているわけではありません。また互いに、高齢
の親についての知識についても差異があります。こうした相違や差異がコミュニケーションの中でどのように調整
されていくのかを、会話分析を通じて明らかにしようとしています。
第2に、ケアマネジャーが高齢の親の家を訪問し、そのタイミングで離れ暮らす子供が帰省した場面のビデオ撮

影データの分析です。ケアマネジャーは月に1回の訪問場面で、高齢の親についてのアセスメントを行い、翌月の
ケアプランを立てるのですが、少なくない形で、離れて暮らす子供が、高齢の親の代弁を行うことがあります。他
方で、高齢の親に対して、直接意向が尋ねられる場合もあります。実際の遠距離介護のコミュニケーションの中で
行われているこうした代弁や意向の伺いは、「なぜ、そのような形で、そのときに(why that now)」行われるの
でしょうか。また近年、高齢者介護の文脈で、高齢者本人の思いの尊重がその理念として語られることが多いので
すが、こうした代弁や意向の伺いは、その理念とどのような関係にあるのでしょうか。会話分析を通じて、その現
実の解明を目指しています。
第3に、遠距離介護の遠隔コミュニケーションの分析です。離れて暮らす子供たちは帰省を通じて福祉の専門職

者と対面コミュニケーションを交わしますが、その一方で、電話を利用した遠隔コミュニケーションも重要な役割
を果たしております。たとえば離れて暮らす子供は、しばしば、電話でケアマネジャーに依頼を行ないますが、そ
こではケアマネジャーの行為の拘束性が非常に弱められた形で行なわれます。それは、ケアマネジャーに決定の権
限を尊重するという配慮の方法なのです。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

会話分析は、研究者の理論を現実に適用するのではなく、徹底して人々自身が用いている方法の解明を目指し
ます。それゆえ、その知見は遠距離介護の中で直面しうる場面において、当事者、専門家、そして高齢者たちが
実際に採用可能な方法を明らかにするという、貢献が可能なのです。

いままで行なってきた遠距離介護の研究をまとめる作業をしたいと考えています。

研究協力をいただいた事業所等などを対象に研究成果報告を行っています。

SDGs事例
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文化マネジメント、藝道教育、藝術学

・文化，藝術に関わるマネジメント
・日本の躾（しつけ）をテーマとする藝道教育のあり方

文化事業，企業マネジメント（商品企画,広告デザイン
など）

日本アートマネジメント学会

今後の“まちづくり”に日本の伝統文化を機能させたいと思います。

地域デザイン科学部 教授 中島宗晧
コミュニティデザイン学科 文化マネジメント研究室

URL: http://rd.utsunomiya-u.ac.jp/comd/staff/nakajima.html
Mail: shodoken[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

なかじま そうこう

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

企業マネジメントの一例を紹介します。
書道教育に初心者が扱いやすく、【使える】毛筆はありません。そもそも道に
具（そな）えるモノの開発がなされてこなかったためか、書道界は今、指導者
の個性が規準となっています。せめて小学校など現場の声を形にと、奈良にあ
る製墨メーカー様との共同研究で、毛筆や墨、下敷き（新案）など多くの製品
化を手がけています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

その他、皮革製品の輸入代理店（起業）でアートプロデューサーをしたことも
あります。また、お仏壇メーカー様と顧問契約するなど、その【チカラの範囲】
は限られても、何かしらアイデアを提供することで貢献できたと思っています。
そして、これまで実際に製品化されたモノを挙げれば、お菓子やブランドロゴ、
店舗デザインなどもあります。つまり、どのようなモノやコトでも日本の文化的
な要素をできるだけ多く取り入れてきました。キーワードは、「共感」。そして
皆様との「対話」。これに尽きるのではないでしょうか。

わたしは【手仕事】です。
写真は継色紙と言って、少し小さな色紙を１４枚重ねて収納できるイス型の額です。

季節の花を差し替えてもらうための絵ができれば完成ですが、このような家具も従来の
発想を超えた思索（アイデア）の試作です。
わたしは、今後もこのような創造に向けて挑戦し続けて参ります。そして、何より今後
は、このようなモノづくりを本学の地域デザイン科学部の学生と協働で進めて行きたい
と考えております。ただ、それにはお題目を頂戴しなくてはなりません。どうぞ、その
ような学修の場を私どもにご提供ください。

上記以外に、京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクトなど、関西の活動が主でしたが、今後は、地域
デザイン科学部の学生をコーディネートして参ります。“若者目線”とやらにご期待ください。

このような盲点といえる部分を補うのがわたしの仕事です。商品の企画、そして
製品化の次は広告です。キャッチコピーからキャラクターデザインまで、できる
範囲のことはすべてオリジナルで提案しますが、それがアイデアにとどまるか、
採用されるか否かは企業や個人事業主様との対話によって決定します。

SDGs事例
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行政学・地方自治・スポーツ行政学

・スポーツ行政におけるネットワークガバナンス
・地方自治体の意思決定過程の動態
・政策の形成・実施における諸アクター間の協働

ネットワーク，ガバナンス，政策過程，協働，公共性，
コミュニティ形成，地域，調整プロセス，リソース，
政治過程

日本行政学会，日本地方自治学会，日本政治学会，日本スポーツ法学会，
日本スポーツ政策学会

あらゆる政策・社会課題を対象にポジティブなネットワークやパート
ナーシップ関係の構築への貢献。

地域デザイン科学部 教授 中村祐司
コミュニティデザイン学科 行政学研究室

URL:  http://gyosei.mine.utsunomiya-u.ac.jp/
Mail: yujin[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

なかむら ゆうじ

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

行政学・地方自治におけるガバナンス（統治、共治、協治）や協働の視点から、とく
にスポーツ行政などにおける諸アクター間のネットワークの動態に関する研究を行って
います。
地域コミュニティにおけるスポーツクラブから、国家によるスポーツに関する法律の

制定や改正、国際大会などでスポーツを利用した外交（国家間調整）の展開などを対象
に、ネットワークガバナンス分析の視点から、リソース（資源）活用をめぐる相互作用
の動態を把握します。
さらに特定政策領域のメタ・ガバナンス（ガバナンスのガバナンス）も対象にします。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

「行政学研究室」というと、もっぱら政府や地方自治体（都道府県や市町村）といっ
た行政機関の活動を対象に研究するゼミと思われるかもしれません。しかし、公共的な
価値や公益さらには社会的な意義を有する活動であれば、その対象は、NPOや企業、住
民組織なども対象に含まれてきます。また、そのレベルも国際・国家・地方・地区・近
隣のいずれでも構いません。自分が追求したいテーマを設定し、それを意欲的に追求す
ると同時にメンバー間での共有も図っていきます。

実際の地域の現場に入ったフィールド調査を通じて、地域スポーツ活動を通じた協働やコミュニティ形成に貢
献する方策の研究を行いたいです。資料・文献研究を疎かにするつもりはありませんが、地域スポーツの実際に
注目し、コミュニティレベルにおける協働の実践、さらにはたとえば、現、農・福・スポーツ連携の実証研究を
行いたいです。体力が続く限り、現地取材にもとづく「地べたを這うような」研究に従事したいです。

・とくに栃木県および県内市町における各種審議会や委員会への参画
・政策・社会課題に関するさまざまな課題解決に向けた助言の提供
・地方自治体の政策研究への貢献（政策分析、世論調査分析、選挙動向分析など）
・メディア取材対応において新聞報道などへの論説や見解の積極的な提供・掲載

TEL: 028-689-7182

SDGs事例
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農村マネジメント

・農業経営を取り巻く組織の機能
・農村振興に取り組む組織の運営
・経営者の理念

農業，農村，経営，組織，理念，農業技術

日本農業経済学会 日本農業経営学会 日本農業普及学会

ー

地域デザイン科学部 教授 原田 淳
コミュニティデザイン学科

URL: -
Mail: harada[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

はらだ じゅん

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

農業経営は、それ自体も1つの組織ですが、いくつもの組織に属していることが一般的です。水田を利用する
際の水利組織のように必要不可欠なものもあれば、機械を有効活用するための共同利用組織のように任意のもの
もあります。任意のものは当然のことながら、組織の提供する機能を利用した方が独力でやるよりも有利になる
から加入するのですが、必要不可欠な組織は有効に機能しなければ個別経営の足を引っ張ってしまいます。また、
有効に機能を発揮していた組織も、環境の変化に対応しなければ役に立たなくなります。機能を発揮し続けるた
めに、組織運営は絶えず見直しを求められます。組織の運営と機能発揮の関係は、唯一の正解がない複雑な課題
です。機能を発揮するための組織運営に重要な要素として、理念やビジョンといったことに注目しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

話を聞いていて信念のようなものを感じられる経営者の創り出すものは、モノであれサービスであれ、愛用
したくなります。ちょっと話をするだけでそういうオーラを感じてしまう人もいますが、時間をかけて話を聞
かないと引き出せないのが普通です。型どおりの調査だけではなく、じっくり話を聞くことによって経営判断
の奥深さに触れることができるのです。
奥深い経営判断も、原理は大抵シンプルな基本理論です。しかし、基本を徹底するには障害が多く、一方で

その場しのぎの方が安易だし、流行り物の誘惑も大きいため、邪道に流されがちです。話としても、そちらの
方が盛り上がったりします。ですから、奥深い話を聞き出すためには基本的な理論を身につけた上で、話の本
質を敏感に感じるスキルが求められます。ですから、本をじっくり読んで理論を学び、本に取り上げられてい
るケースや自分の体験と結びつける作業を繰り返すことを、大切にしたいと思います。

農業経営や農村組織の理念形成過程を、伝記・社史編纂作業という形で調査することで、成果の還元と濃密な
調査の両立を図れないかと考えています。

農業教育機関や農業協同組合の研修で、農業経営管理に関する講義を行っています。農村振興に取り組む組織
の運営について調査を行い、コンサルタントによるアドバイスや自治体による補助事業につなげることもしてき
ました。コロナ禍前は農村振興活動の行事に学生と一緒に参加したり、運営を手伝ったりもしていました。
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政治学

・規制改革に関する政策過程
・地方自治体の政策と中央・地方関係
・公共事業・公共交通に関する政治過程、政策過程

政策転換，規制改革，地方自治，中央・地方関係，
公共事業，公共交通，利益団体，市民社会

日本政治学会、日本行政学会、日本公共政策学会、
日本比較政治学会、慶應法学会、アメリカ学会（APSA）

ー

地域デザイン科学部 准教授 三田 妃路佳
コミュニティデザイン学科 公共政策研究室

URL: -
Mail: hirokam[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

みた ひろか

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

第一に公共政策の政策転換・制度変更に関する研究である。社会、経済状況の変化に合わせた政策や制度が必
要であるが、実際には既存の政策や制度において、既得権が発生する結果、政策や制度の変更は容易ではない。
そこで、どのような要素が政策や制度の変更を可能にするのかについて研究を行っている。
第二に地方自治体の自律的な政策実現に関する研究である。地方自治体は住民に近い存在であり、地域のニー

ズを反映した行政を行うことが望まれている。しかし実際には、地方分権改革を経ても、地方自治体が政策に独
自性を発揮することは容易ではない。そのため地方自治体が自律的な政策実現を促す要素について、行財政制度
の側面から研究を行っている。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

公共政策について、政治学の側面から研究活動を行っている。研究室では、公共政策や政治を身近に感じる
ことから始め、国会や政党への現地調査を行い、法律の制定過程や、議員、政党の役割について学んでいる。
ゼミ生は、さまざまな公共政策において特に住民と行政との関係について研究しており、公務員を目指すゼミ
生も多い。ゼミ生の卒業研究に合わせて、現地調査に同行することもあり、研究の刺激にもなっている。

地方自治体の政策実施に相違をもたらす要因についての研究についての研究を進める。
男女共同参画社会における地方議会の構成と政策との関係について、県議会議員との共同研究を進める
規制改革の国際比較研究を進める

投票率向上のための社会啓発活動
自治体の総合計画に関する審議
行政および外部団体の評価
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社会教育・生涯学習、マイノリティ教育

・学校と地域／大学と高等学校の連携に関する研究
・高等教育におけるアクティブ・ラーニングに関する研究
・民族に関する教育課題に関する研究

社会教育・生涯学習，多文化・多民族，地域連携，
高大連携

日本社会教育学会、日本学習社会学会、日本国際教育学会

北海道大学アイヌ・先住民研究センター 客員研究員

地域デザイン科学部 准教授 若園雄志郎
コミュニティデザイン学科 社会教育研究室

URL:  http://rd.utsunomiya-u.ac.jp/comd/staff/wakazono.html
Mail: pontono[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

わかぞの ゆうしろう

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

近年の教育現場においては「主体的・対話的で深い学び」「アクティブ・ラーニング」が大きなキーワードと
なっています。これは従来型の講義形式ではなく、受講者一人一人が主体的に参加することで学修をすすめてい
こうとするものです。ただし、その手法や考え方は社会教育の現場において長年にわたり取り組まれてきたこと
と親和性が高く、例えば小集団（グループ）での学習や自主的・主体的な課題発見と解決への取り組みなどを挙
げることができるでしょう。
このような社会教育における実践の蓄積を活かし、大学をはじめとする学校教育現場におけるアクティブ・

ラーニングの手法はいかなるものか、あるいはそこにおける教育的効果はどのようなものか、さらには学校と地
域、大学と高等学校が連携していくことにはどのような効果があるのか、といったことについて研究をすすめて
います。
この他、日本における多文化化・多民族化についても関心を持っており、特に国内の先住民族であるアイヌに

関する教育課題についても研究を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

地域密着型の大学が地域に果たす役割は大きく、コミュニティとしての地域、あるいは高等学校や小中学校と
の連携に関しての期待が高まっているといえます。現在は大学と高等学校の連携や、高等学校における地域連携
のあり方などについて調査研究を行っています。

地域連携や高大連携においては、社会教育における知見が重要であると考えています。社会教育はあいまいに
捉えられてしまうことが多いのですが、逆に言えば何でも対応できるのではないか、ということでもあります。
連携において、学生や生徒、あるいは教員にどのような効果がでるのかを今後も考えていきます。

県および県内市町と連携して、学生とともに教育プログラムに参加し、そこでの課題発見を協働して行ってい
ます。大学が地域に対してどのように貢献していけるのかについて今後も継続して調査研究を行っていきます。

TEL: 028-689-7184

SDGs事例
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室内環境、屋外環境、安全、認知心理、省エネルギー

・住宅やオフィス、工場や学校の生産性を向上するための
環境改善
・ついつい省エネルギー行動や安全行動をしてしまう情報
デザイン

環境教育，安全教育，住宅や工場など建物の温熱環境の評
価・改善方法の考案，省エネルギー行動や熱中症予防行動
を誘発する情報デザイン，子どもの安全向上

地域デザイン科学部 助教 糸井川高穂
建築都市デザイン学科 建築環境研究室

URL: https://itoigawa1.wixsite.com/uu-kankyo
Mail: itoigawa [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いといがわ たかほ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育：環境教育のアクティブラーニングを実施しています。
安全教育も展開していきます。
研究：アンケート調査や実測調査による評価に加え、改善方
法の提案や効果検証まで、幅広く対応しています。

社会活動：子どもに関する事故の原因調査と再発防止を検討し提言しています。
特許：執筆・出願に加え、特に空調に関する技術トレンド調査を行っています。
産学連携・技術移転：工場（那須塩原市）の温熱環境改善に取り組んでいます。

TEL: 028-689-7039

アイマークレコーダを使用し
た視線追跡でデザイン検証

被験者実験で生産性が高まる
空調条件を提案

サーモカメラで温熱環境
の弱点を探索

模型を使った環境教育で省
エネ行動の重要性を学習

日本建築学会、空気調和・衛生工学会、人間―生活環境系学会、人間工学
会、Safe Kids Japan、AFS日本協会
＜装置＞人工気候室、各種環境（温熱、気流、騒音など）測定機器
＜交流＞建築・電機系の民間企業との共同研究を積極的に行っています。
また、研修会や出前講義など積極的に学外と交流しています

所属学会等のコミュニティを通じた様々な職種の方々との交流を介し、環境や安全の教育方法を日々改善してい
ます。民間企業との共同研究による技術開発や生産性向上に加え、行政やNPOなどが取り組む社会問題の解決に寄
与できるよう研究・教育を進めています。

温熱環境：子ども部屋であれば勉強がはかどること、工場で
あれば生産性が上がりミスが減ることが、それぞれの空間の
大きな目的です。そのような空間の目的を、温熱環境を改善
することで一層大きく達成することを目指しています。
情報デザイン：省エネルギーも熱中症対策も、広報誌やポス
ターなど様々な媒体で情報提供されています。その一方で、
「省エネしましょう」と書かれたポスターを見ても省エネす
る気になかなかなれないように、実際に行動を誘発できるよ
うな情報デザインは多くありません。しかし、提供する情報
を適切にデザインすることで人々の行動を誘発することがで
きます。その方法を開発し、効果を実証しています。
子ども安全：日本の子どもの死因の第一位は「予防できる事
故」です。事故の原因を推定し、再発防止策を検討していま
す。また、安全向上に向けた教育も進めてゆきます。

SDGs事例
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建築意匠、建築設計

・建築と都市の空間構成に関する研究
・建築と周辺環境の関係性に関する研究
・地域の営みとの関係性に着目した空間組成に関する研究

建築設計，建築意匠，空間構成，周辺環境，地域環境，営
みと暮らし，まちのデザイン

日本建築学会

ー

地域デザイン科学部 講師 遠藤 康一
建築都市デザイン学科 建築計画研究室

URL: -
Mail: k-endo[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

えんどう こういち

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

建築を含むものづくりは、持続的な地域や社会を
構成する要素となることでその役割を果たします。
従って、建築の設計は、私たちが暮らす社会との関
わり方のデザインといえます。自然・風土・町並み
といった周囲の環境や、家族のあり方・学び方・働
き方、素材・技術など、現代の社会を形づくる要素
を観察し、その関係を検討することを通じて、建築
や都市空間のデザインのメカニズムを明らかにする
研究をしています。また研究とその実践としての設
計やまちのデザイン活動を並行することから、新た
な設計理論を探求しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

建築や都市空間を構成する要素間にはたらく関係を検討することから、構成原理を明らかにします。なかで
も敷地やその周辺にある環境要素との関係によって成立する建築形態の構成手法をテーマに、自然環境や都市
活動を含む、その場所に固有のファクターと空間とを関係づける可能性を検討しています。
また、地域環境の下での営みと住まいが融合した空間に着目した研究に取り組んでいます。近年、働き方や家
族のあり方、地域コミュニティとの関わり方が多様化するなかで、それらの関係の再構築につながる、新たな
住まいの空間像が求められています。地域には産業と暮らしの空間とが密接な関係を保っている事例が残存し
ており、それらは現代の空間を構想する上で有効な参照対象となる生きた資料です。現在、栃木県内では益子
町において、生産と暮らしが一体となった窯業集落、生産・販売・観光が近接した街並みを対象とした研究を
進めています。

地域の方々と共同してそこにある様々な素材に視点を当て、都市空間、自然環境・資源、人々の営みを、文献
やフィールドワークを通じて物理的／時間的に関連づけることから、持続的な環境形成に資する空間の構成手法
を見出す試みを行なっていきたいと考えています。

共同研究：地域の空間構造、空間資源のリサーチ、ヒヤリングやワークショップを通じて、地域の営みと暮ら
しのイメージを共有することから、持続的なまちの将来像を共同で描く道筋をかたちづくる試みや、公共空間を
地域の共同資源として活用する試み等を行なっています。
建築設計・まちのデザイン：地域環境のリサーチを基に、空間と営みの関係性のデザインを実践しています。

TEL: 028-689-6185

那須塩原駅西口ロータリー空間の設いデザインプロジェクト 2021

SDGs事例
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建築意匠・建築設計、建築史

・住宅や公共空間の設計に関する実践的取り組み
・まちデザインに関する実践的取り組み
・現代の建築意匠論に関する研究
・近代栃木の建築家の創作活動に関する建築史的研究

地域との協働による建築設計・まちデザイン，歴史的建造
物の文化的な価値，保存・再生

日本建築学会、日本建築家協会

ー

地域デザイン科学部 助教 大嶽 陽徳
建築都市デザイン学科

URL: -
Mail: otake[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

おおたけ あきのり

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

建築意匠・建築設計、建築史を専門分野として、近現代の建築家の創作活動に関する研究をしています。同
時に、建築設計・まちデザインに関する実践的な取り組みも行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究概要で記載のように、研究と同時に、建築設計やまちデザインの実践的な取り組みも行っています。こ
れらの取り組みでは、具体的なデザインをする以前のリサーチを重視しており、周辺のリサーチに基づく建物
の基本構想や基本計画の提案、ワークショップ形式でのまちのリサーチと空間デザインの提案などを行ってい
ます。こうした地域社会のなかでの実践的な取り組みのなかに、建築意匠、建築史に関する研究があると考え
ています。

地域との協働による建築設計・まちデザインにより力を入れていきたいと考えています。

・宇都宮市文化財保護審議委員会委員（文化財に関する審議委員）
・壬生町本庁舎跡地等活用に関する共同研究（建築設計提案）
・宇都宮市卸商業団地組合会館リノベーションプロジェクトに関する共同研究（建築設計提案）
・日光門前町におけるまちなみづくり活動（まちデザイン活動）

TEL:028-689-6226

神保町ゴスペルハウス；
都市の小さな公共空間の設計 日光門前町におけるまちデザイン活動

上馬の住宅；
東京に建つ実験的な住宅の設計
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建築計画、環境心理学、建築設計

・こども施設・高齢者施設の建築計画論と設計
・バリアフリー・ユニバーサルデザイン・サイン計画
・心理評価手法の開発と検証
・空間の明るさ感と快適性の指標化
・建築の環境・設備性能調査と使いこなし

保育，学童，エコスクール，環境学修，公衆衛生，ユニッ
トケア，環境づくり， PEAP ，都市景観，キャプション
評価法，テキストマイニング，生体リズム，共在感，極小空間，茶室，
ホームドア，自動運転，照明，省エネ，拡張排水，改修

日本建築学会、人間・環境学会、日本感性工学会、日本認知症ケア学会、
照明学会、空気調和・衛生工学会など

アイマークレコーダ、モーションキャプチャ、輝度カメラ、輝度計、全天
球カメラ、簡易脳波計、睡眠計、騒音計

地域デザイン科学部 准教授 古賀 誉章
建築都市デザイン学科 建築再生･安全研究室

URL: https://saisei-anzen-uu.tumblr.com
Mail: koga-t[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

こが たかあき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分野・専門は関係なく、課題解決型・実務型の“何でも屋”です。共通するのは、常に使う人の視点から、暮
らしや環境・空間を評価することです。基礎的な実験からフィールド調査、そして計画・設計まで、必要なら
ば手法や機器の開発提案も行います。そのため、専門家の少ない未開の分野や境界領域での研究が多く、他分
野の専門家との協働も多いと言えます。また、実践活動の現実的対応の中では、物を作ることにこだわらずに
人の動きやシステム・ルールをデザインすることもあります。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

・知識や技術を詰め込むのではなく、学生達が自ら考えて答えを出せるような指導
・建築設計実務を見据えて、広い視野で物事を考えるジェネラリストであること
・建築計画学的・環境工学的な考え方にもとづいたプログラミングとプランニングによる論理的な思考
・賢い消費者の育成、生活者として実感と共感を持ち続けること

・皆に使ってもらえるような心理評価手法の開発と普及（IoT化）
・生活者に対する、環境づくり・使いこなし・家具配置・維持管理・エネルギーマネジメント等の支援
・新しい建築計画（教科センター型中学校､コーナー保育･学修､脱ユニットケア､福祉起点型コミュニティ等）

・建築意匠設計（約30件：高齢者施設､こども施設､学校施設､戸建住宅､集合住宅､複合ビル､改修など）
・市民景観勉強会：約25年、自治体の景観アドバイザー：約15年、
高齢者施設環境づくりの職員研修：約20年、小中学校での学校施設を利用した環境学修授業：約15年
・特許：9件（自動車シート2、可動ホーム柵3、サイホン雨水排水3、照明1）、審査中1件（真空排水）
・民間企業との主な協働事例：可動式ホーム柵の開発、駅ホームの照明器具設計、店舗のサイン・照明計画、
明るさ感指標の開発、雨樋隠蔽型住宅の開発、真空排水システムの開発、生体リズム簡易計測手法の開発
・全員の役に立つことはできません。縁のある方との繋がりを大切にしていきたいと考えています。

TEL: 028-689-6219
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都市計画，都市解析，医療・福祉政策支援
建築計画，建築設計

・定量的手法を用いた医療・福祉サービス提供体制の検討
・地域活性化に向けた地域資源の活用手法の検討
・建物の使われ方，設計指針，整備指針の検討

EBPM: Evidence Based Policy Making，施設配置論
行動分析，空間情報科学

日本建築学会，日本都市計画学会，日本公衆衛生学会
農村計画学会，日本医療福祉建築協会

大容量データ群の解析・可視化，各種制度設計と計画支援
地域活性化に向けた学生派遣

地域デザイン科学部 准教授 佐藤 栄治
建築都市デザイン学科 建築計画研究室

URL: https://www.facebook.com/plan5.archi
Mail: e-satoh[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さとう えいじ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

私たちをとりまく生活空間には，建物立地や地形といった物理的な情報や，少子高齢化や格差といった社会的
な情報など様々な情報が存在します．これらの情報をデジタル化技術を駆使し，都市の“在る姿”を定量的に露呈
させることで，目に見える将来的な計画を検討しています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究室では，研究，プロジェクトに
大別して活動しています．
１）研究：都市計画分野では，数理モ
デルや地理情報システムを用いエヴィ
デンスを明確にした上で，都市や地域
がどの様にあるべきか考究しています．
建築計画分野では，建物内の利用者分
析などを通して，設計指針の補則作成
や空間構成評価を行なっています．
２）プロジェクト：実際に地域や行政
の方と連携し実現していく，各種事業
計画の整理・立案，基本設計，システ
ム設計等をしています．また地域活性
化に関わるイベント等において，作品
の製作・展示，運営等に参画します．

個人の研究としては，医科・介護レセプトを用い，地域の医療と介護サービスの提供実態を捉えることで，将
来に渡るサービス提供体制をどの様に構築するかに視点を当てています．データの分析対象としては全国ですが，
特に地方都市や今後人口減少が加速化していく地域の分析を進めています．また社会課題に対応する研究として，
子育て環境の構築，防災計画，医療・福祉施設の建物環境の分析なども進めています．

医療・福祉（介護，保育，障がい）計画，学校施設の適正化計画，庁舎整備計画，デジタル推進事業，防災計
画など，各種計画策定に向けた支援・分析や，委員会の委員，アドバイザーを務めています．設計・改修・提案
などのプロジェクトについては，随時，お話があった際に，学生を含めた研究室として対応しています．

TEL:028-689-6202

建物内部の利用者，スタッフの行動を調査し，どこに誰がいるのかを可視化

在宅医療を評価するため，在宅医療拠点，在宅看護拠点を
地図上にプロットし，道路距離で移動距離を計測した結果

古民家を地域拠点に据え，食・保健・
相談事業を展開する設計プロジェクト

那珂川町の光のイベントに参加し，地
域活性化の一翼を担うプロジェクト

SDGs事例
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建築材料・施工

・コンクリートの各種物性・耐久性・シミュレーション
・建築施工の合理化・管理
・カーボンニュートラル実現に向けた低炭素型建築材料

セメント，コンクリート，鉄筋

日本建築学会、日本鉄筋継手協会（前会長）、日本コンク
リート工学会（前理事）

強度試験機、恒温恒湿槽

地域デザイン科学部 教授 杉山央
建築都市デザイン学科 建築材料研究室

URL:  http://kkneko.m17.coreserver.jp/index.html
Mail: sugisugi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

すぎやま ひさし

2021年12月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

建築分野の基幹材料であるコンクリートは、セメント、
水、骨材（砂、砂利、砕石）などを混ぜて作り、時間の
経過とともに硬化していきます。硬化過程ではコンク
リート中の熱や水分が複雑な挙動を示し、また外気から
の影響も受けるため、コンクリートの強度は条件によっ
て異なってきます。このようなコンクリートの強度発現、
発熱・温度履歴、水分拡散、さらに耐久性に関する研究
を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

コンクリートはセメントの水和反応によって硬化しま
す。フライアッシュを混合すれば、そのポゾラン反応も
関与します。そこで、これらの反応モデルを出発点とし、
コンクリート中の発熱、熱伝導、水分拡散の現象を数値
解析によって予測するとともに、これらが強度に及ぼす
影響を精緻に推定するシステムを開発しました。このシ
ステムを活用すると、要求性能を確実に満足したコンク
リートを合理的に作ることができます。

建築材料には多機能化が求められており、次の研究に
も着手しています。
1）CO2吸収機能を有する植栽型コンクリート
2）超音波を利用したコンクリート内部の欠陥探査技術
3）高層建築物に用いる超高強度鉄筋の接合システム
4）工場生産と現場施工を融合したプレキャスト複合コン
クリート

上記研究のほか、建築工事の標準仕様書策定（JASS 5、JASS10、鉄筋継手など）やJIS制定にも深く関わっ
ていますので、これらに関連した技術指導も可能です。

セメントの水和反応 FAのポゾラン反応

コンクリート構造体

熱伝導

セメント水和反応

発熱・水分消費

強度・温度・水分量

セメント水和反応

発熱・水分消費

強度・温度・水分量

水分拡散

コンクリート要素A コンクリート要素B

硬化硬化

外気

外気

外気

外気

外気

コンクリートの熱伝導・水分拡散・硬化シミュレーション
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地震工学，木質構造

・建物の耐力に応じて説明変数を変えた被害関数
・建物の耐力の違いを考慮した1自由度系建物群モデル
・地震動の方向性を反映した被害推定手法

地震動，木造建物，被害推定

日本建築学会，日本地震工学会

―

地域デザイン科学部 助教 中澤 駿佑
建築都市デザイン学科 建築構造研究室

URL: http://nakazawa.main.jp/
Mail: nakazawa[at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

なかざわ しゅんすけ

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

既往の研究から，木造建物の全壊といった大きな被害は，木造建物の弾性周期に対応する周期0.5秒以下の揺
れではなく，塑性化による周期の伸びを考慮した等価周期に対応する地震動の周期1～2秒の揺れによって引き
起こされる事がわかっています．木造建物という大きな括りで見ると周期1～2秒の揺れが危険ですが，木造建
物は耐力と弾性周期が相互に依存する構造物であり，耐力は建築年代によって異なるため，大きな被害を受ける
周期は新しい建物と古い建物で異なることを発見しました．そこで，木造建物の建築年代に加えて，階数，屋根
葺材といった要素による耐力の違いに対応する周期の揺れの強さに基づいて，正確かつ迅速に被害を推定できる
手法の開発を行っています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

コンピュータを用いたデータ分析が主な研究内容ですが，被害データの背景には地震動の入力に対する建物の
応答という物理があります．分析の結果がどのような因果を持つのかを常に考える習慣を身に着けてほしいと考
えています．

木造建物がどのような地震動で大きな被害を受けるのかについての分析結果を元に，建物にとって危険な地震
動が発生するような表層や深部の地下構造の条件についても検討を行いたいと考えています．

大きな震度を記録した地震が発生した場合，強震観測点周辺の被害調査を行い，調査結果の速報を自身のウェ
ブサイトで公開しています．
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木質構造、木質材料、建築再生

・木質構造材料・部材の開発と性能評価
・使用環境が木質材料・部材の性能に及ぼす影響の解明
・地域材利用による地域と建築の再生

木質構造，木質材料，地域材，建築再生

日本建築学会、日本木材学会、日本材料学会、
木質構造研究会、木材保存協会、木の建築フォラム、
木材加工技術協会

－

地域デザイン科学部 教授 中島 史郎
建築都市デザイン学科 建築再生安全研究室

URL: https://saisei-anzen-uu.tumblr.com/
Mail: s-nakajima[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

なかじま しろう

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

近年、木造建築物はこれまでの低層（2階建て程度）の戸建住宅から大きな商業施設・庁舎や中層の集合住
宅・事務所建築などその規模と用途が広がってきています。このような木造建築を取り巻く変化のなかで、木
造建築物の構造材として用いる新しい木質構造部材の開発を行う研究や、CLT（Cross Laminated Timber）な
どの既に実用化されている木質構造材の各種性能を評価するための研究を行っています。宇都宮大学が立地す
る栃木県は良質なスギ材やヒノキ材の産地です。このような地元の良質な木材を活用するための研究も行って
おり、NLT（Nail Laminated Timber）を木造建築物の構造材として利用するための研究や鉄骨造などによる
建物の外装下地材として利用するための研究も手がけています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

日本の山には戦後植林した樹木が多くあり、今、伐採し利用する時期を迎えています。日本の各地域で生産さ
れた木材を木造建築に限らず、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建物などへの利用も含め、幅広く使うことが地域
の産業を育み、地域の治山治水に寄与します。当研究室では近年、以下のような研究を行っています。
(1)NLT（Nail Laminated Timber）の製造方法と部材性能に関する研究
(2)CLT（Cross Laminated Timber）の強度性能に関する研究
(3)NLTを鉄骨造の床版または外壁下地材として利用するための研究
(4)CLTを構造材とする陸屋根の通気・乾燥機構に関する研究
(5)木質構造一般について、その構造設計法に関する研究
(6)地域材を用いた建築物の環境貢献度合いを評価するための研究

現在実施している多くの研究は地元のみなさまのご支援を頂きながら行っています。また、学内の他分野の先
生方のお知恵を借りながら実施しているものもあります。地域のみなさまや学内の他分野の先生方と連携しなが
ら、新しい製品や技術を開発し、社会に発信できればと考えています。また、「林業×木材産業×建築」をキー
ワードとする産学官の連携拠点を構築できればとも思っています。

多くの学協会の審査会・学術委員会のメンバーです。

TEL: 028-689-7065

NLT壁の耐力試験(左)とNLT床版の曲げ試験(右)
－いずれも栃木県林業センターにて実施
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建築構造，鋼構造，耐震工学

・鋼構造建築物における接合部の力学性能評価
・鋼構造建築物に関する接合部設計法の合理化
・鋼構造建築物のための新しい接合構法の開発

構造実験の立案・計画・実施・性能評価，
数値解析（有限要素解析，骨組解析）の立案・計画・
実施・性能評価，新たな設計法や施工法の構築

日本建築学会，日本鋼構造協会，溶接学会

実験設備：2軸静的載荷自動制御システム，2000kN万能試験機

地域デザイン科学部 准教授 中野達也
建築都市デザイン学科 建築構造研究室

URL: http://uustrarchi.html.xdomain.jp/
Mail: nakanot [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

なかの たつや

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

鋼構造による建築物は、木造や鉄筋コンクリート造によるものに比べて超高層や大
空間が可能です。柱や梁などの部材を溶接やボルトで接合して組み立てるため、多く
の種類の接合部が存在します。地震によってこれらの接合部が壊れることは建物全体
が倒壊する要因となってしまいます。
そこで、接合部が実際にどのように壊れるのか、構造実験や数値解析によってその

メカニズムを解明した上で、合理的な接合部設計法の構築や、より優れた性能を有す
る新しい接合部の開発などを行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

実現象を把握するためには、精緻な構造実験が必要不可欠です。当研究室は、実大
スケールの試験体の構造実験を行うための各種載荷・計測装置を有しており、実験経
験も豊富です。
また、実験では採取することが困難なデータを得るためには、コンピューターによ

る数値解析が有効です。当研究室は、有限要素解析FEAや骨組解析を実施することが
可能です。有限要素解析では、実験で計測することが困難な物体の内部などの様子を
知ることができ、骨組解析では、実験すること自体が困難な建物全体の挙動を知るこ
とができます。

1995年の阪神淡路大震災や2011年の東日本大震災は、まさに言葉を失う出来事で
した。同規模の大地震として、東京湾北部地震や南海トラフ地震などが近い将来に起
こると言われています。
大地震による被害を想定した実験と数値解析を行うことで、種々の接合部の合理的

な設計法に結びつける研究や新しい接合構法の開発を続けていき、より安全・安心な
建築物に役立てることをめざしています。

当研究室は、共同研究に積極的に取り組んでいます。産学連携としては、梁端部の嵌合接合構法、鉄骨梁の開口
補強構法、エネルギー吸収性能に優れた露出柱脚構法、鋼管杭の機械式継手工法などの開発を行い、実用化に成功
しています。官学連携としては、国土交通省の建築基準整備事業の公募で事業主体として採択され、建築研究所や
他大学と共同で調査・研究活動を行った実績もあります。
建築というとデザイン的な側面ばかりが目立ちますが、人の命や財産を守るという極めて重大な使命があります。

それを担っているのが建築構造の分野で、研究だけでなく実際の設計でも数学や物理（力学）を駆使します。高校
生向けの出前授業や社会人向けの出張講演にも積極的に参加し、受験勉強や生涯学習のモチベーションアップに貢
献したいと思っています。上記の取り組みや、特徴と強み等を活かせる場面があれば、お気軽にご連絡ください！

TEL: 028-689-6180

数値解析結果の一例

構造実験の様子

2017年5月更新
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建築材料モニタリング，建築物の維持管理・解体

・非破壊に建築材料・部材の異常を検知する方法
・既存建築物の適正な管理および解体
・建築材料の環境負荷評価
・住宅建築物の浸水被害軽減手法の開発

建築材料，センシング，モニタリング，異常検知，劣化，
解体，環境負荷，エネルギー

日本建築学会，日本コンクリート工学会，日本建築仕上学会，RILEM, fib

他の方が取り組まない研究対象の選定・研究アプローチを心がけています。

地域デザイン科学部 准教授 藤本 郷史
建築都市デザイン学科 建築材料研究室

URL: -
Mail: fujim [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

ふじもと さとし

2021年12月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

センシング・モニタリングを共通の技術手法として，①建築材料・部材の異常検知，②長期に供用された既存
建築物の適正な管理・解体，③建築材料の環境負荷低減，④住宅建築物の浸水被害軽減，という多様な研究課題
に取り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

【研究活動】センシング装置等の開発では機械系研究者と，浸水被害軽減研究では他大学の防災系研究者と協
働で研究を進めていますが，いずれの研究課題においても「他の方の取り組まない研究対象・手法・アプロー
チ」を心がけ，これまでにない面白いシーズを皆様に提示し社会に貢献したいとの志を持って取り組んでおり
ます。
【教育活動】実験系の研究室ですが，大学院生が機械学習等の数値解析の技能を修得する機会を設けています。

建築材料の製造工場，実際の建築物や建築工事などにおいて，センシング・モニタリングにご協力いただける
方はぜひお声がけいただき，分析結果をお役立ていただければ幸いです。

以下のテーマにて講演等をお引き受けできます。 ①建築部材のモニタリング（建築技術者向け）
②住宅の浸水被害軽減するための方法（一般の方々向け） ③廃ホテル等の解体（地方自治体向け）
④有名建築にみる建物を長持させるための考え方（中高生・一般の方々向け）

[特許出願状況] 情報保管コンクリート
[企業や自治体との連携・コラボの実績など）] あり（共同研究・技術指導等を広くお引き受けしています）

TEL: 028-689-6207

建築材料評価に適した
センシング装置の開発
（開発装置の外観）

工場モニタリングに
基づく環境負荷低減分析

（計測風景の例）

建築部材モニタリング
に基づく初期値不要な
劣化検知（計測風景）

居住者向け浸水被害
軽減マニュアルの開発
（写真は被害調査例）

SDGs事例
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建築環境工学、環境建築

・立地特性に対応した建築デザインと環境性能に関する
研究

・エリア内外のエネルギー・資源の活用方策に関する研究

建築環境工学，環境建築，建築設計

日本建築学会、空気調和衛生工学会

ー

地域デザイン科学部 助教 藤原紀沙
建築都市デザイン学科 建築環境研究室

URL: -
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

ふじわら きさ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

建築や都市は外部空間と人間の身体の間に存在し、暮らしやすい環境を
形成する役割を有しています。つまり、その土地の気候や地理などの立地
特性や環境資源をふまえ、建築の形状や仕様、設備を計画することが、
個々の目指す建築都市環境実現のために非常に重要であるといえます。そ
こで、地域の建築物及び地域全体の環境性能の実態把握並びに地域の気候
や地理、特産材などを活かしたシステムの提案に取り組んでいます。具体
的には、様々な側面に配慮して設計された新旧の建築・都市空間について、
特にエネルギーや体感などの室内外環境の側面から分析するともに、地域
資源や立地特性を活かした建築や地域のあり方を探求、提案しています。
検討にあたっては、温熱環境の実測や、建築物の熱負荷や風の動きなどを
シミュレーションソフトによって解析しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育・研究にあたっては、対象を多様な視点から捉え、複合的な提案をするよう意識しています。

文献調査、実地調査により地域の建築物や街並みの共通した気候に対する工夫や知恵を見出すとともに、これ
らの建築物内外の温熱環境の状態を捉えること、建設時・運用時・廃棄の一連のサイクルを通じた環境負荷を調
査分析すること、さらにこれらの結果を総合的に分析し地域の建築物や地域全体としての環境性能の実態を捉え
ることを検討しています。そして、地域の資源やインフラ、既存建築物などを活用した、さらにエネルギー性能
が高く、災害時への対応を考慮した建築物、都市空間の提案や、地域全体としてのエネルギーシステムの提案を
行って行く予定です。

これまで地域の立地特性に対応したデザインと室内環境との関係やエネルギーや資源の活用について検討を
行ってきましたが、地域内外で広く共有し設計施工の際により有効に役立てられるような形で公開していきたい
と考えています。

図１ 研究に関連する要素
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建築構造 鋼構造

・アンカーボルトに着目した露出柱脚の力学性状
・軽量H形鋼を用いた梁の座屈挙動
・高力ボルト摩擦接合部のすべり挙動

鋼構造，接合部，柱梁接合部，柱脚，接合部設計，高力
ボルト，アンカーボルト，ターンバックル，耐震診断，
耐震補強

日本建築学会，日本鋼構造協会，溶接学会，建築鉄骨構造技術支援協会
（SASST）

2000kN万能試験機，1000kNジャッキによる正負載荷装置

地域デザイン科学部 教授 増田 浩志
建築都市デザイン学科 建築構造研究室

URL: http:// http://uustrarchi.html.xdomain.jp/
Mail: masuda[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ますだ ひろし

2022年1月更新

研究概要

社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

鋼構造建築物の接合要素・接合部の力学挙動を実験に
より検証し，その結果を実務で用いる設計指針に活かす
研究，実構造物に採用する性能向上を目指した新しい接
合要素・接合部を開発する研究を行っています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

図1は1700Mpa級の超高力ボルトを物質材料機構，大阪市立大学と共同研
究プロジェクトを進めて実現したボルトです．これにより，ボルト本数削減，
接合部のコンパクト化が可能となります．この研究成果として特許証が登録
されています．
図2は付着接合形式の露出柱脚を佐藤邦明博士と開発し，共同研究を行っ

たものです．アンカーボルトとベースプレートの施工誤差を鉄骨柱に接合す
る鋳造金物を用いた付着接合で解決し，スリップ挙動が生じず，コンパクト
である柱脚です．
図3は美観と耐久性に優れたステンレスを枠付きブレースに用いた耐震補

強工法を愛知製鋼と共同で開発した事例です．意匠性を大切にしてディテー
ルや製作方法に種々の工夫を取り入れてすっきりしたデザインを実現してい
ます．
また，多くの地震被害調査を行っています．阪神・淡路大震災では建築物

の甚大な被害を目の当たりにしました．これは，研究を進める上で大きなモ
チベーションとなっています．東日本大震災や熊本地震でも被害調査を行い
ました．台湾の集集地震では日本建築学会の被害調査団に参加しました．

鋼構造建築物は設計・製作・施工が繋がって実現しています．これ
らそれぞれに問題点があり，それぞれが連続する上で生じる問題点が
あります．これらの問題解決を引き続き進めていきます．建築構造に
関連することでご相談やご提案などあればお声かけください．

企業とは鋼構造に関連する多くの共同研究を進めています．宇都宮
市とは既存大谷石建築物の耐震性能を検証するために共同研究を行い
ました．

TEL:028-689-6182

図3 ステンレスブレースによる耐震補強
（宇都宮大学陽東キャンパス8号館）

図1 1700Mpa級超高力ボルト

鋳造金物

鉄骨柱

アンカーボルト
鋳造金物

図2 付着接合形式露出柱脚
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建築環境 都市環境

・地域の熱エネルギー資源を活用したまちづくり
・カーボンニュートラル建築都市
・木造木質化とライフサイクルCO2

脱炭素・カーボンニュートラル，熱利用，環境性能評価
サイクルツーリズム

日本建築学会，空気調和・衛生工学会，iiSBE

環境計測機器，サーモカメラ ，汎用流体シミュレーター

地域デザイン科学部 教授 横尾 昇剛
建築都市デザイン学科 建築環境研究室

URL: http://www.sblab-uu.org/
Mail: yokoo[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

よこお のりよし

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

建築，都市の環境とエネルギー性能を対象とした測定，分析，評価，モデル提案などの研究を行っています。
・温泉熱エネルギー利用の宿泊施設や地下冷熱エネルギー利用の夏いちご栽培施設の性能検証
・環境配慮型建築のエネルギー消費量，CO2排出量の評価
・都市街区のサステナビリティ評価や都市の半屋外空間の快適性
・木材資源を活用した建築物のライフサイクル評価

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

地域を対象とし実フィールド，実建物の
課題をベースに課題解決のプロセスを地域
の関係者と共に，教育・研究を進めていま
す。対象施設・空間の環境を計測・分析し，
新たなモデル，仕組みについて，効果を定
量化しながら検討をすすめ，提案に繋げま
す。研究室には，環境を測り，分析する能
力，地域の環境資源を見出す目利き力，環
境を軸とした美意識を身につけた人材が元
気に活動しています。

地域の賑わいや楽しみを創出しながらの
ボトムアップのカーボンニュートラル化に
より，特徴あるサステナブルな地域づくり
に貢献する教育研究を進めていきます。

国際的な活動としては，iiSBE環境性能評価ツール開発，IEA EBC Annex57建設エネルギー・CO2評価ガイド
ライン策定，ISO TC268サステナブル都市とコミュニティの国際規格策定に参画してきました。
国内の分野横断的取り組みとして脱炭素社会推進会議の運営や脱炭素に向けた提言づくり等を行っています。
地域においては，各自治体の施策や社会実験，サイクルツーリズムの推進などに協力しています。
産学連携では，優れたエネルギー技術を有する地元企業とともに地域にける熱の有効利用に取り組んでいます。
また住宅・建築物の省エネルギー性能，環境評価等を行い，地域における良質な環境づくりを支援しています。

TEL:028-689-6191
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海岸工学、植生水理、河川工学

・津波遡上や河川洪水に関する水理実験・数値解析
・海岸林や河道内植生の氾濫流への影響
・流れによる堤防背後地の洗堀等の地形変化

河川，海岸，津波，洪水，防災・減災，気候変動，植生，
海岸林， Eco-DRR

土木学会

可変勾配水路、二次元PIVシステム、電磁流速計、Phantom 4 RTK

地域デザイン科学部 助教 飯村耕介
社会基盤デザイン学科 流域デザイン研究室

URL: https://sites.google.com/wem-uu.org/home/
Mail: k_iimura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いいむら こうすけ

2022年1月更新

研究概要

社会貢献等

今後の展望

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震津波や、近年の度重なる
豪雨災害は従来想定していた規模を超え、今までの防災対策だけでは防ぎき
れない状況となってきました。そのため複数の対策によって段階的に被害を
減じていく多重防護による減災や、河川域のみならず氾濫域を含めた流域全
体で水害を軽減させる流域治水を進めることが必要です。
日本では古くから海岸林や水害防備林が整備されていますが、このような

伝統的な水害対策も多重防護や流域治水を構成する一要素として見直され、
生態系を活用した防災・減災を表すEco-DRR（Ecosystem-based disaster
risk reduction，他にもEbAやグリーンインフラなど）として国際的にも注目
度が高まっています。このような植生がもたらす防災・減災効果について、
周辺流況や作用力、洗堀現象等に着目しながら明らかにしていきます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育では、実験・演習科目を主に担当しています。1年生の基本的な力学に
関する実験から、3年生の水理学に関する専門的な実験まで担当し、ステップ
アップしながら理解を深められるよう実施しています。
研究では、地域の水害・環境調査、UAVによる地形測量、室内模型実験、

氾濫解析等を実施しながら各地域の水害対策について検討しています。

新たに導入したRTK搭載のUAV（Phantom 4 RTK）を地域の調査に活用し、
精細なデータを効率良く取得し、水害対策を検討する上での基本データとし
て取り入れることで精度の向上を目指していきます。

TEL: 028-689-6214

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

平成27年9月関東・東北豪雨の

鬼怒川決壊地点の様子

堤防背後の洗堀に関する移動床実験

氾濫シミュレーション

（令和元年東日本台風，永野川）

各地域で水害調査等を実施し、災害の実態や今後の対策について検討しま
す。

SDGs事例
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河川工学

・河川とその周辺の水の流れ，生態系など自然のしくみ
・災害対策，環境保全，まちづくりなど地域とのかかわり
・地球規模の気候変動が河川流域に与える影響
・情報技術の活用（インターネット，地理情報システム
など）

河川災害，河川環境，河道内植生，気候変動への適応，グリーンインフラ，
地理情報システム，ドローン

土木学会

＜装置＞ 電磁流速計（2成分），画像解析流速測定システム，可変勾配水路，
＜ソフトウェア＞ 河道内流れ解析，河床変動解析，洪水氾濫解析

地域デザイン科学部 教授 池田裕一

社会基盤デザイン学科 流域デザイン研究室

URL: https://sites.google.com/wem-uu.org/home/
Mail: ikeda [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いけだ ひろかず

2022年1月更新

研究概要

社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

流域デザイン研究室では、河川の源流から海岸に至る流域の成り立ちを
とらえ、水害対策や環境保全を通して良好な地域を形成するための研究を
進めています。
具体的には、水の流れや地形の変化、生態系などといった自然の仕組み

や、災害対策や環境保全などの地域社会との関わり、GIS（地理情報シス
テム）やドローンなどの情報技術の活用など、さまざまな視点からアプ
ローチしています。最近では，地球温暖化による気候変動の影響をどのよ
うに捉え、適応していくかも重要な課題です。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

・教育に関しては、河川工学関連と数学関連の授業を担当し、これまでに
宇都宮大学ベストレクチャー賞を２度受賞しております。
・研究に関しては、河川の流れと地形および植生の相互作用について、現
地調査、室内実験、数値解析を組み合わせながらアプローチしてきました。
また、河川周辺地域の氾濫シミュレーションも実施しています。

・現地調査にドローンを導入して作業の効率化を進めていきます。
・豪雨災害の激甚化に適応できるように、グリーンインフラを含む様々な
施策を組み込んだ氾濫シミュレ－ションに取り組んでいきます。
・オープンデータとビッグデータを組み合わせた統計モデルの活用を検討
していきます。

・国土交通省や栃木県および県内外の市町の各種委員会の委員を務めてお
ります（ホームページ参照）。
・学校や地域での河川に関する学習会・ワークショップ等についての相談
にも対応します。
・水害対策や環境保全に関する現地調査やシミュレーションを各地域で実
施し、地域での活動をきめ細かく支援していきたいと考えています。

TEL: 028-689-6215

河川に繁茂した植生が流れや地形変化に
与える影響を室内実験で検討

河川の砂州上の植生繁茂パターンを現地調査

平成27年関東・東北豪雨での小山市の
氾濫シミュレーション（内水を考慮）

SDGs事例
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土質工学，地盤工学

・社会インフラにおける土／地盤の整備に関する研究
・自然災害時の土／地盤の挙動に関する研究
・災害に強い道路舗装に関する研究

土，土砂災害，液状化，道路舗装，埋立・盛土

土木学会，地盤工学会，日本地震工学会

技術士（建設部門）土質および基礎

地域デザイン科学部 准教授 海野 寿康
社会基盤デザイン学科 地盤工学研究室

URL: https://sites.google.com/view/uusoil/home
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

うんの としやす

2022年1月更新

研究概要

社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【土質力学と地盤工学】地盤工学（Geotechnical Engineering）は，
建物や施設を建設するための"基礎"や地盤災害，地盤環境などを対象
とした学問分野です．本研究室では「土」（soil）を対象としており，
狭義では土質工学／土質力学（Soil Mchanics）が専門です．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

【教育】地盤工学に関する専門知識・技術の習得の他，実験作業計画
の立案やスケジュール調整のスキル獲得，学術講演会や国際／国内シ
ンポジウムへの参加発表によるプレゼンテーション技術の向上など，

当研究室では，特に室内要素試験による土の物理特性・力学特性の把
握に力を入れており，振動三軸試験機や中空ねじりせん断試験機など複
数の土質試験装置を保有しています．今後も特殊試験の導入を積極的に
行っていく予定でおり，土質試験を通して，地盤工学分野から国土開発，
インフラ整備への発展に寄与したいと考えております．

【研究について】
・他大学，公的研究機関，民間企業（建設会社，
建設コンサルタント，建材メーカー）との共同研
究多数
・各種土質試験の委託研究受託実績多数
【出前授業について】
・土，地盤に関すること，自然災害，土砂災害に
関する出前授業（教育機関）や各種講習会へ対応
可能です（講習会講師，出前授業等の実績多数あ
り）．内容のレベルについては要相談（簡単なも
のから最新の研究成果まで対応いたします）．

研究室での活動が学生の卒業・修了後の活躍の準備期間となるべく，学生の“自己研鑽の場所”の提供に努めてい
ます．
【研究】土質工学／地盤工学分野における「防災・災害対策」や「環境問題」，あるいは「舗装工学」をキー
ワードに研究を実施しています．毎年のように発生する自然災害（豪雨，地震）や土壌汚染，廃棄物問題等の環
境問題に対して，研究活動で得られる成果を社会に還元し研究活動を通して，『より良い未来・社会の発展に貢
献する』ことをモットーに活動しています.

SDGs事例
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都市計画、交通計画

・都市交通計画
・人の活動・交通行動分析
・バリアフリーのまちづくり

都市，交通，生活の質

土木学会、日本都市計画学会、交通工学研究会、日本福祉のまちづくり学
会、国際交通安全学会、日本交通政策研究会等

ー

地域デザイン科学部 教授 大森 宣暁
社会基盤デザイン学科 都市計画研究室

URL: http://plans.ishii.utsunomiya-u.ac.jp/Ohmori/nobuaki.htm
Mail: nobuaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

おおもり のぶあき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

人口減少、少子高齢社会において、若者から高齢者まで誰もが暮らしやす
く、昼も夜も魅力的で、持続可能な都市と交通の実現に寄与する研究を行っ
ています。人々の生活行動の理解、ICTを活用した新たなモビリティの可能
性、コンパクトでスマートな都市の姿、バリアフリーのまちづくり等を追及
しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究方法は、既存の都市と交通に関する空間情報（GISデータ）や、人の
行動・意識に関する独自のアンケート調査データを分析することが多いです。
学生には、世の中の社会情勢を踏まえた上で、できるだけ街に出かけ、都市
と交通の実態と人々の行動・意識を観察することを推奨しています。そして、
学外のまちづくりに関わる行政／民間／NPO等の人々と議論し触れ合う機会、
まちづくりの現場を見る機会をできるだけ提供することに努めています。

なぜ人は移動（外出）するのか、夜のバリアフリー、ウィズコロナにおけ
る生活の質向上施策、LRT利用促進のための意識・行動変容、多様なモビリ
ティの交通安全教育等の研究に力を入れたいと考えています。

宇都宮市都市計画審議会会長、栃木県ひとにやさしいまちづくり推進協議会会長、国土交通省子育てにやさし
い移動に関する協議会委員など、行政の都市計画・交通計画に関する審議会等に参画しています。また、NPO

TEL:028-689-6221

子育て世帯のアクセシビリティ

大学生の生活行動と主観的幸福感 繁華街の実態調査と活性化

法人宇都宮まちづくり
推進機構理事、NPO法
人自転車政策・計画推
進機構理事等、まちづ
くりに関わるNPOとも
共同で研究を行ってい
ます。
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都市計画、交通計画

・環境にやさしい交通システムの検討
・超高齢社会に対応した交通と都市
・安全・安心な社会のための物流

交通流シミュレーション，LRT ，ビッグデータ，スマート
シティ，交通安全，人流，サプライチェーン，ロジスティ
クス

土木学会、交通工学研究会、日本都市計画学会、GIS学会、
日本物流学会、計画行政学会、日本交通政策研究会など

交通流シミュレータ、GIS、ビックデータ

地域デザイン科学部 准教授 長田 哲平
社会基盤デザイン学科 都市計画研究室

URL:  https://plans.ishii.utsunomiya-u.ac.jp/
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

おさだ てっぺい

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

人々は生活していく中で、様々な目的をもって移動しています。
そこで、人々が安全快適に移動できるような交通システム、人々が安心して暮らせるための物流について研究
しています。交通システムについては、次世代型路面電車や電動キックボード、パーソナルモビリティなどの
交通手段が導入され既存の交通と組み合わせた時に快適で安全な
交通が実現できるように、交通システムのあり方や、交流シミュ
レーションを使った交通安全用のVRコンテンツの開発などをし
ています。物流については、業界が労働者不足で悩んでいるこ
とから、新たな輸配送手段としてドローンを使った物流の実装
のための研究を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

・交通量データなどをもとに、道路網をコンピュータ上に再現します。再現したシミュレーションで各種施策検
討などが可能です。
・民間企業が持つ様々な要素技術の社会への導入可能性検討、社会に実装された際にどんな効果が見込めるか実
空間での実験が可能です。

街中で集めることが可能な様々なデータを組み合わせて社会が便利になるか、そのための基盤からシステムの
検討に取り組んでいます。デジタル社会、スマートシティを実現するためには様々なセンシング技術からデータ
処理までを、都市計画・交通計画の視点からアプローチします。センシング技術の紹介やデータ活用のご相談な
どお気軽にお問い合わせください。

・各企業、自治体の強みを伸ばして地域づくりをサポートいたします。
・様々な自治体の委員会等のお手伝いから、都市計画・交通計画のアドバイスなど、気軽にご相談ください。
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防災マネジメント

・地域防災における現役世代の参加に向けた研究
・防災/災害対応に関する演習/訓練の企画運営手法の構築
・過去の災害における対応分析を踏まえた組織マネジメン
ト手法の提案

・中山間地域の持続性を考慮した防災マネジメント

業務分析，防災マネジメント，防災訓練，防災教育

土木学会、日本自然災害学会、日本災害情報学会、地域安全学会

地域や団体で防災訓練や防災教育、災害対応演習を検討されるならば
ぜひ相談してください。

地域デザイン科学部 准教授 近藤伸也
社会基盤デザイン学科 マネジメント研究室

URL: http://uumanagement.sakura.ne.jp/
Mail: kondos[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

こんどう しんや

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

防災マネジメントは災害発生後になってから頑張るも
のではなく、被害を少しでも軽減できるように発災直前
および発災後の対応を日常から検討し、訓練や演習など
で身につけるまでの一連の流れを意味します。その中で
も地域防災では、避難所を地域の防災拠点として位置づ
け、災害時の運営手法および計画策定や訓練実施時の現
役世代の参加を中心に検討します。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学部の講義では、防災マネジメントに関して行っています。学部3年生の防災マネジメント演習では、学生は
対象者を設定し、防災に関するワークショップおよびツールの作成を行っています。学生に限らず地方自治体
の防災担当職員を初めとした社会人を対象とした研修も実施しています。
研究は地域と連携した活動を心がけています。既存の記録の分析結果をもとにインタビュー調査やアンケー

ト調査を行うことが多いです。ワークショップや研修を行うことがあります。防災は対象範囲が広く個人の研
究だけでは限界があるため、他の研究者や実務者と連携した研究を行います。
災害発生時にはできる限り現地に向かい、変わりゆく社会の状況を踏まえた被災地の状況を把握します。

被災者支援に向けた行政・社会福祉協議会・ボランティア団体の連携のあり方について検討しています。
外国人をはじめとした多文化共生と防災のあり方について考えています。
中山間地域の少子高齢化かつ地域の持続性を踏まえた防災のあり方について考えます。

災害時に組織に助言することができます。地域で地域防災の研修を行うことが多いです。行政では災害対応
に関する研修を行うことがあります。

災害

被害抑止を
支援する施策

被害軽減に
向けた取り組み

災害予知と警報が
来る前の準備

被害評価を迅速に行う
システム構築

災害対応の支援

復旧の支援

復興の支援

政策提案

組織体制

業務分析

ハードを
活かすソフト

訓練

取り組みの
評価

次世代への伝承
対応を円滑にする
情報マネジメント

SDGs事例
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岩盤工学，地下空間設計学

・大谷石などの岩石の力学特性の把握
・大谷の地下採石場などの岩盤構造物の安定性検討
・地下空間の有効利用法の検討

大谷石，風化特性，岩盤構造物，構造安定性，地下空間

土木学会，地盤工学会，岩の力学連合会，材料学会，トンネル技術協会，
環境情報科学センター，International Society for Rock Mechanics and
Rock Engineeringなど

岩石や岩盤や地下空間利用に関する事を研究しています。関連のあるテー
マにも興味をもって研究をすすめます。

地域デザイン科学部 准教授 清木 隆文
社会基盤デザイン学科 岩盤工学研究室

URL: https://sites.google.com/view/uurock/home
Mail: tseiki [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

せいき たかふみ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

大谷石(おおやいし)は，栃木県の県の石であることが知られています．こ
の大谷石を主な研究対象として岩石の特性に関する研究を行っています．具
体的には，時間の経過とともに石は劣化して弱くなったり，色が変わったり
するのでその原因究明と防止に関する研究を行っています．また，大谷石を
石材として掘り出されたあとには広大な地下空間が生まれます．その空間は
素掘りの空間ため，大谷石岩盤そのもので支えられる岩盤構造物(写真参照)
です．この岩盤構造物長期的，地震時の安全性の考え方を現地における調査
やパソコン内での再現などを通して検討を進めています．また，この様な地
下の採石場は広大な地下空間です．ただ地下空間は，暗く，迷いやすい，閉
鎖的などの欠点がある一方で地震時の振動が小さい，温度や湿度が一定など
の利点もありますので，この様な空間を上手く活かす事ができないかと考え，
地下空間の有効利用を行うための課題を払拭して価値のある空間資源とする
ための研究を行っています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

岩石や岩盤構造物の研究を行うためには，現地のことを良く知ることが重要です．自治体や関連企業の方々
の協力を得て現地の調査を行うとともに，その材料となる岩石試料の性質について調査方法を工夫しつつ，研
究室学生とともに研究をすすめています．

大谷石を掘った後の空間は，東西南北数キロの狭い範囲に200個所以上あります．当然ながら隣接する空間も
数多くありますので，これらの地下空間を空洞群として“みえる化”して大谷石を掘り出した後に生まれた空洞の
空間的配置を明確にするとともに，これらの構造的な安定性を地域全体で確認し，これらの空間群から有効利用
が可能な地下空間の総合的な機能の提案など，素掘りの地下空間群の安全性の検討から地下採石場を空間資源と
して安心して活用して行くための手順を詰めて行きたいと思います．

大谷石などの岩石や岩盤構造物に関する安全性評価や道路などの防災，土砂条例に関する取り組みを国や自
治体，研究機関などと行っています．また，関連テーマするテーマで市民講座や講演会などで話題を提供しま
した．

TEL: 028-689-6216

採石場の調査風景
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構造工学、維持管理工学

・接着接合部のクリープ特性に関する研究
・接着接合部の静的強度・疲労耐久性の評価に関する研究
・炭素繊維強化プラスチック（CFRP）接着による鋼構造物
の補修・補強に関する研究

接着接合，接着はく離，接着破壊基準，主応力，接着強度，
疲労耐久性，クリープ特性，鋼構造物，鋼橋，溶接継手，
疲労き裂，維持管理，補修・補強，炭素繊維強化プラスチック（CFRP），
真空含浸（VaRTM）工法，き裂進展解析，応力拡大係数，熱伝導解析，溶
接残留応力

公益社団法人土木学会（JSCE）、一般社団法人日本鋼構造協会（JSSC）、
建設分野のFRPに関する国際学会（IIFC）

繰返し曲げ振動疲労試験装置、静的載荷試験装置、MSC Marc（非線形有限
要素解析ソフト）、EERC/Fiber（弾塑性有限変位解析ソフト）、疲労き裂
進展解析、画像情報から立体モデリング、はく離進展計測システム、非接触
3次元変形計測システム、真空含浸（VaRTM）工法

地域デザイン科学部 助教 THAY VISAL
社会基盤デザイン学科 構造研究室

URL: https://sites.google.com/view/uustruct/home
Mail: vthay[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

タイ ウィサル

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

環境作用による腐食や、車両交通による疲労等で劣化した橋梁などのインフラ
鋼構造物を対象として、鋼部材の補修・補強に関する研究を取り組みます。近年、
腐食しなく、軽量で現場でのハンドリングが良い炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）を活かして、鋼・コンクリート部材の新しい補修・補強技術として、
CFRP接着工法が注目されており、研究開発が活発に行われています。しかし、
CFRPと鋼部材の接着接合部に関して、解決すべき課題が残されています。そこ
で、私達は、CFRP接着による鋼構造物の補修・補強の設計法の確立に向け、接
着接合部の静的強度、疲労耐久性、クリープ特性、破壊メカニズムを明らかにす
ることを目的として、実験的・解析的な検討を行います。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究室に配属されると、まず前半では、ゼミ、ディスカッションを行いながら、国内外の文献調査をし、構
造工学分野に関する知識はもちろん、自分自身の研究課題の現状・課題解決のアプローチを身に着けます。そ
して後半では、試験体の設計・作製、載荷実験あるいは解析手法、解析検討パラメータの設定、データ分析と
いった一連の研究に取り組みます。また、なるべく同じ目線で教え合いながら、研究を進めたいと思っていま
す。

繊維強化プラスチックの強みを活かして、既設鋼構造物の維持管理の研究開発に貢献したいと考えています。

TEL: 028-689-6210
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構造工学，地震防災工学

・高い耐震性能を有する構造の開発
・鋼コンクリート複合構造の新しい構造形式の開発
・免震制震構造の動的応答特性の解明

橋梁，地震工学，構造工学，免震構造，制震構造，耐震
構造，鋼とコンクリートの複合構造

土木学会，日本コンクリート工学会，日本地震工学会，American Society
of Civil Engineer，International Association for Bridge and Structural
Engineering

新材料・新工法を用いた構造物の技術革新を目指しています．

地域デザイン科学部 教授 藤倉 修一
社会基盤デザイン学科 構造研究室

URL: https://sites.google.com/view/uustruct/home
Mail: shuichi.fujikura [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

ふじくら しゅういち

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

構造研究室では、橋梁をはじめとする社会基盤を支える構造物を対象
にして、地震といった災害に対して、強い技術や構造形式の研究を行っ
ています。また、複合構造や新しい材料を用いた新構造形式の開発も
行っています。いかに解析技術が発展しても、実際の現象を把握するこ
とは非常に重要です。実験を行うことにより実証し、さらに、FEMや動
的解析による数値解析技術を確立することによって、実験結果を実際の
構造物に応用し、実験だけでは把握しきれない現象を解明しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

構造分野では、橋梁構造物が有名ですが、ダムやトンネルといった
様々な構造物が成り立つかどうかを考えて、設計するための基礎となる
知識を学びます。
これまでに、日本だけでなく世界各国で、研究および実務経験を積ん

できました。こうした経験を生かして、実社会では何が求められている
のかを考えて、学生には指導しております。学生と海外を訪問する機会
を増やし、海外からの学生や研究者を積極的に受け入れ，海外と日本の
橋渡しになりたいと思っています。

新材料・新工法を用いた構造物の技術革新を目指しています．

・企業との共同研究を積極的に進め，共同で特許も出願しております．

TEL: 028-689-6227
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建設材料学

・コンクリート構造物の補修技術の開発
・コンクリート構造物の耐久性向上技術の開発
・建設材料のリサイクル技術の研究

モルタル・コンクリート材料技術，補修補強工法の開発，
新規建設材料の開発

土木学会、日本コンクリート工学会

世界初となる高性能な建設材料を、いくつも世に送り出しています

地域デザイン科学部 教授 藤原浩已
社会基盤デザイン学科 材料研究室

URL: http://civil.utsunomiya-u.ac.jp/material/fujiwarat2021.htm
Mail: fhiromi [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ふじわら ひろみ

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

・チクソトロピー性状を有する各種補修材料（商品名：なおしタル、キロフケールなど）を開発し、商品化して
います。これらの材料は建設業界において高く評価され、日本コンクリート工学協会技術賞を受賞しております。
・各種のリサイクル材料、現在はフライアッシュ、高炉スラグを微粉末化してシリカフュームの代替えとする研
究を行っております。
・コンクリートの耐久性向上のための技術開発、近年は尿素水溶液塗布による乾燥収縮低減工法や、クリンカー
骨材を用いてコンクリートの自己治癒性の付与方法などについて研究を行っております。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

・これまでに宇都宮大学ベストレクチャー賞を3度受賞しております。
・研究室では年に一度、海外研修を実施し、海外で活躍する日本人建設技術者と交流する機会を設けております。
これまでに、米国、韓国、台湾、タイ、シンガポールなどに研修で訪れております。
・大学院へ進学した学生には、海外における国際会議で自分の研究を発表する機会を設けております。これまで
に、アメリカ、イギリス、フランス、スペイン、ギリシャ、ハンガリー、チェコなどで学生たちが研究発表を行
いました。

・今後さらに世界初となるような技術の開発を行い、世に問うていこうと思います。

・50件以上の特許を出願しており、その内のかなりの数が権利化されております。そのほとんどは企業等との
共同出願の形を取っており、共同研究先の権利に十分配慮しております。

TEL: 028-689-6209

SDGs事例
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建設材料学，コンクリート工学

・各種産業副産物を有効利用した高付加価値・高性能コン
クリート製造技術
・チクソトロピー性を有する無機系補修・補強材料
・自己治癒性を有するコンクリートの開発

高強度コンクリート，高流動コンクリート，補修・補強
リサイクル，施工性向上

土木学会，日本コンクリート工学会

セメント・コンクリート材料の物性評価・耐久性評価も行います

地域デザイン科学部 准教授 丸岡正知
社会基盤デザイン学科 材料研究室

URL: http://www.cc.utsunomiya-u.ac.jp/~fhiromi/mainpage.htm 
Mail: mmaruoka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

まるおか まさのり

2017年5月更新

研究概要

社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【各種産業副産物を有効利用した高付加価値・高性能コンクリート製造技
術】
ヒトの社会活動に伴う多量の廃棄物・副産物の排出は避けられません。セ

メント・コンクリート産業では以前から他産業の廃棄物・副産物を有効活用
し，「産業の静脈」としての役割を担っていますが，これまで以上に需要が
高まっています。中でもセメントを使用しなくても従来以上の高強度・高耐
久性を有する硬化体の製造技術を構築しました。

【チクソトロピー性を有する無機系補修・補強材料】
セメントを含む無機系材料は，硬化する前は比較的容易に変形する流体材

料として扱われます。この材料構成を工夫することにより，マヨネーズやソ
フトクリームの様な容易に変形するが，外力がなくなるとそのままの形を保
つような性状を示すようになります．これをチクソトロピーと称します。こ
のような性質を実現することは無機系材料では困難ですが，工夫により実現
し，これまで難工事指定や困難な狭隘部や悪条件でも施工を可能とする材料
製造を可能としました．（右写真・図を参照）

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

企業との共同研究を中心に，実施工に適用可能な材料開発およびセメント
系材料に関する基礎研究を中心に研究活動を行います．
企業での実務経験も活用し、実践的かつ実益のある研究をおこなっています．
可能な限り様々な要望に対応しております．

実務で生じた問題について，様々な視点から検討をすすめ，より有益な成
果を還元できるようにしたいと考えています．

セメント・コンクリート材料を中心に，地域の要望・課題解決にも対応し
ます．

TEL: 028-689-6211

上り
約90m

吹付
位置

下り

約40m

国道から
山頂まで
約110m

国道

 
 

施工状況

施工前 施工後

写真　開発した法面保護材の施工例

材料を工夫することで90mの山登りを含め

700mの材料移送が可能．従来施工不可能

な危険部を保護可能とし安全に寄与します

 

図　長距離圧送吹付け施工の例
小径･長距離トンネルに全機材が入らない
最小限の機材をトンネル内に搬入

施工作業の省力化に貢献

小学校等への出前授業を通じ，建設分野の環境問題対策や社会貢献についても説明いたします．
特許：上記チクソトロピー性状を示すセメント系材料（関連４件）、メントクリンカーの骨材利用に関する研
究（関連２件）、高粘度ひび割れ補修材の高圧注入工法（１件）など

SDGs事例
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土木工学、プロジェクトマネジメント

・社会環境変化に対応した上下水道システムの構築
・社会資本整備に民間活力を用いるための手法
・国内外における再生可能エネルギーの開発普及

プロジェクトマネジメント，上下水道システム，民間活力
によるインフラ整備

土木学会、環境アセスメント学会

水質分析、蛍光X 線分析、エネルギー分散型X線分光法、SPSS・AMOS解析
建設コンサルタントとして電力開発ほか数多くの海外インフラ事業を経験

地域デザイン科学部 教授 山岡 暁
社会基盤デザイン学科 マネジメント研究室

URL: http://rd.utsunomiya-u.ac.jp/civil/staff/yamaoka.html 
Mail: yamaokast[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

やまおか さとし

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

1．社会環境変化に対応した上下水道システムの構築
老朽化が問題となる上下水道システムに対して、浄水処理の効率化や配水システムの延命化，配水系統の維持

管理のための新開発技術の導入などを、国内外のフィールド調査や屋外実験などによって研究しています。

2．社会資本整備に民間活力を用いるための手法
電力やその他社会資本の整備に、民間資金や手法を活用・導入するために、日本企業の弱みと強みを分析評価

し、日本企業が今後国際市場で受注するための効果的な契約や手法を研究しています。

3．国内外における再生可能エネルギーの開発普及
小水力や風力、太陽光、地熱などの再生可能エネルギーを開発・普及するために、発生エネルギーの安定性や

開発コスト抑制、社会自然環境影響などの課題を解決するための研究をしています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

地域デザイン科学部の他、修士課程の学生に、国際開発プロジェクトのマネジメントや経済分析の講義をして
います。近年は、国内外の上下水道システムについて配水系統の課題やその解決のための新技術導入について、
日本水道協会や、中国やインドネシアの大学で研究成果を発表しています。中国や東南アジアの大学やインフラ
整備の関係者とネットワークがあるので、それらの国々と共同で教育や研究をしています。

これまでの教育・研究成果を踏まえて、国内外で社会環境変化に対応した上下水道システムの構築、特に配水
系統の維持管理のための新技術の導入、を進めていく予定です。そのために、自治体や県内の優れた技術を有す
る中小企業と共同でプロジェクトを実施していきます。新技術導入のために、海外の大学とも共同研究を進め、
SDGsの6番目の目標：安全な水と衛生に貢献していきます。また、学生が就職後、海外で活躍できるように彼
らの研究を指導し、教育していきたい。

海外でのインフラプロジェクトやそのマネジメントについて、市民に対しては放送大学、県内高校生には高校
の出前授業で講義をしています。JICAや栃木県の建設会社と共同して、上下水道洗浄の新技術の実証試験をイ
ンドネシアで2019年8月に実施しました。栃木県の土木学会では、現在は副会長をしており、2016年8月には、
建設業関係者が海外市場での受注を目指すために、演題「建設業の国際化」の講演をしました。

TEL: 028-689-6213

SDGs事例
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建設マネジメント，エネルギー経済学，リスクガバナンス

・少子高齢化時代における地方建設現場への省力化技術の
導入と適用

・請負業者(contractor)と施工業者(constructor)の比較
分析－スイスと日本の比較研究

・再生可能エネルギーの普及に関する学生のリスク認識
分析の国際比較研究

建設マネジメント，ICTの導入，国際比較研究，エネルギー経済，リスクガ
バナンス

土木学会、土木学会i-Construction小委員会、土木学会国際連携小委員会

若手たちが輝ける社会システムを構築しましょう。

地域デザイン科学部 助教 王 玲玲
社会基盤デザイン学科マネジメント研究室

URL:  http:// researchmap.jp/lingling
Mail: lingling[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ワン リンリン

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

少子高齢化が急速に進む地方で営む建設会社にとって，省力化技術の導入は極めて重要ですが，実際には躊躇
してしまう経営者が少なくありません．地方建設会社が省力化技術の導入を検討する際に，経営者がどのような
リスク認識を持っているかを分析します．また，建設会社は，現場労働者や重機は自社では保有しない「請負業
者」と，それらの大部分を保有する「施工業者」に大別されます．日本の地方建設会社の大部分は請負業者の形
態を採っています．少子高齢化が進み，かつ，自然災害の被害が激甚化している時代には，現場労働者を大切に
育て，災害時には機動的に対応できる施工業者の役割が益々重要になると考えられます．本研究では，リスクマ
ネジメント，制度分析，ゲーム理論の手法を用いて，多くの施工業者が活躍しているスイスと日本の地方建設マ
ネジメントシステムに関する比較研究を行います．
エネルギー経済学分野では，将来を期待されている再生可能エネルギーですが，様々な課題も指摘されていま

す．本研究では，リスクマネジメントとライフサイクルコスト分析に基づいて各再生可能エネルギーを評価し，
それぞれの将来性を検討します．また，再生可能エネルギー普及に関する人々のリスク認識は、国・地域によっ
て大きく異なると考えられます。持続可能な発展を実現するためには、学生のリスク認識を正確に把握し、リス
クリテラシーを高める環境教育を行っていく必要があります。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育に関しては，学生の能力を伸ばすために，内発的動機づけが重要です．学生の強みと弱みを把握して，
パーソナライズの教育が大事と思います．
研究活動に関しては，研究方向と研究問題を正しい把握・理解するために，研究調査は不可欠です．さらに，

経済分野やリスクガバナンス分野の知識を用いて，問題を解決し，社会システムを構築することを目指します．

建設現場で技能者の労働環境改善するために，新技術やシステムの開発
発注者，ゼネコン，コンサル，大学を連携するi-Construction教育のグランドデサントの構築

土木学会i-Construction小委員会委員およびi-Construction職能・人材育成・教育WGの幹事長を務めており
ます．i-Construction教育に関する研究に貢献したいと思います．

TEL: 028-689-6223

SDGs事例
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西洋美術史

・イギリス風景画の研究
・18－19世紀の挿絵版画の研究
・エンブレムの研究

イギリス美術，挿絵版画，エンブレム

美術史学会、美学会、イギリスロマン派学会

ー

国際学部 准教授 出羽尚
国際学科

URL: 
Mail: izuha[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いずは たかし

2018年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

イギリス美術史、特にターナーを中心とした18-19世紀の風景画研究。美術史の基礎である様式分析を核にし
つつ、作品制作に近接する美学、文学、産業、社会といった問題との関連も視座に研究を進めている。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

文化・美術を研究する際の基本的な方法論を身に着けることを目標とし、そのために必要な資料収集整理、文
献調査、フィールド・ワーク等の実践を重視した教育を行っている。

将来的には、学生の研究活動を、地域社会の貢献に役立てる可能性についても考えたい。

学部附属の多文化公共圏センターの事業を通じた地域貢献活動のほか、高校での出前講座を実施している。

TEL: 028-649-5221

SDGs事例
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経済学

・アメリカにおける金融制度の歴史・機能

アメリカ経済，金融制度，国際経済

日本国際経済学会、証券経済学会

ー

国際学部 教授 磯谷 玲
国際学科

URL: -
Mail: isoya[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いそや あきら

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

主に1980年代以降のアメリカ経済の展開や成長を、制度、資金循環、中間層の推移、実践的規範と行動の側
面から研究しています。その際以下の二つの点が重要だと考えています。一つは経済活動と制度は不可分の関係
にあり、経済過程の理解には制度等の理解が不可欠だということです。2点目はよく言われる様に制度は真空状
態の中から作られるものではなく、先行する制度の影響を強く受けるということ、そして制度を形成していく際
にも、またその制度を利用していく際にも、不完全な情報と不十分な能力の下で意思決定し、行動することにな
る、ということです。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

アメリカ経済を対象とした授業では、経済過程だけでなく、政治・社会に関わる要因も含めて扱うことを心が
けています。アメリカに即して言えば、出発点としての植民地、連邦と州という二元国家、人種差別問題、など
です。金科玉条の如く扱われる「選択の自由」も上記の要因を含む歴史的な過程を認識して、初めて十全な理解
に達することができると考えていますし、この意味では世界は「フラット」ではないと理解しています。

引き続きアメリカの制度についての研究を進める予定です。制度研究はその対象や結論が「どの国にも共通す
るもの」か「各国・地域に特殊なもの」かに区分されることがありますが、このことを含め社会科学における
「普遍性」にも関心があります。
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国際開発（人材育成）

・ガバナンスと市民社会
・スリランカのプランテーション農園コミュニティ
・コミュニティ開発
・人材育成とキャパシティ・デベロップメント
・プロジェクト・マネッジメント

スリランカ，紅茶， NGO ，コミュニティ開発，ファシリ
テーション，緊急援助と復興・開発，ナッジ，おもてなし

国際開発学会、南アジア学会、日本NPO学会、行動経済学会

ー

国際学部 准教授 栗原俊輔
国際学科

URL:  https://www.instagram.com/uu_tea_srilanka/
Mail: shunsuke[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

くりはら しゅんすけ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

-国際開発： 国際開発におけるガバナンスと組織開発、コミュニティ開発をテーマに、おもにスリランカを事
例にし、市民レベルでの国際協力への参加について、セイロンティーを通した現地労働者コミュニティと日本、
特に紅茶消費量全国上位である宇都宮市を例に取り、効果的なつながり方を、行動経済学の要素も取り入れ実
践・研究している。
-市民社会と行動経済学： 国内では市民社会の活性化を目指すべく、学生任意団体「宇都宮おもてなし隊」を
立ち上げ、JR東日本と協力し宇都宮駅を利用するインバウンドへのおもてなし活動、宇都宮車掌区とのインバウ
ンド客の列車緊急避難誘導の方法を検討・研究している。
1)国際開発： スリランカで13年間勤務した経験と人脈をもとに、定期的な現地訪問による現地での実証研究、
コミュニティや関係者、現地の大学（Peradeniya University、Open University）の研究者と交流をはじめ、
行動経済学の様々な手法を現地コミュニティの抱える問題への応用を実証・実践している。スリランカの紅茶プ
ランテーション農園コミュニティとの交流と現地の問題解決を行うために、「UU-TEA」プロジェクトを立ち上
げ、学生と現地のコミュニティ、特に同世代の青年層との交流を促進しながら、現地が抱える問題を話し合い、
解決策を模索している。同時にUU-TEAの活動を日本国内、世界に発信する活動も学生が中心になり実践してお
り、インスタグラムを開設し、日本語と英語で定期的に現地の状況を発信している。
2)行動経済学と市民社会： 宇都宮駅でのおもてなし活動を通して、インバウンドの視点からの街の魅力の再発
見と発信、日本語の分からない鉄道利用者への効果的な緊急避難誘導を学生も巻き込み、定期的にJR東日本関係
者と協議している。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

授業におけるアクティブ・ラーニングを意識した教育の実践。学生を巻き込んだ、スリランカの紅茶プラン
テーション農園コミュニティとの交流を通した、国際開発・国際協力の体系的な理解の促進。

行動経済学の手法を取り入れ、現地の貧困削減、住環境改善、教育改善を試みるとともに、日本国内での支援
者・理解者の拡大を行っていく。

-高大連携： 栃木県立佐野高校（SGH校）との、スリランカを題材にした、高校生による国際協力の在り方
-UU-TEA： 宇都宮市役所広報広聴課との連携。紅茶消費量全国上位である宇都宮市プロモーションの一環と
して、UU-TEAの活動の広報・発信
-JR東日本宇都宮駅・宇都宮車掌区： 駅の魅力の向上（学生によるおもてなし活動）、インバウンド客の緊急
避難誘導の検討等
-宇都宮市おもてなし推進員

TEL: 028-649-5193

SDGs事例
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アフリカ研究、発展論

・タンザニアにおける社会開発と文化、内発的発展
・タンザニアにおける母子保健とジェンダー

（女性世帯主世帯、男女分業）
・タンザニアにおける薬用・食用植物に関する在来知の
地域還元

タンザニア，社会開発と文化，女性と子ども，
在来資源・在来知の地域還元，音楽，内発的発展

日本アフリカ学会 国際開発学会

地域の資源や知識を搾取するのではなく、地域に還元できる形での連携を
歓迎します。

国際学部 教授 阪本公美子
国際学科

URL: http://d.hatena.ne.jp/Sakamoto__Kumiko/20110401/1301657759
Mail:  ksaka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さかもと くみこ

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

●タンザニアにおける社会開発と文化、内発的発展
ユニセフと国連開発計画のタンザニア事務所に勤務した経験の中で、国際機関が各国の政策を影響しすすめる

「社会開発」は、必ずしもコミュニティレベルで共有できているものではないことを実感しました。社会開発と
地域文化はどのようにかかわっているのか、内発的発展の実現方法など、「開発」が「遅れている」と認識され
ている地域に焦点を当て、博士論文でテーマとし、今も関心を持ち続けています。
●タンザニアにおける母子保健とジェンダー（母系的社会、女性世帯主世帯、男女分業）

女性と子どもの健康、母系的社会、女性の中でもシングルで家計を切り盛りしている女性世帯主世帯、そして
男女分業について、研究してきました。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

●国際機関での実務経験、タンザニア農村での調査経験、社会の構造的理解が、教育・研究活動の特徴と強みです。
●基盤教育では、「アフリカ学入門」、専門科目では「アフリカ論」や「途上国経済発展論」を担当しています。
とくに「アフリカ学入門」では、アフリカの女性の労働体験（籾摺りや水くみ）、タンザニアの村民になり
きって演技するロール・プレー、アフリカ関連イベントの参加、アフリカからの留学生やアフリカを体験した
先輩との交流など、アクティブ・ラーニングを重視しています。

●研究は、タンザニアの中でも比較的発展が「遅れている」と認識されている
地域の「豊かさ」（相互扶助、祭りや芸能、地域資源・在来知）に焦点を当
て、新たな価値観に基づく社会のあり方や、内発的発展を模索しています。

●タンザニアにおける薬用・食用植物に関する在来知の地域還元
タンザニアの人々は、地元の植物資源に関する薬用・食用知識が豊富です。
それらが継承され、人々の健康や栄養に還元できるよう、研究をすすめて
います。

●地域の資源や知識を搾取するのではなく、地域に還元できる形での連携を歓迎します。
●例えば、タンザニア中部ドドマ州で活動してきたNGOは、地域での利用を主眼にバオバブ油、ロゼーラ、モリ
ンガなどを開発・普及してきましたが、バオバブ油に関する研究など求められているとともに、日本でもフェ
アー・トレード的につながることができる可能性もあります。
●音楽芸能（太鼓と踊りと歌）グループのプロモーションへの協力など、大歓迎です。
●タンザニア農村が舞台で、国際協力・植林・太鼓をテーマとした絵本を、クラウドファンディングを通じて多く
の方々の応援を得て出版し、タンザニアに贈呈予定です。

TEL: 028-649-5180

SDGs事例
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英語学・言語学

・言語の普遍的特性から見た英文法研究
・日英語比較を中心とした言語比較
・言語研究の成果を言語学習や翻訳に応用する研究

英語研究，言語研究一般，英語・言語研究の普及と英語
教育への応用

日本英語学会、日本英文學会、英語語法文法学会、
The Linguistic Society of America

英語研究・言語研究の紹介および英語教育への応用研究ができます。

国際学部 教授 佐々木一隆
国際学科 国際文化研究専攻／国際学研究専攻

URL: 
Mail: sasaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ささき かずたか

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

言語には多様性とともに普遍性が存在するという考え方に基づいて、英語の名詞句について、構造と機能、形
式と意味の対応、コミュニュケーション、歴史や母語獲得などの観点から、総合的かつ動的に捉えようとする研
究をしています。また、英語と日本語などを比較したり、言語研究の成果を言語学習に応用したりすることも視
野に入れています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

言語普遍性の考えに基づいて、英語に力点を置きながら、言語の構造と機能について講義しています。英語と
日本語などの比較も扱っています。演習では、英語または日本語で書かれた学術書や論文を読み、その概要を捉
え、精読もしながら考察を行っています。また、卒業論文・修士論文・博士論文の指導を重視し、学術論文の英
文執筆をめざした英語の授業なども担当している点に特徴があります。

現在は学生を中心に講義や演習を行っていますが、今後は地域への貢献をもう少し拡充したいと思います。対
象は学校、自治体、民間企業などが考えられます。また、言語研究の成果を言語学習や翻訳に応用する研究にご
協力いただける学校、自治体、企業がありましたらお声がけいただければ幸いです。

これまで取り組んできた主な社会活動：宇都宮市社会教育委員（2013年〜現在）、放送大学栃木学習セン
ター非常勤講師・面接授業・専門科目「人間と文化（ことばと文化について考える）」（2017年11月予定）・
共通科目「外国語（日本語から見る英語の読解と作文）」（2012年）、栃木県高等学校教育研究会国際理解教
育部会等講演：「国際理解における言語活動の諸相」（2014年）。高等学校などでの出前授業、高大連携事業
での高校生へのコメント、高校訪問による進路指導部との意見交換も行っています。
大学教員でないとできない活動を継続しながら、大学をもっと身近に感じてもらい、大学も地域の一部として

活動できるよう今後も取り組んでいきます。

TEL: 028-649-5208
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国際関係論・国際機構論・平和研究

・国連安全保障体制における武力紛争下の一般市民の保護
について

・東電福島原発事故による栃木県の被災問題について
・原子力エネルギー利用をめぐる国際政治について

国連安全保障体制，人間の安全保障，原発震災の被害と
人権問題

国際法学会・国際政治学会・日本平和学会

市民団体の勉強会等で講師を担当することが可能です

国際学部 教授 清水奈名子
国際学科

URL: http://researchmap.jp/nanakoshimizu
Mail: nshimizu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

しみず ななこ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

主に国際連合の安全保障体制について研究しています。国際関係を考察する際に、国際連合のような制度に注
目して、武力紛争の際に最も犠牲となる割合の高い一般市民をどのように保護していくかについて考察してきま
した。
2011年の原発震災後は、人間の安全保障と原発事故被害の関係についても研究を続けています。いずれの研

究課題についても共通する「問い」は、戦争や原発事故のような国家的危機に際して、なぜ政府は一般市民の保
護を優先せず、被害を切り捨ててしまうのか、という問題です。「国家は国民を守らない」という問題が過去か
ら現在にかけて続いていることを学ぶことによって、現代社会の何が問題であり、どう改善していくのか、一人
ひとりの市民に何ができるのかについて、初めて考えることができると思っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

「戦争と平和」に関する問題について考える授業の一環として、宇都宮市内の戦争遺跡を訪問するスタディー
ツアーを、市民団体の協力のもとに実施しています。また東電福島原発事故が提起した問題を、宇都宮大学にあ
る5つの学部から教員が集まり、文系理系を越えて考える「3.11と学問の不確かさ」という授業も、2012年以
降毎年続けています。これらの授業の際に、研究成果である原発事故の被災状況等を報告するシンポジウムや勉
強会を開催し、一般公開もしてきました。さらに戦争の被害であれ、原発事故の被害であれ、当事者の証言を読
む作業を授業に取り入れています。公の歴史の中では記録されにくい被害者の声を聴きとるために必要であると
考えているからです。

原発震災から時間が経過するにつれて、事故と被害の風化が進んでいます。しかし残念ながら、原発事故の終
息は見通すことができず、現在も被害が続いていることを、教育と研究の両分野で今後も発信していきたいと思
います。

「安全保障関連法案（安保法制）」「集団的自衛権」「核抑止論」「テロ防止」など、安全保障に関するキー
ワードが、日本のニュースを騒がせる時代になっています。これらの言葉の意味は何であるのか、どのような主
体がいかなる目的でこれらの言葉を使っているのか、実際に実施されてきた政策や国際的制度とどのような関係
があるのかなどについて、地域の市民団体やサークル活動関係者、公民館等での勉強会や講演会の講師を務めて
きました。
さらに、東電福島原発事故後に栃木県に避難していらした方々、そして栃木県北地域において放射能汚染問題

に苦しんでいる被災者の方々の聞き取り調査を行い、証言集にまとめて大学の教材としているほか、メディアへ
の情報発信を続けています。

TEL: 028-649-5170

SDGs事例
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社会学

・地域社会と移動
・多文化共生
・エスニック・タウン

移民，エスニシティ，多文化共生，都市，地域社会，観光

日本社会学会、関東社会学会、日本都市社会学会、関東都
市学会

2022年4月に宇都宮大学に着任いたしました。

国際学部 助教 申 惠媛
国際学科

URL: https://researchmap.jp/shyewon
Mail: hshin[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

シン ヒェウォン

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

社会学を軸に、日本におけるエスニック空間の研究に取り組んでいます。エスニック・マイノリティの集住地
域のみならず、ビジネスや表象等を含め多様な形でのエスニシティの空間的集中が見られる地域とそこで織りな
される社会関係に着目し、地域社会と移動、エスニシティをめぐる研究を目指しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育活動については、主に社会学の観点から多文化共生に関する知識を身につけ、実証的に研究する方法を習
得できる教育を目指します。そのための素地として、語学教育を通じた外国語能力の強化、異文化・社会理解の
促進も図っていきます。また、自身の経験を活かし、多様なバックグラウンドをもつ学生の相談に応じたいと考
えています。
研究活動については、これまで主に、日本有数の外国人集住地域である新宿区大久保地域に形成されたエス

ニックな観光地「新大久保」を事例に研究を進めてきました。「外国人住民」の急速な増加に見られるような居
住空間としての多文化化のみならず、エスニック財を主要観光資源とする観光地化をも経験した地域において、
これにかかわる人々が織りなす関係はどのように変化したのか。また、そのことは移動をキーワードに今日の
「地域社会」を考えるとき、どのような示唆を与えてくれるのか。これらの疑問に答えることで、移民・エスニ
シティ研究と都市・地域研究の（再）接続を目指しました。

今後の研究の展望としては、大きく二つの方向性を目指しています。第一に、これまでの研究内容を引き継ぎ、
必ずしも集住に限定されないエスニック空間の研究を進めることです。日本の事例を中心に、国際比較研究とし
ての発展、国内の研究蓄積との接続の両方を目指しています。第二に、これまでのエスニック空間の研究を基盤
としながら、移動を前提とする「地域社会」を捉えるための分析枠組みを発展させていくことです。居住（定
住）に加え、より多様な形で地域とかかわるようになった人々からなる「社会」をいかに捉えることができるの
かを、エスニック空間に限らず研究していきたいと考えています。

研究に関連の深い自治体や団体の委員、参加学会の編集委員・企画委員を務める他、学術翻訳・通訳にも貢献
しています。
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ラテンアメリカ論

・ラテンアメリカ及びカリブ海沿岸における長期経済成長
と財政政策

・アジア太平洋諸国における高等教育政策と雇用
・ペルー・日本における日系ペルー人コミュニティ

ラテンアメリカ経済，高等教育と雇用，日系人社会

LASA、ALADAA、EAJS、日本イスパニヤ学会

特になし

国際学部 准教授 スエヨシ アナ
国際学科

URL: 
Mail: sueyoshi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

2018年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

ラテンアメリカ及びカリブ海沿岸における長期経済成長と財政政策
ラテンアメリカ諸国の長期的経済成長の源泉としての財政政策の意義を内性的経済成長理論の枠組みでダイナ

ミックパネルデータ分析を用いて検証するものである。

アジア太平洋諸国における高等教育政策と雇用
日本・マレーシア・メキシコにおける高等教育政策及び雇用に関する検討で、特に雇用に対する高等教育政策

の影響を明確にすることである。そのため、関連する3つの領域(行政、企業、教育機関)に調査を実施すること
になった。

日本・ペルーにおける日系ペルー人コミュニティ
日本からペルーへ帰国した子供たちは、日本での生活と母国ペルーでの生活を経済的な面や道徳的な面を比較

しながら、生活している。ペルーへ帰国した子供たちの母国での様子を、両国での生活に対するかれらの評価や
意見などを比較しながら検討している。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

様々な意味で多様性（学際的・地理的）を参考にしながら、外国の大学の教員と連携し研究を行っている。

ペルーのランバイエケ州における1899年から第二次大戦前まで日系人史について資料収集し、かれらの大農
園の労働者・自営業者としての活躍を検討し、経済的な面でのペルー社会への影響を明らかにする。

日本では、「ラテンアメリカは遠いところ」という印象が持たれる傾向があります。私は、一般の方にもラテ
ンアメリカ世界を幅広く紹介し、日本とラテンアメリカ及びカリブ海沿岸諸国との距離を縮めていきたいと考え
ています。具体的には、長い歴史を持つ日本人移民とかれらの子孫は、日本・ペルー両国をつないでいますので、
日本における日系人社会のことをペルーへ伝え、逆に、ペルーにおける日系人社会のことを日本へ伝える活動な
どを推進していきたいと思います。

TEL: 028-649-5175
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教育社会学 外国語教育

・多文化主義・多文化教育に関する研究
・学校教育・教師教育に関する研究
・言語教育に関する研究

グローバリゼーション，多文化教育，言語教育，
クリティカル・シンキング

American Education Association（アメリカ教育学会）
日本教育社会学会

ー

国際学部 教授 戚 傑
国際学科

URL: www.utsunomiya-u.ac.jp/scholarlist/installation/dep4/chi_je.php 
Mail: jqi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

チー ジェ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

ポスト構造主義・ポスト植民主義の観点から学校教育・言語教育に関する研究・分析を行っています。具体的
には、社会と教育がどのようにして人間を形成し、社会の中で、特に教育を通して形成された人間の価値基準が
再び社会や教育に作用するプロセスについて論理と実証の両面から検証を試みています。その一環として近年、
グローバリゼーションと多文化教育の在り方に関する研究も行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

【教育活動】
教育活動において常に、学生の論理的思考力と創造性を引き出すことを重視して、思考・研究能力を養う訓練

に力点を置いた教育実践を行っております。固定観念を持たずに、積極的に問題提起することを学生に促し、提
起した問題については徹底した論理的思考と実践的探求をあきらめることなく続けられるように繰り返し訓練す
ることに心掛けています。また、異なる文化をもつ人々とコミュニケーションをとる際に必要な能力と態度を養
うことも重要な教育目標と考えて授業、研究指導等を行っています。さらに、調査方法など研究の方法論に関す
る指導や論文作成の技法に関する指導も行います。
【研究活動】
多文化教育、言語教育、学校教育やグローバリゼーションを中心に国内外の学者との共同研究を行っていま

す。現在取り組んでいる研究課題の一つは、ポスト・コロニアルイズム理論に基づいた、人の移動とグローバリ
ゼーションに関する研究です。ポスト・コロニアルイズムの研究では、文化の独自性と各文化圏の歴史的特殊性
に注目して、経済が急速にグローバル化している今日の人の移動と旧植民地からヨーロッパ諸国への移住との相
違点の解明に努めて研究を進めております。また、多文化社会に関する研究の一環として、多くの移民が流入し
ている先進国という「メトロポリス」における自己と他者をカテゴリー化する仕組みとその変遷に関する考察を
続けております。

グローバル化・ボーダレス化が進む今日において、異なる民族や文化背景を持つ人々が共に暮らす社会のあ
り方と、その実現を確固たるものにするための教育のあり方を探求することがますます必要となって来ている
と思います。多文化主義、多文化共生、国際比較教育や外国人児童生徒教育などのテーマについて引き続き関
心を持って取り組んでいきたいと思います。

日本の社会、教育について、積極的に海外に発信すると同時に、海外の研究手法・教育実践を日本に紹介する
ことにも心掛けていきたいと思います。また、講演、市民公開講座や高校での出前講座も実施しています。大学
の社会的責任を十分自覚して社会や地域に貢献できるよう今後も活動していきます。

TEL: 028-649-5237
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心理学（感情心理学）

・表情を通した感情コミュニケーション
・表情と感情の文化差
・共感と排斥

感情，コミュニケーション，表情，文化，共感，排斥

日本感情心理学会、日本心理学会、日本社会心理学会、
日本顔学会、ISRE(International Society for Research on Emotion)

感情に注目して私たちの生活を振り返ってみましょう。

国際学部 教授 中村 真
国際学科

URL: -
Mail: nakamura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

なかむら まこと

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

感情心理学、感情とコミュニケーションの心理学について研究しています。特に、顔や表情を通した感情の
コミュニケーション、そのようなコミュニケーションにおける表情と文脈の重要性、感情のあらわし方の文化
差に興味を持っています。また、近年は、法や倫理、国際関係、文学などにおける感情の役割にも関心が広が
りつつあり、差別やヘイトスピーチのような排斥的行動の背景にある心理的プロセスと感情の関係について、
研究を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

心理学的研究法・実験計画法に基づき、主に対面の対人コミュニケーション場面における表情を通した感情の
判断について分析するための調査と実験を行ってきました。特に、感情の判断に影響を与える文脈情報として、
感情表出場面の公私の度合い、表出者の性別、国籍などを取り上げました。近年は、排斥に関わる心理学的プロ
セスにおいて、感情がどのような役割を果たしているかという観点から、主に、ウェブ調査の手法で分析を行っ
ています。

顔や表情に焦点を当てた感情とコミュニケーションに関する研究を継続しつつ、より広い、社会的文脈におけ
る感情に関わる現象について研究を進めたいと考えています。共感と排斥、感情が排斥行動にどのように結びつ
いているかという問題をさらに検討しつつ、社会的共生に関わる課題や問題を解明し、対応の可能性について考
えたいと思います。

感情やコミュニケーションに関わるテーマの講演や講座の講師を務めてきました。また、多文化共生の取り組
みについて検討するためには、偏見や差別を含む、排斥の背景にある心理学的な問題を理解しておくことが重要
です。このような観点から、自治体、教育機関、企業などにおける教育活動を支援することができます。

2022年7月更新
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国際関係法、国際人権論、平和構築論、アフリカ政治

・アフリカにおける人権保障と平和構築
・国際的な刑事裁判所の課題と展望
・国際人権、平和構築ワークショップの地域での実践

国際刑事裁判所，紛争，アフリカ連合，人権ワークショップ

国際人権法学会、人間の安全保障学会、日本国際政治学会、日本平和学
会、アフリカ学会、日本国際連合学会、グローバル・ガバナンス学会

国際機関、NGO、政府機関等での実務経験を生かし、理論と実務の架橋と
なるような学際的な研究アプローチを試みています。

国際学部 准教授 藤井広重
国際学科藤井研究室

URL: https://www.fujiih.com/（研究室の活動） https://researchmap.jp/fujiih（研究業績）
Mail: fujiih [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

ふじい ひろしげ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

アフリカと法をテーマとした研究に取り組んでいます。とりわけ、アフリカにおける紛
争後の平和構築において、国際刑事裁判所などの国際的な裁判所の活動や期待されている
“役割”が、現地社会や国連平和維持活動など他の国際的なアクターに対し、如何なる影響
を与えているのかについて理論と事例研究を中心に探究しています。また、これまで、
ガーナ、南スーダン、南アフリカ、ウガンダ、マラウイ、ナミビア、エエチオピア等、ア
フリカを中心にフィールド調査を実施してきました。内閣府勤務時は、国際人権と刑事司
法の専門家として、自衛隊の海外派遣前研修担当講師を務めた他、マリ平和維持学校から
も招聘を受け講義を開講しました。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

国際的なルールが形成され発展してきた背景を捉えることで、現在の社会が抱える課題
に対し、私たちはどう向き合うべきか議論、考察します。講義では、インタラクティブな
講義を通し、学生の発信力の育成にも力を入れ、具体的には国際人道法の模擬裁判大会や
ロールプレイ大会への出場を指導し、学生とともに日本代表を目指しています。ゼミ合宿
ではオランダ・ハーグの国際法廷を訪問し、国連職員や国際判事との面会の機会をつくっ
てきました。ゼミ生も、国連、ICRC、JICAや国際NGOにてインターン生として採用され
てきた実績があります。

生まれは滋賀県の長浜です。子ども頃は「国際」とは無縁でした。だからこそ、まだまだ国際社会を身近に感
じづらい学生の気持ちも少しわかるような気がしています。限られた経験かもしれませんが、私がこれまでに国
際的な場で働いて感じたことを学生に伝え、自らのキャリアを考えるきっかけになればと願っています。2019
年よりゼミ生と平和構築や国際人権について理解を深めて頂くワークショップを地域の子どもたちを対象に開催
しています。ゼミ生にとっても良い学びの場となっており、今後も継続的に取り組んでいきます。詳しくはお問
い合わせください。

・2021年 第9回若手難民研究者奨励賞
・2020年、2021年度宇都宮大学SDGs推進奨励賞「子どもの権利を通した平和・公正の達成に向けて」（研究
室）
・2020年、2021年宇都宮大学SDGsグローバルウィークを企画 「コロナ禍のもと、 国際人権について考え
る」（2021）
・第17回、第18回 宇都宮大学ベストレクチャー賞基盤教育科目：国際化と人権
・2019年12月 宇都宮市主催 大学生によるまちづくり提案発表会2019 第1位「あらゆる場面においても、
子どもの権利保障に向けた市民参加型アプローチの実践」（研究室）

SDGs事例
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フランス文学・思想・文化

・黎明期の写真技術と写真批評史
・19世紀フランスの科学普及活動における科学と非科学

19世紀フランス，写真史，科学普及活動，心霊主義

日本フランス語フランス文学会
日本科学史学会

2019年4月に宇都宮大学に着任いたしました。

国際学部 助教 槙野佳奈子
国際学科

URL: https://researchmap.jp/kanako_makino
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

まきの かなこ

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

19世紀のフランス文学・思想・文化を研究対象としています。19世紀フランスにおいて、当時新生の技術で
あった写真が「科学」と「芸術」の関係の中でいかに受け入れられていったのかという点、そして同時代の科学
普及活動の中で「科学」と「非科学」の境界はいかに捉えられていたのかという点について、当時の出版物を中
心に研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育活動においては、文献を自力で読み進められる力を養うことを目指しています。自分自身で考え、自らの
言葉で語ること、そして他人の言葉にも耳を傾けて違いを尊重し合うことを、授業では大事にしたいと考えてい
ます。2011年から2016年までの5年間、フランスの大学で外国人教員として教壇に立ちながら現地で博士論文
を提出した経験も踏まえ、海外留学や異文化交流などに関する相談にも乗りたいと思っています。
研究活動においては、写真や鉄道といった数々の新技術が登場し急速に普及していった19世紀のフランスに

着目しており、同時代の「科学普及活動」を主要な研究テーマとしています。専門的で高度な科学を人々に広く
「開いて」いこうとする科学普及活動の最も初期の形態を分析することで、今日ますます重要となっている、難
解な科学に対する一般人からの理解や共感をいかに呼び起こすことができるのかという点についても解明したい
と思っています。

私が手掛けている研究は19世紀のフランスという過去の事象を主に分析するものですが、特定の時代や地域
を超えた普遍性をそこに見出そうとすることで、今日の科学と人々をめぐる諸問題についても、新たな視点を引
き出すことを目標としています。
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日本文化論・身体文化学

・日本の近代化と伝統文化の継承
・日本の国際化と多文化
・日本の身体技法と機能解剖学

文化の異質性と同質性，俳句の国際化，季節感の共有，能，
身体技法，ボディメソッド，声，呼吸，姿勢，日本語

日本比較文学会、日本近代文学会、日本文芸学会、俳文学会、ヨーロッパ
日本研究協会、国際融合文化学会、比較舞踊学会、国際ダンス医科学会、
美術史学会、明治美術学会

生まれ育った日本への思いと、海外への関心が、私の研究と教育の原点で
す。

国際学部 教授 松井 貴子
国際学科

URL: -
Mail: mtaka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつい たかこ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

西洋受容による近代化という視点から西洋美術に影響を受けた俳句の写生概念の変容に
ついて、日欧の資料を駆使して研究し、高く評価されました。（日本比較文学会賞受賞
2003年）ハワイとアラスカの俳句から、季節感の異質性と同質性を考え始め、近年は、
チェコの俳句会に出会って、句会を通して交流を重ね、四季のある中欧と日本の季節感を
どのように共有できるか模索しています。身体文化研究として、能と日本語に注目し、日
本語の構音の特徴を機能解剖学によって分析する研究を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

多文化の視野で日本を意識し、考察すること、自分の言葉で日本を発信す
ることを目標としています。授業をしている講堂は、登録有形文化財で、樹
齢を重ねた木々に囲まれた美しい建物です。とても快く声が共鳴します。こ
の恵まれた環境で、学生たちが日本語を力強く響かせて発言できる姿勢、呼
吸、構音のための身体コンディショニングも同時に実践しています。

俳句と能は、現在まで継承されてきた伝統文化です。これらに共通するのは、日本語の繊細
な感覚を磨き、時代を超える普遍的なメッセージを他者に発信していることです。俳人や能楽
師の健康寿命が長い秘訣は何なのか、とても興味を惹かれます。身体技法と言葉の力を探究し、
現代の私たちに有用な特質を見出して、実践に役立てることを企図しています。

機能解剖学を活かしたボディメソッドで快適な身体使いを提案するワークショップ、豊か
な響きのある日本語の構音を探究するクラス、日本文化に親しむ講座を提供したいと思って
います。《これまでの実績》大学の公開講座コーディネーター「声とことばの表現講座―声
とからだと想像力をつかう―」「能を楽しむ」「日本人の身体と生活―『身の処し方』を歴
史に学ぶ―」「からだのメソッド―立居振舞いの技術―」／美術館でのワークショップ：展
示作品から俳句を詠む／高校への出張授業：小さくて大きな俳句の世界／県の文化振興審議
会委員
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国際政治学、東アジア国際政治史

・総力戦と冷戦の比較研究
・現代東アジア国際政治史
・現代中国政治外交

総力戦，戦後秩序，現代中国

日本国際政治学会、アジア政経学会、北東アジア学会、グ
ローバル・ガバナンス学会、中国現代史研究会

ー

国際学部 准教授 松村史紀
国際学科

URL: 
Mail: f-matsu [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつむら ふみのり

2022年1月更新

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

戦争や危機は多くのばあい、特定の人間や集団にのみその責任を帰すことは難しい。複雑きわまりない現代社
会であれば、なおさらである。「世の中のいざこざは、悪意や悪だくみよりも、誤解や怠惰によることのほうが
はるかに多いらしいのだ」（ゲーテ「若きウェルテルの悩み」）とすれば、過去のひとびとは情報、時間、手段
いずれをも制約されるなかで、どのような決断を迫られたのか。この問題に正面から取り組むことが過去の悲劇
を理解する正攻法になると考える。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育と研究いずれにおいても、以下の三点を指針にしている。
１．真理を求める研究者にとって、教育とは「産婆役」に近い。教師は生徒の学習を「先導」するものではあろ
うが、その営みはおうおうにして「扇動」に堕する。これでは人は育たない。かつてソクラテスはみずからを他
者の子供（知恵）を引き出す「産婆」に例えた（プラトン『テアイテトス』）。産婆役にも豊富な知恵は要る。
表面的な成果に喜ぶよりも、古典と格闘するなど地道な勉強だけがその源泉をもたらしてくれると考える。
２．研究対象からほどよい距離をおく。「ミネルヴァの梟は夕暮れに飛び立つ」のだとすれば、ものごとがさか
んなうちにその何たるかを見きわめることは至難であろう。人里離れた「魔の山」（トーマス・マン）にこもれ
ば、かえって人間や社会の深遠なすがたに気づくということもあるのではないか。
３．科学的説明を精緻化する技術よりも、ものごとの解釈をふかめることに重きをおく。かつて軍人クラウゼ
ヴィッツは「政治は知性であり、戦争はその道具にすぎない、決してその逆ではない」と説いた。日ごと軍事技
術が転変する近代にあってもなお、軍事問題はその道の専門家（軍人）ではなく、総体としての知恵を身につけ
た政治家に託すべきだとした。またロシア文学にも精通した学識豊かな米外交官G.F.ケナンは「国際問題にあた
るさい、われわれは技師ではなく庭師たるべきである」ことを肝に銘じた。高度な科学技術で武装した集団がた
がいに関係を織りなす国際政治の舞台にあってもなお、技師に転じることなく、あくまでも人文的な知恵を頼り
にせよとの謂いである。国際政治のできごとを理解する根幹にはその教養がなくてはならない。

20世紀前半までに猛威を振るった「総力戦」がその後半にさしかかって非公式なものに転じるありようを見
定めながら、東アジア地域がその大きな転換のなかでどのような国際政治の基礎を形作っていくのかを史的過程
をふまえて考えていきたい。

TEL: 028-649-5190

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

北東アジア学会、アジア政経学会では編集委員会、グローバル・ガバナンス学会では企画委員会に携わってい

る。

研究概要
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社会学（地域社会学）

・タイの開発と地域社会
・タイの地域住民組織

社会学（地域社会学），タイの社会と文化，地域住民組織

日本社会学会、日本労働社会学会

ー

国際学部 教授 マリー ケオマノータム
国際学科

URL: 
Mail: malee[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

私の母国であるタイの首都バンコクおよび地方都市での地域調査を行っています。タイは日系企業の進出など
により工業化が進み、バンコクと農村の地域格差が拡大しています。そして農村では貧困、バンコクでは人口集
中による都市問題が発生しています。農村出身者の多くはバンコクでスラムを形成し、劣悪な居住環境での生活
を強いられています。そうした恵まれない条件におかれた人々が自分たちの生活を守り、改善していくために結
成するのが地域住民組織です。私は、この実態調査をとおして、住民の権利と自治を保障する望ましい社会開発
のあり方を考えています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

私の卒論ゼミでは、海外調査を行う学生がほとんどです。文献研究、調査計画の
立案、現地調査の実施、卒論の作成という一連の作業をとおして、社会調査の実践
的な能力を養成することを目的のひとつとしてきました。1980年代後半以降、急
激な工業化・都市化を経験し、大きく変容しつつあるタイの都市を対象とし、社会
学の立場から、貧困、教育、ジェンダーなどの社会問題や地域社会の実態に関する
調査を行う研究がおもなものです。海外調査にはさまざまな困難が待ち受けていま
すが、これを乗り越えていけるよう、全力でサポートしています。
タイ語関連科目では、タイ語による聞き取りやコミュニケーション能力を身につ

けることを目標として、短期集中訓練を行い、小人数グループでの訓練をとおして、

これまでどおり地道に研究に取り組むとともに、学生の関心と主体性を尊重した教育活動に努めたいと思いま
す。

高校での出前講座をはじめ、依頼があれば、タイ語・タイ社会についての講座・講演などに対応しています。

TEL: 028-649−5173

日常生活の簡単な会話能力を養成しています。具体的には、タイ料理をともにつくることをとおして、タイの文
化やタイ人の生活習慣、思考について話し合っています。その際、メニューの決定、材料の買い出し、料理、会
食までをできる限りタイ語の会話で行うこととしています。

54



言語学、外国語教育学

・多言語コミュニケーション
・言語類型論
・言語学の哲学

Multilingualism(多言語使用)

日本語教育学会、日本認知科学会

コミュニケーション上の必要性に応じて何語でも話します。

国際学部 教授 吉田一彦
国際学科

URL: https://www.facebook.com/Yoshidas.Linguistics.Lab
Mail: ysd[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

よしだ かずひこ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

広報誌UUNow50号をご参照ください。
https://web-pamphlet.jp/utsunomiya-u/2020e17/html5.html#page=11

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

広報誌UUNow50号をご参照ください。
https://web-pamphlet.jp/utsunomiya-u/2020e17/html5.html#page=11

ルソン島北部の日常的に5言語が使われている地域、カンボジア、スリランカなど多言語使用地域で現地調査
をして、人のコミュニケーションについてまだわからないこと解明していきたい。

25歳をすぎてから外国語コミュニケーションの楽しさを知った者として、英語など外国語習得について挫折
感をもっている生徒・学生を励ましたい。

JICA - 国際協力機構 青年海外協力隊事務局 技術専門委員（日本語教育）

TEL: 028-649-5239

地域創生科学研究科
総務係
220201
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米文学

・19世紀米文学研究（小説と詩）
・エスニシティ、階級、地域性
・ナショナリズム、イデオロギー、宗教

アメリカ合衆国，文学， 19世紀

日本アメリカ文学会、日本アメリカ学会、日本英文学会、
Melville Society

ー

国際学部 教授 米山正文
国際学科

URL: -
Mail: yone[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

よねやま まさふみ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

学部時代より大学院まで、アメリカ合衆国の作家ハーマン･メルヴィルの研究をしていました。心理学的アプ
ローチや哲学的アプローチ、歴史学的アプローチなどを取りました。主にメルヴィルの文学と19世紀当時の宗
教文化、階級、ナショナリズム、人種主義、実存主義との関係などを扱ってきました。大学に勤めるようになっ
てからは、メルヴィル以外の作家、ホーソン、ディキンソン、ホイットマン、フラー、アーヴィング、クーパー、
ウォーナー、ダグラス、ジュエット、クレインといった19世紀の別の作家たちも研究対象にするようになりま
した。歴史的なアプローチを中心に、時代と文学との関係を探っていますが、テクストの精緻な読みを心がけて
います。文学は言語芸術だという保守的な前提は維持しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

ここ十数年文学に関心を持つ学生、文学研究をする学生、研究者を目指す学生が減少しました。むしろ幅広く
文化を勉強したいという学生が増えています。こうした事情と、所属が国際学部ということもあり、教育活動で
は自分の専門性を押し付けず、文学部的な教育はしていません。アメリカ合衆国の文化や歴史を幅広く学べるよ
うな授業を心がけています。また文学関係の授業でも、内容は入門的にし、歴史や文化、社会問題、国際的な事
象などと関連付けて論じるようにしています。大学の学びでは卒業論文がもっとも重要ですが、学生がもっとも
関心のある対象やテーマを選んで追求することを一番に推奨しています。借り物のテーマでは実りある卒業論文
は書けません。

研究では学部生時代より行ってきたメルヴィル研究を中心に、19世紀米文学研究を続けていくつもりです。
教育ではアメリカ合衆国の様々な今日的な問題を、多様でかつ歴史的な視点から見ることのできるような授業を
心がけていきたいと思っています。指導では学生の自律的な学びをより促進したいと思っています。

教員免許状更新講習（英語関連）の担当など。

TEL: 028-649-5225
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教育学

・新制中学校論研究
・戦後日本教育課程史研究
・日本教員養成史研究

教育課程，技術教育，職業教育，教員養成

日本教育学会、教育史学会、日本職業教育学会、日本カリ
キュラム学会、日本科学史学会、ほか

ー

共同教育学部 教授 丸山 剛史
教育人間科学系 教育分野

URL: -
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

まるやま つよし

2022年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

専門は教育学、学校教育学、技術教育学。普通教育としての技術教育、すなわちすべての子どもが受けること
になっている技術教育のあり方に関心をもっています。ユネスコの技術・職業教育に関する条約等では、普通教
育としての技術教育は、普通教育として不可欠な要素と考えられていますが、わが国では中学校技術・家庭科の
技術分野でしか行われておらず、中学校でしか取り上げられておらず、しかも1教科としては成立していません。
なぜ、このようなことになってしまったのか、その経緯を明らかにすることを主要な研究テーマとしています。
具体的には、元文部省職員旧蔵文書の収集と整理、教育関係雑誌・雑誌記事の収集と整理に取り組みながら、経
緯の解明に取り組んでいます。同じ問題を新制中学校教育課程史研究として、第二次大戦後日本の中学校教育課
程について、学校経営案・学校要覧・教育課程表を集めながら実際の教育課程とその変遷を明らかにしています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

授業は、共同教育学部の共通的な科目として教育課程、教育方法、特別活動（教科外活動）に関する科目を担
当しています。そのほか、生活科指導法、技術科指導法等も担当しています。教職大学院では実務家教員と複数
で学級経営に関する科目を担当しています。授業では、実際にどのようなことが行われているか（行われてきた
か）、当時の資料を見てもらう、現地に出かけて五感をつかってリアルに理解してもらうことを大切にしていま
す。
資料の収集と整理を大切にしており、宇都宮大学附属図書館に文部科学省関係行政資料（各種教育関係審議会

議事録など）、教科書（復刻版含む）を備え付けてきました。長年かけて集めた都道府県教育史は全国で最もよ
く揃っています。

引き続き、日本教育課程史研究に取り組み、宇都宮大学共同教育学部を教育課程研究・教科教育研究の拠点の
一つにしたいと考えています。

国立教育政策研究所・戦後教育改革資料編集に従事しました。クレス出版から刊行された文献資料選集の編集
にも従事しました。多くの方に利用される教育関係資料の整理と公開に関心をもっています。
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発達心理学

・幼児期から老年期までの社会性の発達
・自己意識的感情の発達的検討

発達心理学，社会性，自己意識的感情

日本心理学会、日本教育心理学会、日本発達心理学会 等

－

共同教育学部 准教授 石川 隆行
教育人間科学系 教育心理分野

URL: -
Mail:社会共創促進センターにご連絡ください。

いしかわ たかゆき

2022年6月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

専門は，発達心理学となります。発達心理学の領域を深めるために，これまで，子どもの社会性の発達に関わ
る感情的な側面に着目し，とくに罪悪感の発達的研究を展開してきました。罪悪感は，人が悪事を犯した際に生
じる感情であるため，従来，罪悪感が有する行動調整機能が着目されています。また，罪悪感をはじめとする子
どもの社会性の発達には，家族や友達との関わりが重要であるため，それらの背景的要因の影響について検討し
ています。罪悪感を捉えるために，幼稚園児には図版を用いた面接調査，また児童から青年においては質問紙調
査を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

大学では「発達心理学」「子ども理解の心理学」および「幼児教育相談」などの授業を担当しています。そこ
では，学校教育に不可欠な子どもの発達的特徴の理解を深め，子どもの個性や社会性を育てる力を学生さんに考
えて欲しいと思っています。「教わる」こともよりも，自ら「知る，考える」ことが求められる大学の授業では，
学生さんが子どもの今日的課題を主体的に探求する姿勢が重要です。稚拙な授業ですが，学生さん自身が涵養し
つづける子どもへの教育観の一助となりますことを切に願っています。

現在，自己意識的感情とされる罪悪感，恥などの育成をふまえ，幼稚園や学校などの教育現場において取り組
める教育プログラムや教材の検討を行っています。また，家族関係において，どのような関わりが子どもの社会
性を育むのかについて明らかにしています。さらに，子どもだけでなく，成人，老年期の罪悪感について検討し，
超高齢化社会を迎える本邦において，寄与できる知見を提供したいと考えています。今後も，子どもから大人ま
での健全な心身の発達，人格の形成に資する研究活動ができればと思います。

県，市における各種委員会に携わらせていただいており，自身の研究や学びが少しでもお役にたてればと思っ
ています。
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教育心理学

・学校行事を通した児童生徒の社会情緒性の発達
・学校行事や特別活動における教師の支援
・社会情緒性の発達に関わる諸研究

特別活動，学校行事，教育心理学

日本心理学会，日本教育心理学会，日本発達心理学会，日本特別活動学会，
日本学校心理学会，日本パーソナリティ心理学会

ー

共同教育学部 助教 久保田 愛子
教育人間科学系 教育心理分野

URL: -
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

くぼた あいこ

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

運動会・体育祭や学芸会・文化祭といった学校行事を通して，児童・生徒がどのように発達していくのか，そ
して，そこに教師は，どのような形で支援を行っているのかを質問紙（アンケート）や面接（インタビュー），
観察を通して検討しています。
また近年では，学級活動の授業を観察させていただき，そこでの子どもたちのやりとりや教師の支援について

も，研究させていただくことがあります。特別活動を専門とする学校の先生方の研究会に参加させていただき，
共に勉強させていただくこともあります。
その他，児童生徒～成人の社会情緒面の発達に関わる質問紙調査に携わり，その発達とその背景プロセスを検

討する研究も行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育面では，具体的な場面に引き付けながら心理学の知識・理論の理解を深めてもらいたいと考えています。
そのため授業では，他の人とペア・グループワークを行うことを通して，自分の考えを表現することはもちろ
ん，他の人の考えを知り，自身の考えを深めることも重視しています。
研究面では，心理学の研究手法を用いた検討を行っている点が特徴的で，心理尺度を取り入れた質問紙（アン

ケート）研究を行うことが多いです。中でも，縦断研究といわれる，いわゆる追跡調査に関心をもっており，児
童生徒を数か月，数年単位で追跡していき，その成長・発達の背景プロセスに迫る研究を複数行っています。

今後，児童生徒の学校行事（特に運動会）の前後，そして，その数か月，数年後の成長を追跡していく質問紙
（アンケート）調査を行いたく思っており，きめ細やかな心理学的調査に協力していただける学級や学校がある
と有難く思っています。

高校生に向けた心理学関係の模擬授業を行っています。
その他，小学校の学校評価委員や国立教育政策研究所のプロジェクト研究の調査に携わらせていただいていま

す。
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認知心理学

・文字および音声がもたらす感性情報について
・感性情報処理と言語情報処理の相互作用に関する研究
・情報の受け手の立場から言語的コミュニケーションを
捉える試み

適切な情報デザイン，実験による効果検証，遠隔コミュニ
ケーション

日本教育心理学会、日本認知心理学会、Cognitive Science Society 等

認知心理学実験により、教材・教授法の効果について実証研究が可能で
す。

共同教育学部 助教 宮代こずゑ
教育人間科学系 教育心理分野

URL: -
Mail: miyashiro[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

みやしろ

2022年6月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

情報化社会である現代では，様々な情報があふれています。それらの情報をより効率的に伝えるためには，
人間の情報処理過程にまで踏み込んだ研究が必要です。近年では新型コロナウイルス感染拡大の影響により，
遠隔でのコミュニケーション（ビデオ通話等）も一般的となってきましたが，その際にどのような情報を提示
すべきか，あるいは提示すべきでないのか（提示することで情報処理をむしろ阻害してしまう可能性が無い
か）については，まだ研究の知見があまり多くありません。こうした問題点について，心理学実験の手法と統
計的分析を用いて人の認知過程に踏み込んで解明していくことを目指しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

これまでは主に大学生を対象とした研究を行ってきました。今後はもっと対象を広げることで，例えば特定の
領域の学習に困難を抱えた方への支援や，様々な年齢層におけるコミュニケーションの研究などへもつなげてい
こうと考えております。研究や教材開発のためにご協力くださる企業・自治体がありましたらお声かけいただけ
ますと幸いです。

大学と地域とを結び、一緒になって発展していける活動に取り組んでいきます。

TEL: 028-649-5344

情報化社会と言われて久しい現代では，とかく「情報が多ければ多いほど良い」とみなされがちですが，それ
は心理学の知見には反しています。いかに情報をデザインすべきか？どうしたらもっと情報を「よく伝える」こ
とができるのか？こうした問題は，私たち一人ひとりが日常で対峙する問題でもあり，軽視してしまうと重大な
ミスや誤解を招いてしまいます。特に，「受け手にとっての情報の見えかた」にまで踏み込んだ研究をすること
で，目指すべき情報提示や，コミュニケーションのメカニズムの解明を目指しています。
また，自分の専門のみに限らず，学内外の多くの方と協働をしながら様々な問題解決に取り組んでいます。
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特別支援教育

・知的障害教育におけるICT活用
・知的障害教育における道徳教育実践
・心理教育的アセスメントの開発及び活用

ICT，道徳，アセスメント

日本特殊教育学会、日本LD学会、日本K-ABCアセスメン
ト学会、日本発達障害学会

学校心理士、特別支援教育士スーパーバイザー

共同教育学部 助教 齋藤 大地
教育人間科学系 特別支援教育分野

URL: -
Mail: daichis[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さいとう だいち

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【知的障害教育における道徳教育実践】
道徳の教科化により、道徳科を設置する知的障害特別支援学校が増えました。しかしながら、言語への依存

度の高い道徳科は、言語や抽象的思考に弱さのある知的障害児にとっては様々な壁があります。そこで、現在
では全国調査によって明らかになった現状と課題をもとに、知的障害特別支援学校の先生との共同研究を通し、
効果的な道徳教育の在り方について実践的に研究を進めています。
【心理教育的アセスメントの開発及び活用】
特別支援教育においては、子供の正確な実態把握のためにWISC-ⅣやKABC-Ⅱなどを用いたアセスメントが

実施されています。これらのアセスメントでは、子供の現在の能力（何ができるのか）を把握することが可能
です。これまで、アセスメントの結果を指導にいかに結びつけるかについて実践を重ねてきました。近年では、
アセスメントにおいて、子供の学習の可能性（どうすればできるのか）を把握することができれば、結果をよ
り指導に結びつけやすくなるのではないかと考え、ダイナミック・アセスメントについて研究を実施していま
す。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

知的障害教育におけるICT活用に関して、これまでソフトバンクやマイクロソフトと共同研究を実施してきま
した。学校や企業と共同し、知的障害児者の豊かな生活に向け、ICTの新たな活用法を実践的に検討したいと考
えています。

地域の学校や企業との共同研究を通じて、特別支援教育の発展に寄与したいと考えております。

特別支援学校での勤務経験を活かし、特別支援学校等において授業づくりを共に進めたり、公開研究会での指
導助言を行ったりしています。また、実際にプログラミングや情報モラルに関する授業を特別支援学校で実施し
ています。特別支援学校や教育委員会等において、ICT活用や道徳教育等に関する講演を行っています。

TEL: 028-649-5346

【知的障害教育におけるICT活用】
一人一台端末時代の到来によって、知的障害特別支援学校においても

子供達がICTに触れる機会が絶対的に増加しました。同時に、使いすぎや
個人情報の流出などの情報モラルに関するトラブルも起きています。これ
までの情報モラル教育は情報社会の影を担う存在として、抑圧的な指導が
行われがちでしたが、知的障害児者がICTを積極的に使う未来を想定した
場合、情報モラルの指導の在り方は検討する必要があります。そこで、現
在では「一人一人がICTのより善い使い手になること」を目指し、新たな
情報モラルのカリキュラム及び指導法を開発しています。
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日本近代文学

・泉鏡花文学の成立と受容
・近代日本の小説史
・近代日本の幻想文学

泉鏡花，小説，幻想，古典文学，古典芸能

日本近代文学会・日本文学協会・昭和文学会・宇都宮大学国語教育学会・
泉鏡花研究会など。

科研費補助金・基盤研究C「近代日本における「夢幻｣「幻想」の系譜－泉
鏡花文学の成立と受容の検証を基軸として－」（R2-5）

共同教育学部 教授 鈴木啓子
人文社会系 国語分野 国文学・日本近代文学

URL: -
Mail: suzukike [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

すずき けいこ

2021年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

卒業論文以来、泉鏡花をメインテーマにしています。鏡花（1873－1939）は、日清戦争後の1895年、硯友
社の新進作家として登場し、約50年の長きにわたって日本文壇の表舞台で活躍しました。近代リアリズムを主
流とする文学史においては「異端」と評されますが、夏目漱石・谷崎潤一郎・芥川龍之介・川端康成・三島由
紀夫らが「天才」と認めた作家であり、100年ののちに読み継がれ、世界的にも高い評価を得ています。鏡花文
学の成立と受容（＝どのように創られ、どのように読まれてきたか）を研究することは、日本近代文学のもう
一つの側面、幻想ファンタジーの系譜、古典文芸の継承と再生、日本の伝統的な美意識や死生観の反映を、変
動する時代状況に位置づけながら、個々の作品の表現機構に即して、ミクロの視点から問い直すことだと考え
ています。ミクロへの着眼が日本文化や近代科学文明を相対化するマクロの視点に通じると確信しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学部生にむけた授業では、「近代小説」の面白さを伝えたい。読むほどに多様な解釈が浮上し、思考の迷宮へ
と迷い込む愉しさを体感していただきたい。小中高等学校の教室で文学教材をあつかう際の基本姿勢や技能を学
ぶことにもなるはずです。着任以来の27年間、教育学研究科で修論指導に携わってきましたが（多くのゼミ生
が小中高の国語教員として活躍しています）、2020年度からは、地域創生科学研究科の多文化共生学プログラ
ムで、海外からの院生とともに、漱石や鏡花や川端などを読んでいます。日本近代文学の日本的特質を、あるい
は日本を超えた普遍的魅力を、国際的視野で捉え返すことになるのではないかとワクワクしています。

専門的な研究は泉鏡花を基軸に進めますが、日本近代文学の面白さを、一般社会に向けて、特に若い世代にむ
けて発信したいと願っています。鈴木啓子監修『マンガで楽しむ名作 日本の文学』（ナツメ社 2018）はそ
の試みのひとつです。 また、文学作品の舞台化や朗読劇にも関わっていきたいと考えています。文学作品が優
れた俳優によって音声化される時、言葉には命が宿ります。言葉が「意味」だけでなく「身体性」を放つのです。
言語文化をいかに豊かに享受するか、享受の様式を次世代に継承するか、これが私のテーマです。

宇都宮大学教育学部附属幼稚園長（H25-27），全国国公立幼稚園・こども園長会副会長（H27），栃木県子
どもの読書活動推進協議会委員（H24-27），栃木県教科用図書選定審議会会長（H31-R2），大学設置審議会
文学専門委員会委員（H30－R2），栃木市立美術館・文学館運営協議会委員（R3）など。

TEL: 028-649-5257
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国語教育学

・ＩＣＴを活用した国語科授業の実践研究
・作文ワークショップの研究

国語教育，ＩＣＴ，作文教育，ワークショップ

全国大学国語教育学会、日本国語教育学会、日本読書学会、
人文科教育学会、臨床教科教育学会

ＩＣＴを活用した遠隔からの授業開発に挑戦しています。

共同教育学部 助教 髙井 太郎
人文社会系 国語分野 髙井研究室

URL: -
Mail: takai.taro [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

たかい たろう

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【テレビ電話による個別指導を取り入れた作文授業の開発】
遠隔からのティーム・ティーチングによる作文授業の開発を行ってい
ます。これまでには、公立学校の教諭や研究機関の専門家らをテレビ
電話でつなぎ、授業を行ってきました。実践の分析を通して、効果的
にティーム・ティーチングを行うための指導資料の作成も行ってきま
した。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

中学校の教員経験を活かし、理論と実践の往還を意識した授業を心がけています。学部生に向けた授業では、
将来教壇に立つ際に「主体的・対話的で深い学び」を意識した実践ができるように、ポイントを示した模擬授業
と振り返りを積極的に行っています。また、ＩＣＴを活用した指導について検討する演習的な授業も行っていま
す。今後は、大学の教室と小中学校の教室をテレビ電話でつなぎ、双方にメリットがある実践的な授業を展開し
たいとも考えています。

これまでに小中学校の教室とテレビ電話でつなぎ、ティーム・ティーチングの形態で作文授業を行ってきま
した。今後も、教室と研究室をつないだ実践を予定しています。また、作文以外の指導資料の開発も目指し、
実践研究を行っていきたいです。

ＩＣＴの活用やワークショップ型の授業についての情報提供が可能です。小中学校などの授業研究や校内研修
で、お役に立てる機会があればと考えております。

TEL:028-649-5259

【作文ワークショップの実践研究】
子どもたちが「好きなことを、好きなジャンルで、好きなように」書いていく作文

ワークショップという授業の研究をしています。このような授業を実践すると、日本
の子どもたちは「どのようなことを考え」「どのように書いていくのか」を、キー
ボードのタイピングを記録するシステムを用いて捉えようとしています。子どもの
「書きたい」「やってみたい」という思いから出発する授業が、日本においても効果
的であるのか、また課題は何であるのか、研究を進めています。
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日本語学

・日本語文法の歴史
・方言
・方言の歴史

日本語の歴史，文法史，方言

日本語学会、日本語文法学会、訓点語学会、表現学会、
名古屋大学国語国文学会、名古屋言語研究会

日本語の歴史全般に関心を持っています。とくに文献を用いた中央日本語
の歴史と、方言事象を突き合せた複合的な日本語史研究を進めていきたい
と考えています。

共同教育学部 助教 三宅 俊浩
人文社会系 国語分野 日本語学専門

URL: www.
Mail: t-miyake[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

みやけ としひろ

2022年6月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

1000年以上昔に作られた文字資料を基に、日本語、特に日本語の文法が辿ってきた歴史を再構築するべく、
研究に取り組んでおります。特に可能表現の歴史を今までしつこく研究してきました。最近は、可能表現がそ
の他の文法的な意味に拡張していく過程があることを見出し、その変化の在り方を明らかにするべく取り組ん
でおります。実は現代方言で生じている現象を深く知ることが、この問題の解決につながるかもしれないとい
う見通しを得たため、方言も同時に研究しています。
先行研究を精読したうえで、実際に過去の文献資料に目を通し、研究対象としている用例をひたすら集める

ことから始めます。最近は「コーパス」といって、膨大なテキストデータから必要な用例を一気に抜きだす技
術が作られましたが、過去の文献の全てがコーパス化されているわけではありませんし、目下私が取り組んで
いる課題は、コーパス化されていない資料に目を通すことで初めて解決できるものだと考えています。とにか
く文献を読むこと、そのうえで過去の文献に現れる用例（実例）を証拠に、あれこれ論じていきます。同時に
上でも述べたように、方言調査にも手を伸ばしはじめています。方言には、過去の中央語（主に京都）で起
こった現象が数百年の時間差で起きている現象があります。場合によっては、方言を調べることで過去の中央
語で何が起こったか、どうして起こったかを考える重要なヒントを与えてくれます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

歳も近い分、学生らの悩みをよく理解できると感じることが多いです。若いうちはぐいぐいひっぱるタイプの
教員ではなく、一緒に走るタイプの教員でいたいと思っています。
研究では、歴史文献と方言を同時に扱えるところが強みになると思っています。それぞれを極めたプロパーは

学会にたくさんいらっしゃり、そこに割って入るのはなかなか難しいと感じますが、二つを横断的に研究してつ
なげるタイプの研究者はさほど多くないと思います。そこに、自分の研究活動のオリジナリティを求められると
考えます。

伝統的な方言の衰退が著しい今、方言の記録と録音保存が喫緊の課題と感じているので、向こう数年は方言
研究に重心を移しつつ文献にも目を配る、というスタイルでいきたいと思っています。

某映画製作会社の作成する時代劇映画のセリフ（方言）監修を担当しました。
一昔前は、特に文系研究者は研究室に籠って社会に触れずに籠りきる「象牙の塔」的なところがありましたが、

いまや一般社会へのアウトリーチが必須となってきています。そうした情勢の変化を理解しているつもりですの
で、研究の成果を学術界だけでなく一般社会に向けても積極的に発信していきたいと思っています。

TEL:028-649-5255
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国語教育学、言語教育学

・子どもの作文能力の発達研究
・国語教育の国際比較
・論理的な文章表現の指導法の開発

国語教育，児童作文，言語発達，論理表現

全国大学国語教育学会、日本国語教育学会、日本読書学会

栃木県内外の学校の先生方と一緒に国語科授業の実践研究も
行っています。

共同教育学部 教授 森田香緒里
人文社会系 国語分野 国語教育学

URL: -
Mail: kaorin[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

もりた かおり

2022年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

私の研究では、小中学生を対象に作文調査を行い、その作文データを分析することを行っています。作文調査
は主に日本で行っていますが、海外でも行うことがあります。特に、子どもの読み手意識やコミュニケーション
方略が文章中にどのように表出されるかという観点で作文分析を行い、子どもの思考や発達の実態に迫ろうとし
ています。子どもの言語発達が見えてくると、国語教育で何をどのように教えるのかもまた変わってきます。
また、国語教育の国際比較研究では、主に英国と日本の比較を行っています。言葉も教育システムも全く異な

る両国ですが、子どもの言語発達や、国語の教え方には共通点も見られます。国際比較によって、当たり前と思
われていたことに新たな価値を見いだすことも少なくありません。
中でも作文指導に焦点を当てた国際比較を行い、従来にない新しい指導法を検討しています。それを大学の授

業で試行し、小中学校での指導法に援用できないか探究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

上記の研究だけでなく、栃木県内の小中学校の校内研修での指導助言、教員研修における講話講師なども行っ
ています。現職の学校の先生方が国語の授業についてどのようなことに関心を持ち、また課題としているかとい
うことを共有し、授業研究を通じて一緒に解決法を探っています。これまでに、「実践的なコミュニケーション
力の育成」「対話的な学習活動」「書く力を育てる授業づくり」「低学年の国語科授業のポイント」「情報活用
能力を育てる国語科授業」といったテーマで、講話や授業研究、教材開発などを行ってきました。
また大学では、教員採用試験に向けた論作文対策も行っています。学校教員に求められる資質能力を学生が自

分の中に見出し、言語化し、論理的に展開していくまでのお手伝いをしています。

現在は、教えるべき作文技術を明確にした作文カリキュラムと評価法の開発を行っています。これまでに得ら
れた子どもたちの作文を言語発達の観点から分析し、またレトリック研究の知見を援用することで、段階的で系
統的な作文カリキュラムを開発したいと思っています。

これまでに、宇都宮市の独自教科であった「会話科」のカリキュラム開発を行いました。宇都宮市教育委員
会から依頼を受け、言語発達の観点から実践的コミュニケーション力を育成することを目指した小学校用カリ
キュラムを開発しました。また、大学生と協働して動画教材も作成しました。それらの成果は、宇都宮市の全
小学校にDVD資料として配布されました。
今後も、小中学校における校内研修での指導助言、教員研修における講師などを引き続きお受けする予定で

す。また、研究の成果を学校現場に還元できるよう、学校の先生方と交流していきたいと思っています。
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日本近代文学

・寺山修司研究
・現代演劇・映画論

寺山修司研究

日本近代文学会・昭和文学会・東京大学国語国文学会

ー

共同教育学部 教授 守安敏久
人文社会系 国語分野

URL: -
Mail: t-moriya[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

もりやす としひさ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

主たる専門は日本近代文学ですが、作家たちの中には、文学だけに閉じることなく、演劇・ラジオドラマ・テ
レビドラマ・映画など、あらゆるメディアを横断しながら創作活動を展開した作家たちがいます。その代表的な
作家として、安部公房・三島由紀夫・寺山修司が挙げられます。作家たちがそれぞれのメディア特性をどう意識
しながら、その可能性を押し広げていったか、というその実験的な創造の足跡を追究し、同時にメディアの有す
る芸術的かつ教育的役割を考察しています。現在はとりわけ寺山修司の映画・演劇や放送作品の研究をしていま
す。
また文芸作品における「奇妙で風変わりな」幻想的な要素や、不自然な珍妙さが生み出す「笑い」の要素につ

いて、その発生の力学を、研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

実際に映画や演劇を見にいくとともに、その文学テクスト（シナリオや戯曲など）を読み込み、作家がいかに
文学を「立体化」していくか、という作品創造の「場」に受容者として立ち会うことを心がけています。特に演
劇は複製が効かない、一夜限りの「祝祭」といった性格を持っています。すぐれた舞台に出会うことは、「もう
ひとつの人生」を生きたと同じくらいの濃密な教育的体験となります。

単著『寺山修司論―バロックの大世界劇場―』（国書刊行会。2017年2月）を刊行し、その後さらなる考察
の深化を目指しています。

東日本地区国語問題研究協議会 講話・指導助言講師（文化庁・栃木県教育委員会・宇都宮大学・宇都宮市
教育委員会主催、宇都宮大学、2002年）、全国高等学校国語教育研究連合会第40回研究大会栃木大会「ことば
と生きる―心を豊かに 思いを確かに―」第８分科会助言講師（文星芸術大学附属高等学校、2007年）、栃木
県高等学校教育研究会図書館部会・栃木県高等学校文化連盟図書部会総会講演「寺山修司と前衛演劇（演劇の
革命とは何か）」（栃木県立博物館講堂、2009年）ほか。

TEL: 028-649-5260
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刑事法学、公法学

・差別的起訴、検察官の訴追裁量
・司法取引
・法教育、主権者教育、人権教育

憲法，法，法律，刑事法，刑法，刑事訴訟法，刑事事件，
犯罪，捜査，起訴，裁判，法教育，主権者教育，人権教育

日本刑法学会、法と心理学会、刑事司法研究会、刑事訴訟実務と理論研究会、
現代刑事法研究会、刑法読書会 など

ー

共同教育学部 准教授 黒川亨子
人文社会系 社会分野法学研究室

URL: https://researchmap.jp/kurokawakyoko
Mail: kurokawa [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

くろかわ きょうこ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

講義では、世の中の出来事や事件を取り上げ、法的視点からの分析を行
う。また、裁判員裁判の傍聴や、検察庁見学などを通じて、学生に、わが
国の刑事司法の現状は、果たして憲法の理念や原則通りに運用されている
のかを考察させる機会としている。

従来と同様に、研究、教育、社会貢献活動に精力的に取り組みたい。
刑事弁護人や現職教員との連携や、国および地方公共団体への貢献を引き続き行いたい。

①国や地方公共団体の審議会等の各種委員を務める。
②法教育、主権者教育、人権教育に関する講演などを行う。
③刑事事件や憲法問題などに関して、報道機関への取材協力（事件の争点の解説、コメント等）を行う。

【差別的起訴、検察官の訴追裁量、司法取引に関する研究】
わが国の検察官は、広範な訴追裁量権を有しており、その行使の在り方次第では、起訴の公正性が問題とな

る。2016年刑事訴訟法改正により新設された「協議・合意制度」および「刑事免責制度」の運用にあたって、
(1)どのような場合に許されない訴追裁量権の行使となるのか、(2)検察官の不公正な訴追裁量の行使に対し、
その不当性をどのように立証するのかを解明するために、研究を進めている。

【法教育、主権者教育に関する研究】
法教育や主権者教育においては、わが国が抱える問題点は何か、新制度導入によって、よりよい社会になる

のか、という観点から、新制度導入の是非を自ら考え、主権者として判断する能力を生徒に修得させることが
必要である。このような法教育や主権者教育を実践するためには、まず、教員自身が主権者としての資質を身
につけていることが必須であることから、このような能力を、教員自身に修得させるための教員養成および教
員研修の取組みを行っている。
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教育社会学

・スクールカースト、インフルエンサー型クラス
・教育と社会の接続
・サブカルチャー

感情，遊び，面白さ

日本社会学会、日本教育社会学会、日本教師教育学会

２０２１年度 QUORA トップライター

共同教育学部 准教授 小原 一馬
人文社会系 社会分野

URL: http://www.edu.utsunomiya-u.ac.jp/sociology/
Mail: kohara70 [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

こはら かずま

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

中学、高校のクラスがどのような雰囲気になると、子ども達
のその後の人生がどうなっていくかなどを調べています。もし
権力が集中し、風通しが悪いというスクールカースト的状況で
下位におかれてしまうと、学校生活に積極的に参加することが
難しくなり、性格も消極的になりがちです。でも誰もに活躍の
機会があり、みなの意見が聞いてもらえるクラスで学んでいる
子たちは、学校生活が明るくなるだけでなく、その後の人生も
幸福になる可能性が高いことがわかりました。ただ最近は、情
報化の影響もあり、権力は集中しているけれど、風通しは良い
というクラス（右の図のインフルエンサー型）が中学でマジョ
リティになってきていることもわかりました。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

「考え方を学ぶ」ということができる学生は、大学で学んだことがその後の人生でも生かせる可能性が高いこ
とがわかっています。ですので、授業では個々の中身よりも「考え方を学ぶ」ことを重視し、学生さんにも「考
え方を伝えられる」先生になれるように指導しています。ゼミでは、これまでの人生と価値観をそのままぶつけ
られるような卒論を書くことを目指しています。ガンダムだったり、ジャニーズオタだったり、女子マネだった
り、ホラー映画だったり。その世界を社会学するために、学生さんと一緒に研究しています。現在のスクール
カーストの研究テーマも、卒論の指導から発展してきました。

スクールカーストのない、明るいクラスを作るにはどうしたらいいのか、最近見つかったインフルエンサー
型のクラスの良い所と悪いところはどういうところなのかを調べていきたいです。あとは学生さんだのみで、
面白い研究テーマを持っている学生さんと一緒に研究したいですね。

QUORAというSNSで、主に教育に関するみんなの質問に答えています。２０２１年度のトップライターに選
ばれました。

TEL: 028-649-5283
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歴史学・宗教学

・ドイツ宗教史
・ドイツにおける宗教文化史
・ドイツにおける墓地文化史

ドイツ史の民衆文化，宗教文化（祭り・巡礼・信仰・
生と死・墓地）

日本西洋史学会、日本宗教学会

日本文藝家協会員

共同教育学部 教授 下田 淳
人文社会系 社会分野 外国史研究室

URL: -
Mail: shimoda [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

しもだ じゅん

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

現在の研究テーマは、ドイツにおける墓地文化史である。中近世の墓地は教会の周囲にあった。教会には聖人
の遺物が保管されていたので、その効力にあやかって天国を目指したからである。聖人崇拝を廃止したプロテス
タントも旧カトリック墓地を使用したので、教会と墓地は一体であった。１８世紀後半からの衛生学的理由で、
墓地は郊外に移されていく。聖俗が混交した旧墓地から、公園のような近代墓地への変遷過程を研究している。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

授業では、世界の歴史・文明と宗教などを包括的に講義している。
単著
『ドイツ近世の聖性と権力‐民衆・巡礼・宗教運動』青木書店、2001年

Volksreligiosität und Obrigkeit im neuzeitlichen Deutschland- Wallfahrten oder Deutschkatholozismus. Ozorasha. co. Tokyo.
2004
『歴史学「外」論‐いかに考え、どう書くか』青木書店、2005年
『ドイツの民衆文化‐祭り・巡礼・居酒屋』昭和堂、2009年
『居酒屋の世界史』講談社現代新書、2011年
『ヨーロッパ文明の正体‐何が資本主義を駆動させたか』筑摩選書、2013年
『「棲み分け」の世界史‐欧米はなぜ覇権を握ったのか』NHKブックス、2014年
『世界文明史-人類の誕生から産業革命まで』昭和堂、2017年
共著
『近代ヨーロッパを読み解く』ミネルヴァ書房、2008年
『ドイツ文化史入門』昭和堂、2011年
『現在知Vol. 2 日本とは何か』NHKブックス別巻、2014

墓地からみたドイツ史研究。

一般・大学生用の教養書・教科書を多数執筆・出版している。

TEL: 028-649-5278
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日本近世史

・宇都宮藩戸田家の財政
・江戸大伝馬町名主馬込家の歴史
・江戸深川猟師町の世界

日本史，江戸，宇都宮藩

近世史研究会、史学会、地方史研究協議会、都市史学会、
栃木県歴史文化研究会、日本歴史学会、三田史学会、歴史学研究会

ー

共同教育学部 准教授 髙山慶子
人文社会系 社会分野 歴史学研究室

URL: -
Mail:  k_takayama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

たかやま けいこ

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

専門は江戸時代の歴史で、現在の東京の前身である都市江戸の歴史について研究しています。これまでに、江
戸城へ魚介類を上納する漁師が住み着いて成立した深川猟師町（現在の東京都江東区清澄・佐賀・永代辺り）と
いう地域の歴史や、江戸の町々を治める名主（なぬし）について調べてきました。
最近は、大伝馬町（現在の東京都中央区日本橋本町・日本橋大伝馬町の一部）の名主であった馬込家の古文書

を読み進めていますが、この馬込家は名主としての職務のほかに、大名の宇都宮藩戸田家の財務を担い、支配町
内の豪商からお金を調達して、それを戸田家に融通していたことが明らかになりました。現在は、宇都宮藩戸田
家の古文書を調査し、幕末維新期の財政を中心に大名戸田家の分析にも着手しました。宇都宮と江戸、栃木と東
京、大名と町人、近世と近代の間を往き来しながら、研究を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

歴史は、古文書や遺跡・遺物などの史料があってはじめて明らかになるものです。そのため、研究では古文書
を探して読むという作業を行っています。古文書は、くずし字で書かれた和紙に墨書きの現物史料のこともあれ
ば、史料集として出版された本のときもあります。最近では、インターネット上に公開されたデジタル画像の史
料を利用することも増えてきました。探しては読み、読んでは探す、この作業を地道に淡々と、そしてたまに思
いがけない記述に驚いたりしながら、繰り返しています。
史料に書かれていることは事実なのか、史料の内容をどのように解釈するのか、史料を通して得られた知見か

らどのようなことがわかるのかなど、調べたり考えたりすることは尽きませんが、粘り強く分析を進め、まだ誰
も知らない歴史を明らかにしたいと思っています。
教育活動では、講義でも演習でも、学んで覚える歴史ではなく、歴史について自ら考え理解を深める授業を目

指しています。教えられたことを学び、与えられた課題に取り組むだけではなく、それぞれが歴史について自分
なりの関心をもち、本を読んだり博物館に行ったり現地に足を運んだりと、自分から歴史に接し、主体的・能動
的に歴史について考えることができるようになってほしいと思っています。

研究、教育、社会貢献活動を、それぞれ着実に進めて参りたいと思います。

宇都宮市教育委員会・宇都宮大学教育学部連携協議会文化分科会長、宇都宮市文化財保護審議委員会委員、栃
木県文化財保護審議会委員、栃木県立図書館協議会委員、（東京都港区）港区史執筆者、

TEL: 028-649-5277
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日本国内の酪農経営、肉用牛経営、畜産関係諸機関に対するインタ
ビューやアンケート調査にもとづく実証研究を行ってきました。畜産地域
のレジリエンスとは、家畜伝染病の感染拡大、原発事故による放射能汚染、
コロナ禍での外食需要の落ち込みといった阻害要因に対し、畜産経営が地
域的にいかなる回復力を見せるかということです。宮崎県の口蹄疫埋却地
の空間分析や、放射能汚染からの牧草地再生の実態を通して、今後の被災
リスクに対し経営上や環境面の損失を最小限にする方策を考えてきました。
現在は、畜産地域にみられる戦略的連携にもとづく知識の創造や移転が、
レジリエンスにどう結びつくかを研究しています。
また、小中学校の社会科、高等学校の地理歴史科の授業に導入可能な

フィールドワークの体系化と教員研修での普及をめざしています。

農業地理学 農村地理学

・畜産地域のレジリエンス向上の条件
・児童・生徒の地域理解をうながす地域学習のあり方
・中山間地域活性化を支援する教育プログラム

畜産，レジリエンス，知識移転，栃木県，里山，地理情報

日本地理学会、人文地理学会、経済地理学会、地理空間学
会など

ー

共同教育学部 教授 松村啓子
人文社会系 社会分野 地理学研究室

URL: -
Mail: kwmatu〔at〕cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつむら けいこ

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

校内研修の指導助言、教員研修講師、放送大学面接授業講師、一般向けの「栃木の地形・歴史散歩」の講演、
栃木県内高等学校での「総合的な探究の時間」の講演や授業、畜産関係団体が主催するシンポジウムの基調講演
やパネラーなどの社会活動を行っています。

TEL: 028-649-5290

河川からの距離別にみた口蹄疫埋却地

①地理教育・防災教育の実践に必要な地理情報活用能力の育成、②現地
を歩き、調査対象に深く接する実地体験に力を入れています。担当授業の
すべてにおいて、国土地理院のWeb地図を活用し、地形図の読図、新旧の
空中写真・衛星画像の比較を行う作業を組み込んでいます。全学部対象の
「里山のサステイナビリティを考える」（右の写真）では、県東部の茂木
町の棚田と周囲の山林を踏査し、折々の農作業を体験することで、人間活
動の変化による里山環境の推移を理解させ、里山の荒廃を防ぐためのアイ
デアを住民の方々に提案する教育活動を継続しています。

環境や動物福祉への配慮と高品質の畜産物生産を両立させる、持続的な
地域畜産の成立条件を、畜産経営者とともに探って行けたらと思います。
また、教員養成課程の学生や現職教員の方々に、地理情報活用技能を修得
してもらうための機会を積極的に設けたいと考えます。

SDGs事例
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英語教育

・英語教師の信念
・教員養成課程履修生の言語教師認知
・外国語 (英語) 教授法・指導法

英語教育，教員養成，教師教育，外国語教授法

全国英語教育学会、中部地区英語教育学会 等

ー

共同教育学部 助教 田所 貴大
人文社会系 英語分野

URL: -
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

たどころ たかひろ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

英語教師がどのような知識をもち、何を考え、何を信じていて、それらが授業実践上の意思決定にどのように
影響しているのかを探求しています。さらに、英語教師を志す大学生および現職の英語教師が何を学び、経験し、
どのような専門的成長の過程をたどっているのかを研究しています。
また、内容言語統合型学習（CLIL: Content and Language Integrated Learning）などの外国語教授法・指
導法の研究もしています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

英語教師の認知プロセスを探求すべく、主に質的研究法を用いて研究を行なっています。具体的には、授業へ
の参与観察や記述式の質問紙、インタビューなどを実施し、英語教師の視点から、その場で起こっている現象を
理解し、新たな知見を見出そうとしています。さらに、実施する研究自体が、研究に参加していただいた英語教
師の方々の成長および専門性の向上の一助となるように心掛けています。
また、外国語教授法・指導法の研究においては、テクニックだけではなく、その教授法がもつ言語観と学習観

やそのシラバスについてより焦点を当てて研究を行っています。

授業の改善や教室内の理解を深めることを目的とした実践研究（practitioner research）にも興味がありま
す。ぜひ、英語を教えている小・中・高の先生方とご一緒に実践研究を行っていきたいです。

英語を教えること・英語の授業について考えていることを共有できれば幸いです。
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応用言語学，英語教育

・日本の英語教育におけるCLIL（Content and
Language Integrated Learning:内容言語統合型学習）の
効果的活用に関する実践研究
・英語教育のユニバーサルデザインの学びによる実践研究
・小中高連携による英語教育実践研究・海外と日本の英語
教育比較研究

英語教授法，教科横断的カリキュラムマネジメント，授業・教育デザイン
英語教育におけるユニバーサルデザインの学び，小中高連携による英語教
育，海外と日本の英語教育比較

日本CLIL教育学会、英語教育ユニバーサルデザイン研究学会、LD学会、国際
教育研究所、児童英語教育学会等
日本の外国語教育におけるインクルーシブ教育に関する研究を行っていま
す。

共同教育学部 教授 山野有紀
人文社会系英語分野 山野研究室

URL: 
Mail: yyamano[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

やまの ゆき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【日本の文脈における英語教育実践研究】
新学習指導要領施行に基づき、多様な学習者の「生きる力」を育む外国語教育の実現が求められています。その
中で、第二言語習得研究、社会文化理論、児童心理学などの理論や科学的実証にもとづく言語教授法・指導法を、
日本の英語教育の実践にどのようにいかすかについて研究しています。現在は、ＳＤＧｓにつながる真正性ある
内容と言語教育を統合し、学習者の認知的発達に見合う言語活動、協同学習、相互文化理解を取り入れた授業実
現を目指し、内容言語統合型学習（CLIL=Content and Language Integrated Learning） の日本の文脈にお
ける効果的活用について研究しています。

【英語教育におけるインクルーシブ教育実現のためのユニバーサルデザインの学びによる研究】
すべての児童・学生には、それぞれの持つ素晴らしい可能性と能力があります。それを引き出し、学習者の主

体的・自律的学びを促すためには、カリキュラムが学習者の多様性を考慮して責任を担うという視点が必要と
なってきます。海外で実践されている事例から、日本の文脈との実践的比較研究を行い、日本の英語教育におけ
るユニバーサルデザインの学びの実践的研究を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

上記に示した授業・教育デザイン研究を行うために、新しい教育方法の可能性と課題を探究する際に有用とさ
れる言語指導法研究をもとに、縦断的、かつ横断的研究を行っています。具体的には➀電子機器を使用した授業
録画と対話の録音の分析、研究者のフィールドノートなどによる授業観察、➁児童の授業に関する質問紙調査、
③実践指導者へのインタビューを行い、研究者、学習者、教師の多角的観点から、教育法の効果、その課題につ
いて検証しています。 これらの研究から、英語教育における学習者の興味と認知的発達に見合った内容での豊
かな言語活動、協同学習、文化・国際理解を統合した授業実現のために、実践可能な教育的示唆を明らかにする
ことを目指しています。

現在、上記の実践研究を、各学校や自治体の特色をいかした英語教育の発展を目指して、小中高の現職の先生
方、教員を目指す学生とともに行っています。ご興味ある方には、ぜひご参加いただければと思います。

日本国内だけでなく海外からも先生を招聘し、多角的視野を養うことも大切にしています。大学を身近に感
じて頂き、外国語教育を通し多様性をいかす相互文化理解にも貢献できるよう取り組んで参ります。

TEL: 028-649-5266
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数学教育学

・算数・数学教育における数学的モデリングの学習指導の
方策に関する研究

・算数・数学教育における統計的推論を促す学習指導の
方策に関する研究

授業開発，数学的モデリング（現実の世界と算数・数学と
のつながり） ，統計教育

日本数学教育学会、日本科学教育学会、数学教育学会 等

現場の先生方と協働して授業開発・実践を行っています。

共同教育学部 准教授 川上貴
自然科学系 数学分野 川上研究室

URL: http://researchmap.jp/kenshin/
Mail: t-kawakami[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

かわかみ たかし

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【算数・数学教育における数学的モデリングの学習指導の方策に関する研究】
現実の世界と数学の世界との行き来に焦点をあてた数学的モデリング（以下、モデリング）の過程や方法を重

視した学習指導の実現可能性について実証的に研究しています。小学生や中学生がモデリングを自力で遂行する
ことを支援するための教材づくりや授業づくりの方策について理論的に、実践的に開発しています。また、日々
教えている算数・数学の学習内容の中から、現実の世界と数学の世界の行き来に関わる活動を見出し、モデリン
グを重視した単元・授業を開発・実践することを通じて、日常の算数・数学の授業の中で、モデリングに焦点を
あてた活動を実践できようにするための方策についても実証的に研究しています。その際、ICT（グラフ電卓
等）も積極的に取り入れています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

算数・数学教育において、現実の世界とのつながりや統計教育は、今後一層重要視され、具体的な授業改善が
求められてくるでしょう。算数・数学の授業の中で、現実の世界とのつながりを重視した授業や統計の授業をど
のように実践していけばよいのかを、現場の先生と協働して授業を開発・実践しながら探究しています。そこで
導かれる知見が、学校現場の授業改善の一助になればと考えています。

小・中学校における数学的モデリングや統計に興味・関心ある先生方と一緒に、新たな教材や授業の開発と
その実践を行い、これらの分野の実践者コミュニティーを広げていきたいと考えています。また、小・中学校
の先生方を対象とした、数学的モデリングや統計に関する研修も実施していきたいと考えています。

学校現場の公開研究会での指導助言や算数・数学教育に関する講演を行っています。

TEL: 028-649-5298

【算数・数学教育における統計的推論を促す学習指導の方策に関する研究】
統計カリキュラムの新たな系統性として統計的推論（複数の統計的概念を関連

づけて統計的情報や手続きについて説明し、判断する行為）に着目し、その基盤
となる「分布の見方」に関して、小学生や中学生がどのように発揮させるかにつ
いて授業実践や実態調査を通じて研究しています。さらに、小・中学生の統計的
推論を促進するための教材や授業の方策についても現場の先生方と協働しながら
研究しています。統計の授業の中で、ICT（タブレットや電子黒板）も取り入れ
ながら、子どもたちが持っている素朴な統計の素養を引き出し、伸ばすことも
行っています。
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力学系理論

・擬軌道尾行性による系の微分幾何学的特徴付けについて
の研究

・測度拡大性による系の微分幾何学的特徴付けについての
研究

・力学系の具体例を題材とした高等学校数学科教材の開発

微分幾何学的力学系理論，擬軌道尾行性，測度拡大性，安定性，分岐
（微分方程式などの力学系の安定性理論や分岐理論の基礎について解説・
基礎研究支援）

アメリカ数学会

なし

共同教育学部 教授 酒井一博
自然科学系 数学分野

URL: 
Mail: kazsakai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さかい かずひろ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

自然現象や社会現象を支配する法則は，数式（例えば，微分方程式）を用いて記述することができます。自然
現象や社会現象の未来について，その数式を用いて数学的に研究する理論を力学系理論といい，私は，その数式
が表す現象の未来が予測可能であるための必要十分条件について研究しています。より具体的には，擬軌道尾行
性や測度拡大性による系の微分幾何学的特徴付けについての研究です。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

数学の研究成果が論文として専門雑誌に掲載されると，掲載と同時に他の多くの数学者により，その研究成果
が改良され新たな展開が生まれます。最近はインターネットの普及により，その速さにはすさまじいものがあり，
数学は日々進化し続けています。数学は紙と鉛筆があれば研究できるような印象がありますが，それは事実では
ありません。私は，最先端の理論に遅れず研究を推進するため国内外で開催される研究集会へ積極的に参加し，
自身の研究について発表を行い，世界的な専門家からの評価を受けることで更なる研究の推進に取り組んでいま
す。
学生の卒業研究などでは，関数族や微分方程式系の安定性と分岐について，幾何学的・解析的・統計的視点か

ら指導しています。

擬軌道尾行性や拡大性の概念はカオスの概念（定義）の構成要素とも深い関係があります。私の研究では，
その概念についての研究を測度論的な視点，すなわち「観測可能の視点」から微分幾何学的に展開しようとす
るもので，そこで得られた研究成果はカオス理論研究の応用面においても大きな寄与が期待できます。

右の図はバーンスレーのシダ（フラクタル）と呼ばれていて，４個の関
数（数式）を何回もくり返し用いてコンピュータで作成したものです。コ
ンピュータ技術の発達により，このように自然界に実際にあるものを，具
体的に数式を用いて描くことが可能です。この図形は，力学系のアトラク
タと呼ばれるものの１つであり，数学を学習することの重要性や意義を視
覚的に理解できます。フラクタル理論は，高等学校で学ぶ数学の知識で十
分理解可能なことから，今まで栃木県内の高等学校や中学校でフラクタル
についての講話をしてきました。

TEL: 028-649-5297
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代数幾何学

・ファノ多様体の研究
・代数多様体上の有理曲線族の研究
・代数多様体の接束の正値性の研究

ファノ多様体，有理曲線族，接束の正値性，チャーン指標，
ピカール数

日本数学会

ー

共同教育学部 助教 鈴木 拓
自然科学系 数学分野

URL: -
Mail: taku.suzuki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

すずき たく

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

専門は代数幾何学です。これは、「代数多様体」と呼ばれる「多項式の方程式で表される図形」を研究対象
とする数学の一分野です。例えば、放物線は「y=x^2」のような式で表され、球面は「x^2+y^2+z^2=1」
のような式で表されますので、これらは代数多様体の例です。その中でも、私が研究対象としているのは、高
次元の代数多様体です。放物線は「線」なので1次元の図形、球面は「面」なので2次元の図形ですが、これら
よりももっと大きな次元の図形の性質を研究しています。4次元や5次元というと図形としてのイメージがしづ
らいと思いますが、次元を大きくすることで見えてくる面白い性質がたくさんあります。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

数学の研究とは「数学の問題を解決する」ことですが、受験数学のような答えが用意されている問題を解いて
いるわけではなく、誰も答えを知らない未解決の問題に取り組んでいます。論理的であればどんな手段を使って
もよく、既存の理論をうまくアレンジしたり、時には専門外の理論を使ったりもします。そのため、日々、最新
の論文を読んだり、研究集会に参加したりして、新しい理論を勉強し、応用できないかどうかを考えています。
また、他の研究者と共同で同じ問題に取り組み、アイディアを出し合って研究を進めることもあります。
一見複雑そうに見える問題でも、見方を変えたり、既存の方法をうまく工夫すると、解決できることがありま

す。数学の醍醐味は、そのような解決方法を「自身で発見すること」にあると考えています。大学における数学
教育ではそれを重視し、学生に主体的に考えさせることを意識しています。

代数幾何学におけるいくつかの未解決問題を解決することを目的に研究に取り組み、更なる論文発表・学会
発表を目指しています

栃木県内の中学校・高等学校において、数学の出張授業を毎年数件行っています。また、現職教員向けの数学
の講義も行っています。

TEL: 028-649-5307
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生物教育 発生生物学

・小・中・高等学校生物実験の改良と開発
・両生類胃部域の変態期における分化機構の解明
・Cathepsin Eの生理的機能の解析

生物教育，変態，胃の進化， pepsin，cathepsin E

日本生物教育学会，日本動物学会，日本生化学会，日本発
生生物学会

ー

共同教育学部 教授 井口 智文
自然科学系 理科分野 井口研究室

URL: -
Mail: inokuchi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いのくち ともふみ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

生物教育分野 小学校から高等学校の教科書に記載されている生物分野の実験や
観察は実際に行ってみると難しいものが多数ありそれらを学校現場で行いやすく
する改良を行っています（右図）。また、教科書の内容理解に有効な実験が記載
されていない単元では、単元に即した新たな実験や観察法の開発を行っています。
基礎生物分野 オタマジャクシからカエルになる期間のことを変態と呼んでいま
すが、この時期は消化管にも大きな変化が起きています。胃部域を中心に変態期
にどのような変化が起こるのかを研究しています（右下図）。また、オタマジャ
クシの胃には消化酵素であるペプシンは発現していませんが、カテプシンＥとい
う酵素を発現していることを発見しました。現在はこのカテプシンＥの生理的機
能についても研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

普段の授業については学生が「分かる」をテーマに行って
います。演習や実験では、実験の意味と内容理解は当然とし
て論理的思考の育成を心掛けています。実験を行なっての研
究は大変さが前面に出やすいですが、実験は楽しさや面白さ
も持ち合わせていますので、実験の楽しさ面白さが伝わるよ
うに研究指導を行っています。また、現在はイモリを中心に
研究を行なっているため年間を通じてイモリを飼育し適宜幼
生を得ています。

生物教育分野での今までの研究により改良・開発した実験をもっと学校現場に紹介して行きたいと考えてい
ます。基礎生物分野での研究によりカエル（無尾類）で分かったことが、同じ両生類であるイモリ（有尾類）
と何が同じで何が違うのかを明らかにして行きたいと考えています。また、カテプシンＥの生理的機能や胃の
進化を考えるために魚類のカテプシンＥについて研究を広げて行く予定です。

高校生向けの実験講座や出張講義を毎年多数行っています。研究の成果を学校現場に還元し、さらに生物実験
の改良と開発を行いたいので、学校現場の先生がたと意見交換の場を持ちたいと思っています。

TEL: 028-649-5318

ウシガエル胃部域の変態期における変化

ホウセンカ道管観察法の改良
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2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【地学教育・物理教育】
BYOD（Bring Your Own Device），各自のスマートフォンやPC端末を活用した教材の開発を中心に行って

います．特に地学分野では，WEB上にある様々な地球に関するデータを利用した教材や各自の端末を利用して
地球に関する諸量を測定する実験の開発を行っています．
【気候学】
宇都宮の気候，特に都市気候や暑熱環境の調査を独自の気象観測装置を用いて行っています．2021年度は栃

木県気候変動対策課と連携し，室内暑熱環境，特にWBGT（暑さ指数）の分析を行っています．

GIGAスクール構想で生徒一人ひとりがタブレット等の端末を活用できるようになったことを活かせるような
ICTを活用した地学の教材を開発しています。地学に関する現象は時間的空間的スケールが大きいため、実際の
現象を再現したり、実験したりすることはたいへん困難です。しかし、ICT機器を用いることでそれらをカバー
することができます。たとえば目で見ることができない地球規模の大気の大きな循環のようすも現在ではWeb
上で簡単に閲覧することができ、大きな大気の循環と日本の気象との関係も簡単に理解できるようになってきま
した。
研究室では、地球や宇宙についてICTを活用し、実感を伴った理解につながる教材の開発を行っています。

また、宇都宮の都市特有の気候であるヒートアイランド現象に着目し、独自の気象観測装置を市内各所に設置し
て観測を行い、実態の解明を行っています。この研究は他大学の気象学研究室との共同研究でもあり、近年話題
になっている暑さ指数（WBGT）についての調査も行っています。2021年度は栃木県との共同研究として、室
内の暑熱環境についての実態調査も行うことになっています。

GIGAスクール構想が進展する中で，中学校の地学分野で実施が可能なICTを活用した教材の開発を中心に
行っていきたいと考えています．また，宇都宮市の都市気候の実態把握も継続的に行っていきます．

地球や宇宙のこと，気候や気象のこと，身近な地形のことなど地学教育等に関連した分野で話題の提供が可能
です．出前授業や講演会も可能な範囲でお引き受けいたします．

地学教育，物理教育，気候学，自然地理学

・ICTを活用した地学・物理教育研究
・局地気候，都市気候

地学教育，物理教育，気候学，自然地理学

日本地理学会，日本気象学会，日本地学教育学会，日本
物理教育学会，東北地理学会，日本ヒートアイランド学会

出前授業等お引き受けします

共同教育学部 助教 瀧本家康
自然科学系 理科分野

URL: 
Mail: ieyasu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

たきもと いえやす

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

TEL: 028-649-5316

SDGs事例
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理科教育学・科学教育

・理科授業／科学の学びのデザイン研究
・児童生徒の科学概念形成
・ICTを活用した理科授業

理科授業，幼児の科学の学び，デザイン研究，科学概念，
ICT活用，STEAM教育，SDGs，ゲーム教材，環境教育

日本理科教育学会，日本科学教育学会，日本教育工学会

ー

共同教育学部 准教授 出口 明子
自然科学系 理科分野

URL: -
Mail: deguchia[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

でぐち あきこ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

理科授業のデザイン研究を専門にしています。授業のデザイン研究とは，学び手の理解や思考を深めたりする
のに良いとされている様々な教材や教具，指導方法を取り入れて，授業を作っていくことです。私の研究では，
小中学校の理科授業，幼児期の子どもたちの科学遊び，あるいは動物園等の社会施設での教育活動といった様々
な場面における理科・科学の学びのデザイン研究を行っています。そうしたデザインを行う中で，ICTやゲーム
教材を取り入れたり，より良いデザインを行うための科学概念調査を行ったりしています。このような研究を通
して，よりよく現代の科学技術社会に参加したり，将来の科学技術社会を創り出したりする人材の育成を目指し
ています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

上記の研究にあたっては，学校現場の先生方との共同研究を数多く行っています。また，栃木県内の小中学
校での授業研究会や校内研修での指導助言，教員研修における講話講師なども担当させていただいています。
このような学校現場の先生方との関わりは私自身にとっても学びの場であり，先生方と共により良い理科授業
を作っていく楽しさや喜びを感じる機会になっています。
また大学では，理科の指導法をはじめとした教員養成に関する授業，理科教育学のゼミを担当しています。

現在はICTを取り入れた理科授業，STEAM教育やSDGsを指向した理科授業に関するデザイン研究に力を入れ
ています。これらは現代の比較的新しい教育課題でもあります。これからも時代の変化とともに新しい教育課題
が出てくることが考えられます。そうした変化に対応した理科の授業デザインを追究していきたいと考えていま
す。

今後も，小中学校等における授業研究や校内研修での指導助言，教員研修における講師などで引き続きお役に
立てる機会があればと考えています。また，研究の成果を学校現場に還元できるよう，学校教員の方々と交流し
ていきたいと思っています。

SDGs事例
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ソフトマターの物理/生物物理/ 物理教育

・熱・統計力学的な細胞分裂モデルの構築
・ソフトマターを用いた分野横断型教材の開発
・ICTを活用した物理教育研究

物性実験，熱，統計力学，コロイド，両親媒性分子，
ICT ，オンライン理科実験

日本物理学会・日本化学会・日本生物物理学会・日本物理教育学会

開発した教材の実践や自然科学の概念調査などご協力をお願いいたします。

共同教育学部 助教 夏目 ゆうの
自然科学系 理科分野

URL: https://researcher.utsunomiya-u.ac.jp/html/100003836_ja.html
Mail: nastumey[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

なつめ

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

金属や半導体のような「固体」でないものを総称して「ソフトマター」と呼びます。例えば、私たちの体は、
歯や骨などの一部を除き、タンパク質や血液、細胞などのソフトマターでできています。私の研究では、組成の
よくわかった簡単な物質から細胞モデルをつくって機能させるボトムアップ型のアプローチで、多様な生体の構
造や機能に共通する法則を探っています。特に細胞分裂を模した実験系で、膜の弾性エネルギーの変化や内包物
の浸透圧の効果を調べています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

大学では、学校教育教員養成課程の「基礎の物理学」や「基礎物理学実験」、全学向けの教養科目「物理学入
門」などを担当しています。いずれの科目でも、自然の事物・現象の大きさやエネルギーのスケールを捉えるこ
と、それらにかかわる様々な単位を基本単位系に変換し理解することを、繰り返し指導しています。これらを通
して、自然科学の知識を学ぶだけでなく、卒業後も新しい事柄を学ぶ際の基盤にしてほしいと考えています。

ソフトマターの物理・生物物理は、物理・化学・生物の境界に位置する領域です。この特性を活かして、中学
生や高校生が3分野を横断的に学習できる教材の開発を行っています。特に、高校物理「弾性エネルギー」と化
学「浸透圧」「コロイド」、生物「細胞」「生命起源」などを関連付けることに力を入れています。ICTの普及
にともない、タブレット型コンピューターを使って、観察や解析、結果の共有などが簡単にできる実験系を組み
立てています。

中学校や高等学校において中大・高大連携企画の講師や探究的学習の指導を行っています。テーマの例:「生
命の起源と人工細胞」「音の三要素と音階」など。
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物理教育、化学教育

・ICTを活用した物理・化学教育研究
・アクティブ・ラーニング型授業（反転授業、ILDsなど）
のキャリア教育への接続

物理教育，化学教育，反転授業， ILDs ，キャリア教育

日本物理教育学会、日本教育工学会、日本科学教育学会、
物理教育研究会

ー

共同教育学部 教授 南 伸昌
自然科学系 理科分野 南研究室

URL: -
Mail: minami[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

みなみ のぶまさ

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

相互作用型演示実験講義（ILDs）を中学・高校に導入できるよう、
教具の開発や授業案の検討を行っています。生徒が予想・議論し、演
示実験で確認して認識を深めるため、教員が如何に関わるべきかを検
討しています。
学生が主体的に授業に取り組むことができるよう、講義・演習だけ

でなく、学生実験にも反転授業を取り入れています。授業で学んだこ
とを授業内に留めるのではなく、自分の人生に活用できるよう、ルー
ブリック評価のあり方等も含めて、検討を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

ICT教育については、理科教育の3教員（TMN）でチームを組んで、3・4年生を連携して指導しています。3
年次は大部屋で仲間と切磋琢磨し、4年次の卒業研究も仲間と共に多角的な視点で指導を受けられるよう、学問
だけでなく学生生活の質的な面からもバックアップできる体制を取っています。
キャリア教育についての研究は端緒についたばかりですが、教育心理やキャリアセンターの先生等、各方面か

らの支援を受けられる体制を構築し、実践・評価を試みています。

ICTを活用した教育については、中学・高校の先生と連携しながら、実際の授業の中で活用できるよう進めて
いきたいです。反転授業等のアクティブ・ラーニング型授業につきましても、現場の先生の声を伺いながら、中
高で活用できる形を探っていければと考えております。

中高生向けの実験講座や、教員が楽しんで実験に取り組める教員研修を実施しております。出前授業や講演会
も可能な範囲でお引き受けいたします。

TEL: 028-649-5313

力学台車

US-015

Arduino
UNO滑走台
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学校教育学，教育工学

・ICTを活用した授業改善
・プログラミング教育
・情報モラル教育

ICT，情報教育，プログラミング，情報モラル

日本産業技術教育学会，日本教育工学会，日本科学教育学会，
教育システム情報学会

ー

共同教育学部 教授 川島 芳昭
自然科学系 技術分野

URL: -
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

かわしま よしあき

2022年6月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

GIGAスクール構想による一人一台端末の導入，プログラミング教育の実施など，学校における教育環境の変
化は激しいものとなっています。そして，その変化に対応した授業設計や機器操作を含めたリテラシー能力が教
員に求められているのが現状です。このように変化し続ける学校現場において，教員が抱える多くの問題を改善
していくことは，教育の質の向上を図るためにも重要なことであると考えています。そのため，普遍的な教育理
論と，変化する教育環境を整理し，子ども達の情報活用能力や課題解決能力を高めるための授業作りや教材開発
に関する研究を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

当研究室では，地域教育関連機関や学校現場との関係性が密である強みを生かし，各種教育データの収集，実
践的な検証データの収集などを行い，定量的・定性的な分析を基に研究を展開しています。また，学校教育に必
要な教育用教材の開発も長年にわたり行っており，そのためのノウハウなどの蓄積も豊富にあります。

小学校教育や技術科教育のためのプログラミング教材の開発やこれまで蓄積してきた教育データを生かした
教育用AIの開発に取り組み，学校教育に寄与できる研究を進めて行きたいと考えています。

地域教育委員会が主催する「問題行動等未然防止プログラム事業」や「子育て講座」，「市民カレッジ」など
の講師を勤め，栃木県内の情報モラル教育の推進を行っています。また，国が主催する「インターネットフォー
ラム」や支援する「安心ネットづくり促進協議会」などのコーディネータや普及啓発部会長も兼任しています。
一方，ICTを活用した教育，プログラミング教育の推進のために，県内の教育関連機関と協力し，教員向け研修
会講師や，授業実践などを行っています。

SDGs事例
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音楽教育、音楽理論、知的財産法

・鍵盤ハーモニカの演奏および指導法に関する研究
・音楽理論の指導に関する研究
・「音楽に関する知的財産権」に関する研究
・音楽アウトリーチに関する研究

器楽，鍵盤ハーモニカ，知的財産法，著作権，音楽アウト
リーチ

日本音楽学会、日本音楽教育学会、日本知財学会、知的財産管理技能士会

鍵盤ハーモニカのワークショップや音楽鑑賞教室、知的財産法（特に著作
権）の講座を行っています。

共同教育学部 准教授 新井 恵美
芸術・生活・健康系 音楽分野

URL: -
Mail:  arai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

あらい えみ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

小学校低学年の音楽の授業でよく用いられている、鍵盤ハーモニカは、日本では60年ほどの歴史しかなく、
まだ発展を続けている楽器です。この楽器について、両手弾きの演奏活動を通じて、研究しています。また、
小学校でどのように指導していくかについて研究しています。
「音楽理論の指導」については、小・中学校と９年間音楽の授業を受けても楽譜の読めない児童・生徒が多

いという現状を踏まえ、それをどうしたら改善することができるかということについて特に考えています。
「音楽によるアウトリーチ」（地域貢献）は授業の中で学生が学校や施設などに出向いて授業や交流（演奏

など）を行い、その効果について考えています。
「音楽に関する知的財産権」は平成24年度から中学校で教えることになりました。現在は、この内容の検討

や指導の方法などについて試行錯誤しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

鍵盤ハーモニカでは、写真のように楽器を肩から斜め掛けにし、両手で演奏する活動をしています。したがっ
て、左手は通常とは逆手となります。鍵盤ハーモニカという、小学生も使う楽器を使って音楽表現を追究するこ
とで、子どもに演奏や音楽に興味を持たせることができたらと考えています。
著作権に関しては、音楽を専門とする立場からアプローチすることにより、法学者とは異なる視点で著作権法

について考えています。

鍵盤ハーモニカのワークショップや演奏会の実施を通して、鍵盤ハーモニカを通して音楽を伝えていきたい
です。
著作権については、小中学生にとっても身近なものになってきているため、子どもにどのように伝えていく

かを考えていきます。

小学校、幼稚園、保育所等で、鍵盤ハーモニカのワークショップや演奏会の実施を通し、鍵盤ハーモニカを通
して音楽を伝える活動をしています。また、著作権に関する講座も実施しています。

TEL: 028-649-5355
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管弦打楽器、指揮、合奏

・バリ・チューバアンサンブル
・合奏による参加型コミュニケーション
・教育団体・地域団体のための分かり易い指揮法

チューバ，合奏，指揮

日本音楽表現学会、日本管楽芸術学会（発起人）、日本管
打吹奏楽学会、JWECC（日本管楽合奏指揮者会議）

ー

共同教育学部 准教授 髙島 章悟
芸術・生活・健康系 音楽分野

URL: 
Mail: takashima〔at〕cc.utsunomiya-u.ac.jp

たかしま しょうご

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

バリ・チューバアンサンブルを土台に楽器の特徴や役割を探究し、方向性を見出すことにより合奏としての基
盤を確立する研究を行っています。個のレヴェルで奏法の特徴を確認し、改善点を模索しながらより良い方向性
を確立します。アンサンブルでは楽譜を読み技術と楽器の奏法棲み分け、呼吸を土台にした楽譜の多様性と演奏
法を研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

実技ですので、「まずはやってみる」ということを意識しています。そこで、他者から見る改善点と自分の
状態を確認し、その上で反復的な練習に取り組むようにしています。合奏では授業の特徴を生かし「連携、コ
ミュニケーション」を意識することと、我々の専門領域は「単音楽器」であるという特性からアンサンブルを
通じての「共有」を展開していきます。そして発表の機会を設け、学内外の皆様（聴衆者）と同じ空間での
「共有」を行い、そこでそれぞれの立場で感じ取ったものを「継続」していくように致します。

バリ・チューバアンサンブルだけに限らず、中低音楽器の土台的役割は必ず共感する要素があります。その
ための教材の開発を考えています。合奏では、「継続」を念頭に置き、多様なジャンルの楽曲研究に着手し、
「連携」という形で学内外の機関と協力しながら「参加型」の合奏を発表して参りたいと考えています。

https://www.utsunomiya-u.ac.jp/activity/research/scholarlist/education/takashima_syogo.php 参照

TEL: 028-649-5352
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主催により同図書館で開催。2012年ヨーロッパメディアの推薦により日本国内閣府
「世界で活躍し『日本』を発信する日本人」にクラシック演奏家で唯一選出される。日
本政府より称号「Japan.Dr.Rie, The Graceful Muse」と政府公認ロゴを授与され
る。

芸術、音楽、ピアノ、声楽、作曲、音楽学、音楽教育

・ピアノ演奏に関する研究 ・日本歌曲の演奏法研究
・音楽鑑賞教育 ・アートマネジメント実践
・医療現場における音楽の重要性

「Dr.りえのおしゃれなクラシック」, 音楽は笑顔になる薬，
音楽で世界をつなぐ・つなげる

日本音楽学会、日本音楽教育学会、日本音楽著作権協会、早稲田大学演劇
博物館、Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals
de Barcelona

2012年ヨーロッパメディアの推薦により内閣府「世界で活躍し『日本』を
発信する日本人」にクラシック演奏家として唯一選出されたピアニスト・
音楽博士

共同教育学部 准教授 平井 李枝
芸術・生活・健康系 音楽分野 平井李枝ピアノ研究室

URL:  http://tjh.music.coocan.jp/rie/ 公式YouTube
Mail: rie〔at〕cc.utsunomiya-u.ac.jp

ひらい りえ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

東京藝術大学ピアノ科を卒業後、国内外で演奏活動と研究を行う。ス
ペイン・カタルーニャ国立図書館が認めたスペイン音楽研究の第一人者
である。2010年に博士（音楽）を取得。全音楽譜出版社よりグラナドス、
ファリャ、ラフマニノフのピアノ楽譜集を出版。海外にも輸出。海外の
国営テレビ、ラジオ、新聞などに幅広く出演している。2011年カタルー
ニャ国立図書館よりスペイン音楽研究と普及に貢献したとして栄誉賞受
賞。2012年スペインと日本の友好の演奏会「絆」をカタルーニャ州政府

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

日本の未来担う素晴らしい教員を育てています。ベストレクチャー賞受賞（ピア
ノ弾き歌い、鍵盤アンサンブル）、学長表彰優秀賞（研究）受賞（3年連続）

難しいこともわかりやすく、上品に楽しく、日本の魅力を世界に発信いたします！

文化庁事業演奏会「Dr.りえのおしゃれなクラシック」全国小中高校で8万人動員。文部
科学省委員,コンクール審査員●演奏会・講演会：文部科学省,文化庁,外務省,在日本各
国大使館,ASEAN大使会議,カタルーニャ州政府,マルグラット市,Marriott,日本国総領事
館,日本人学校,専門店人事研究会,東京都公園協会,新潟県村上市,高知県ほか●学校芸術教育支援：東京都,千葉
県,神奈川県,新潟県,佐賀県,筑西市,高崎市,高知県,栃木県,群馬県,福岡県,山口県ほか●教員研修会：各都道府県
教育委員会●ピアノ講師向け講演会：全音楽譜出版社,松澤書店,伊藤楽器,ヤマハ,PTNA,開進堂楽器ほか●作
曲：神林中学校校歌,マルグラット市,ランブラス協会,宇都宮大,横山第一小,杉並第一小ほか●ステージドレス：
(株)三松AIMER

TEL: 028-649-5356

2019年5月～12月バルセロナにて研究と演奏活動（60公演）
を行う。ヴァル・デブロン大学病院からの要請により、「音楽
は笑顔になる薬」のテーマで重病患者への音楽演奏を行い効果を研究。ICUや臓器移
植病棟など医療現場の中枢で巡回演奏。同病院よりディプロマを受賞。
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デザイン学（建築、環境、空間メディア）

・地域資源を基にしたデザインによる課題解決
・地域におけるコミュニティ空間のデザイン手法
・地域プロジェクトをテーマとしたデザイン教育

建築設計，地域設計，空間デザイン，プロダクトデザイ
ン，グラフィックデザイン，デザイン教育

日本建築学会、日本デザイン学会、大学美術教育学会

日本建築家協会登録建築家
一級建築士

共同教育学部 教授 梶原良成
芸術・生活・健康系 美術分野 デザイン研究室

URL: http://www.yoshinarikajihara.com/
Mail: kajihara [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

かじはら よしなり

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

少子高齢化・人口減少が進む地方において、持続可能な地
域づくりのためには、その地域の資源を探り、最大限に生か
して、その場所ならではの課題解決のポテンシャルを具体的
なカタチで引き出すことが求められます。その場合に必要と
されるものづくり・場づくりや情報発信に関わる柔軟な運動
体としてのデザインについて、研究しています。
また、地域における上記のような実践的なデザイン活動＝

地域デザインプロジェクトをテーマとした課題発見課題解決
型のデザイン教育について、研究しています。
写真は、医療法人と協働して設計した精神科デイケア施設。

ほかに、外来・医局・管理部門と120床の病棟を備えた精神
科病院新棟も同様に協働して設計しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

これまでに地域地区の計画、大学キャンパス計画から、公共施設、医療福祉施設、教育施設、商業施設、居住
施設の建築設計に携わってきています。近年は、医療法人と協働した精神科病院新棟やデイケア施設の建築設計
や、県北の道の駅の基本構想案の策定に関わるなどの実績があります。
また教育においては、自治体や地域の店舗・宿泊施設・事業所などと連携して、情報発信や商品・パッケー

ジ、
店舗空間などのデザイン、また地域の商店街の将来構想案のデザインをゼミや授業と連携して行い、研究と教育
の往還を図っています。

今後は、自治体や事業所などと連携したまちづくりや施設などのデザイン実践の研究をさらに充実させていき、
また自治体や地域の店舗・事業所などとのデザインプロジェクトをゼミや授業と連携して行い、研究と教育の往
還を発展させて行きたいと考えています。

精神科病院新棟・デイケア施設建築設計（医療法人直志会と協働）、道の駅「那須高原友愛の森」総合計画案
策定（那須町と協働）、那珂川町産学官連携ブランディングデザイン事業（那珂川町と連携）、宇都宮市景観ア
ドバイザーとして地域住民との宇都宮市大谷地区の景観まちづくり計画の策定、認定NPO法人もうひとつの美
術館の企画展のアートディレクションやデザイン協力など。

TEL: 028-649-5362
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絵画技法論 美術教育

・油彩画制作における描写法
・地域における展覧会を通した美術普及活動
・芸術教科における横断的カリキュラムの開発

油彩画，アートワークショップ，展覧会

大学美術教育学会、基礎造形学会、美術科教育学会

一般社団法人二紀会会員、栃木県新作家集団事務局

共同教育学部 准教授 株田昌彦
芸術・生活・健康系 美術分野

URL: http://kabuta.amebaownd.com 
Mail:mkabuta[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

かぶた まさひこ

2022年6月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【油彩画制作における描写法】
対象の描写を主軸とした油彩画を制作しています。その中で複合的な素材

（アクリル絵具や顔料マーカーとの併用）の使用法について研究しています。
また近年では、19世紀イギリスの画家であるアトキンソン・グリムショー
（Atkinson Grimshaw:1836～1893）の作品を対象として夜景絵画の描画
法についても調査および研究しています。

【地域における展覧会を通した美術普及活動】
栃木県内で毎年展覧会を企画しています。展覧会では展示会場の選定、作

品の配置やパーティションなど、展示方法を模索しています。

【芸術教科における横断的カリキュラムの開発】
学校教育における美術科と音楽科の教科横断的なカリキュラムについて研究しています。廃材を利用した手作

り楽器の試作を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

絵画を専門分野としているため、アートワークショップ
の企画、実践を行うことができます。右の写真は2021年
11月に鹿沼市で開催された「AWANO 夢咲く ART
FESTIVAL」で行った子ども向けワークショップの様子で
す。ジオラマのように各々が描いたものを立てています。

継続的に行っている油彩画における描写法の研究を進めます。特に夜景絵画についてグリムショーの作品調査
を基に、実験制作を行う予定です。また、上記のような子ども向けのアートワークショップを企画、実践します。

地域のギャラリーで作品展示を行っています。その他、地域の自治体等が主催する美術展での審査員や展覧会
での作品解説を行い、美術の普及に取り組んでいます。

TEL: 028-649-5365
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美術教育、芸術学

・美術教育研究：「図画工作科・美術科および美術館の
教育研究」「美術教育の理論と歴史」
・芸術学研究：「近現代美術の理論と歴史」

美術教育，鑑賞，美術館教育，ワークショップの実践と
理論，シュルレアリスム，美術受容史，モダニズム，美術と社会

大学美術教育学会、美術科教育学会、日本美術教育連合、環境芸術学会、
美学会、美術史学会

研究を通して「子ども・美術家・美術作品・美術の歴史・美術と社会」を
見つめる。

共同教育学部 准教授 本田悟郎
芸術・生活・健康系 美術分野 美術教育･芸術学 本田研究室

URL: -
Mail: yug5256[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ほんだ ごろう

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

美術と人と社会に関する理論と実践の研究を美術教育と芸術学の領域から展開している。美術教育研究におい
ては実践およびその歴史と理論、また、芸術学においては近代以降の美術概念の変容に基づく美術作品や美術の
あり方などを基に各研究に取り組んでいる。これまでの研究の方向性を概略として以下に示す。
■美術教育研究
図画工作・美術の授業（題材・教材研究）／鑑賞教育／美術館教育／造形ワークショップの理論と実践／美術

教育史／美術教育思想／大学における教員養成と美術教育
■芸術学研究(美術理論・美術史)
近現代美術／シュルレアリスム／モダニズム／美術受容／美術と社会･人に関する美学芸術学研究

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

美術および美術教育に関する実践と理論の両面から教育研究活動にあたっている。美術教育研究と芸術学(美
術理論・美術史)研究の視座から「見る／つくる」を総合的に捉え、その諸相を歴史と理論を軸に研究している。
また、学校教育から美術館教育にいたるまで今日の社会における美術と教育の実際に積極的に働きかけている。

美術とは何か？美術教育とは？
ひとつひとつの研究を深めながら大きな問いに常に向き合って行きたい。

小中学校教科書執筆編集(図画工作科、美術科)､宇都宮美術館協議会委員、栃木県立美術館造形ワークショッ
プ、作品展審査等、研究を通して全国の小中学校や地域社会の教育に貢献している。

TEL: 028-649-5363
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共同教育学部 教授 松島 さくら子
芸術・生活・健康系 美術分野

工芸（漆工芸）

・漆造形表現研究
・アジアの漆工芸研究

工芸, 漆芸, 乾漆, 漆造形, アジア漆工芸, 東南アジア

日本文化財漆協会, 漆工史学会, 漆を科学する会, 日本教育
大学協会全国美術部門・大学美術教育学会

アジア漆工芸学術支援事業(任意団体)を組織し活動をおこなっている。

URL: https://sakurako.com https://asian-urushi.com http://www.edu.utsunomiya-u.ac.jp/crafts/
Mail: sakurako[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつしま こ

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

漆工芸の分野において、漆造形研究として作品制作、そして1990年代後半より、中国・東南アジアの漆工芸
産地を訪れアジア漆工芸の調査研究を行ってきた。2005年にアジア漆工芸学術支援事業(任意団体)を立ち上げ
東南アジアを中心に技術公開やワークショップなど、漆工芸職人や漆芸研究者とともに、宇大生や国内の芸術系
大学生と現地の学生との多国間教育交流活動を通し、若い世代に漆工芸文化の魅力を伝える支援を行ってきた。
経済変化の大きい東南アジア各地の最新の漆工芸現状学術調査を行い、その成果(調査記録と提案作品)を国際展
覧会にて発表、さらにアジアの漆工芸文化の記録・現状・未来への提案に関する資料(ビデオアーカイブ)の作成
を継続的に行っている。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学生は素材に触れ、道具を使用しその素材を加工し、表現に転化させる経験が少ない。授業では、実素材に
直接触れ、手指や体を使い、素材が工芸技術を通して制作していく過程で、どのような表現の可能性があるか
を考えられるよう、多くの機会を提供していきたい。産地見学や漆工芸を通した国際交流活動も行なっている。

引き続き、漆造形表現研究としての作品制作、変化するアジア各国の漆工芸現状調査研究、漆工芸を通した交
流やデザイン開発に取り組みたい。

・展覧会・ワークショップ等の企画・運営
2022年9月「アジア漆の造形と祈りー東南アジアの漆ー展」東京藝術大学大学美術館陳列館 企画運営
2012年9月「漆・うるわしの饗宴展」(巡回展 東京・京都・福島)
その他、ミャンマー、タイ、ラオス、ベトナム、カンボジア、中国等、国内外での企画や出品多数。

・地域の公募展の審査
栃木県美術展、神奈川県美術展、Global Eco Artisan Awards Jury (AGAATI Foundation) 他

SDGs事例

89



体育科教育

・家庭と学校をシームレスにつなぐポートフォリオの研究
・体育におけるICT（1人1台端末やVR、AI等）の活用
・構成主義に基づく体育の授業デザインや教材開発

ICT，学習評価，ポートフォリオ，保護者，学校を中心と
したコミュニティ，ボール運動，教材研究，VR

日本体育‐スポーツ‐健康学会，日本体育科教育学会，日本教育工学会，臨床
教科教育学会，IAHPEDS（アジア事務局長）

GIGAスクール構想によって配布された1人1台端末の体育における有効的な
活用方法に取り組んでいます。

共同教育学部 助教 石井 幸司
生活・芸術・健康系 保健体育分野 石井幸司研究室

URL: 
Mail: koji.ishii [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いしい こうじ

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

ICTを利活用して家庭と学校をシームレスにつなぐポートフォリオの研究を
しています。体育の学習成果は通知表で表される「１～５」の通知では保護者
に適切に伝わりません。また、保護者の子供への影響は強く、保護者の有して
いる学習観や、子供への関わり方は子供の学習面や体力面にも影響します。そ
こで、ICTを利活用した体育のポートフォリオを子供、保護者、教師間で共有
することで、保護者に適切に子供の体育の学習成果を伝えると共に、保護者を
学校体育により積極的に関与させようと考えています。
また、1人1台端末やVR，AIの活用や遠隔地とつないだ体育など、テクノロ

ジーと身体活動を融合させたSociety5.0時代の体育実践の研究も進めていま
す。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

私は東京都で16年間小学校教員として勤務していました。その経験を活か
して、講義での理論的な部分と模擬授業などの実技を通した実践的な授業構成
で授業をデザインしています。具体的には、小学校、中学校及び高等学校の教
員を目指す学生に「小学校体育」や「初等体育科指導法」、「中等保健体育科
指導法」などを担当しています。これらの授業や研究室でも実際にテクノロ
ジーを活用した体験的な学びをしています。

・体育におけるシームレスな学習評価による学校を中心としたコミュニティ
変容の実証的研究

・メタバース・ボールゲームの体育実践

小学校・中学校を中心に体育の授業づくりや実技研修を現職の先生方と協働
で行っています。また、GIGAスクール構想における1人1台端末の具体的な活
用方法に関する講演も行っています。さらに、家庭と学校、地域の連携に関す
る助言や講演も行っています。お気軽にお問い合わせください。

TEL:028-649-5383
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体育科教育

・体育教師の事前計画立案に対する認識と意思決定の研究
・体育授業の授業づくりと教材研究
特にボール運動系（ゴール型・ネット型・ベースボール
型）

教師の意思決定，事前計画，教材研究，ボール運動，球技

日本体育・スポーツ・健康学会，日本スポーツ教育学会，日本体育科教育
学会，臨床教科教育学会，北関東体育学会

「3X3」3人制バスケットボールの教材化やクリケットの教材化に挑戦して
います。

共同教育学部 准教授 石塚 諭
生活・芸術・健康系 保健体育分野 石塚諭研究室

URL: -
Mail: ishizuka [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いしづか さとし

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

体育を担当する教師の事前計画に対する認識と授業中の
教授行動の関連を研究しています。特に熟練教師は右図の
ように事前に計画した規準を柔軟に運用しながら授業中の
行動を意思決定しています。このような教師の適切な意思
決定を支えるために、事前にどのような視点で計画を立て
ておくべきかを考えています。
また、ボール運動・球技系の領域の教材研究を行ってい

ます。学習者の「ゲーム理解」を第一に考え、シンプルな
課題設定を行うことで学習を深め、よりよいゲームへの参
加を実感できるような授業づくりを目指しています。具体
的には、小学校、中学校における「3X3」3人制バスケッ
トボール（ゴール型）やクリケット（ベースボール型）の
教材開発と有効性の検討を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学部では，小学校、中学校および高等学校の教員の養成にあたって，「小学
校体育」「初等体育科指導法」や「中等保健体育科指導法」などを担当してい
ます。私自身の17年の小学校教員としての経験を生かし、実践と理論を融合
させた授業内容を意識しています。すぐれた授業を観察することや実技を通じ
た教材研究も取り入れています。

①体育授業における事前計画立案の視点を発達段階（学生、初心期、中堅
期、ベテラン期）ごとに検討します。
②「3X3」3人制バスケットボールとクリケットの教材開発と有効性を検討
します。

栃木県内を中心に小学校の授業づくりや実技研修会等を行っています。また、
子どもの体力向上に関する取り組みも行っています。写真は、学生・教員向け
に行なったクリケット講習会（佐野市）の様子です。

TEL: 028-649-5382
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発達バイオメカニクス、運動学習

・発育期における運動発達に関する研究
・教員の運動観察力の向上に関する研究
・体育授業におけるICTを用いた学習に関する研究

発達バイオメカニクス、子どもの運動指導（とくに走・
跳・投運動）

日本体育・スポーツ・健康学会、日本発育発達学会、日本
バイオメカニクス学会、日本陸上競技学会

運動発達に関する理論にもとづいた指導や運動の評価

共同教育学部 教授 加藤謙一
芸術・生活・健康系 保健体育分野 加藤研究室

URL: -
Mail:  katok[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

かとう けんいち

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

子どもの体力は低下傾向にあり、体力・運動能力調査から、昭和60年頃を境に子どもの走る力、投げる力な
どは、全年代において長期的に低下の一途をたどっていることが明らかにされています。こうした問題に対応す
るには、パフォーマンスのような量的な数値データではなく、動き方の特徴のような質的なデータが重要となり
ます。下図は、男子小学生の投動作をコンピュータによって動作を解析したものです。こうしたデータをもと
に、子どもの各種運動（動作）の特徴を明らかにしていきます。そして、望ましい動作モデルの動きに対して動
きのポイント（注意点）や体力的な運動プログラムを具体的に提案します。また、体育を専門としない小学校教
員の先生に対して、動作の良否を評価するための運動観察の観点を理解するための研究も行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

就学前の幼児から中学・高校生までの運動能力（動作発達）について研究しています。その中で、走・跳・投
などの運動能力を記録だけでなく、その動き方を評価する観点を明らかにしようとしています。そして、これま
での研究成果をもとに各年齢に応じた体力や運動能力を高めるための具体的な対策や方法についてアドバイスし
たいと考えています。最近では、運動指導における運動観察力の向上させるための研究や体育授業においてICT
を活用して効果的な学習成果を得るための研究も行っています。

今後は、運動学習に役立つ運動観察力を向上させるための研究や体育やスポーツ指導において効果的なICT
の活用方法を提案できるよう研究を進めていきたいと考えています。

発育期（とくに就学前から中学生）におけるスポーツや運動指導の在り方に関する講演や講習をこれまで数多
く行ってきました。栃木県教育委員会のとちぎ子どもの未来創造大学の体験講座「子どものかけっこ教室」を開
催してきました。その取り組みは、将来教員を目指している学生も参画し、スポーツ指導を通して子ども理解を
深める活動に役立っています。また、現職教員、とくに小学校教員の体育やスポーツ指導力の向上に関する支援
についても協力したいと考えています。

TEL: 028-649-5384
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学校保健，保健体育科教育，健康教育

・学校での保健教育におけるアクティブ・ラーニング等の
実践研究

・青少年の危険行動の防止などの現代的な健康課題への
対応についての研究

保健教育，アクティブ・ラーニング，教科等横断的な
学び，喫煙・飲酒・薬物乱用防止

日本学校保健学会，日本体育学会，日本公衆衛生学会，日本健康教育学会

ー

共同教育学部 准教授 久保元芳
芸術・生活・健康系 保健体育分野 久保研究室

URL: -
Mail: kubo [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

くぼ もとよし

2021年3月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【学校での保健教育におけるアクティブ・ラーニング等の実践研究】
アクティブ・ラーニングの視点からの各教科等での授業改善が求められている中で，体育科・保健体育科の保

健授業などを中核とした保健教育において，児童生徒の理解の質や思考力の向上を目指した授業実践研究を行っ
ています。これまで，ICT機器クリッカーを用いたピア・インストラクション，協調学習としての知識構成型ジ
グソー法，反転授業などを取り入れた実践を行っており，授業内容に関する知識や意識についての授業実施前後
での変容，授業中の児童生徒の学習活動（発話内容，記述内容等）などから評価を行っています。

【青少年の危険行動の防止などの現代的な健康課題への対応についての研究】
青少年の健康や命に関わる危険行動（喫煙，飲酒，薬物乱用，性的行動，暴力等）の防止に関わって，それらが
「青少年期に始められやすい」「大人になるに従って定着，悪化する」「相互に関連する」等の特性を持つとい
う仮説を検証したり，それらを防止するうえで有効な心理社会的要因などを探究したりすることを，質問紙調査
に基づく統計解析によって行っています。また，危険行動以外にも，スマホ依存，熱中症などの現代的な健康課
題の実状等についても質問紙調査によって把握しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学部では，小学校教員および中学校・高等学校の保健体育科教員の養成にあたって，教科の指導法に関する科
目として「中等保健体育科指導法（保健）」や「健康教育」を，教科の専門的科目として「衛生学及び公衆衛生
学」などを担当しています。大学院では，学校と地域社会との連携による健康教育の推進についても扱う「ヘル
スプロモーション特論」を担当しています。教科の専門性と指導法との有機的な連携や，学校と地域社会との協
働を意識した教育・研究活動を進めることができると思います。

リテラシーやコンピテンシーなどの資質・能力を効果的に育成するための保健の授業実践や，教科等横断的な
視点での保健教育の充実の方向性についても検討していきたいと考えています。
また，青少年期の危険行動に関しては近年，減少傾向にあることが報告されているものの，新たにノンアル

コール飲料や電子たばこなどの代替品も普及しています。青少年にとってそれらの使用がどのような影響を及ぼ
し得るのか，検討していきたいと考えています。

附属小・中学校や公立小・中学校などの学校現場や，保健所などの地域の専門機関との連携によって，教育・
研究活動を進めています。児童生徒の健康に関する課題や教育的課題の解決に向けて，教員養成の立場から貢献
できるよう，取り組んでいきます。

TEL: 028-649-5380

SDGs事例
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体育・スポーツ心理学

・多様な感覚経験を重視したボトムアップ型の運動指導・
学習方法の研究

・心身の自己調整法に関する研究

運動学習，運動制御，指導/学習方略，ICT教材，器械運動，
体つくり運動，自律訓練法

日本体育学会，日本スポーツ心理学会，日本体育科教育学
会，北関東体育学会，日本自律訓練学会

ラート競技日本代表．ラート体験会，パフォーマンス等の依頼は，
日本ラート協会事務局（office@rhoenrad.jp）を通してご連絡ください．

共同教育学部 助教 松浦佑希
芸術・生活・健康系 保健体育分野 体育・スポーツ心理学

URL: -
Mail: yuki-matsuura [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつうら ゆうき

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

学習者の主体性な取り組みを重視し，学習者一人ひとりに合っ
た運動技能をより効果的にボトムアップで身に着けさせることを
可能にするための運動の学習・指導方法の研究をしています．右
図は，機械学習を応用し考案した感覚経験型指導法（松浦ほか，
2018; 2021）の概略図です．自身の競技経験と指導経験から，
理想的なやり方を繰り返し練習するだけでは，個々人に合う・合
わないという問題だけでなく，応用力や適応力も身に付かないこ
とを身に染みて痛感しました．それを乗り越えるものとして，学
習過程に様々な運動の経験をすることの重要性を実感し，感覚経
験型（ボトムアップ型）の考え方に辿り着きました．色々な意味
での“あそび”が重要であると考えています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育活動では，講義科目であっても学生自身の実際の体験，思考を通して学ぶことができるように工夫してい
ます．研究室の活動では，学生の興味を大切にして，幅広い視点から共に学びを深めることができるように意識
して活動を行っています．

今後の展望は，ICTと個別経験データを活用した学習者のセル
フメイド型運動指導法の開発です．学習者自身の個別経験データ
×ICTを活用して，学習者の学習プロセスや特性に関する情報な
どを機械学習によって分析し，学習者の特性に応じた指導方法を
検討，ICT教材化していきたいと考えています（右図）．

ラートの体験講座やパ
フォーマンスなどを小・中学
校や各種イベント等で実施し
ています（右図参照）．お気
軽にお問い合わせください．

TEL: 028-649-5378
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家政学、家庭科教育

・家政学と家庭科教育
・生活支援の専門職
・生活資源とエンパワーメント

家庭科教育，生活経営，生活支援

日本家庭科教育学会 (一社)日本家政学会 社会政策学会
生活経済学会 国際家政学会

(一社)日本家政学会認定資格「家庭生活アドバイザー」としての活動をして
います。

共同教育学部 教授 赤塚朋子
芸術・生活・健康系 家政分野

URL: -
Mail: akatsuka [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

あかつか ともこ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

家庭科の教員養成ですので、家庭科の授業づくりにかかわる全般的なことを視野にいれつつ、背景学問であ
る家政学との関係について研究しています。
歴史から未来を展望する研究スタイルで、よりよい生活をどう創造するかにずっと関心を持っています。
現代社会における生活課題を克服するための生活支援の専門職の育成のために、フランス・韓国の研究をふ

まえ、(一社)日本家政学会認定資格「家庭生活アドバイザー」の更なる充実に向けて研究を進めています。
生活資源とエンパワーメントに関する研究では、誰もが自分らしく生きるための生活創造に必要な要素やプ

ロセスを具体的に検討し、提案しようとしています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学生には家庭科の専門に強い教員になってほしいと考え、また、現職の教員にはもっとエンパワーしてほし
いとの思いで、一緒に教材開発の研究をしています。
授業やゼミ、卒論、修論研究、内地留学生研究など、学生や院生、研究生の主体性を尊重して進めるように

心がけています。

生活者の視点を大事にした企画を提案します。

生活者や消費者の立場から発言しています。
家庭科教育、消費者教育、環境教育などの講演を行っています。
誰もが生きやすい社会とはを追求して、生活課題を発見し、解決する方法を一緒に考える活動を(一社)日本家

政学会認定資格「家庭生活アドバイザー」として取り組んでいます。
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栄養学、食育、家庭科教育

・パラグアイ共和国における食事と肥満との関連
・カテキンリッチ破砕ブレンド緑茶の開発と官能検査
・教員養成課程における指導力向上を目指した調理実習

栄養疫学，国際栄養，エネルギー代謝，食育

日本家政学会、日本家庭科教育学会

「重回帰分析を用いた心拍数からMETsを推定する数式の検討」が博士論文
のテーマでした。食事摂取エネルギーと生活活動による消費エネルギーとの
バランスを保ち、健康的で豊かな食生活を実現することが研究の最終目標で
す。

共同教育学部 助教 カバリェロ優子
芸術・生活・健康系 家政分野

URL: -
Mail: yukocaballero [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

ゆうこ

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【パラグアイ共和国における食事と肥満との関連】
肥満とそれに伴う生活習慣病が深刻なパラグアイ共和国において現地食事

調査を行いました。食事データから食事の傾向と課題を明らかにし、効果的
なダイエットのためのメニューを作成することを目指しています。

【おいしくてカテキンの多い破砕ブレンド緑茶の開発と官能検査】
カテキンをより多く抽出するためには、どのような製造工程や茶葉のサイ

ズが最適か、またドリップによる抽出方法はカテキン抽出量とし好性にどの
ような影響をもたらすかなどを緑茶業者と共同で研究しております。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

【コロナ禍における調理実習指導力向上のためのハイブリッド型授業の検討と課題】
完全に対面調理実習を行えない状況においても、調理技術と指導力を兼ね備えた教員を育成するために、オン
ラインや自宅実習による効果的な教材の開発と模擬授業実施の効果を研究しています。

【栄養学の授業】
栄養をマクロとミクロの視点から捉えて、国際栄養の視点も交えながら授業を行っています。授業を通して、

今後の食にかかわる課題を学生と共に考えることを重視しています。

生活習慣病や栄養不足の予防のためには健康的な食習慣が大切ですが、日々の栄養管理は難しいのが現状で
す。そこで、簡単に食事管理ができるような食器やシステムの開発を行いたいと考えております。具体的には、
益子焼のような美しい食器に料理をよそうだけで、栄養バランスのとれた食事がとれる方法を考えています。
教育面では、学習指導要領の改訂に伴い、小・中・高で整合性のとれた食品群分類の再構築が必要であると考

えております。

社会教育団体であるガールスカウトに長年にわたり所属しております。地域の子どもの健全育成のために食の
面から何かできることはないだろうかと考えております。

パラグアイ共和国での食事調査内容
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教育学、教育方法学

・教育（教育実践）の哲学的問いなおし
・詩の授業
・幼児教育

感受性，ことば，詩，対話，物語，カウンセリング

日本教育学会、日本カリキュラム学会

大げさに聞こえるかもしれませんが、「自分が生きている意味とは何
か」、「人の中に潜在している宗教性とは」等の視点から教育・人間形成
について考えています。

教育学研究科 教授 青柳 宏
教職大学院教育実践高度化専攻

URL: -
Mail: aoyagi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

あおやぎ ひろし

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

フランスの哲学者であるエマニュエル・レヴィナス（1906～1995）の哲学から、「教育の倫理」、「教育実
践のあり方」を問いなおすこころみを続けています。「教育」とは、「学ぶ」いとなみ、「教える」いとなみで
あると同時に、「ケア」のいとなみでもあります。だから、「教育の倫理」の重要な側面は「ケアの倫理」と重
なります。私は、レヴィナスの哲学を「ケアの倫理」として捉えた上で、そこから「教育」のいとなみを捉えか
えしたいと考えています。また、このような想いから、例えば、「生と死の教育」の実践をささやかながら、続
けてきました。「死」を想うとは、ある意味で、自己の死よりも、他者の死を想うことではないでしょうか。自
己が生きている意味は、他者と生きていることから生まれてきているのではないでしょうか。そして、この「他
者と生きている」ということがそのまま「ケア」と重なります。こうした視点から、「生と死の教育」に係わる
実践をこころみてきました。
詳しくは、是非、「レヴィナス」、「ケアの倫理」、「生と死の教育」、「青柳宏」等で検索してみてくださ
い。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

私は、県内の小中学校でスクールカウンセラーをおよそ２５年間続けてきました。こうした経験と、上に記し
た哲学的知見を統合して、教育実践（また広く教育のあり方）について語り合うことが出来る、ということが私
の強みです。「哲学的」といっても、難しいことを語るのではなく、例えば絵本や詩や童話を素材（教材）にし
ながら、学生・院生一人一人の感性（感受性）を開いていくような授業をこころがけてきました。
また、長年、附属幼稚園にお邪魔して、幼児教育に係わる研究も続けています。「幼児教育」の視点と、「哲

学」の視点と、カウンセリングという「臨床」の視点の交点として「教育・人間形成」を捉えたいと思い、教
育・研究を続けています。
また私は主に小学校の現場で、「詩の授業」を長年行ってきました。「詩」を子どもが読み書くことを通して、

自身の内に「ことば」を育んでいくこと、言い換えれば「詩」を通して「感受性」を育んでいくこと、それを
願って続けています。

これまで主に小中学校で授業をしてきましたが、高校でも「生と死の教育」、「詩の授業」、「人生をケア
として見つめなおす授業」等を行ってみたいと考えています。

スクールカウンセリングの経験をふまえ、子ども（思春期を含む）の心の問題について取材等を受けたいと思
います。学校等の教育機関において、特に「対話」「表現」等の視点からの授業・研修のサポートが出来ると思
います。また、「対話」「表現」等に係わる教育についての取材等を受けたいと思います。

TEL: 028-649-5337
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声楽、音楽教育学

・声楽発声法
・音楽教育学
・オペラ作品研究

声楽，音楽教育，オペラ

日本音楽教育学会、日本音響学会、日本・ロシア音楽家協会

パテラPosture-analyzer PTS-910 [姿勢解析システム]

教育学研究科 教授 小原 伸一
教職大学院教育実践高度化専攻 小原研究室

URL: -
Mail: koharas 〔at〕 cc.utsunomiya-u.ac.jp

こはら しんいち

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

声楽演奏(バス・バリトン)
コンサートや公開講座の演奏や作品紹介活動の実践及び演奏姿勢に着目した声楽発声の理論研究。

ロシアの声楽作品を中心に日本・ロシア音楽家協会主催公演等に出演。
オペラ作品研究
１９世紀を中心に各国の作曲家によるオペラ作品の教材化に関する研究を行なっています。

音楽教育
演奏活動・作品研究の経験を音楽教育研究に結びつけています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

共同教育学部の「声楽A,B」「声楽アンサンブル」や、地域創生科学研究科・地域人間発達支援学プログラム
の「音声デザイン支援論」など、個人やグループによるレッスンを含めた声楽の実技指導を行なっています。音
楽科教育に関係する「初等音学科指導法」「中等音楽科指導法A」「中等音楽科内容構成研究」の科目では、演
奏表現を含む音楽科の内容の特色をふまえた授業を心がけています。教育学研究科(教職大学院)では「授業実践
基礎」「教科教育研究論」等を担当し、これまで行ってきた劇音楽作品の教材研究や、音楽芸術に関わる演奏経
験から得た表現活動の特色も教育・研究に生かすことを大切にしています。

声楽演奏の領域では、声楽発声の音声研究及び声楽発声時の姿勢に着目した評価方法について研究を行い、演
奏や発声指導などの音楽活動を通してその成果を還元したい。また、オペラの作品研究と公開講座等での鑑賞の
実践等により、総合芸術である劇音楽作品の魅力を伝えたいと考えています。

地域の音楽・芸術文化に関わる教育活動支援
オペラ鑑賞講座
（宇都宮大学公開講座,放送大学,日本女子大学生涯学習センター,早稲田大学エクステンションセンター他）
歌唱講座・歌唱指導
（西生田合唱団常任指揮者,日本女子大学生涯学習センター他）
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英語教育学，授業研究

・英語授業分析・授業研究
・英語教員の成長（教員研修・同僚性）

小・中・高の英語授業改善，英語教育における小中高連携
英語教員研修

全国英語教育学会，関東甲信越英語教育学会，中部地区英
語教育学会，小学校英語教育学会，日本児童英語教育学会，
英語授業研究学会

2020,2019年度NHKラジオ基礎英語１講師
2018,2017年度NHKラジオ基礎英語２講師
日本英語検定協会講師

教育学研究科 助教 田村岳充
教職大学院教育実践高度化専攻

URL: -
Mail: tamuratakamitsu〔at〕cc.utsunomiya-u.ac.jp

たむら たかみつ

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

英語授業の在り方について研究しています。小中高の英語授業を参観して分析したり，学習者の視点から授
業を見つめたりします。また，英語教員の成長や，英語教員集団の同僚性，教員研修についても関心を持って
います。近年は，科研費を活用して小学校英語授業の改善や小学校教員への支援にも力を入れています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

２０１７年度まで２４年間中学校で勤務をしていました。そのため，大学での学びと現場での教育活動とをつ
なぐことができるのが強みです。学部の授業では，教育実習に出る前に，様々な指導法や学習指導案の書き方に
ついて具体的に学びます。教育実習後には，実習のリフレクションを行いながら，英語授業の在り方についてさ
らに深く掘り下げ，ディスカッションをします。全国各地の優れた授業映像を視聴し，受講者とともにディス
カッションを行っています。
教職大学院では，授業力の向上だけでなく，個々の児童生徒への対応や学校改革力の向上を目指した授業を数

多く担当しています。現職派遣教員の院生，学部卒院生とともに対話的な学びを展開しています。

県内外の学校，教室を訪問して授業観察を続けていきます。学生が，教員の魅力を感じ取ってくれることに
つながるよう，学生と共に参観し，学び合います。
授業改善を目指した現場教員の声に耳を傾け，その学校，教室，教員や学習者のニーズに合った関わりをして
いきます。ゲストとしてではなく，メンバーの一人として関わります。宇都宮大学が目指す地域に根ざし，地
域とともに歩む関わりを実践していきます。

NHKラジオ基礎英語講師，日本英語検定協会講師などを務めてきた経験から，全国の様々な研修会での講師
などを担当しています。会の規模の大小にかかわらず，みなさんのもとに駆けつけます。どうぞお声かけくだ
さい。
科研費を活用し，小学校英語の指導と評価の一体化について分かりやすく解説するDVDを制作中です。栃木

県内を中心に教育委員会，教育センター等に配布することにしています。

TEL: 028-649-5269
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理科教育学

・理科教育課程編成
・理科を中心とするカリキュラム開発
・授業研究

理科，授業研究，教師教育

日本理科教育学会、日本科学教育学会、日本教科教育学会、
National Science Teaching Association （アメリカ）

ー

教育学研究科 教授 人見 久城
教職大学院教育実践高度化専攻

URL: -
Mail: hitomi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ひとみ ひさき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

理科の教育課程編成に関心をもち、日本の学習指導要領の変遷などをもとに理科の学習内の変化を調べたり、
アメリカの初等中等科学教育プログラムの特徴などを分析したりしています。理科を中心としたカリキュラム開
発として、小・中学校理科の系統性、理科と他教科との教科間連携の授業づくりなども進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教員養成を担う教員として、教員養成と教師教育に積極的にかかわりをもつようにしています。学習指導案
づくりと教材選定への助言、教育実習における指導助言、大学院生の教育実践における指導助言などには、一
年を通してかかわっています。小・中学校等における授業研究、理科を中心とした教員研修には、助言者とし
て長年携わっています。

研究から得られた知見と授業実践等から得られる知見について、それぞれの特質をとらえ、相互に関係づけら
れるような研究に取り組みたいと考えています。

学校における教員研修、理科の観察・実験の指導など
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数学教育学

・比例的推論の基礎を育てる授業のデザイン研究
・数学の授業の国際比較研究
・数学教師の成長について

算数・数学科の学習指導

日本数学教育学会，日本科学教育学会，全国数学教育学会

学校現場の先生方と協働して算数・数学授業の開発や実践を行っています。

教育学研究科 教授 日野圭子
教職大学院教育実践高度化専攻

URL: -
Mail: khino[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ひの けいこ

2022年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

＜小学校下学年において比例的推論の基礎を育てる授業のデザイン研究＞
比例的推論は、二量の間の比例関係に基づいて、一方が○倍になると他方も○倍になること等を使って問題を

解決していく考えです。比例関係は、小学校高学年で学ぶ変化や対応の関係であり、中学校以降の関数の学習へ
繋がっていきます。この研究では、小学校教師と協働で、小学校下学年の児童に対して、比例的推論の基礎を育
てていくための授業をデザインし、実際に指導を行い改善していく中で、児童の思考の様子を調べ、また、教材
や指導の仕方についての示唆を得て行くことを目指しています。

＜数学の授業の国際比較研究＞
数学は世界各国で教えられている内容に類似性が高く、以前から国際比較が行われてきています。1990年代

には、TIMSSの付帯調査として中学校２年生を対象にしたビデオ調査が行われ、日本の授業の特徴等について
も関心を持って調べられてきています。この研究では、日本の問題解決型授業について、その特徴とともに、そ
うした授業の中での子どもの学びの様子を捉えていくことを目指して、熟練教師の授業の記録と分析を行ってい
ます。

＜数学教師の成長について＞
教師が算数や数学の授業実践力を高めていく過程に関心を持って、宇都宮大学に派遣される現職の教員ととも

に研修・研究を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

宇都宮大学教職大学院の専任教員として、「算数・数学授業デザイン論」「教材開発と教育方法の実践と課
題」「授業実践基礎」等の授業を担当しています。地域の学校で長期実習を行う大学院生（現職教員を含む）、
また、大学生とのゼミを通して、教育・研究活動を行っています。

学校現場の先生方との協働研究を更に進めていきたいです。その延長として，教員向けワークショップや研修
プログラムも考えてみたいです。

算数・数学教育に関して講演や研修を行ったり、小・中学校の授業研究会で助言を行ったりしています。

TEL: 028-649-5292
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ナノテクノロジー・材料

・分子膜を用いた自己組織化的手法による界面構造・物性
制御と機能開拓

・バイオインターフェースモデル膜を用いた界面活性物質
の生体機能解明

・ナノ粒子や固体材料の表面改質と分散化・機能化技術

固体・液体表面，固／液界面，分子膜，両親媒性分子，
ナノ粒子，界面構造・物性解析，表面処理，自己組織化

日本化学会 コロイドおよび界面化学部会、応用物理学会、日本分光学会、
米国化学会

原子間力顕微鏡、X線反射率計、面内外X線回折計、X線光電子分光計
ラングミュアトラフ、ブリュースター角顕微鏡、表面張力計、接触角計

工学部 教授 飯村兼一
基盤工学科物質環境化学コース界面化学研究室

URL: -
Mail: emlak[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いいむら けんいち

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

両親媒性物質の界面における自己組織化構造の形成メカニズムの
解明や制御法、分子膜を用いた界面の機能化を目指した研究を行っ
ています。扱っている界面としては、気／液、固／液、固／気、両
親媒性物質としては、界面活性剤や脂質のような低分子化合物から
高分子、微粒子など、多岐に渡ります。最近は特に、有機単分子膜
の表面構造を鋳型とした三次元成長構造体の形状・配置制御と応用、
界面活性分子の生体機能の解明、粒子膜の配列化技術の開発と応用、
ナノ粒子の表面プラズモンを利用した機能性界面の構築、などに関
する研究を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究においては、１～数十分子長に相当する厚さの分子膜の構造を精密に解析したり、表面に存在する元素の
同定や原子間結合状態、存在比を評価したりしています。また、両親媒性分子や粒子の配列構造や集合状態を自
己組織的な手法によって制御する研究も行っています。広範囲に渡って分子の配向や配列が揃った均一膜、ある
いは構造体のサイズや空間分布を制御した膜を作製し、それらの膜構造と機能の相間を分子レベルで明らかにし
ようとするアプローチを研究上の特徴としています。

界面という特殊な場における分子や粒子の自己組織化によってそれらが持つ機能のポテンシャルを最大限に発
揮できるような界面システムの構築を目指した研究を推進してゆきます。また、産業界とも連携して、有機薄膜
の作製技術、固体平板や微粒子の表面修飾、各種界面の構造解析や機能付与、界面が関わる諸現象のメカニズム
解明などに関わる新たな課題にも積極的に取り組んでゆきたいと考えています。

技術移転希望項目
・分子膜、粒子膜の作製と構造、 ・物性制御および応用技術、 ・ナノ粒子の表面改質・分散技術

図1 二分子膜と表面修飾粒子の模式図
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ナノテクノロジー・材料、エネルギー、ライフサイエンス

・芳香族複素環化合物並びにその多量体に関する基礎研究
・有機半導体材料、有機色素類、有機蛍光材料の新規合成
・がん治療用光増感剤の開発
・水溶性を持つ機能性有機材料の開発

芳香族複素環化合物・有機半導体・有機蛍光材料・有機色
素・有機金属錯体・シクロデキストリン (CD) 誘導体・生
体関連物質等の合成（有機合成に関することであれば何で
も）、電解重合、新規有機反応の開発、

日本化学会、有機合成協会、高分子学会、アメリカ化学会、臭素化学懇話会

・＜装置＞NMR、単結晶Ｘ線、UV-vis、MALDI-TOF-MS 等多数
・＜交流＞複数の企業との共同研究実績あり（最長10年）

工学部 准教授 伊藤智志
基盤工学科 物質環境化学コース 有機化学研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/yuuki2/itoh/
Mail: s-ito[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いとう さとし

2021年12月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

ピロールは代表的な芳香族複素環化合物の一つで、近年特に注目され
ています。π共役拡張ピロールの一種であるイソインドールは蛍光材料、
ピロール多量体のピロメテンは蛍光色素、ポルフィリンは有機半導体や
癌治療に用いられる光増感剤、ポリピロールは導電性高分子として、近
年特に注目を集めています。当研究室では、合成が困難とされてきた
「π共役拡張ピロール類並びにその多量体」の開発を中心に研究を進め
ています。当研究室で開発された合成法の多くは安全・高収率であり、
また得られた新規化合物の吸収・蛍光波長が既知化合物よりも長波長領
域にあることから、新規機能性有機材料として様々な分野での応用が期
待されています。また任意の吸収波長をもつ色素類の開発にも力を入れ
ています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

当研究室では新規有機化合物の合成に特化しており、基礎物性を除く計測については
外部機関（企業、他大学、学内他研究室）と共同で行ってきました。企業との共同研究
で開発した新規化合物は100種類を優に超え、新反応の開発にも成功しています（特許
を共同出願後、順次論文投稿します）。有機反応や試薬を扱ってきた経験が豊富にある
ことから、所属学生も優れた有機合成のテクニックを持っています。小スケールであれ
ば、当研究室の研究テーマと直接関係の無い化合物の開発も可能です。もちろん各種基
礎物性の測定 (NMR, MS, UV-vis, X線, CV, FL等) も可能です。

新規有機化合物と新たな有機反応の開発をひたすら行う研究室です。すぐに役に立つ
かどうかわかりませんが、大学でしかできない「今までにないもの」を発見し続けるつ
もりです。一方で、近い将来社会で活躍する学生達の育成という観点から、共同研究を
積極的に行いたいと考えております（共同研究企業に就職した卒業生が数名おります）。
当研究室のHPや学会発表、論文をご覧になって多少なりともご興味を持たれましたら、
お気軽にご相談ください。

特許出願状況 ・特許第4905724号 (CD)、特許第4812042 (有機蛍光材料) 他9件
技術移転希望項目・機能性有機材料の開発 ・各種スペクトル測定、解析

TEL: 028-689-7013

当研究室で開発した色素類の色調変化
（クロロホルム溶液）

単結晶X線結晶構造解析例

研究室10周年記念飲み会
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光触媒、有機物自己組織化構造、計算化学

・プラズモン励起を利用した光触媒反応の制御
・分子構造・電子構造に関する測定・シミュレーション
・ヒトの自律的行動における内発的動機付け

表面科学，Agナノ粒子，走査型トンネル電子顕微鏡観測，
アミノ酸自己組織化構造，分子・クラスター等の構造なら
びに電子状態計算，内発的動機付け

日本化学会、日本物理学会、触媒学会、応用物理学会

ー

工学部 助教 岩井秀和
基盤工学科 物質環境化学コース 粉体・界面工学研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/catal/indexj.html 
Mail: iwai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いわい ひでかず

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

・プラズモン励起を利用した光触媒反応の制御
様々な分野で光触媒が利用されている現在においても、その反応メカニズムにつ
いての詳細な原理は解明されていません。本件研究では、構造制御したAgナノ粒
子を用いるプラズモン光触媒を創成し、そこ光触媒の反応性を測定することで、
効率的光触媒の開発を行うことにしています。
・分子構造・電子構造に関する測定・シミュレーション
上記の、光触媒のAgナノ粒子や、表面上の自己組織化構造について、その構造、
電子状態、振動解析などについて、DFT、ab initio、MDなどの計算シミュレー
ションをおこない、実験結果の解釈を行っています。
・ヒトの自律的行動における内発的動機付け
やりたくない気持ちの正体と、それを克服して、自律的に行動・達成するために
必要なことのトレーニング法を調べています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

化学操作による物質合成、溶液処理、分析（解析）、および、超高真空装置に
よる表面構造観測、並びに計算機によるシミュレーションを行っております。実
験上、簡単な電子工作、機械工作は自作することがあります。
教育面においては、自分の理想像がある学生に対して、自分は何ができ、何が

できないかの自己認識から、理想達成のために、身につくとよい予測と判断力の
習慣化を目指しています。

並行して研究を行っている光触媒開発と有機化合物による固体表面制御を融合し、有機化合物を用いた化学処
理によって光触媒の表面を制御し、高効率・高性能な光触媒の開発行う予定でおります。

TEL: 028-689-7049

立方体型Agナノ粒子

H2O中のイオンの挙動について
のMDシミュレーション

SDGs事例
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環境、ナノテクノロジー・材料

・計測機能を持つ物質の開発とそれをキーマテリアルと
する高性能分析法の開発

・鉄鋼および鉄鋼関連材料の分析

熱応答性高分子，金ナノ粒子，キレート官能基，生理活性
物質，鉄鋼，スラグ

日本分析化学会、日本鉄鋼協会、日本海水学会、日本化学会

HPLC（3次元吸光検出器，蛍光検出器）

工学部 教授 上原伸夫
基盤工学科物質環境化学コース計測化学研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/bunseki/
Mail: ueharan[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

うえはら のぶお

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

金ナノ粒子と熱応答性高分子を主体とする機能性物質を
用いて，計測機能を持つ物質の開発を行っています。粒子
径が10 nm程度の金ナノ粒子は分散状態では赤色を凝集状
態では青色を示します。例えば金ナノ粒子に熱応答性高分
子を複合化することにより，熱刺激で金ナノ粒子の色彩を
制御できます。この原理を利用して，生理活性物質の色彩
計測法を開発しています。（図1 参照）
また，社会貢献研究の一環として，鉄鋼および鉄鋼関連

材料の構成成分の高性能分析法の開発についても研究して
います。また，鉄鋼分析に関して高度な熟練技術を如何に
継承するかというテーマについても取り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

分子の機能開発を研究のステラテジーにしています。化学的システムは時に個々の構成要素の機能の和を超え
る機能を発現します。たとえば，金ナノ粒子と熱応答性高分子といった異種の機能性物質を組み合わせることに
より，新たな計測機能を開発しています。これまで研究室で積み重ねてきた思いがけない発見が本研究室の強み
です。この発見に基づいて様々な高性能分析法を開発しています。
鉄鋼分析については，溶液化学的な研究が衰退していることを逆手に，溶液化学に特化した鉄鋼分析法を提案

しています。

ナノサイエンスはひところのブームが落ち着き，実用を目指したテクノロジーへと向かっています。当研究室
でも，機能性高分子を複合化した金ナノ粒子を新たな機能材料として開発していく予定です。溶液化学の成熟と
機器分析の発展に伴って，溶液化学自体を研究する研究者が減少しております。しかしながら，多くの場合、化
学現象には溶液が関与しており，溶液化学の分野は静かにそして着実に進展しています。今後，この領域で展開
される研究にご期待下さい。

技術移転希望項目
・分離濃縮技術、高性能分析技術
特許出願状況
・特開2009-229147(色彩色差計測法及びそれを用いた計測装置)

TEL: 028-689-6166

図1 熱応答性高分子を被覆した金ナノ粒子を
用いるシステインの色彩計測

SDGs事例
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生物有機化学，有機合成，ケミカルバイオロジー，超分子
化学

・脳神経系を解析および操作するための薬剤の開発
・光や放射線を用いるがん治療のための薬剤の開発
・ナノ医療技術の開発

蛍光プローブ，電位感受性色素，ナノ医療，光や放射線を
用いるがん治療，脳神経系，ペプチド，有機合成，生物有
機化学，ケミカルバイオロジー， 超分子，光合成

日本化学会、日本ペプチド学会、有機合成協会、光化学協会

ー

工学部 教授 大庭 亨
基盤工学科 物質環境化学コース 超分子化学研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/yuuki2/oba-G/ 
Mail:  tob_p206[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

おおば とおる

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

私達はがんと精神疾患の克服を最終目標として，「有機合成」・
「光」・「生物分子」の３者を組み合わせた研究を行っています。
1).がん治療用の薬剤分子の合成開発： がん細胞に特異的に発現するアミ
ノ酸トランスポーターの阻害剤，ホウ素中性子捕捉療法用の薬剤，放射
線治療の効果を高めるための薬剤，光線力学的治療用の光増感剤などの
開発を行っています。

2).脳イメージング用蛍光色素の合成開発： 神経細胞の活動をリアルタイ
ムで可視化するための，高感度な膜電位感受性蛍光色素の開発を行って
います。

3).ナノ医療技術の開発： 光によって特定の神経細胞の機能を調整できる
ような未来技術の開発に挑戦しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

分子が集合すると，元の分子にはなかった新たな機能が生じることがよくあります。このような分子集合体
を超分子と呼びます。細胞膜も超分子ですし，iPS細胞をつくる「山中因子」も超分子です。私達の体を構成す
る細胞は数え切れないほどの超分子でできており，そうした超分子のはたらきが私達の健康と密接に関係して
います。
私達は生物のもつ超分子の構造や機能，構成分子，それらの応用について，一貫して研究してきました。植

物の光合成を司る光エネルギー変換システムの解明からスタートした研究は，その構成色素の光エネルギー伝
達機能の有機化学的改良，色素と蛋白質の複合化，ナノ粒子化，超分子システムのモデル構築と進み，現在で
はヒト細胞を構成する分子や超分子，とりわけ病気に関連するものを研究対象としています。「有機合成」・
「光」・「生物分子」を要素技術として，工学部だからこその視点で未来の医療技術に挑んでいます。

ナノ医療分野，特に光を利用する治療技術（photopharmacology）は，今後の発展が期待される未来分野で
す。そのための光感受性薬剤の開発，ナノ粒子の合成，細胞機能を調整する技術の開発，光を患部に届ける技術
の開発などを進めていく計画です。

特許出願状況
・特開2007－320903 (ナノ粒子)

TEL: 028-689-6147

SDGs事例
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機能性高分子・ソフトマテリアル・微生物工学・生物工学

・ヒドロゲルの合成と物性評価
・細菌間情報伝達機構クオラムセンシング
・細菌感染症・バイオフィルム形成阻害素材の開発

ソフトマター，ポリマー，シクロデキストリン
バイオフィルム，微生物利用技術

高分子学会・日本化学会・シクロデキストリン学会
日本MRS

ヒドロゲルの合成と物性
微生物機能制御

工学部 教授 加藤紀弘
基盤工学科 物質環境化学コース ソフトマテリアル研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/softmaterial/
Mail: katon [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

かとう のりひろ

2018年8月更新

研究概要

社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

※ 一部の細菌はヒトに対し感染症を引き起こします。このとき、細菌
同士が情報伝達分子をやりとりし、自分たちの仲間が十分に増えたこと
を確認してから、病気の原因物質の生産を活性化するクオラムセンシン
グ機構が利用される場合があるのです。この情報伝達分子を効率良く吸
着するナノ素材、高分子材料などを開発し、細菌感染症やバイオフィル
ムの形成を予防する新技術の開発を目指しています（図１）。
※ ヒドロゲルは水で膨潤した特性から、食品、細胞培養の足場材料、
微生物固定化担体、薬物や有効成分の放出担体として利用されます。高
分子溶液の流れ場を利用し、繊維状のゲルフィラメントが数百から数千
本の束となったファイバーを構築する新規な合成法を確立しました。簡
便なゲル繊維の合成技術は様々な応用が期待されます（図２）。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

※ 細菌の遺伝子解析、遺伝子工学的手法による物質生産、微生物生態、
微生物機能を制御するナノ分子、高分子材料まで一括した解析を行いま
す。
※ リポソーム、高分子ミセル、シクロデキストリン、電界紡糸法によ
る高分子ファイバー、固定化酵素、固定化微生物、各種ヒドロゲルの合
成など、材料化学を基盤として生物工学、医薬への応用に向けて研究を
展開しています。

※ 細菌感染症、バイオフィルム予防などの微生物制御素材の開発
※ 独自の製法で簡便合成するゲルファイバー利用技術

<特許>
・「長期徐放型薬剤硬膜外腔留置システム」特許
・「束状構造を有するゲルファイバー集合体の製造方法」特許
・「ゲルファイバー複合体及びその製造方法」特開

TEL: 028-689-6154

図１ 細菌感染症、バイオフィルムを
阻止する新素材の開発

図２ 流れ場を利用するゲル繊維束の
合成と応用

SDGs事例
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ナノテクノロジー・材料

・らせん不斉を持つヘリセン類似化合物の不斉合成および
光学分割

・ヘテロ環化合物の新規合成反応の開発

有機合成，複素環化学，芳香族化学，不斉合成，光学分割，
有機構造解析，新規合成反応，酸化的カップリング反応，
光反応，分子モデリング

日本化学会、アメリカ化学会、有機合成化学協会

旋光計、HPLC（分析、分取）、光化学反応装置、クーゲルロール蒸留装置、
分子モデリングソフトウェア

工学部 准教授 刈込道徳
基盤工学科 物質環境化学コース 有機高分子研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/yuukikou/top.html
Mail: karikomi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

かりこみ みちのり

2017年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

らせん不斉を有するヘリセン類似化合物の新規合成反応に関する研究を行っています。
ヘリセン誘導体を酸化的にカップリングさせることで、２倍のらせん長を持つらせん型キノン誘導体を効率よく
合成する反応を開発しました。この反応をさらに光学活性体を得るための不斉合成反応へと発展させ、高い不斉
収率で不斉合成にも成功しました。また、光学分割剤を導入したジアステレオマーを分離することによって、光

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

各種文献における既知反応の調査に基づいた新反応の提案、低沸点から高沸点の有機化合物、難溶性の様々な
有機化合物の合成、分離精製(順相クロマト法、ＧＰＣ法、鏡像異性体分離カラムによる分離精製)。特に光化学
反応による合成、光学活性化合物の取り扱いや分析方法を得意とします。この他に有機合成における反応条件の
最適化、実験操作の簡略化を行います。主に１ＨＮＭＲを用いた各種スペクトルによる有機構造解析。分子軌道
法や分子力学法などの各種理論計算を用いた、分子モデリングや反応解析を行います。

光学分割剤を導入したジアステレオマーに誘導した後に、通常の順相カラムによって分離することで、光学的
に１００％純粋ならせん型キノン誘導体を得ることが可能になりました。この物質からの各種らせん型化合物へ
の誘導反応は既に独自に開発しました。そこで、この物質を出発物質にすることで、様々の光学的に純粋な種々
のらせん型化合物を合成する予定です。さらに各種スペクトルによる評価を行い、らせん型化合物の特異な物性
や反応性を明らかにします。

技術移転希望項目
・有機合成技術、不斉合成技術、構造解析技術

TEL: 028-689-6156
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Chiral Catalyst

図1．らせん型キノン誘導体のＸ線による構造解析の結果

学的に100%純粋な鏡像
異性体の分離に成功して
います。一方、らせん型
キノン誘導体を種々の反
応によって様々ならせん
型分子へ誘導できる新規
反応の開発に成功してい
ます。
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排水処理技術・磁気分離応用

・磁気分離を用いる生物学的水処理法（磁化活性汚泥法／
磁化メタン発酵法）

・磁気力を利用した物理化学的水処理法
・磁気力を利用した新しい汚泥処理法

磁化活性汚泥(MAS)法，磁化メタン発酵(MMF) ，磁気分離
活性汚泥法や水処理全般に関する相談

水環境学会、電気学会、低温工学・超電導学会、化学工学会、磁気科学会、
日本化学会、高分子学会、生物工学会

[使用可能な装置・機器、技術等] 磁気分離による水処理技術の改善のご相
談を受けます。食品工場排水処理のMAS法パイロットプラント見学が可能
です。

工学部 准教授 酒井 保藏
基盤工学科 物質環境化学コース 水処理化学研究室

URL:  https://researchmap.jp/masprocess
Mail: sakaiy[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さかい やすぞう

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

水問題はSDGsにも掲げられる大きな課題です。水の浄化技術は、
沈降分離法とろ過法の２つが主な分離技術として用いられます。前
者は、分離が遅い欠点があり、後者は目詰まりが課題です。我々は、
砂鉄と同じ成分であるマグネタイトを活性汚泥や消化汚泥に添加す
ると、磁気分離が適用できることを見出しました。高速で目詰まり
しない、game change的発想で新たな水処理技術を再開拓すること
を目標としています。
磁気分離を利用した生物学的水処理法として、活性汚泥法に磁気

分離を磁化活性汚泥法やメタン発酵に磁気分離を導入した磁化メタ
ン発酵を提案し、実用化に向けて研究を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学生の教育活動では、水環境保全技術などで、環境関連の国家資格である公害防止管理者の資格取得を勧めて
います。毎年、数名以上合格しています。卒・修論研究では、1人年3回以上の学会発表を目標に、自ら研究推
進できる研究力の育成を目指しており、学会等の優秀発表賞も多数受賞しています。企業との共同研究では、
H29年度の環境賞(優秀賞)を受賞しました(http://biz.nikkan.co.jp/sanken/kankyo/)

磁気分離による生物学的水処理技術を実用化まで発展させて、簡単、確実、省エネ、高速な新しい水処理技
術の体系を構築してゆきたいと考えています。磁気分離を活用した水再生技術に興味ある企業や大学関係者と
の共同研究を希望しています。水再生工学に磁気分離を活用した水処理法の新分野を開拓したいと考えていま
す。

電気学会の委員会活動のひとつとして、磁気力制御・磁場応用夏の学校を複数の大学で連携して毎年開催して
います(HP:磁気分離&磁気力制御)。また、日本・中国・韓国の同じ分野の研究者と国際フォーラムも毎年開催
しています。企業との共同研究から、磁気分離を利用した排水処理方法に関する特許も取得しています。共同研
究、技術移転についても積極的に対応いたします。

TEL:028-689-6153

(参考HP, Chemical Engineering News,”Cleaning Up Wastewater Magnetically”; Nature News,”Magnetic
bugs cut sewage sludge”)。200m3/日の汚泥分離を可能とする実用磁気分離ユニットの開発、食品排水処理
プロセスへの活用などを企業と共同研究しています。Research MAPもご参照下さい。
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環境、エネルギー、製造技術

・水熱反応を利用したバイオマス・重質油・廃棄物からの
化学原料回収、二酸化炭素を利用した天然資源からの有
用物質の抽出

・高圧流体中での各種処理(合成反応、分解、ガス化、
水素化、表面処理)

・水電解を利用した水素製造や水素化反応

環境調和型溶媒，超臨界，水熱処理，高圧装置，選択抽出，酸化・部分酸化，
ガス化，水素化，水素製造

化学工学会(超臨界流体部会幹事、反応工学部会・反応分離分科会幹事)、石
油学会、日本ｴﾈﾙｷﾞｰ学会、日本化学会、触媒学会
＜装置＞ 各種高圧処理装置（反応器、抽出器）、分析装置(GC, TOC,
XRF)

工学部 教授 佐藤剛史
基盤工学科 物質環境化学コース 膜反応工学研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/makuitoh/home.htm
Mail: takafumi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さとう たかふみ

2017年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

環境調和型溶媒である水や二酸化炭素を利用した化学原料回収に
関する研究を行っています。これらの溶媒を高圧である水熱条件や
超臨界状態とし、温度と圧力を操作することで溶媒の溶解性・反応
性を制御して、試料を低分子に分解して化学原料を回収します。バ
イオマス・廃棄物・重質油については、水熱処理を用います。また、
イチゴ等の天然物からは、40℃程度の二酸化炭素を用いて有用化合
物を選択的に抽出します。
さらに、水素透過膜を応用した水素透過膜電極を用いた水電解に

より、水を水素供与源とした水素製造や選択的水素化についても研
究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

高圧処理技術を２０年以上継続して研究してきております。この間、水・二酸化炭素を利用した高圧処理につ
いて、基礎的研究から応用研究まで幅広い領域にて（物性測定・部分酸化・シフト反応・有機合成反応・触媒ガ
ス化・有機金属錯体合成・おからの処理・重質油の処理等）研究を進めてまいりました。
また、研究室としては膜を用いた分離・メンブレンリアクターによる反応分離も行っており、水素透過膜電極

の利用はその一例です。膜に関する技術も利用して幅広い見地から最適な処理工程を提案できます。

高圧技術をより容易に利用していただくため、処理条件の緩和（低温化・低圧化）を進めており、さらに原料
分解とその後の分離プロセスとの融合に取り組んでいる所です。具体的な適用例を見つけたいと考えております
ので、「含水性バイオマスから化学原料を回収したい」、「天然物から有用成分を抽出したい」、「水素化、ガ
ス化処理などを行いたい」などのご意見を頂けますと幸いです。

技術移転希望項目
・ポルフィリン金属錯体の水熱合成 ・二酸化炭素を溶媒としたシストランス異性化
特許出願状況
・特許5823988(ポルフィリン金属錯体の水熱合成) ・特許4512762(二酸化炭素中での有機合成)

TEL: 028-689-6159

各種高圧処理装置
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ナノテクノロジー・材料、エネルギー

・金属、金属酸化物ナノ材料やグラフェンなどの炭素系ナ
ノ材料の合成

・粉体表面改質による高分散ナノインク・ナノ流体の合成
と応用

・材料表面改質によるぬれ性制御や伝熱促進・界面熱抵抗
低減

金属ナノワイヤ，マイクロ波合成，グラフェン，酸化グラフェン，ナノ流体，
ナノインク，プリンテッドエレクトロニクス，伝熱促進

化学工学会、日本化学会、日本機械学会、日本マイクログラビティ応用学会、
粉体工学会、日本伝熱学会、日本熱物性学会、アメリカ化学会 等
＜装置／分析＞シングルモード、マルチモードマイクロ波加熱装置、インク
ジェット、スピンコーター、自動コーターなどの各種塗工機

工学部 教授 佐藤正秀
基盤工学科 物質環境化学コース 粉体・界面工学研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/~masa 
Mail: satoma[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さとう まさひで

2018年6月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

・形状制御が容易、短時間で高濃度合成可能などの利点を持つ、シングルモードマイクロ波加
熱ポリオール法やマイクロ波加熱水熱／ソルボサーマル液相還元による銀・銅などの各種金
属ナノワイヤ・ナノプレートの合成について研究しています。

・機械的・電気化学的剥離による数層グラフェンの合成について研究しています。
・各種ナノ材料表面処理による高電導性／熱伝導性ナノペーストやナノインク、ナノ流体（ナ
ノフルイド）の合成と、プリンテッドエレクトロニクスや伝熱流体への展開に関して研究
を行っています。

・有機シラン、チオール系自己組織化単分子膜(SAM膜）による表面改質を利用して、親液性～疎液性に至る広
範囲な表面ぬれ性制御と、流体ハンドリングや沸騰伝熱、凝縮伝熱促進について研究しています。

・SAM、ソフトマター材料、ナノ材料を利用する固体－固体間界面熱抵抗削減について、東北大・岩手大・東
理大・名古屋大・産総研と共同で研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

約20年にわたり、日本宇宙フォーラム公募研究、NEDOグリーンITプロジェクト、未
利用熱エネルギー革新的活用技術研究プロジェクトやJST CRESTなどからのご支援をう
けつつ、各種固体表面への化学的表面改質、各種液体／ソフトマターに高濃度に自発的
に分散する、異方性の強い、ロッド、ワイヤ、プレート、フレーク状に形状制御した金
属・酸化物・炭素系ナノ材料の合成と、これらの熱マネージメント分野への応用につい
て研究を進めており、表面ぬれ性やナノ材料形状と熱輸送特性の相関について、実験か
ら得られた豊富な知見を持っています。

「ナノ材料」は高価で貴重なイメージがあり、それが実用化への妨げになって
いることは否めません。私たちはナノ材料の熱マネージメント分野への展開を考
えており、その実現のためには「安価」で「迅速」に「大量」にナノ材料を作る
ことが必要です。マイクロ波利用や剥離法によるグラフェン系材料合成はその一
つの回答であり、今後もこの立場からの研究を進めていきます。

ベンチャー企業から日本を代表する大企業に至る民間企業との２者間共同研究成果や、国プロの再委託研究成
果からの共同特許出願の実績があります。
特許出願状況・特許第5105529号（水和反応制御方法と発熱材）・特許第5605563号（熱伝導率測定用プロー
ブ及びその製造方法）

TEL: 028-689-6144

マイクロ波ポリオール
合成銀ナノワイヤ

シングルモードマイクロ波
加熱装置

アミノシラン修飾酸化グラフェン
固定基板
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６Gのための光データ伝送処理

・赤外自己形成光導波路とシリコンフォトニクス光接続
・光学用有機―無機ハイブリッド材料開発と光デバイス
・高速車載光通信システム開発と標準化

フォトニクスポリマ，光接続，有機―無機ハイブリッド
材料，光導波路，光ファイバ通信システム

応用物理学会、電子情報通信学会、エレクトロニクス実装学会、IEEE、
SPIE

ー

工学部 教授 杉原 興浩
基盤工学科 物質環境化学コース 杉原・近藤研究室

URL: http://www.oe.utsunomiya-u.ac.jp/sugihara/
Mail: oki-sugihara[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

すぎはら おきひろ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

将来のデータセンタや車などでは、膨大な情報を高速に伝送・処理する
必要があります。研究室では、機能性光材料の光導波路デバイス適用を基
盤として、学内外のメンバと協力しながら将来の超高速光データ伝送処理
に資する材料・デバイス・システムに関する研究を行っております。
右図は、コア径10 μmの光ファイバ間を開発した赤外光硬化性樹脂を用

いて自動接続した顕微鏡写真です。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

宇都宮大学の特徴に光工学分野があります。研究室では、光通信分野への
貢献と普及活動に力を入れております。オープンキャンパス公開や授業での
見学会、また大学院光工学プログラムで毎年実施しているキャリアセミナー
などを通じて研究室紹介を行っております。材料開発、光導波路デバイス、
通信評価、シミュレーションモデル開発など様々な分野の教育・研究を実施
しております。

脱炭素社会が到来しつつある現在、超高速光通信のメリットを活かしつつも、パラダイムシフトになるような
材料系、デバイス、システムなどを追求していきたいと思っております。是非一緒に考えてみませんか。

機能性光材料、光導波路、光ファイバをベースに多数の基礎研究・基盤研究・産学連携プロジェクトを実施し、
社会に貢献することを目指しております。また、教育活動や研究活動で培った知の蓄積を社会に提供することも
積極的に行っております。
上記メールアドレスに連絡していただければ、見学対応あるいは技術相談対応いたしますので、お気軽にお声が
けください。

TEL: 028-689-7137
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光工学、生命科学、イメージング科学、植物分子農学

・イメージングと光細胞操作による未知の生命現象の解明
・植物の幹細胞化・再生メカニズムの解明
・新しいバイオイメージング法と光細胞操作法の開発

イメージング，光細胞操作，顕微鏡，生命，生物，細胞，
遺伝子，タンパク質，分子，生体構造，蛍光，植物，
発生， 再生，幹細胞，マイクロインジェクション，異分野融合研究

日本光学会、日本植物生理学会、日本植物学会、
日本遺伝学会、日本顕微鏡学会、日本分子生物学会

生物用蛍光顕微鏡装置

工学部 准教授 玉田 洋介
基盤工学科 物質環境化学コース 生命分子光学研究室

URL: http://www.eng.utsunomiya-u.ac.jp/faculty/tamada/
Mail: tamada[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

たまだ ようすけ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

新しいバイオイメージング法・光細胞操作法を確立するとともに、それ
ら新規手法を用いて未知の生命現象を発見・解明することが研究の大目標
です。特に着目しているのが、植物の高い幹細胞化と再生の能力です。生
体分子や生体構造を蛍光分子により標識し、顕微鏡を用いて観察するバイ
オイメージングや、顕微鏡と光を用いて任意の細胞の働きを操作する光細
胞操作などの手法を駆使して研究を進めています（図１）。主な生物材料
として、植物の中でも特に高い幹細胞化の能力を有し、多くの組織が１層
～数層であることから光学特性解析に適したコケ植物ヒメツリガネゴケ
（図２）を用いていますが、作物・動物・微生物を含むあらゆる生物材料
が研究の対象です。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

我が国における光工学の研究教育拠点である大学院地域創生科学研究科
光工学プログラムとオプティクス教育研究センター、学部では物質環境化
学コースに所属しているという利点を活かし、授業では生命科学・光工
学・化学の融合領域を主に取り上げています。また、研究室では、生命科
学と光工学、化学の異分野融合研究を積極的に推進しています。

バイオイメージングにおいて、生体構造が光を乱すため、生命の内部を生きたまま鮮明に観察できないという
大きな課題が残されています。これを解決するために、天文学の分野にて用いられてきた補償光学を顕微鏡に適
用する研究を光学・天文学の研究者と進めています。さらに、あらゆる散乱現象を克服し、その向こう側を透視
するために、科学研究費助成事業のサポートのもと、学術変革領域「散乱透視学」を立ち上げました
(https://www.org.kobe-u.ac.jp/scattering_clairvoyance/) 。これらの異分野融合研究によって、生命の内
部を透視することができれば、多くの新しい生命現象を発見できると期待されます。

高等学校、中学校における出張授業、出張実験、オープンキャンパスにおける模擬授業、プログラム紹介など
技術移転希望項目 補償光学顕微鏡技術（自然科学研究機構との共同研究）

図１ 蛍光顕微鏡装置

1 mm
図２ ヒメツリガネゴケ
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高分子化学、超分子化学、材料化学

・超分子的相互作用を高分子に導入した材料作り
・有機無機複合材料の開発
・刺激応答性材料の開発

・高分子化学、超分子化学、材料化学、ソフトマテリアル

・高分子学会、日本化学会、超分子学会

・刺激応答性材料などの開発などで役に立てることがあればどうぞ。

工学部 准教授 爲末真吾
基盤工学科 物質環境化学コース 超分子化学研究室

URL: http://u-u-chem.sakura.ne.jp/lab/yuuki2/tamesue/index.html 
社会共創促進センターにご連絡ください。

ためすえ しんご

2018年6月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

近年、様々な刺激応答性を有する共有結合、非共有結合が
報告されてきています。これらの結合（超分子的な相互作
用）を高分子の構造内に組み込むことによって、ナマコの様
に外部からの刺激に対して硬さを大きく変化させるなど、目
に見える物性の変化を示す頭のいい（スマートな）マテリア
ルの開発を行ってきました。例えば、高分子構造を巧く設計
することで、照射する光の波長によってゲルの状態、ゾルの
状態へと変化させることが出来る材料を作製しました。これ
らの光刺激に応答した状態変化は何度でも繰り返し行うこと
が出来ます。これらの研究成果は自己修復材料など様々な分
野での応用が考えられてきています。(Angew. Chem. Int.
Ed. 2010 etc.)

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

高分子に様々なパーツ（お椀型分子など）を修飾することでこれまでの高分子材料にはない特性を持った材料
を創り出すことができます。それは電気や光、pHなどに応答する刺激応答性材料であったり、人間の皮膚の様
に傷を自動的に修復する材料です。さらには含水率が高い材料同士を強く強固に接着するための化学の面からの
技術開発も行っております。

実際に皮膚の変わりに用いることの出来るゲル材料の開発や、赤外光の照射で血管を詰まらせ、がん細胞を
死滅させることができる刺激応答性ゲル材料の開発等を行っていきたいと考えております。

・宇都宮大学さくらフェスタ 「サイエンスカフェ」で講演
・国内特許4件、国際特許３件取得

TEL: 028-689-7188
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無機固体化学

・新規無機化合物の創製
・ナノシートの合成
・赤色蛍光体の開発
・磁性光触媒の開発

合成，酸化物，硫化物，酸窒化物，酸硫化物，結晶構造，
ナノシート，蛍光体，光触媒

日本化学会，日本セラミックス協会，日本結晶学会，触媒学会，
日本物理学会

複合金属化合物 (酸化物，硫化物，酸窒化物，酸硫化物) の合成，組成評価，
結晶構造の評価，各種物性評価が可能です。

工学部 准教授 手塚慶太郎
基盤工学科 物質環境化学コース 無機材質化学研究室

URL:  http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/mukizai/index.html
Mail:  ktez[at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

てづか けいたろう

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

新しい化合物を合成し，その性質を調べる
ことは材料開発には欠かせません。私達は新
しい組成や結晶構造を有する無機化合物の合
成，結晶構造・物性評価を行っています。図
１には私達が開発した化合物の例を示してい
ます。また，高い機能性や特異な性質を持つ
無機材料の開発も行っています。特に，磁性
を有する光触媒や発光中心に安価なマンガン
を用いた赤色蛍光体（図２）の基礎研究・開
発を行っています。さらには，次世代の新規
機能性材料の開発を目指し，ナノシートの合
成方法の研究も行っています（図３）。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

担当講義：無機化学基礎，量子化学基礎，無機化学各論，無機材料化学，
学生実験(主に酸塩基滴定，無機化合物の固相反応による合成とX線回折によ
る格子定数の決定)
無機化学と固体化学に関する講義を担当しています。

新規無機化合物の創製と機能性無機材料の開発を進め，新たで高い機能性
を有する材料を生み出します。

高校への出張講義を行っています。産学連携・技術移転に関しては可能な限り対応させていただきます。

TEL: 028-689-7104
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環境生物工学

・バクテリアの走化性を利用した化学物質のセンシング
システムの開発

・植物病原細菌の感染における走化性の役割と感染防除に
関する研究

・多剤耐性日和見感染細菌の新規制御技術の開発

微生物，細菌，走化性，分子生物学的手法，青枯病菌，
ビスフェノールA

日本生物工学会、日本分析化学会、環境バイオテクノロジー学会

倒立位相差顕微鏡による微生物の運動性を計測するシステム
DNAなどの分子生物学的解析機器

工学部 助教 荷方稔之
基盤工学科 物質環境化学コース 水処理化学研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab-Nov/index.html 
Mail: nikata[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

にかた としゆき

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

運動性を持つ細菌（バクテリア）は、化学物質に対して集積したり
忌避したりする行動的応答能力（走化性）を有しています。その応答
は、nMレベルの濃度に対してミリ秒で応答できるといった迅速かつ高
感度なセンシングシステムです。このシステムは、外界の化学物質の
濃度勾配をセンシングするセンサータンパク質とその情報を処理する
細胞内走化性タンパク質群、およびシグナルの出力先であるべん毛
モーターから構成されます。本研究では、細菌の有する走化性を工学
的に応用することにより、高感度な化学物質の新規検出システムを開
発することや、走化性が関与すると考えられている植物病原細菌の宿
主植物への感染メカニズムを明らかにすることで、植物細菌病の防除
につながる新規技術の開発を目指しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

倒立位相差顕微鏡を用いて細菌の運動を観察しながら、マイクロマニピュレータで特定の化学物質を添加し、
細菌の化学物質に対して集積、忌避する様子を画像処理することで数値化できるシステムを用いて走化性を計測
できます。
細菌の走化性を遺伝子レベルで解析するため、分子生物学的な手法を用いて走化性センサー遺伝子の同定など

を行っています。

ビスフェノールAなどの内分泌撹乱化学物質を走化性のセンサータンパク質を用いて検出するシステムや、青
枯病菌を用いた植物細菌病の防除技術の開発を目指しています。

TEL: 028-689-6169

図1 走化性により集積する細菌

10μm
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エネルギー、環境、ナノテクノロジー・材料

・アンモニア低温分解用膜反応器の開発
・CO2メタン化反応用膜反応器の設計・開発
・触媒内包カプセル型リアクターを用いた各種液相反応

触媒，水素エネルギーキャリア，CO2資源化，分離膜，
光エネルギー，カプセル型リアクター，再生可能エネル
ギー

触媒学会、化学工学会、水素エネルギー協会、日本エネルギー学会、日本
化学会、石油学会

[使用可能な装置・機器：各種反応試験装置、触媒分析装置、その他分析装
置、マイクロ波装置、光照射装置]
[どのような事でも結構ですので一度ご相談下さい]

工学部 教授 古澤毅
基盤工学科 物質環境化学コース 触媒プロセス工学研究室

URL:  http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/shokubai
Mail: furusawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

ふるさわ たけし

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

これまでは研究者自らが設定した目的と反応へ適用可能な触媒や材料を調製し、研究を遂行してきました。し
かしながら、社会において未解決のエネルギー・環境問題は数々あると推測され、これに伴って生じる様々な
ニーズが存在すると考えています。また、材料あるいは触媒の調製技術とはそれらのニーズに応えることが第一
のシーズであるとも自覚していますので、この機会に是非産業界からお問い合わせを頂けますと幸いです。

技術移転希望項目 ・触媒調製技術 ・水素製造技術 ・光エネルギー利用技術
特許出願状況 ・・特許第5230562(BDF合成) ・特開2016-198720(エネルギーキャリア)

TEL: 028-689-6160

図1 当研究室で対象とする研究全体の構想

バイオマスのガス化・副生成物の精製、水素エネルギー
キャリアの利用、CO2資源化プロセスの開発、各種触媒内包
カプセル型リアクターを用いた化学プロセスの開発など、エ
ネルギー・環境問題の解決に向けた幅広い研究を展開してい
ます。現在は図1に示すようなグランドデザインを想定した上
で、再生可能エネルギーに富む海外で製造し輸入するグリー
ンアンモニアの国内での利用方法の模索や、国内の各産業か
ら排出されるCO2の資源化に関するプロセスの開発などを重
点的に行っています。それ以外にも、再生可能エネルギー源
であるバイオマスからの高付加価値物質の製造や、太陽光の
光エネルギーを駆動源とする化学プロセスの構築なども実施
しています。

当研究室に所属する学生は自らの力で実験装置を組み立てる必要があるため，化学の基礎知識だけでなく，ガ
ス配管・電気配線などの素養も身に付きます。また，触媒化学と化学工学の異分野学問の融合を目指しており，
各学生は触媒化学だけでなく，化学工学に関する基礎知識も身に付きます。基本的に実験時間は長く，体力を必
要とするものの，研究室に所属する学生は明るく，将来エネルギー・環境問題の解決に寄与したいという高い目
標を心に秘めています。私自身も個々の反応に相応しい触媒の設計・調製を25年以上に亘って行ってきました
が，最近では触媒自体の性能向上だけでなく，触媒と膜分離を一体化したリアクターの構築や微小な反応場の利
用などの化学工学的なアプローチも加えて，新たな視点で研究を行っています。
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ライフサイエンス、環境

・細菌間コミュニケーション機構の解析と応用
・植物病原性細菌・植物保護細菌の機能解析と応用
・生分解性プラスチック分解細菌の生態解明

細菌の培養，細菌の単離，細菌叢解析，細菌の遺伝子解析，
細菌の遺伝子組み換え

日本生物工学会、日本農芸化学会、日本微生物生態学会
日本植物病理学会、環境バイオテクノロジー学会

細菌の遺伝子組み換え、遺伝子解析に必要な機器や技術を持ち合わせてい
ます。

工学部 准教授 諸星知広
基盤工学科 物質環境化学コース 生物工学研究室

URL: http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/bio/
Mail: morohosi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

もろほし ともひろ

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

最も単純な生物である細菌も、人間と同じように仲間とコ
ミュニケーションを取っています。その一つにQuorum
Sensing（QS）と呼ばれる機構があります。QSでは、細菌は
オートインデューサーと呼ばれる化学物質の「言葉」で周囲
の細胞密度を認識し、集団になったことを感知すると、特定
の機能を活性化させます（図1）。これらの機能の中には、病
原性発現やバイオフィルムの形成など、人間にとって好まし
くないものが多々存在します。本研究室では、QSの研究に基
づいた、細菌機能の制御技術の開発を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

微生物、特に細菌は、あまり表舞台には出てこないものの、食品の発酵、抗
生物質などの薬剤の生産、環境浄化や生分解性プラスチックの合成・分解など、
実は私たちの暮らしの様々な部分で役に立っている生物です。その一方で、植
物や動物の病原菌も数多く存在し、これらの細菌は抑え込む技術が必要とされ
ています。本研究室では、細菌の培養や分離、菌種の同定、遺伝子組み換えな
ど、細菌を用いた基礎から応用までの研究が可能な環境が整っています。最近
では、生分解性プラスチック分解に関わる微生物の生態解明（図2）や、細菌
を用いたバイオプロセスによる化成品の生産技術など、細菌を利活用した新し
い分野にも積極的にチャレンジしています。

研究室のメインテーマでもある細菌間コミュニケーションに関する研究成果を、幅広い分野に応用できるよう
にすることが今後の課題です。例えば、植物病原菌のコミュニケーションを遮断することによる、新しい病原性
抑制技術や、植物を病気から守る能力を持った植物保護細菌を微生物製剤として広く使用できるような展開を目
指しています。

・細菌やバイオテクノロジーをわかりやすく紹介する出張講義（小学生から一般の方まで）を行います。
・細菌に関する各種技術相談を受け入れています。お気軽にお問い合わせください。

TEL: 028-689-6176

図2. 生分解性プラスチック分解
細菌が形成したバイオフィルム

：オートインデューサー

周りに誰もいない…
おとなしくしていよう

低菌体密度

よし！仲間が集まった！
一斉攻撃開始！！

高菌体密度

図1. 細菌のコミュニケーション機構（QS）

SDGs事例
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工学部 准教授 吉原佐知雄
基盤工学科 物質環境化学コース 電気化学研究室

URL: http://www.cc.utsunomiya-u.ac.jp/~sachioy/frame.htmｌ
Mail: sachioy[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

よしはら さちお

2021年3月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

水素社会の実現のためには、水素インフラの拡充が必要不可欠です。水電解による水素製造技術は純粋な水素
が無尽蔵にある水から製造できることにメリットがありますが、その製造コスト低減のために、高効率に水素を
製造でき、長持ちする電極が必要です。我々はサポインや国や県のものづくりプロジェクトを通じて、電気めっ
き法による、高効率、高耐食性の電極開発に取り組んできました。そのいくつかは特許としてまとめられていま
す。光触媒が持つ多彩な機能性を併用することによって有用性を高め活用範囲を広げること、さらに新しい光触
媒の利用法という観点から以下のような検討を行っています。光触媒は､様々な機能を併せ持つ材料であり､その
殺菌効果と有機物分解効果を併用して､学校･公園等の砂場に使われる光触媒抗菌砂を開発することに成功してい
ます｡また、新しい光触媒の利用法として着目されている光カソード防食を、Fe-Cr合金めっきに適用し、酸化
チタンを使って光カソード防食を施したFe-Cr合金めっきは､食塩水中に浸漬しても腐食が少なく皮膜がそのま
ま保持されることを明らかにしています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

上記研究は長年、県内企業との共同研究の下で生まれた技術であり、本研究室はめっきを含め、実学的研究の
成功例が多いです。その他、１４名の博士を輩出し、今年度も３名の博士課程学生が在籍・入学の予定です。各
人、国内外で現在、活躍しています。また、吉原は韓国の有名大学である成均館大学の客員教授でもあり、グ
ローバルな研究のネットワークを有しています。学術論文数；１６２報、解説；１７編、著書；２０編

本研究室は宇都宮大学唯一の電気化学の研究室であり、今後は電気化学の基幹技術である”電池技術”に対して
も、県内のコア研究室になりたいと考える次第です。

TEL: 028-689-6150

技術移転希望項目 ・光触媒、水電解用電気めっき電極 特許出願状況 ・特願2017-20803（アルカリ水電解用
電極、その製造方法及び水素発生装置）特許5701080号（アルカリ水電解用電極）など計１６件

環境、ナノテクノロジー、材料、エネルギー、製造技術

・表面処理技術(電気めっき、無電解めっき、陽極酸化など）
・腐食・防食・光触媒 ・電子機器のイオンマイグレーション
・マイクロ波プラズマＣＶＤによるダイヤモンド膜作製と電
気化学的応用
・電気二重層キャパシタ ・レドックスフロー電池・種々の
in situ測定法（走査型トンネル顕微鏡（STM）、水晶振動子
マイクロバランス（QCM）、交流インピーダンス（EIS）法などを用いた電
気化学・光電気化学的界面及びエレクトロニクス実装材料の評価

光触媒，電気めっき，無電解めっき，陽極酸化，イオンマイグレーション，
ＳＴＭ，ＱＣＭ，交流インピーダンス法，ボロンドープダイヤモンド

表面技術協会（役職名 関東支部長・表協エレクトロニクス部会代表幹事な
ど）電気化学会・エレクトロニクス実装学会・日本化学会・国際電気化学
会・アメリカ電気化学会

・＜装置＞マイクロ波プラズマCVD装置、交流インピーダンス測定装置
・＜交流＞社会人ドクターを積極的に受け入れています。

SDGs事例
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流体工学

・気泡や液滴をキーワードとした流体工学の基礎
・環境負荷の少ない流体工学的技術に関して

流体工学

(一社)日本機械学会、(一社)ターボ機械協会

ー

工学部 助教 石戸 勉
基盤工学科 機械システム工学コース 流体工学研究室

URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/fel/index.html
Mail: ishido[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いしど つとむ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【キャビテーションおよびその有効利用】
流体機械等に見られる高速液流中では、条件によって低圧域に気相すなわちキャビ

テーション気泡が発生します。エロージョンとは、低圧域で発生し成長したキャビ
テーション気泡が高圧域でつぶれる際、局部的な極めて高い衝撃圧で機器固体面に壊
食が生じることです。超音波キャビテーション試験装置を用いて、キャビテーショ
ン・エロージョンの発生様相等および気泡挙動の究明を行っています。右図は超音波
振動子先端部に発生しているキャビテーションの写真です。

【原動機不要流体機械の研究】
ここで言う原動機とはモーターやエンジンのことで、一般的なポンプなどの流体機

械はこれらの回転力を軸動力として入力され動作しています。一方、水撃ポンプは流
体の流れそのものを利用して動作させているため、原動機は不要です。エコな揚水装
置という観点から、次のような水撃ポンプが考えられます。つまり、管路末端の弁を
急閉させて管路内を流れている水をせき止めると、弁直前の水圧が急上昇するという
水撃現象を利用したポンプです。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

近年、気泡を扱った技術においてマイクロバブルが注目されて来ています。直径が50μm程度以下の微細気泡
は、微細であるがゆえに水中での滞在時間が長いなど通常の気泡とは異なった特性が現れます。また、マイクロ
バブルの特性として、マイナスに帯電していることが挙げられ、気泡同士の結合を抑えたり、細かいゴミに取付
き易いので浮上させて除く洗浄にも応用されつつあります。さらに、気泡内圧が高いため気泡周りの水に内包気
体を溶け込ませる能力が大きいことも特徴です。

マイクロバブルの発生法には、気液せん断法、加圧溶解析出法、キャビテーションによる方法などいろいろな
方法がありますが、応用する際には、それぞれの特徴をよく知らなければなりません。

大学をもっと身近に感じてもらい、大学も地域の一部として活動できるよう取り組んでいければと思います。

TEL: 028-689-6037
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ロボティクス、ロボット技術の応用

・社会実装を目指した技術技術の開発、実装、応用
・農業などフィールドで機能するロボットの研究開発
・ロボット知能やユニーク機構を持つロボットの研究開発

イチゴ収穫ロボット，農業支援ロボット，磁気ナビゲー
ション，マルチナビゲータシステム（並列処理によるプ
ログラム切替） ，フィールドロボット，サービスロボット

日本ロボット学会、日本機械学会、精密工学会、感性工学会

ロボティクス・工農技術研究所における実験空間活用、イノベーションハ
ウスでの収穫ロボット実験、三次元プリンター、真空成型装置、三次元
CAD（CATIA Ver. 5）、Linuxシステムの活用・応用

工学部 教授 尾崎 功一
基盤工学科 機械システム工学コース計測・ロボット工学研究室

URL: http://www.ir.utsunomiya-u.ac.jp/
Mail: ozaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

おざき こういち

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

当研究室は、農業ロボット、フィールドロボット、生物の動きを
参考にしたロボットなど、社会ですぐ役立ちそうなロボットから、
ロボットの要素技術の開発まで幅広く行っています。今や、ロボッ
トは、研究開発から社会実装（実用化）に主軸が移りつつあります。
例えば、図１のイチゴ収穫ロボットは社会実装に向けて改良が進め
られています。移動ロボットに搭載された直動マニピュレータの先
端には収穫ハンドとカメラが取り付けてあり、カメラでイチゴを認
識して枝を摘まんで収穫します。これらの機能はいくつかのロボッ
ト技術（基盤技術）の組み合わせで実現されていますが、ここでの
技術はイチゴ収穫だけでなく、様々な分野にも応用できます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

図２は、学生によるフィールドロボットの自律走行の実験です。環
境磁場の変化を地図にして走行する「磁気ナビ」の効果を試していま
す。ロボティクスは、いろいろな環境で実験することで、想定外のい
ろいろな問題を体験します。それを一つずつ解決することで、社会に
役立つロボットが完成されていきます。また、学生からのユニークな
思い付きや、発言から、今までにない着想を得ることもできます。

ロボット技術を様々な分野で試し、その可能性を広げていきたいと考えています。

実証試験を兼ねたロボットデモによる社会活動。ユニークな特許多数取得。ロボティクスのノウハウによる
大学発ベンチャーの起業。ロボティクス・工農技術研究所での社会実装型プロジェクト参加（共同研究）など。

TEL: 028-689-6068

図１ イチゴ収穫ロボットの実証試験

図２ 学生による自律走行実験

121



流体工学、熱工学、流体関連振動

・流れのコンピューターシミュレーション
・カルマン渦励振、縦渦励振等の流体関連振動
・学生フォーミュラ、レーシングカー、自動車の空力

水や空気の流れ，噴流，拡散のコンピューターシミュ
レーション(CFD) ，自動車空力部品の流れの可視化，性能評価，風や水流に
よって振動が起こる問題の原因調査

日本機械学会、自動車技術会

計算機サーバーが利用可能です。また学生フォーミュラ活動の橋渡し役をし
ています。学生を技術的に支援したいという方はお気軽にご連絡ください。

工学部 助教 加藤直人
基盤工学科 機械システム工学コース 流体工学研究室

URL: -
Mail: note[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

かとう なおと

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

実験（EFD）、数値解析（CFD）による流れの研究を行っていま
す。空気、水に限らず、水素、ヘリウムの流れも対象としています
（図1）。流れを予測する技術を開拓しています。
自動車の空力について研究を行っています。燃費向上のための空

気抵抗低減、レーシングカーの旋回性能向上のためのダウンフォー
ス増加や流体力バランスなどの要求、追い抜きの難化問題に、シン
セティックジェット（SJ）という新しい技術を使った流れの制御で
解決できるか、研究を行っています（図2）。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

風洞を用いたEFD、計算サーバーを用いたCFDを行っています。
また、共同研究先の研究施設を借りた実験、計算機サーバーによ
るCFDを行うこともあります。大学院生はインターンシップで共
同研究先に行き、そこでしかできない研究を経験することができ
ます。
学生フォーミュラの活動を支援しています（図3）。ものづくり

教育として広く認められているこの活動に、宇都宮大学は日本で
最も早く取り組み始めました。しかしそれは決して大学のみなら
ず、栃木県内外の多数の企業様の支援により成り立っています。
今後も産官学の橋渡しをしていきたいと思っています。

SJによる流体力制御、マグナス風車の翼形状最適化、迎角変動時の流体力
変動メカニズムの解明等にも取り組んでいます。

iP-U講座開講、高大連携、学生フォーミュラ車両展示。

図1 水素の流れ

図2 流れの制御

図3 学生フォーミュラ車両
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機械加工

・固定砥粒研磨加工技術
・CMPおよびナノスケール表面の創成とSPM解析技術
・超砥粒ホイールの研削特性に関する研究

鏡面仕上げ，高能率加工，ナノスケール微細加工

日本機械学会・精密工学会・砥粒加工学会

ー

工学部 准教授 佐藤隆之介
基盤工学科 機械システム工学コース 生産加工システム研究室

URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/mms/
Mail: satoryu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さとう りゅうのすけ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【固定砥粒研磨加工技術】
機械加工の高能率化を目的に，切削・研削による粗加工・中仕上げ

加工から研磨による仕上げ加工までを段取り替えなしに実現するため，
マシニングセンタで使用可能な研磨工具の開発を目指して固定砥粒研
磨工具による鏡面加工技術を研究しています．
【CMPおよびナノスケール表面の創成とSPM解析技術】
遊離砥粒を用いたケミカルメカニカルポリッシング(CMP)や原子間

力顕微鏡(AFM)を用いたナノスケールの除去・付加加工など，原子
オーダーの凹凸を有する表面創成する加工技術について研究していま
す．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

機械加工についての技術相談等にはいつでも対応致します．また，ご相談の内容次第では加工実験や加工面の
評価，解析をお引き受けすることも可能です．

積極的に産学連携を進めていきたいと考えておりますので，少しでも興味がありましたらお声がけ頂ければと
思います．

企業・自治体との連携に積極的に取り組んでまいります．

TEL: 028-689-6041
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固定砥粒研磨工具

SKD11に対する鏡面加工

単結晶Si工具 ポリカーボネートに対するナノスケール溝加工 陽極酸化によるナノドット加工
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図１ 近赤外光を用いた血管可視化装置概略

ライフサイエンス

・近赤外光を用いた非侵襲生体情報計測（血管硬度、血中
コレステロール、血管内皮細胞機能、動・静血圧）

・母指または母趾爪ひずみの計測
・ヒト関節運動のシミュレーション（肘屈曲伸展、肩外転、
肩前方挙上など）

・上腕前方挙上動作アシスト装置の開発

生体計測，生体構造（骨、筋、靭帯、血管、軟組織） ，生体の機械的組織，
生体関節駆動，物体把持，ヒト触覚，動脈硬化，血管硬さ，血管内皮細胞機
能，コレステロール，近赤外光，虚血，うっ血，生体反応
日本機械学会、日本生体医工学会、日本人間工学会、日本臨床バイオメカニ
クス学会、日本手外科学会
・＜装置＞脈波伝播速度装置、CAVI計測装置、近赤外光血管可視化装置
・＜交流＞研究生、社会人ドクターを積極的に受け入れています。

工学部 教授 嶋脇 聡
基盤工学科 機械システム工学コース 生体計測・福祉工学研究室

URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/bioinstrumentation/index.html
Mail: simawaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

しまわき さとし

2017年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

生体計測・福祉工学・生体シミュレーションに関する研究を行っていま
す。生体計測においては、非侵襲に生体情報を取得する手法と装置の開発
を行っています。日本人の死因の1/3に関与していると言われる動脈硬化
を、近赤外光を用いて早期に家庭内で計測できる手法を研究しています
（図１参照）。また、爪（主に母指、母趾）にひずみゲージを貼付して、
物体把持または歩行時の爪ひずみの計測を行っています。
生体シミュレーションにおいては、ヒトＣＴ・ＭＲＩ画像より構築した

ヒトモデル（骨、筋、靭帯を含む）を用いて、筋収縮時の運動解析や、靭
帯損傷時における運動不全の解析などの研究を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

動脈硬化の指標となる「血管硬さ」と「血管内皮細胞機能」を近赤外光を用いて非侵襲に計測する手法を開発
中です。このアイデアは上記特許にて権利化しております。血管硬さの計測には、一般的に脈波伝播速度
（PWV）などを用いて計測します。しかし、装置が大掛かりであること、１人での計測は困難であること、汎
用性がないことの理由により、病院などで計測する必要があります。また、血管内皮細胞機能の計測には、一般
的に超音波画像診断装置かEndo-PATを用いて行います。超音波画像診断装置による計測では特殊な操作技術を
要し、Endo-PATの計測では計測ごとの消耗品を必要とします。これらのデメリットを解消するために、近赤外
光を用いて家庭内で簡易に計測できる手法と装置を開発しています。

近赤外光を用いた血管硬さの計測については、実験室レベルにおいて手法と装置が完成しています。この装置
の小型化と血圧計などの測定機器との複合機の開発を目指したいと考えています。また、近赤外光を用いた血管
内皮機能の計測については、Endo-PATの手法を参考に、ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ測定装置を作成しました。今後、この装置を
使って、血管内皮細胞機能を高精度に推定できるかどうかを判断するために、多くの被験者を使用して、PWV
やEndo-PATによる値との相関を求めていきたいと考えています。

技術移転希望項目 ・近赤外光を用いた非侵襲生体情報計測（血管硬さ、血管内皮細胞機能）
特許出願状況 ・特許4729703(血管硬度測定装置)・特許5130590(血圧特定情報生成装置)

・特許5830325(疑似血管ユニット、共同特許)

TEL: 028-689-6072
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手加工に頼るしか無い精密部品の仕上げ加工、円管の内面研磨、内
面のバリ取りを実現できる新しい「磁気加工（磁気研磨）」技術の開
発を進めています。図１のように円管の外側に磁極を設置し、円管内
の磁性砥粒を磁気吸引します。ロボットを利用して高速回転する磁極
を円管軸方向に移動させると、磁性砥粒は磁極の動きに追従し、曲が
り管内面を精密研磨します（図2）。
これまで本技術によって、厚肉円管内面の精密研磨、円管内面の溶

接ビード除去、内面のバリ取りへの応用を実現してきました。また、
「高分子材料の超精密加工」，「人工透析用注射針の精密バリ取り」、
「超微細孔ノズルの精密内面研磨技術の開発」「電解を複合した磁気
研磨法」を中心とした研究開発に積極的に取組み、新技術の開発に挑
戦し続けています。

精密加工学，特殊加工学，砥粒加工学

・磁気機能性流体を利用した超精密内面磁気研磨技術
・高能率内面及び平面の磁気バリ取り技術の開発
・超微細複雑形状部品表面及び超微細孔ノズルの精密研磨
技術の開発研究

磁気研磨技術，磁気バリ取り技術，超精密エッジ仕上げ技術

日本機械学会、精密工学会、砥粒加工学会

ー

工学部 教授 鄒 艶華
基盤工学科 機械システム工学コース 特殊精密加工研究室

URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/pml/index.html
Mail: yanhua[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

シュウ エンカ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

磁気加工技術とは、従来の「機械加工」に「磁気」を組み合わせた
新しい加工技術であり、工具が届かない狭い箇所に対して精密加工を
実現できます。宇都宮大学が創出した独創技術です。本技術は、①磁
気機能性流体を利用した超精密内面磁気研磨に適用でき、厚肉
（30mm）パイプでも円管の長さに関係なく内面加工が実現可能、②
複雑曲がり管もOK、③高分子材料の超精密加工などにも応用可能、
④超微細孔ノズルの精密内面研磨に適用可能、⑤各種非磁性材部品の
内面磁気バリ取りにも応用できるなどの特徴があります。

現在、今回紹介した内容以外にも、「ナノメーター超精密表面創成
磁気研磨技術」や「従来技術と磁気加工技術の融合」などに取り組ん
でいます。本技術の実用例として、種子島で打ち上げられたHIロケッ
トの燃料パイプ内面の鏡面仕上げに用いられるなど実用化の事例も増
えてきましたが、本技術が一つの新しい精密加工技術として確立され
るように研究していきたいと思います。
産学連携は、まず「産」を大切にすること、人と人とのより良い関り合いを作ることから始まると考えてい

ます。「人との関係」を大切にして企業の課題やニーズに応えていきたいと思います。

特許出願状況 ・特開2016-052704（磁気研磨）、他7件

TEL: 028-689-6057
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製造技術、金属

・金属管を素材とする塑性加工（特に円管のハイドロフォ
ーミング）
・金属部品の塑性流動結合

塑性加工技術（実験および有限要素法シミュレーション），
金属材料の塑性変形，金属部品の軽量化

日本塑性加工学会、日本鉄鋼協会

油圧ポンプ（最大200 MPa）、アムスラー型万能試験機（最大 600 kN）

工学部 准教授 白寄 篤
基盤工学科 機械システム工学コース

URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/shira/
Mail: shira[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

しらより あつし

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

金属材料を素材とする塑性加工技術（二次加工技術）は、板材を素材とする技術とバル
ク材（塊材）を素材とする技術に大別できます。管材は、板材とバルク材の中間的な材料
であり、また、板材からもバルク材からも製造されることを考えると、管材を素材とする
塑性加工技術は三次加工技術と解釈することもできます。板材やバルク材を素材とするこ
とでは解決困難な機械部品の軽量化が管材を素材とすることで達成できることがあります
が、三次加工技術であることを考えると、管材の材料としての性質が板材やバルク材とは
異なる可能性に配慮しなければならない場合があります。また、加工の際に管材に発生す
る応力状態や変形も管材特有な場合があります。当研究室では、基本的には管材の塑性変
形挙動の基礎的研究を進めていますが、加工技術の実製品への応用も視野に入れています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

当研究室では、先代の先生の頃から約半世紀に渡って金属円管の液圧バルジ加工（張出し加工）の基礎的研究
を続けています。当初は比較的単純な張出し形状について微分方程式（力の釣合い式）を解くことでバルジ加工
の理論解析をしていましたが、現在では複雑な変形形状や大きなひずみが生じる変形についても対応できるよう
に有限要素法コンピューターシミュレーションも実施しています．小径管材（外径10mm程度以下）を素材とす
るハイドロフォーミング専用の実験装置も有しており、計算による予測や解析のみならず実験にも対応できるよ
うにしています。

金属管を素材とする塑性加工技術は、管材の特徴を活かして、機械構造物の軽量化に利用されています。また、
塑性流動結合技術は部品どうしの締結に必要なボルト等の部品を省けるなど、やはり軽量化に適した技術です。
管材については、流路としての機能を活かすことも重要と考えており、そのようなニーズについてもご意見いた
だければ幸いです。

技術移転希望項目：ハイドロフォーミングのシミュレーション技術
特許出願状況：特許第4392504号（ハイドロフォーミング加工方法）など
産学連携：戦略的基盤技術高度化支援事業への協力や共同研究の受け入れもしております。
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ナノテクノロジー・材料

・環境負荷低減を目指した金属材料の組織制御と高性能化
・異種金属箔材/板材の摩擦撹拌接合
・高強度高延性軽量金属材料の開発

アルミニウム合金，銅合金，チタン，結晶方位，集合組織，
高温変形・高温強度，強ひずみ加工，摩擦攪拌接合(FSW) ，
パルス通電接合， SEM/EBSD ，組織制御，機械的性質

日本金属学会、軽金属学会、溶接学会、超塑性研究会

結晶粒方位解析装置(SEM/EBSD)、連続繰り返し曲げ加工装置(CCB)
[金属材料の強度・加工・接合に関するあらゆるご相談にお応えします]

工学部 教授 髙山善匡
基盤工学科 機械システム工学コース マテリアル工学研究室

URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/msel/MSEL_HP_index.htm
Mail: takayama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

たかやま よしまさ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

独自の強ひずみ加工技術である「連続繰り返
し曲げ加工 (Continuous Cyclic Bending;
CCB）」と熱処理を組み合わせることにより、
表面を粗粒層、内部を細粒層という傾斜的組織
に制御することができます。また、表面の粗粒
層は優先方位を持つことが明らかになっており、
結晶方位制御技術としての可能性を検討してお
ります。
異種金属箔材/板材の摩擦攪拌接合（FSW）

では窒化珪素ツールを用いて数十μmの微小押
込みによる接合条件の最適化を目指しています。
異種材料のパルス通電接合の研究も進めていま
す。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

金属材料の特性は微細組織と密接に関わって
います。そこで、SEM/EBSD解析に基づき結晶
方位・粒界制御による材料特性の高性能化を目
指しています。また、FSW、パルス通電接合に
よる異材接合技術に特徴があります。

結晶方位・粒界制御ならびにエントロピーを意識した高性能材料開発とマルチマテリアル化に対応する異材接
合技術により、カーボンニュートラルに貢献する研究を行っていきたいと考えています。

県内企業、県との産学連携プロジェクトによる実績を踏まえ、今後も共同研究を推進したいと考えています。

TEL: 028-689-6033

連続繰り返し曲げ加工(CCB)装置

SEM/EBSDによる組織解析例

高精度改良型箔材用
FSW装置

パルス通電拡散接合中の
温度分布測定例
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バイオメカニクス/ミメティクス,メカトロニクス,
医用工学，福祉工学，流体力学，制御工学, 信号解析学

・複合束弾性ケーブル機構の機械的トルク制御を用いた
安全な手指関節動作支援技術
・多層配置型リニアソフトアクチュエータを備えた全弾性
型流体内推進機構の変形特性の検討
・鏡視下手術支援のための術具ガイド用マニピュレータ

医用システム，リハビリテーション科学，アクアバイオミメティクス，生体
計測，ソフト・ロボティクス

日本機械学会，人間工学会, エアロアクアバイオメカニズム学会

開発システムLabVIEW，3次元CADソフト，動作解析ソフトKinovea，
生体ひずみ計測, 3Dプリンタ成形，Real-Time OS, FPGA, SMA人工筋肉

工学部 助教 中林 正隆
基盤工学科 機械システム工学コース 生体計測福祉工学研究室

URL: https://researchmap.jp/mnakabayashi
Mail: m_nakabayashi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

なかばやし まさたか

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

先進国をはじめとして国際社会は少子高齢化が続いています。そのため
健康寿命/労働寿命の長期化や安定した高度医療の実現は重要課題です。
本研究室は高度に進化した生物の機能や構造を応用するバイオミメティク
スを使って、それらを実現する装置の開発を目指しています。象鼻からは
鏡視下手術を支援するマニピュレータ、微生物からは高度な変形機能をも
つ汎用型移動ロボット、ヒト構造からは高齢者の運動機能回復や理学療法
のために運動支援装置の研究開発を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

高度に技術科学が発達してきた現代において、多様な学問や技術に精通
するマルチタレント型の人材が求められています。本研究室では、その中
でも機械工学から電子工学、制御工学、情報工学といった分野横断型の学
問であるメカトロニクス、そして医用福祉に関わる機械設計や分析には、
人間との調和性を考慮する人間工学的な観点と解剖学的にヒトや生物を理
解するためには生物学や医学的な知見に精通した研究が行われています。
多くの分野に渡って学生と供に学修・研究するため，幅広い知識と実務能
力が付いていく研究室です。

生物と同じく筋肉の運動を伝達する腱のようにワイヤーロープやケーブルを用いた多くの運動機構が考案さ
れ、医用福祉デバイスや汎用型ロボットの駆動部分に導入されてきました。現在までに開発されてきた装置は
いずれも試作機であり、生体適用性に関しての性能の実証はされていません。今後は実験動物を使った臨床や
医療施設での試験を行い、更なる改良と機能向上、実用レベルの技術開発が行われることが期待されています。

技術移転項目 ・機構構築技術 ・電子基板製造技術
特許取得状況 ・医用デバイスとその評価技術

TEL: 028-689-7060

医科大学とのコラボレーションでは、腹腔鏡手術支援のための新たな手術器具ガイド用多自由度マニピュレー
タの機構が考案され、所望の器具を任意の術野まで案内することが実現できる機構が開発されました．その他、
産業界との共同研究も行われており、社会貢献などにも積極的に取り組んでいます。
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光工学、計算センシング

・動的現象のイメージング・測定
・高精度光学設計
・計算センシング

分光イメージング，画像処理，赤外線・紫外線イメージン
グ

SPIE、Optica、日本光学会、日本赤外線学会

ー

工学部 教授 へーガン・ネイザン
基盤工学科 機械システム工学コース ヘーガン研究室

URL: http://www.hagenlab.org
Mail: nhagen[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

私達を取り巻く多くの現象は目には見えませんが、光学機器で感知することができます。たとえば、多くの爆
発性ガス（炭化水素系とか）は目には見えませんが、赤外光で視覚化できます。光学システムを精密的に設計し、
赤外線データを分析するための特殊なアルゴリズムを開発することにより、私たちの研究室は世界で最も先進的
なガス漏れ検知システムの開発に成功しました。これらのシステムは現在、世界中に展開されています。この
ハードウェアとソフトウェアを組み合わせた設計を使用したアプローチにより、私たちの研究は他の分野にも同
様の進歩をもたらすことを目指しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

日本はかつて光学システム設計の世界的リーダーでしたが、カメラ会社の衰退によりこのリーダーシップは
崩壊しました。 現在、宇都宮大学は、学生に光学システムの設計方法を教えることに焦点を当てている日本で
唯一の場所であり、これらの技術を教えることが私の教育活動の中心です。

光のスペクトル、偏光、および位相を測定する光学システムは、科学全体で使用されていますが、一般的に静
止物体の測定に焦点を合わせています。 動く物体は、特にイメージングがこれらの他の光の特性の1つと組み合
わされている場合、測定がはるかに困難です。 最新のセンサーと精密な光学設計を利用することで、これらの
動的な現象を、既存の機器では不可能な科学者の目に見えるようにすることができます。

特許出願状況：特許は20本書いています。

TEL: 028-689-7116

（左図）石油の掘削場のメタンガス漏れを可視化。 （右図）赤外線で風の流れを可視化。

SDGs事例
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ロボティクス、人工知能

・ロボットの自律移動（自動運転）技術
・パーソナルモビリティの操作インタフェース
・警備ロボットシステム
・上体ヒューマノイドロボットによる物体ハンドリング

自律移動ロボット，自動運転，深層学習， Brain-Machine
Interface ，ロボットビジョン，警備ロボット

IEEE、日本ロボット学会、日本機械学会、計測自動制御学会

ロボットがセンサで得た情報を基に賢く行動するための人工知能技術

工学部 准教授 星野智史

URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/~hosino/
Mail: hosino[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

ほしの さとし

2022年1月更新

研究概要

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

当研究室では、ロボティクスの基
礎から応用まで、幅広い分野に取り
組んでいます。課題に対するソ
リューション技術は、数理モデルを
使ったものに加え、人工知能技術と
して近年注目を集める深層学習を用
いたもの等、多岐にわたります。
基礎研究ではロボットの自律移動

のための自己位置推定や動作計画、
応用研究ではパーソナルモビリティ

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究活動を通じた先端知識や技術の修得はもちろんのこと、研究成果を公表する際に求められるアカデミック
ライティングやプレゼンテーション能力の育成に重点を置き、学術活動にも力を入れています。そのため、学生
は積極的に学会へ参加し、各自の研究成果を発信しています。最近では受賞も多数あります。研究室全ての学生
が、課題解決のために独自のアイデアを創造し、それをロボットに展開することで技術として昇華させています。

・社会活動：「宮ラボ～ＡＩアイのあるまち創りを目指して～」でのロボットデモや「宇河地区小中高校PTA連
絡会定期総会」での招待講演
・特許取得状況：特許6788540（巡回経路設定装置、巡回経路設定方法及び巡回経路設定プログラム）
・産学連携・技術移転の対応：民間企業との共同研究やとちぎロボットフォーラムとロボットの試作

TEL: 028-689-6053

宇都宮市では、スマートシティ実現のためモビリティサービス「Maas」の導入を目指しています。令和5年に
はLRTも開通予定です。当研究室で開発したロボティクスや人工知能の技術は、この宇都宮版Maasにも適用でき
るものと考えています。

や複数台の警備ロボットシステム、上体ヒューマノイドロボットが挙げられます。ロボットの自律移動に関する技術
は、車の自動運転にも適用することができます。応用研究では、ロボットが周囲の環境や対象となる物体を認識でき
ることが求められます。そのため、従来の数理モデルに加え、深層学習（ディープラーニング）を活用したセンシン
グ技術、特にロボットビジョンの研究に注力しています。この他にも、脳波でパーソナルモビリティを操作するため
のインタフェース（BMI）を開発中です。

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

基盤工学科機械システム工学コース 知能ロボット･システム工学研究室
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知能機械システム

・確率的ロボティクス・機械学習
・スモールモビリティによるラストワンマイル
・信号強度地図利活用によるロボットナビゲーション

自律移動ロボット，機械学習，信号強度ナビゲーション

IEEE、日本機械学会

混雑環境でもロバストな自律移動実証実験（2019～）、つくば・中之島
チャレンジ、羽田イノベーションシティ（東京）、モール（神奈川）など
使用可能な装置：三次元、WiFi・RF・磁気信号強度地図作成のためにロボッ
ト・センサー 機械学習サーバー

工学部 助教 ミヤグスク・リオス レナート
基盤工学科 機械システム工学コース 計測・ロボット工学研究室

URL:  https://www.ir.utsunomiya-u.ac.jp/
Mail: miyagusuku[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

・不可視データの多層化地図よるロボットナビゲーション
ロボットによる無人搬送など、街中での自律移動ロボットの社会実装が加速されていますが、そのためにはロ

ボットのセンサデータと地図との照合（自己位置推定）が必要です。しかし、人、クルマ、店舗前の看板など、地
図データには記載されていない物体の存在で、地図との照合が成立しないことが多々発生しています。そこで、物
体の存在に影響されない、目に見えない情報を利用する「不可視情報」の活用を研究しています。
不可視情報とは、一般的なロボットのセンサであるLIDARやカメラなどでは検知できない環境磁気の乱れ（構造

物の影響で磁気方位が乱れる）やWi-Fi信号強度変化など場所毎で特徴的に変化する情報を指します。
不可視情報の地図作成ために、機械学習を使用し、一般的な地図と重ね合わせることで、市民生活により地図に

は表現されない動くモノ、置き場所が変わるモノが多々存
在する環境であっても、この情報を使えばロボットの安定
した自律移動が実現できます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学生たちには実装や実機実験を通じて各々の研究テーマに慣れ親しむことが重要だと考えます．このため、当研
究室の学生にはロボット実証・実験に参加することが奨励されています。

ロボットは世界を変え，人間の生活をより快適にしています．近年のロボット工学の進歩によって，高齢者ケア
から災害対応に至る幅広い範囲でロボットが活用されていることが分かります．しかし，完全な自律ロボットを実
社会で使用する場面は未だに少なく，そのような自律ロボットの問題として信頼性と長期間の動作保証が挙げられ
ます．多くのロボットは，実験室においては複雑な作業をしますが，異なる環境で毎日同じ作業をすることは非常
に難しいのが現状です．これらの問題を解決するために，今後の研究では，短期的には安定した自己位置推定手法
の開発を目指します．安定した自己位置推定手法は様々なシーンでロボットの自律性を実現するために必要不可欠
な技術です．また長期的には，ロボットの長時間の使用を保証できるシステムと数学的なツールの研究開発を行い，
社会などでも安心してロボットを使えるようにします．

研究や教育活動の一環として、さまざまな環境でテクノロジーをテストすることに興味があります。 特に人が集
まる混雑した場所での社会実装をチャレンジしたいです。なお、不可視情報の活用は特許を出願しています。

平均予測 分散予測

信号強度

位置

機
械
学
習

1信号強度地図学習データ

幾何地図（3次元）

WiFi信号
強度分布

環境磁場分布

磁気

地図作成
ロボット

作業ロボット
価格安いセンサー
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ライフサイエンス，ソフトコンピューティング，製造技術

・非線形力学系に基づく多点探索型最適化手法の研究
・実現象と高精度に一致する力学モデルの構築・同定に関
する研究

最適化問題，最適化手法，パラメータ同定，モデリング，
非線形力学，カオス

電子情報通信学会，IEEE，進化計算学会

機械・電気分野の最適設計・最適制御・モデル同定などが可能です

工学部 助教 山仲芳和
基盤工学科 機械システム工学コース ダイナミクス研究グループ

URL: http://www.katzlab.jp/lab/
Mail: yyamanaka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

やまなか よしかず

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【多点探索型最適化手法の構築と解析】
工学では，例えば機器を設計するときの寸法や，機器を動作させ

るための制御パラメータを適切に選択することが求められます．対
象の問題が複雑になるほど，人間の直観や経験に基づく選択は難し
くなります．そこで，カオスと呼ばれる簡素な非線形力学が呈する
複雑な振る舞いによって，最も優れた「最適解」を探索する新しい
最適化手法の研究を行っています．これまでに，カオス力学系に
よって最適解の探索という複雑な振る舞いが実現でき，かつ，その
探索性能が優れていることが実証できました．より高い探索性能や，
多様な問題に対応できる頑健さを備えるシンプルな最適化手法の実
現を目指して研究を進めています．

【実問題への応用】
最適化手法の構築だけでなく，手法を応用した実問題の解決も

行っています．具体的な研究対象には車両伝達系のパラメータ同定
や，人間のバランス運動の数理モデリング等があります．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室では力学システムをキーワードに機械系・電気系・情報系の複合的な分野で研究を行っています．力
学システムで生じる現象の解明，数理モデルの導出・同定，所望の動作を実現する最適設計や制御などを，ハー
ドウェアとソフトウェアの両面から研究できることが強みです．

・最適化問題の観点からCAD/CAEにおける数理モデルと実機の合わせこみの自動化
・最適化手法を構築した知見を応用したカオス力学系に基づく移動ロボット群の制御

などを行う予定です．ご興味のある企業様等いらっしゃいましたらお声かけください．

最適設計・最適制御・パラメータ同定等でお困りの際にはお気軽にご相談ください．典型的な問題であれば，
汎用的な手法によって解決できる場合があります．

TEL: 028-689-6071

設計したカオス力学系の振る舞い（a, c）,
これらで実現される探索動作（b）により

最適化問題（d）の最適解を探索する．
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金属，材料科学

・構造材料の高度化
・機能材料の高度化
・新素材開発・利用促進

材料組織，非平衡材料，材料評価

日本金属学会，日本鉄鋼協会，軽金属学会，日本材料学会，
日本機械学会，日本放射光学会，粉体粉末冶金協会，日本表面真空学会，
日本銅学会

ー

工学部 准教授 山本篤史郎
基盤工学科機械システム工学コース 材料組織制御学研究室

URL: http://www.mech.utsunomiya-u.ac.jp/microstruct/
Mail: toku[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

やまもと とくじろう

2020年3月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

金属は原子が規則的に配列した結晶からなっており，その諸特性は原子の並び方によって大きく変化します．
そこで，優れた金属材料を開発するために，原子の並び方を工夫する研究を行っています．特に，複数種類の元
素を含む金属（合金）を急冷凝固すると，結晶ではない非晶質のアモルファス合金・金属ガラスや高エントロ
ピー合金を生じます．こうした新素材を利用して，新規な接合方法の開発に取り組んでいます．また，金属材料
学の知識をベースに，金属以外の材料や，材料にまつわる未解決の現象の研究，ならびに，研究に必要な実験手
法の開発にも取り組んでいます．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

卒業研究ではなるべく失敗を怖れずに挑戦的なテーマを学生に与えて，研究室の将来の柱となる種を探してい
ます．面白そうなテーマは大学院で継続して取り組ませます．得意分野でなくても，まずは取り組んでみること
の大切さを体験してもらえるよう心がけています．そのためにも，これまでに身に付けた知識をベースに着想し
たアイデアを実現するため，未知の研究分野で用いられる手法を日頃から探索しています．

・新たな視点を取り入れた摩擦・摩耗などの未解決現象を解明するための研究手法の開発
・水生植物を利用した超低環境負荷マテリアル・プロセッシングの研究

技術移転希望項目
・アモルファス合金・金属ガラスをはじめとする新素材の特徴を活かした利用方法（締結・接合など）

TEL: 028-689-6034
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機械力学、計測と制御

・機械振動のモデル化と状態推定
・ヒトゆらぎ運動のモデル化と予測評価
・非線形解析とランダム振動解析

機械やヒトの運動・振動，数理モデル化，振動解析，
運動解析

・日本機械学会、計測自動制御学会

・科研費「自転車走行のふらつきを予測する数理モデルの構築とパラメータ
同定」（基盤Ｂ, 18H01391）が採択されました。

工学部 教授 吉田勝俊
基盤工学科 機械システム工学コース ダイナミクス研究グループ

URL: http://www.katzlab.jp/lab/
Mail: yoshidak[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

よしだ かつとし

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

なるべく小規模なモデル表現で，複雑な現象を高精度に
シミュレートする研究をしています。

例えば，部品点数が数百を超える乗用車トランスミッ
ションを，わずか数個の要素からなる等価モデルで表し，
出力軸トルクを精度95%超で再現することに成功しました。
右図はその一例で，黒線が実験データ，赤線がシミュレー
ションの結果です。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

3次元CAD/CAE技術の発達により，対象物の構造に忠実なモデルを比較的簡単に作れるようになりました。
しかし，それが実験データを忠実に再現する保証はありません。モデルパラメータ数が膨大すぎて，そのほと
んどを公称値とせざるを得ないからです。これに対して，当研究室では，あくまで測定データに忠実なモデル
を目指します。こうした実証的アプローチが当研究室の特徴であり強みです。

自転車のふらつきをモデル化し，ふらつき振幅をリアルタイム予測する研究に着手しています。

まだ基礎研究の段階にあるため，現状，技術移転等の具体的計画はありませんが，今後は積極的に取り組んで
いきたいと考えています。特に，自動運転AI等への応用などに興味があります。

TEL: 028-689-6054

ほぼ同様の方法論により，人間のふらつき動作を高精度にシミュレートすることも可能
です。左図の赤線は，ある実験協力者のふらつき振幅の確率密度関数です。これを我々の
モデルでシミュレートした結果が，青線になります。ここでも95%を超える精度が得られ
ています。このモデルの規模はわずか4自由度です。

ポイントは，測定データをよく吟味して，対象物の構造そのものではなく，力学的な非
線形性を忠実にモデル化することです。もうひとつ重要なのは，モデルパラメータを公称
値とせずに，測定データから実際に同定した値とすることです。そのための最適化計算に
は，いわゆるAI的な手法を駆使します。
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システム制御工学

・低コスト化を実現する生産管理スケジューリングの設計
・システム制御工学に基づいた省エネルギー技術の開発
・カーボンニュートラルにおける高精度予測手法の開発

制御，システム，最適化，低コスト，省エネルギー

計測自動制御学会，電気学会，システム制御情報学会，
米国電気電子学会（IEEE）

MATLAB／SIMULINK

工学部 准教授 東 剛人
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL: http://www.eng.utsunomiya-u.ac.jp/faculty/azuma/
Mail: tazuma[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

あずま たけひと

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

システム制御工学は，対象システムの数理モデルを基礎とした理論と技術を提供します。対象システムの各
種データから数理モデルを推定し，システム制御理論を用いて入力信号を設計してシステムを構築します。構
築されたシステムの有効性は数値計算ソフトウェアで検証し，その結果を踏まえシステムの再設計・再構築を
行います。数値計算で十分に検証された後に，構築されたシステムを実装し再度検証します。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

システム制御工学は単位系に限定されない学問であり，分野を限定せずに適用可能である点が特徴的です。
そのため，生産管理スケジューリング問題から省エネルギー問題，さらには各種現象の高精度予測問題まで幅
広い問題に取り組んでいます。基礎となる数理モデルの推定では，時系列データからシステム制御理論を用い
て対象システムの物理モデルを取得します。電力需要予測問題に適用して，数理モデルを推定し，数値計算ソ
フトウェアでその有効性を検証したところ，99.98％の適合率を達成することができました。そして，システム
制御理論の最新結果を適用することで，さらなる適合率の向上が見込まれます。

カーボンニュートラル時代では，太陽光発電などの再生可能エネルギーの大量導入が期待されています。再生
可能エネルギーは天候の変化などの不確実性に強く依存するため，高精度な予測手法の開発が不可欠となると
考えています。そこで，システム制御工学を用いた様々な予測問題に取り組んでいく予定です。

お気軽にご相談ください。

TEL:028-689-6105
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ライフサイエンス、情報通信、製造技術、社会連携、
その他（感性情報学）

・被服の触感や外観情報の判断を可能にする画像製作と
呈示技術の基礎研究

・深い癒しに重要な体感等に注目した「場」の実現に
関する研究

視覚，色彩，視認性，照明，色彩画像，ディスプレイ，
黒み，感性，聴覚，伝統織物，片頭痛，触覚，布地

日本感性工学会（評議委員）、映像情報メディア学会、芸術科学会、
電子情報通信学会、日本音響学会、照明学会

工学部 教授 石川智治
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 人間情報科学研究室

URL: http://www.ced.is.utsunomiya-u.ac.jp/~ishikawa/index.html
Mail: ishikawa[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

いしかわ ともはる

2017年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

人が心を動かされる出来事にあったとき、それは視覚や聴覚など
の五感を通して心に伝わります。当研究室では、「見る」「聴く」
などの人の感性を定量的に評価し、感性を「伝える」工学、快適な
環境を「つくる」工学を研究しています。
たとえば、伝統工芸品の結城紬は「ふっくらした柔らかい」「軽く
て保温性がよい」「身体への馴染みの良さ」などの特徴があります。
これらの特徴を感性・物理的・生理的に明らかにし、その特徴を伝
達する画像・情報提示技術などを創出することで、市場や消費者に
魅力的な結城紬を提案するシステムをつくっています（右図）。
また、深い癒やし「場」を実現するための「癒やしメディアの音

再生システム」の研究や、片頭痛と音の関係を明らかにする研究を
おこなっています。その他にも、空気の流れに対する人の感覚を生
理的・物理的に解明することで、空気を媒体とした全く新しい感覚
「空気覚」を創造・開発する研究なども進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

当研究室では、視聴覚を主体とした研究をおこなっているため、
「人にやさしい」を「見やすい／読みやすい」「見つけやすい」
「眩しくない」「わかりやすい」「印象が良い」「聞き取りやす
い」など用途に応じて切り分け、心理物理学的手法を駆使してでき
るだけ定量的な評価を行う研究を展開しています。見え方や目立ち、

ユネスコ無形文化遺産に登録された結城紬は、高級品・着物離れによる生産反数の落ち込みや、従事者の減
少・高齢化が進んでおり、技術の継承が困難となっています。当研究室が提案する上述のシステムは、製造販売
プロセスやネットショップで活躍される企業の方々と共に進めることができれば、インターネットを活用した
PRや後継者発掘の手助けともなる技術です。また、実用化に向けた研究開発は、視覚・聴覚・触覚メカニズム
解明へのヒントの宝庫ですので、多様な産業との連携を希望しております。

特許出願状況・特願2015-035538（画像データ生成システム）

TEL: 028-689-6287

感性的な印象評価は定性的と思われがちですが、当研究室では長年に渡る評価実験のノウハウの積み重ねにより、
定量的な評価指標の提案が可能です。
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材料物性理論

・半導体の光学応答
・光照射による量子もつれ形成・制御
・機械学習を用いた量子力学の問題の解法

量子物性，特異値分解，ベイズ推定

日本物理学会

ー

工学部 教授 石田邦夫
基盤工学科 情報電子オプティクスコース石田研究室

URL: 
Mail: ishd_kn[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いしだ くにお

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

量子力学に基づいた材料物性の理論的研究を行っています．半導体デバイスの特性は、材料物性に大きく左右
されることから、物性研究は重要な役割を担っています．そこで、第一原理計算と呼ばれる計算手法を用いなが
ら、新たな評価・測定方法を開拓している実験グループと共同で、光学応答などについての研究を進めています。
量子もつれ状態は量子技術の実現に重要な概念で、特に光による量子もつれ制御は外場による物性制御の観点か
らも今後は重要になっていくと考えられます．このような分野の研究はまだこれからという段階ですが、簡単な
モデルを使った計算により、材料設計への足掛かりを得ることを現在は狙っています．
主な研究手法はスーパーコンピュータを用いた数値計算です．大規模の計算を実行するため、並列計算が重要

な技術となります．さらに通常の方法では規模が大きすぎて計算できない問題を取り扱うため、ベイズ推定に
よって波動関数の形を決定する新しい手法についても研究を進めています．
これらの計算で得られたデータは、フーリエ変換・特異値分解などの手法を用いるのが通常の方法ですが、さ

らに量子情報理論からの知見によって多角的な解析を行なっています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

基礎からの積み上げが重要な研究なので、知識・スキル（プログラミング）の習得に時間をかけ、じっくり
と研究に取り組むように心がけています。本格的な研究に取り組むまでには時間がかかりますが、教科書・論
文によってじっくりと勉強しながら、学生が自分の研究の位置づけをしっかり理解できるように進めています．

材料物性のわずかな「ゆらぎ」を光によって制御し、物質の状態を大きく変化させる現象を解明し、そのよう
な変化を巨視的なスケールで引き起こすことのできる材料設計を進めていこうとしています．

量子技術は未来の技術であり、今は身近な存在ではありません．しかし、近い将来にどのような形でわれわれ
の目の前に現れるのか、様々な研究が進められており、期待されている技術でもあります．われわれはこうした
研究の基礎的な事項について研究するとともに、何が重要なポイントなのか、あるいはどういう事柄を今のうち
に知っておいた方がいいのかを考えながら、この技術の持つ価値を伝えていこうとしています．

TEL: 028-689-6101
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医用画像工学

・磁気共鳴映像法(MRI)の撮像法
・画像復元処理
・深層学習を利用した画像処理

MRI，画像処理，画像復元

国際磁気共鳴医学会(ISMRM), IEEE, 電子情報通信学会，
日本医用画像工学会，日本磁気共鳴医学会

ー

工学部 教授 伊藤聡志
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 伊藤研究室

URL: http://www.ced.is.utsunomiya-u.ac.jp/~itohst/NMRyi/index.html
Mail: itohst[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

いとう さとし

2018年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

医用画像工学において生体断層像を得る方法には様々な方法がある．磁気共鳴現象を利用した映像法(MRI)は，
形態画像のみでなく生理学的な機能まで映像化できるようになり，重要性を増している．MRIの課題の一つに撮
像の高速化があるが，近年，数理学的なアプローチで高速化する方法の研究が進められている．さらに，再生さ
れる画像の高画質化，画像計算の高速化のために深層学習の利用が進められている．深層学習によれば，MRIの
性質に基づいた画像を再生することができ，かつ，短時間に計算を終えることができる．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

国内では数少ないMRIをテーマする研究室である．独自のアイデアをもとに研究を展開し，その成果を国内，
国外において発表している．学生は在学中に多くの研究発表を行い，その発表に対して複数の学会より多くの表
彰を受けている．

これまでの研究成果を有機的に結合，集約させ，新たな視点から研究に取り組むことによりMRIを始めとする
医用画像工学において新たな価値を創造したい．

特許取得（国内）2件

TEL: 028-689-6276

研究室では，MRIの画
像再生以外にも，数理科
学的な画像復元をテーマ
とした画像回復問題に取
り組んでいる．これまで
扱ったテーマには，ぼけ
た画像の鮮鋭化，雑音を
含んだ画像から雑音の除
去，画像内の欠損の回復
などがある．

SDGs事例
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計算機システム，コンパイラ

・高性能計算アーキテクチャ
・並列化/最適化コンパイラ
・FPGA向け並列処理ソフトコアプロセッサ

高性能計算アーキテクチャ，システムソフトウェア

情報処理学会，電子情報通信学会，システム制御情報学会

コンピュータシステムそのものに関することであれば幅広く対応可能

工学部 教授 大津金光
基盤工学科 情報電子オプティクスコース横田・大津・大川研究室

URL: http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/pearlab/
Mail: kim[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

おおつ かねみつ

2018年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

現代社会においてコンピュータシステムは不可欠な存在であり，現代社会の発展をコンピュータシステムの進化
が支えていると言っても過言ではありません。今後のコンピュータシステムはそれぞれが，さらに高性能化されて
いくことはもちろんのこと，小型化・省電力化されていくと期待されます。また，これらは身の回りのいろいろな
ものに組み込まれていき，それぞれがネットワークでつながれて協調的に動作するものに変わっていくと予想され
ます。当研究室では，これら身の回りの様々なモノに組み込まれているコンピュータの力を束ねて一つの大きなコ
ンピュータシステムとして使えるようにするための研究を行っています。現在はスマートホンやタブレット端末な
どの持ち運びが容易なモバイルコンピュータや，ラズベリーパイ等のシングルボードコンピュータをネットワーク
でつないで，仮想的に1台の高性能な並列分散処理コンピュータとして使えるようにするための基盤技術を開発して
います。
また，モノに組み込まれるコンピュータの一部にはFPGA（Field Programmable Gate Array）が使われていく

と予想されますが，その開発の難しさが問題となっています。この問題を緩和するために，長年に渡って開発され
てきた並列化・最適化コンパイル技術の応用を行いやすくするための，データ並列処理機能を備えたソフトコアプ
ロセッサの開発を行っています。
さらに，コンピュータのハードウェアが日々進化して潜在的な処理能力や機能が飛躍的に向上していく一方で，

それを活かすためのソフトウェア開発が追い付いていない問題があります。そのため，折角の高い処理性能が活か
されていない状況があります。この問題の解決を目指して，既存のプログラムコードをコンピュータの機械語レベ
ルで自動的に改善して，新しいコンピュータハードウェア上で高性能化するための基盤技術の開発を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

コンピュータシステムの高性能化・小型化・省電力化を達成するためにはコンピュータのハードウェアとソフト
ウェアの両面に渡った研究開発が必要となります。当研究室では通常の高水準言語によるプログラミングの他にも
アセンブリ言語レベルの知識を必要とするプログラムの開発も行っています。また，現在のコンピュータシステム
の高性能化に必要不可欠な並列分散処理の考えに基づいたシステム開発能力が必要になります。さらに，FPGAなど
の新しいデバイスを高性能計算に導入することも必要になります。これに耐えるような人材を育てるために，研究
活動を通じて基盤技術に対する幅広い知識や深い思考力を養う教育を行っています。

今後もコンピュータシステムは変化し続ける社会の様々なニーズに応えるべく，高性能化・高機能化を増してい
くと考えられます。そのため，これまで以上に高度化・複雑化していくと予想されますが，そのような中でも基盤
として生きる技術の開発を目指していきます。

各種学会活動や，コンピュータシステムに関する講演等を行っています。

TEL: 028-689-6284
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プラズマ科学，量子ビーム科学

・レーザー航跡場電子加速
・航跡場計測
・テラヘルツ加速
・高出力パルスレーザーシステムの開発

高強度超短パルスレーザー，プラズマ，
レーザー航跡場，次世代加速器，テラヘルツ加速器

日本物理学会，レーザー学会

使用可能な装置・機器: 1 TW 超短パルスレーザー

工学部 助教 大塚崇光
基盤工学科情報電子オプティクスコースレーザープラズマ研究室

URL: http:// www.oe.utsunomiya-u.ac.jp/yugami/
Mail: takamitsu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

おおつか たかみつ

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

高出力超短パルスチタンサファイアレーザー (波長 800 nm、出力 > 1 TW、パルス幅 < 100 fs) をガスな
どに集光照射すると瞬時にプラズマが生成されます．プラズマ中を伝搬するレーザーパルスの後方には，ポンデ
ロモーティブ力によって電子密度の粗密が生じ，この粗密によって生じるレーザー進行方向の縦電場はレーザー
航跡場と呼ばれています．一般にこの手法で励起した航跡場の加速勾配は GV/m を超え，電子を短距離で高エ
ネルギーまで加速することができるため，次世代加速器として期待されています．研究室では実験室で運用可能
な小型レーザー装置を用いたレーザー航跡場加速駆動単色電子源の開発を目指しています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

実験で発生する電子ビームを安定にするためレーザーの安定化技術の開発や，詳細に計測するための計測器の
開発，プラズマ内部で起こる物理現象を詳細に理解し、実験にフィードバックするために２次元粒子コードを用
いたシミュレーションによる研究を行っています．

実験室で運用可能な小型レーザー装置を用いたレーザー航跡場加速駆動単色電子源を実現し，実験室で運用で
きる小型加速器を用いた応用研究を開拓することを考えています．

プラズマ中に生じる
航跡場 (加速場)のイメージ

1 TWレーザーシステム レーザー航跡場の実験装置

TEL: 028-689-6083
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応用物理学・X線分光分析

・ラボラトリー軟X線XAFSの実用化研究
・軟X線逆光電子分光の実用化研究
・X線量子エレクトロニクス

X線分光分析，薄膜・界面分析，化学状態分析

応用物理学会，日本物理学会，日本放射光学会

ー

工学部 准教授 柏倉隆之
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL: -
Mail: kasikura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

かしわくら たかゆき

2018年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

X線吸収端微細構造（ X-ray Absorption Fine Structures:
XAFS）の測定は材料の化学状態分析の有力な手法です。また
EXAFSと呼ばれる測定・解析を実施すれば結晶化していない材料中
の特定原子について周囲の原子の配置を知ることができます。XAFS
測定は励起光として連続スペクトル状のX線を使うので一般には放
射光施設を利用して実施します。放射光施設の共同利用は事前準備
や当日の実験にやや煩雑なところがあり，この分野に馴染みの薄い
ユーザーには敷居の高いところがあります。当研究室では大学の実
験室内で軟X線領域のXAFS測定を行なう装置（ラボラトリー装置）
を開発しています。化学状態分析の主要な手法は光電子分光ですが
これと比べてバルク敏感な手法になります。また，軟X線領域の逆
光電子分光に関する技術開発も行っています。
RFマグネトロンスパッタ装置と電子ビーム蒸着装置を所有してい

ますので標準的な薄膜試料の準備ができます。厚さ等を変化させた
薄膜試料を使って深さ方向の分析技術も開発します。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

ニッチな需要の分析装置の実用化研究をテーマとしていますが要素技術は一般的なものです。開発の全般とし
て機械設計・加工からエレクトロニクス，制御システム，分析用アプリケーション開発までを研究室内で行って
います。現在はArduinoを利用した制御機器や量子パルス計数機器の開発にも取り組んでいます。

軟X線の光物性の応用として，分光分析だけでなく高輝度なX線発生源の開発を目指します。このような技術
分野はX線量子エレクトロニクスに関係します。内殻励起子の影響を検出する実験に着手して関連する光物性を
調べていく計画です。

ラボラトリー軟X線XAFS装置は基本的な動作を確認しましたので技術移転可能です。

TEL: 028-689-6107

ラボラトリー軟X線XAFSの内部
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心理物理学

・視運動性眼振・瞳孔反応を用いたヒトの注意状態推定
・眼球運動・瞳孔反応を用いたヒトの心理状態・個人の
特性の推定

・眼球運動・瞳孔反応を用いた芸術の評価・解明

視運動性眼振，瞳孔，眼球運動，注意，芸術，発達障害

日本視覚学会

ー

工学部 助教 金成 慧
基盤工学科・情報電子オプティクスコース 佐藤・金成研究室

URL: http:// sites.google.com/view/kanari
Mail: kanari〔at〕is.utsunomiya-u.ac.jp

かなり けい

2022年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

眼球運動や瞳孔反応の計測に基づいて，ヒトの注意・心理・心の特性の推定に関する研究を行っています．

【視運動性眼振を用いたヒトの注意位置推定】
視野に持続的な運動物体があるとき，視運動性眼振（OKN）と呼ばれる眼球運動が発生します．当研究室で

は，視線とは異なる位置に注意を向けた場合でも，運動物体の方向と対応したOKNが発生することを明らかに
しました．このことから，OKNを分析することで，ヒトがどの運動物体に注意を向けているか推定することが
でき，車両運動中の事故防止や高齢者・障害者のためのコミュニケーション支援などに寄与します．

【視運動性眼振を用いた自閉症スペクトラム傾向の推定】
自閉症は注意機構や眼球運動の制御に障害があることが

知られています．当研究室では，ランダムドットで構成さ
れる運動物体を呈示し，OKNの物体を追従する速度が遅い
ほど，自閉症スペクトラム傾向（AQ）が高いことを明らか
にしました．これにより，OKNを分析することで，ヒトの
自閉症スペクトラム傾向を簡単・短時間で推定できます．

【絵画観察時に生起する感情と瞳孔反応との関係】
当研究室では，絵画鑑賞中，絵画に対してポジティブな

印象を感じるほど，瞳孔が縮小することを明らかにしまし
た．また，鑑賞中の眼球運動の分析から，絵画の顕著性と
感情評価には関連が見られませんでした．これらのことか
ら，絵画から生じる感情は絵画の高次特徴量に基づいてい
ることが示唆されます．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

眼球運動（特に視運動性眼振）・瞳孔反応・心拍変動など生理的指標を用いた客観的データに基づいて，ヒ
トの心理特性の解明を目指しています

今後は眼球運動・瞳孔反応を用いた芸術の評価・解明，個人の視覚特性に適応した視覚支援メガネの開発など
にも取り組む予定です．

特開2018-194931（瞳孔径の変動に基づく情報入力装置）

TEL: 028-689-6296
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素粒子論

・ニュートリノ振動，CP対称性の破れ
・レプトンフレーバーの非保存過程
・暗黒物質を説明しうる素粒子模型の探求

弱い相互作用，CP非保存，レプトンフレーバー

日本物理学会

特になし

工学部 准教授 小池正史
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL: 
Mail: koike[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

こいけ まさふみ

2018年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

素粒子論，中でも現象論を理論的に研究しています．素粒子の種類と性質は，ゲージ原理とヒッグス機構を核
とした「標準模型」にまとめられ，きわめて精密に実験結果を予言できることが示されてきました．しかし，そ
れは究極の理論ではなく，背後にはより基本的な理論があると考えられています．その基本理論に迫るため，標
準模型で説明できない現象を探求して，次の研究課題に取り組んできました．
ニュートリノ振動：ニュートリノの種類（フレーバー）が時間とともに振動変化する現象．これを通じて (a)
粒子と反粒子間の非対称性（CP非保存）の探索可能性，(b) 物質中を通るニュートリノが被る影響（物質効果）
の分析，(c) ニュートリノ振動におけるパラメータ励振，などを研究しています．
荷電レプトンのフレーバー非保存．レプトンフレーバーの保存則は経験則として標準模型に組み込まれており，
その破れは直ちに標準模型を超えた物理を示唆します．これまで  粒子から電子への転換過程として (a) 原子
核内 –e 転換、(b) 粒子原子における  −e− →e−e− 転換，を考察してきました．
超対称標準模型のもとでの宇宙初期の元素合成．宇宙の暗黒物質の正体は，標準模型では説明できません．そこ
で標準模型に超対称性という性質を導入して拡張した模型で宇宙初期の元素合成を追跡し，始原軽元素および暗
黒物質の存在比を同時に説明できる模型を探索しました．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学部生向け講義では，主として数学の解析系諸科目を学科横断的に担当しています．これまでに「微積分学」
「常微分方程式」「ベクトル解析」「複素関数論」「フーリエ解析」を担当し，基本的な分析手法を修得する機
会を提供しています．理論物理学の専門性を背景に，自然科学，理工学との連携も視野に教授しています．数学
は体系的な科目なので，順を追って学ぶ必要があります．一方，反復練習により達成感を得やすく，確乎たる論
理に支えられた思考は自信につながります．こうした特徴を念頭に，数学的能力に加えて，いかなる専門にあっ
ても必要な主体的思考力の涵養を目指しています．
研究室では，学生の専門性に配慮し，非線形現象やニューラルネットワークといった数理科学・情報科学分野

の研究課題をとりあげ，数値シミュレーションを伴う分析を扱うことも少なくありません．単なる数値計算だけ
ではなく，理論物理の手法による解析的考察と合わせ，現象の本質を洞察し，見通しよく分析するよう心がけて
います．
理論物理学の手法には普遍性があり，一見異なる分野にも展開できる点が強みといえるでしょう．

教育では，学生の数学力と主体的思考力を育てます．研究では，ニュートリノ物理やフレーバー物理の実験
的展開を見据えて素粒子論の研究を継続しつつ，数理・情報科学の研究課題を開拓します．

高校生向けの出前授業やSSHへの協力，iP-Uでの講演など．

TEL: 028-689-6245
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情報通信分野

・通信用マイクロ波・ミリ波回路の設計技術
・マイクロ波・ミリ波回路の材料計測技術への応用

マイクロ波・ミリ波回路，無線通信，誘電体材料

電子情報通信学会、電気学会、IEEE

共振器法による低損失材料のマイクロ波ミリ波特性評価技
術に関するご相談に対応できます

工学部 教授 古神 義則
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 古神研究室

URL: -
Mail : kogami[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

こがみ よしのり

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

上記のように、材料の特性評価技術の発展に貢献すると同時に研究室内でもその結果を活用した通信用・非通
信用高周波機器の設計・試作を学生とともに取り組んでいます。

上記のほか、円筒空洞共振器法、両端短絡形誘電体共振器法、平衡形円板共振器法などを活用して、高周波回
路材料の特性評価技術の精度向上に取り組んでいます。

[国際・国内標準化活動] IEC/JISのほか、各種工業会規格・ガイドラインの制定に携わっています。
[企業などとのコラボの実績] 5G・6Gなど次世代通信機器用新規材料開発を目指す多くの関連国内企業から共
同研究などの機会をいただいています。

TEL: 028-689-6097

マイクロ波回路技術・測定技術を用いた医用工学への展開を目指しています。
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プラズマ物理学

・プラズマの基礎物理研究
・微粒子プラズマの基礎研究
・実験室と宇宙を繋ぐ研究

微粒子プラズマ，プラズマ中の波動・振動，プラズマ中の
非線形現象

日本物理学会
アメリカ物理学会
プラズマ核融合学会

プラズマ物理の基礎的な研究です

工学部 助教 齋藤和史
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL: 
Mail: saitou[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さいとう よしふみ

2018年6月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

電子と陽イオンからなるプラズマ中に直径数マイクロ・メーターの微粒子を導入すると、電子とイオンの易動
度の違いから微粒子は負に帯電します。電子、陽イオン、帯電微粒子からなり、電気的にほぼ中性となっている
このような系を微粒子プラズマといいます。微粒子プラズマではレーザーの散乱光を用いて微粒子を可視化する
ことができます。地上実験では、微粒子は重力とプラズマ中に形成されるシース電場の釣り合う高さに浮かび、
条件によって結晶化したり、流体的に振る舞ったりするなど、様々な様相を示します。そのような微粒子プラズ
マの基礎物理を、実験とシミュレーションによって研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

小規模であっても斬新なアイデアを用いた実験とシミュレーションを中心とした研究を行っています。
学部での教育は、演習や学生実験を中心に行っています。
大学院での教育は、電磁気学の講義を行っています。

微粒子プラズマの基礎研究は世界中で活発に行われているにもかかわらず、日本国内ではあまり活発ではない
ようです。そのような状況ではあっても、世界をリードする研究を行いたいと考えています。また、国際交流を
活発化したいとも考えています。

研究成果を国内外の学会や研究会、学術誌で発表しています。

TEL: 028-689-6103
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磁気工学，結晶工学

・永久磁石を用いた磁場源の開発
・ナノスピントロニクスのためのプローブ顕微鏡の開発
・X線を用いた薄膜の結晶構造や配向等の解析

磁気測定，磁性材料，X線回折，計測と制御，低温測定，
温度制御，真空機器

日本磁気学会，電気学会，電子情報通信学会

振動試料型磁力計（共有装置），薄膜X線回折装置（共有装置）を用いた測
定，プローブ顕微鏡を用いた電気・磁気測定に関してご協力できるかもし
れません．

工学部 准教授 佐久間洋志
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 石井研究室

URL: www.ee.utsunomiya-u.ac.jp/~ishii/
Mail: hsakuma[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さくま ひろし

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

現在，主に二つのテーマについて研究しています．一つ目は永久磁石を用いた
磁場発生装置です．計測等で磁場を必要とする場合には電磁石が主に使われます
が，電磁石は大きな電力を必要とします．実は静磁場の発生にはエネルギーは必
要ありませんが，電磁石はジュール熱としてエネルギーを消費します．永久磁石
を使えば，少ないエネルギーで磁場を発生でき，冷却も必要としません．永久磁
石を使った磁気浮上やドラッグデリバリーにも取り組んでいます．
もう一つは，プローブによる電気・磁気特性のナノスケール測定です．鋭く

カットした金属の針を試料表面に接触させて，電気・磁気特性を測定します．プ
ローブと試料は，ミリメートルからナノメートルスケールまでシームレスに移動
可能なステージに設置し，光学顕微鏡により位置合わせを行います．簡単なシス
テムですが，ナノメートルスケールの電気・磁気測定を行うことが可能です．右
の写真は，永久磁石による磁場発生とプローブ測定装置です．磁場の強さや向き
を変化させながら試料表面の磁気抵抗効果を測定しているところです．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

日々，計測の周辺で新しくて面白いガラクタを作っています．機械設計から計測システムの設計（安い部品の
選択），機械加工，制御プログラムの作成まで行っています．大きさとしては人間のスケールからナノスケール
まで，環境としては磁場，極低温～高温，高真空まで扱います．プログラミング言語はLabVIEW，Python，
Octave (MATLAB)などを使います．計測・制御に加えて，最近では生物の進化を模した進化戦略による最適化
にも取り組んでいます．また，X線を使った結晶構造解析もできます．このような技術がどこかでお役に立てば
幸いです．
また，学生と一緒に，ゼロ秒思考，ロジカルシンキング，マインドマップといったテクニックをベースに，情

報を集める→情報を整理する→それに対する自分の考えをまとめる→他人に説明する，といったスキルを効率よ
く身につける方法について研究しています．

我々にできることはほんのわずかですが，いつか何かの役に立つ研究を探しています．

磁気を中心とした計測や結晶の評価に関して共同研究やお手伝いができればと思います．特に磁気工学の分野
は，非線形な磁場応答（ヒステリシス）や複雑な単位系などが災いして，取付きにくい分野として知られていま
す．磁性材料を使いたいが，一から勉強している余裕はない，というときには是非ご相談ください．

TEL: 028-689-6095

Neodymium

magnet

Stepper

motor

Probe microscope

/ Hall Gauss meter

Control

circuit
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感性情報処理

・AR技術を利用した現実感の高いインタラクション
・高臨場感をもたらす画像表示

感性情報処理，映像提示技術，画像処理

ACM SIGGRAPH、映像情報メディア学会、日本感性工学会

ー

工学部 教授 佐藤美恵
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 佐藤美恵研究室

URL: 
Mail: mie[at]is.utsunomiya-u.ac.jp 

さとう みえ

2017年5月更新

研究概要

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

メガネ型携帯端末をはじめ小型ヘッドマウントディスプレイが急速に発展する中で、現実世界とコンピュータ
上の世界とのインタフェースとなる技術として、拡張現実感(Augmented Reality、以下「AR」)が注目されて
います。 AR とは、人が知覚する現実環境をコンピュータにより拡張する技術です。AR技術を利用した現実感の
高いインタラクションの研究では、ヘッドマウントディスプレイ上に描画される物体を、触覚提示デバイスを用
いずに、現実世界でまさにユーザの目の前にある物体を扱うかのように、素手で掴み操れるインタラクション技
術を開発しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

AR技術を利用した現実感の高いインタラクションの研究により得られる、ユーザと仮想物体との自然なインタ
ラクション技術は、例えば、オンラインショッピングにおける商品の実在感、操作感などを高め、まるで実物を
手に取って眺めるかのようなインタラクションを実現し、感性的訴求効果の高い商業広告をはじめとして、AR技
術を利用した新しい表現やサービスの創出に貢献します。また、素手による仮想物体の直接操作は、小型ヘッド
マウントディスプレイ上でのインタラクション技術として、ユーザへのデバイス装着等の違和感や制約をなくし、
小型ヘッドマウントディスプレイのユーザビリティを向上させ、その普及に貢献するものと考えられます。

視覚刺激や聴覚刺激を駆使してユーザに擬似的な触感を与える方法について研究を進め、仮想物体の対象をソ
フトな物体まで広げていきたいと考えています。

ステレオカメラ付きヘ

ッドマウント

ディスプレイ

ヘッドマウント

ディスプレイ上の映像 仮想物体（アヒル）の掴み、回転、移動操作

画像処理による指先検出
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情報通信,光工学

・スナップショット分光偏光カメラの開発
・線形逆問題による画像復元
・遠隔迅速病理診断のための画像システム

画像処理，画像圧縮，分光，偏光，イメージング，ナノ
フォトニクス，フォトニック結晶

IEEE，OSA，電子情報通信学会，日本光学会，映像情報
メディア学会

ー

工学部 准教授 篠田一馬
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 篠田研究室

URL: http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/shinodalab/
Mail: shinoda[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

しのだ かずま

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

我々の目に見えている光の情報は限られており，分光，偏光，位
相など，光には目に見えない様々な情報が含まれています．本研究
室では，その情報を余すことなく撮影するために，カメラの構造を
ナノスケールで革新し，撮影された画像から情報を抽出・処理する
方法を研究しています．そして次世代の画像技術を創出するととも
に，農業，工業，医療の幅広い分野へ応用し，安心安全な社会への
貢献を目指しています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室では，フォトニック結晶技術を応用し，多波長・多偏
光・RGB画像を単一カメラで同時に撮影する技術を世界で初めて開
発しました．画像処理を専門とする研究室は世界中に多数あります
が，これほど多元的な画像情報を一元化しかつ容易に扱える技術は
極めて少数です．この強みを活かし，未踏の画像処理技術を学生と
共に開拓することで，これまで可視化や検出が困難であったアプリ
ケーションの実現を模索しています．

主な応用先として，遠隔迅速病理診断のための病理標本の撮影・
画像転送・染色再現および診断支援システムの構築を目指していま
す．光情報のより完全な保存を追求することで，いずれは位相や三
次元形状の同時撮影も含め，次世代の画像系を開拓できればと考え
ています．

特許出願状況 特許6923897，特許6706840，他4件（フィルタ，画像データ処理装置，及びプログラムに関す
る特許）

TEL: 028-689-6267

フォトニック結晶の顕微鏡画像

多波長・多偏光・RGB同時撮影

病理診断のための画像処理
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評価技術、情報通信

・マイクロ波・ミリ波帯における誘電体・導体材料の特性
評価技術に関する研究

・ミリ波低損失受動回路の実現に関する研究
・ミリ波集積回路の実装技術に関する研究

誘電体，導体，複素誘電率，表面抵抗，計測技術，受動
回路，実装技術，高周波，マイクロ波，ミリ波，無線技
術，IoT，5G，6G

電子情報通信学会, IEEE, 電気学会, エレクトロニクス実装学会

ネットワークアナライザ(110GHzまで対応可), 材料評価用共振器,温度・湿
度特性試験用チャンバ, プローブステーション, 各種電磁界解析シミュレー
タ

ふり がな

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

持続可能な社会の実現に向け、5G/6G技術やIoT技術を活用した多種
多様なワイヤレス機器の迅速な開発が求められています。これら機器
開発に必須となる誘電体や導体の高精度・高分解能・高能率な評価技
術に関する研究開発を主軸としつつ、Additive Manufacturing技術を
活用した低コスト材料評価システム開発も行っています。また、得ら
れた材料特性データをもとに、次世代無線通信用極低損失受動回路や
ミリ波集積回路の実装技術に関する研究も行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究面では、共振器法をベースとしたマイクロ波・ミリ波帯におけ
る高精度測定法を多種開発しており、その測定精度は世界トップクラ
スという強みがあります。さらに、開発した高精度評価法で得られた
材料特性を活用することで、低損失マイクロ波・ミリ波回路の迅速な
開発が可能です。教育面では、設計から製作までを学生自身が行える
環境も整えており、設計からモノづくりまでを体験しながら、様々な
気づきを通じたホンモノの責任感あるエンジニアを育てています。

これまでに開発してきた各種材料特性評価法の経験をベースとし、より高精度・高能率なマイクロ波・ミリ波
帯評価技術の実現、さらにサブテラヘルツ帯への拡張を目指しています。また、CO2排出量の大幅な削減を目
指し、次世代通信技術用ミリ波超伝導デバイスの早期実現を目指し、研究を進めていきます。

産学連携によるマイクロ波・ミリ波帯における各種誘電材材料・導体材料評価や測定/設計に関する技術指導
および講演などに取り組んでおります。また、幼小中高における電気や電波に関する講演も実施事例がありま
す。

工学部 准教授 清水隆志
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 清水研究室

しみず たかし

URL: http://mmw.ee.utsunomiya-u.ac.jp/
Mail: tshimizu [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

TEL: 028-689-6085

3Dプリンタ製材料評価用共振器とその評価結果

32.5

Hスロット共振器を用いた30GHz帯フィルタ

(a)試作BPF (b)金導体(実測値)

SDGs事例
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制御工学

・制御理論の追究と産業応用
・多自由度変調を利用したパルス駆動系の制御と応用
・プラント・ネットワーク系のモデリングと制御

モーションコントロール、モータ制御，パルス変調，プラ
ントモデリング・制御，ネットワーク系制御，機械学習

計測自動制御学会、電気学会、日本機械学会、ほか

ー

工学部 准教授 鈴木雅康
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 平田・鈴木研究室

URL: http://hinf.ee.utsunomiya-u.ac.jp
Mail: ma-suzuki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

すずき まさやす

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

制御理論とその産業応用に関する研究を行っています。

【多自由度変調を利用したパルス駆動系の制御と応用】
産業においては、技術的・経済的な要因から、制御のために操作する物

理量の値を有限個に限定している実システムが数多く存在します。例えば、
モータ制御には、半導体スイッチの切り替え操作による省電力な電圧昇降
技術が広く用いられています。実は、このような離散事象を含むシステム
を注意深く観るとその振る舞いは複雑であり、精密な制御を達成すること
が一筋縄ではいかない場合があります。当研究室では、パルス駆動スイッ
チドシステムに対して高精度な制御性能を実現するための多自由度変調技
術を開発しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

制御工学では、体系立てられた論理的な方法に基づきながら、対象固有の性質に対する対応策を加味し、対象
のモデリング・解析・制御器設計を行います。基本的に、時間的に変化のある「動的」なシステムであれば制御
工学の対象となるなど汎用性は非常に高く、実際に、小型電気製品から自動車・航空宇宙機といった産業応用機
器まであらゆる製品に制御理論が使われています。当研究室では、特に、高速高精度の目標値追従制御技術や、
非線形系・ハイブリッド系をはじめとする複雑系に対する制御技術の開発に力を入れています。

数式モデルをベースとし解釈性を重視する制御理論と、取得データを活用して複雑な問題に挑む機械学習との
融合が注目を集めています。当研究室では、最適制御、ロバスト制御、強化学習、ガウス過程回帰等の理論を足
がかりに、新しい制御基礎技術の開発と応用研究に力を入れていきます。

特許取得状況： 特許第6479419号（PWM制御装置、及び、PWM制御方法）

TEL: 028-689-6118

【プラント・ネットワーク系のモデリングと制御】
Society5.0を見据え、工業プラント、交通流・電力のネットワーク系といった大規模系に対する制御の応用が

期待されています。このような大規模系に、従来の制御技術をそのまま適用すると計算コストや経済的コストが
膨大になってしまいます。大規模系を効率良く制御するための研究にも取り組んでいます。（例：鋼材加熱炉の
操業最適化）

SDGs事例
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図1 施設配置問題の例（問題サイズ：4）

情報通信、その他（ソフトコンピューティング）

・大規模な組合せ最適化問題に対するメタ戦略アルゴリズ
ムの開発

・進化計算を用いた最適化アルゴリズムの開発

進化計算，遺伝的アルゴリズム，メタ戦略，組合せ最適化

電子情報通信学会、情報処理学会、映像メディア学会

ー

工学部 准教授 外山史
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 外山研究室

URL: 
Mail: fubito[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

とやま ふびと

2017年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

組合せ最適化問題には、ネットワーク設計問題、配送計
画問題、施設配置問題（図1）、スケジューリング問題な
どがあり、社会に現れる現実問題の多くが組合せ最適化問
題として定式化できます。企業においても、製品開発やシ
ステム開発で、組合せ最適化問題を解かなければならない
事例が数多く存在します。これら組合せ最適化問題の多く
は、問題の規模が大きい場合に厳密に最適解を求めること
が極めて困難であるNP困難な問題として、計算の複雑さ
の理論により明らかにされてきました。NP困難な問題で
は、問題サイズが大きくなると組合せ数が爆発的に増加す
るため（図2）、すべての組合せを調べることは現実的で
はありません。本研究室では、このようなNP困難な問題
に対して、現実的な時間内にできるだけよい近似解を求め
ることを目的とした、進化計算などのメタ戦略を用いたア
ルゴリズムの開発を行っています。NP困難な問題の中で

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

最適化問題は、対象となる問題によって様々な特徴があり、これらの特徴を最適化アルゴリズムに組み入れる
ことにより、より効率の良い探索アルゴリズムの開発が可能となります。本研究室では、2次割当問題やバイナ
リー2次計画問題、最大多様性問題など、様々な最適化問題に対するアルゴリズムの開発経験があり、これらの
経験を生かしたアルゴリズムの開発が可能です。また、大規模な組合せ最適化問題に対する研究を行っている所
はまだ少ないため、こうした問題への対応も可能です。

近年の情報技術の急速な発展や、ビッグデータに代表される解析データサイズの巨大化等に伴い、組合せ最適
化問題における応用上重要な問題はますます大規模化・複雑化してきています。本研究室では、こうした、大規
模化・複雑化する問題に対応できるよう、研究を進めています。

特許出願状況
・特願2013-124241

図2 問題サイズと組合せ数

も、さらに難しい、大規模な組合せ最適化問題（約1030000通りの組合せ）に関する研究を行っています。
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ライフサイエンス，情報通信

・AVコンテンツ視聴環境に向けた視聴覚相互作用に関する
研究

・自動車車室内での音環境に関する研究
・伝統工芸品の魅力を発信する多感覚融合ICTシステムに
関する研究

・絶対音感保持者の音高同定能力の低下に関する研究 など

音響計測，音場制御，視聴覚提示技術，感性評価，感性情報通信

日本音響学会，映像情報メディア学会，電子情報通信学会，日本感性工学会

ー

工学部 教授 長谷川光司
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL: 
Mail: hasegawa[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

はせがわ ひろし

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

「音」を中心とした研究を展開しており，音響計測，音場制御はも
とより，視聴覚相互作用を利用した，感性情報（情緒や嗜好に訴求す
る情報で，例えば，美しさ，楽しさ，寂しさなどを表現するもの．主
観的かつ多義的で，状況に依存することが多いことから取り扱いが難
しく，定量化が試みられるようになったのは比較的最近である）通信
の実現に向けた基礎的な技術開発を行っています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

視聴覚相互作用に関する研究においては，映像に対する音の大きさ，
音に対する映像の奥行き感，および映像と音の主観的な同時点の相互
関係を調査し，より臨場感の高いAVコンテンツ再生システムへの応
用を目指しています．
自動車車室内での音環境に関する研究においては，車室内音響シス

テムの評価実験ならびに耳側音響システムの開発（図1）を実施し，
耳側に設置した2つの平面スピーカを用い，音像を制御することで，
より快適な音空間の創成を目指しています．また，車室内空調音につ
いて，「騒音」という観点ではなく，温冷感を含めた人間にとって
「心地よい音」という観点（涼しい音，暖かい音など）からの解析を
行っています．
また，伝統工芸品が持つ独特の風合いや質感などの感性情報を伝達

することを目的として，インターネット上で多感覚情報通信が可能な
感性情報システムの開発を行っています．
他にも，「日光の鳴竜」（内陣天井に描かれた大きな竜（縦6m×

横15m）の下で拍子木を叩くと，鈴を転がしたように音が響く）の計
測を行い（図2），インパルス応答の算出などの音響解析を実施して
います．

多感覚融合による相互作用を利用した感性情報通信の実現に向けた取り組みを実施していきます．

要望に応じて小中学生を対象とした出前講義（スピーカの製作など）を実施しています．高校生対象のスー
パーサイエンスハイスクール (SSH) では音響信号処理をテーマとした課題を実施した実績があります．他にも，
とちぎサイエンスらいおんへの協力など理科教育を支援する活動に取り組んでいます．

TEL: 028-689-6294

図1 耳側音響システムプロトタイプ

図2 「日光の鳴竜」の計測

2018年4月更新
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画像情報工学

・画像解析によるミツバチの巣の育房状態の自動分類
・色相保存型可逆電子透かしに関する研究
・マンモグラフィ読影学習支援用画像データベース開発

画像処理，画像データベース，画像分類，静止画像符号化，
電子透かし，画像選択型認証，ユーザブルセキュリティ

IEEE，電子情報通信学会，情報処理学会，映像情報メディア学会，
画像電子学会

ー

工学部 教授 長谷川まどか
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 長谷川(ま)研究室

URL:  http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/icl/
Mail: madoka [at] is.utsunomiya-u.ac.jp

はせがわ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

研究室では、画像処理関連技術の研究と、その農業、医療、工学分野への応用に関する開発を行っています。
たとえば、ミツバチは、蜜や蜜蝋の収穫だけでなく、農作物の花粉交配のためにも利用されるなど、農業で重要
な役割を果たしています。そこで本研究室では、養蜂用のセイヨウミツバチの巣を大量に撮影し、画像から育房
の状態を機械学習により自動判別する方法や、寄生ダニを計数する手法を開発しています。ミツバチ大量死の原
因究明や巣箱の日常モニタリングに役立てることが期待されます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

ソフトウェア開発はシステムの完成度も重要ですが、ユーザにとっての使いやすさや、セキュリティも大切で
あると考え、様々な視点から検討を進めています。

カメラはコンピュータの目の役割を果たしており、撮影した画像を処理する技術は様々な分野で活用されてい
ます。またAIの利用により、自動認識、自動選別の精度も向上しています。関連産業分野への応用の可能性を開
くご意見ご提案をお待ちしています。

アウトリーチ活動
・出張講座「画像情報工学を知ろう」「情報セキュリティ入門」
企業や自治体との連携・コラボの実績など
・画像計測ソフトウェア開発・マンモグラフィ画像データベース開発等

CNNによる
解析

蜜

さなぎ（有蓋）
幼虫

蜂

SDGs事例
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パワーエレクトロニクス

・マトリックスコンバータによる高効率AC/AC電力変換
回路の研究

・DCマイクログリッド用連系電力変換回路の研究
・教育向けパワーエレクトロニクス制御装置の開発

マトリックスコンバータ，インバータ，モータドライブ

電気学会(産業応用部門)，IEEE(IAS,PELS)

ー

工学部 助教 春名順之介
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL: 
Mail: haruna[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

はるな じゅんのすけ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

東日本大震災によって，日本の「電気」のあり方が大きく変わってしまいました。自然災害などで電力網が使
用不能になるケースにおいても，太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーを積極的に活用し，災害時にも電
気を使えるための工夫や，限りある電気を無駄なく使用するための高効率なエネルギー利用が求められておりま
す。
これまで産業用途においては，様々な場所で使用されてきたモータと，モータを駆動するためのインバータが

高効率なエネルギー利用を支えてきました。しかし，さらなる高効率化のためには限界を迎えており，新たな方
式を考えなければなりません。そこで，マトリックスコンバータなる新しい技術が登場しております。
マトリックスコンバータはモータの駆動だけでなく様々なところで使用できる可能性を秘めた革新的な技術で
す。この技術を，太陽光発電などのクリーン電力を直流でつないで，非常時にも安全に使えるようにできるDC
マイクログリッドに応用することや，風力発電機に使用して，風力発電のエネルギーを最大限に活用することを
目標としております。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

マトリックスコンバータは，これまでの電力変換回路と異なり，交流電力から直接交流電力を作り出す新しい
技術です。そこには，入力の交流電力と出力の交流電力を同時に制御することや，電力変換回路内の半導体素子
の駆動技術など，これまで必要なかった様々な技術が要求されます。それらを持っていることも強みですが，さ
らに，マトリックスコンバータの長所を広げるための応用技術も多数研究しております。
マトリックスコンバータの他にも，パワーエレクトロニクスの基本回路であるインバータや，応用先として

モータ駆動があり，それらを動作するためのマイクロコンピュータ(マイコン)，DSP，FPGAといった，制御装
置を多数持っており，教育向け，研究開発向けに，パワーエレクトロニクス技術とその周辺技術を幅広く教える
ことが可能です。学生向けだけでなく，企業の方で初めて使う初心者の方へもマイコン技術などを教えていけれ
ばと考えております。

マトリックスコンバータ技術はモータ駆動だけではなく，急速充電器に代表される，電気自動車などへの応用
が期待され，一部に実用化されています。日本が世界に誇る技術である自動車技術にさらなる一手を打っていき，
宇都宮大学を世界につなげていきたいと思います。

電気学会 調査専門委員会 幹事
電気学会 産業応用フォーラム PMモータ駆動 講師担当
インバータ，コンバータ，モータ制御，マトリックスコンバータ制御 セミナー講師
サポイン事業 AC/DC変換回路 研究開発

TEL: 028-689-6089

SDGs事例
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レーザー応用

・高繰り返し高出力レーザー（ファイバーレーザー，固体
レーザー）の開発

・EUV光源，軟X線光源の開発，軟X線顕微鏡の開発
・中赤外レーザー，超広帯域光源の開発

安価なレーザー技術
紫外線からX線の短波長光源・検出技術
近赤外から中赤外の長波長光源・検出技術

応用物理学会，レーザー学会，日本物理学会，米国物理学会など

レーザー光源や様々な光源技術と検出技術を駆使した実験ができます．

工学部 教授 東口武史
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 東口研究室

URL: http://photonics.sixcore.jp
Mail: higashi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ひがしぐち たけし

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

レーザー装置を開発し，THz･遠赤外～EUV・軟X線光源やその応用技術について研究しています．例えば，パ
ソコンや携帯電話に入っている半導体回路の回路線幅は細線化が進んでおり，波長が13.5 nmのEUV光源が必
要とされています．このEUV光源の高出力化や高輝度化，クリーン化に関する研究を進めています．さらに，こ
の技術を拡張して，生きたままの生物細胞を観察することができる波長が2.3 nmから4.4 nmの水の窓軟X線顕
微鏡についても研究を進めています．このほかにも，コンパクトなファイバーレーザーや高繰り返し高平均出力
の薄ディスクレーザーシステムも開発しています．
ここでは，一例を示そうと思います．私達が開発したファイバーレーザーは，メタボ診断などの医療応用や形

状計測などの工業分野にも適用することができます．この他，ビーム変換技術や波長変換技術を駆使する技術開
発を進めています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

随時，各種企業や高校などからの相談を受け付けています．このことで思いも寄らない共同研究に発展したり，
協力関係を築けたりしています．また，アイルランド国立大学ダブリン校，チェコレーザー研究所，ゲッティン
ゲン大学などとの国際共同研究，国際人材交流などにも積極的に取り組んでいます．

最近は，基礎研究の先端化を進めるだけでなく，中学生や高校生にも研究室の実験施設を実際に触らせて，本
物の研究に触れてもらう活動も展開しています．少しでも科学に興味を持ってもらい，身近に感じてもらえるよ
うな活動を今後も展開していこうと考えています．気楽に研究室のドアをたたいて頂きたく思っています．

産学官のみなさんと共同研究や各種試験・各種測定を通して，本研究室の研究を知ってもらう取り組みをして
います．また，高校の出前講義，講座，SSH，物理チャレンジ，物理オリンピック，科学の甲子園，IP-U，イ
ンターンシップなども実施しています．気楽に出入りできる大学や研究室を目指して取り組んでいきます．

TEL: 028-689-6087
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制御工学

・先端的制御理論
・高速かつ高精度なモーションコントロール
・制御理論の産業応用

モーションコントロール，運動や振動の制御，モータ制御，
自動車関連機器の制御，エンジン制御，制御技術者の人材
育成，教材開発

電気学会、日本機械学会、計測自動制御学会、システム制御情報学会、自
動車技術会、IEEE

多くの企業との共同研究や技術指導の実績があります。お気軽にお声がけ
ください。

工学部 教授 平田光男
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 平田・鈴木研究室

URL: http://hinf.ee.utsunomiya-u.ac.jp/
Mail: hirata[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ひらた みつお

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

使える制御理論の構築と産業応用
～制御理論による付加価値向上を目指して

CDプレーヤなどの小型電気製品から、自動車、航空機、宇宙機器といった産業
応用機器まで、あらゆる製品に制御理論が使われており、制御理論や制御技術は産
業の発展に多大な貢献をしています。例えば、ハードディスクドライブや工作機械、
半導体露光装置では、製品の性能が制御性能で決まるとも言われており、制御理論
に対する期待が非常に高く、新しい制御理論や制御技術に関する研究が活発に行わ
れています。一方、簡単な制御アルゴリズムしか用いられてこなかった分野では、
制御理論を導入することで、製品の性能が大幅に向上する可能性を秘めています。
制御理論は、ハードウエアを再設計せずに、性能を向上させる力を持っています。
つまり、新たなコストをかけずに、製品の性能が向上する可能性があることを意味
します。
本研究室では、ハードディスクドライブ、半導体や液晶露光装置、レーザ加工機

の心臓部に用いられるガルバノスキャナなどの高速かつ高精度な制御、自動車の運
動制御や電気自動車のモータ制御、パワーステアリングやステアバイワイヤなど自
動車で使われるメカトロ機器の制御、ガソリンおよびディーゼルエンジンの制御な
ど、幅広く研究を行っています。また、最近では、ニューラルネットワークなどの
機械学習の活用や、制御理論と機械学習の融合などについても研究を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室では、制御理論の産業応用に力を入れています。また、企業との共同研究やコンサルティングに数多
くの実績があります。また、共同研究成果の特許化も多数の実績があります。

従来型の制御だけでなく、機械学習の活用についても積極的に取り組んでいます。

制御理論は、決して机上の空論では無く、適切に使えば、実際の現場で大きな力を発揮します。そのため、本
研究室では、企業等との共同研究を積極的に行っています。また、制御系設計の現場で抱える種々の問題を解決
するためのコンサルティング等も行っています。同時に、制御工学の学習者向けの教材を開発したり、企業へ訪
問して制御工学のセミナーを行うなど、技術者教育にも力を入れています。お気軽にご相談ください。

地域創生科学研究科
総務係
220106

SDGs事例
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無線通信システムとその応用

・無線通信システム
・高度交通システム
・位置情報システム

無線通信システム，高度交通システム，位置情報システム
に関する信号処理，性能解析や，センサー機器を用いた情
報処理等

電子情報通信学会，情報処理学会，IEEE

ー

工学部 准教授 藤井雅弘
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 藤井研究室

URL: http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/flab/
Mail: fujii[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

ふじい まさひろ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

携帯電話に代表される無線通信技術は，現在の情報化社会になくてはならない技術となっており，人と人，人
とモノが相互に無線通信技術で接続され，様々なサービスを利用する事ができる将来のユビキタスネットワーク
社会の実現のための必須技術です．また，無線通信技術は世界中どこでも利用できる必要があるため，グローバ
ルな視点に立った技術者の育成が必要とされています．
本研究室では，無線通信の基盤技術とその応用技術としての高度交通システムと位置情報システムの研究を

行っています．無線通信システムに関する研究では，信号処理や統計処理の技術を駆使し短時間でより多くの
データを正しく送ることが出来る新しい方式の開発を行っています．高度交通システムの研究では，車と車，車
と人や信号などが無線通信技術でつながる事で，将来の自動運転や交通安全のための要素技術の開発を行ってい
ます．位置情報システムの研究では，スマートフォンに搭載されているセンサーの情報やGPSの情報などを活用
し，今どこにいるのかを正確に測るための技術の開発を行っています．
本研究室では信号処理や統計処理の基礎をしっかり学び，ビッグデータ時代に必須となる情報解析を行える技

術者の育成とともに，国内外の学会に積極的に参加し多くの研究者と交流を持つことで多様な側面から新しいテ
クノロジーを創り出すことが出来る人材の育成に努めています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室の学生達は，いつも明るく，真剣に学び，遊び，共に成長しています．本研究室は大学院生を中心と
して自立して活動するように運営しており，学生の自主的な勉強会なども積極的に実施しています．また，学習
成果の証明として，情報処理技術者試験等の取得も積極的に行っております．
国内外の著名な学術誌への研究成果の公表や学会で発表を積極的に行っており，学会から数々の賞を受賞して

います．

無線通信システムとその応用技術は今後様々な分野で利活用が期待されています．無線通信システムでは伝送
速度の高速化や信頼性の向上が，高度交通システムでは円滑な交通システムのための無線通信の利用が，位置推
定システムでは精度の高い位置情報による新しいサービスの提供がそれぞれ期待されています．

地元の通信機器メーカーと共同で研究開発を行っております．
各種学会活動に積極的に参加しております．

TEL: 028-689-7118
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情報光学、プラズモニクス、グリーンフォトニクス

・AR/MRグラスのためのホログラフィック導光板の研究
・次世代光メモリーシステムの研究
・光熱応用のためのプラズモニック金属ナノ構造の開発
・金属ナノ構造による光触媒水分解の高効率化

ヘッドマウントディスプレイ，エナジーハーベスティング，
人工光合成，ホログラフィックメモリー

応用物理学会、日本光学会、米国光学会

ホログラフィー関連技術、プラズモニックデバイスに関する技術的な相談
や、社会人ドクターも随時受け付けております。お気軽にご相談ください。

工学部 准教授 藤村 隆史
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL:  http:// http://www.oe.utsunomiya-u.ac.jp/fujimura/
Mail: fujimura_r[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ふじむら りゅうし

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

当研究室では、ホログラフィー、光機能性材料、プラズモニクス・ナノフォトニクスの知識をベースにして、
スマートグラスや光メモリー、グリーンエネルギーシステムなどの応用研究を行なっています。
【ホログラフィック導光板の研究】
アイグラス、AR/MRグラスなどのヘッドマウントディスプレイ光学系では、映したい情報を透明な板に結合

させて導光し、人間の眼の付近で再び眼球側に偏向させ出力する機能が求められます。当研究室では、光波の導
光板への結合と出力部分に体積ホログラムを用いることで、視野域の拡大、輝度の均一化、デバイスの軽量化な
どを実現すべく研究をすすめています。これまでに体積ホログラムを用いたホログラフィック導光板において、
数学的なモデル構築と視認画像の輝度均一性を向上する技術を開発し、特許出願をしています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

ホログラム記録材料や金属ナノ構造は、シミュレーションによる設計から、作製と試作、光学的評価に至るま
ですべて研究室の学生が自ら行なっています。また当研究室では、デバイスの大面積化が容易な自己組織化など
のボトムアップ方式をベースとしたナノ構造形成に主眼を置いており、現在までにデバイス作製に関する様々な
ノウハウを蓄積しています。

現在は基礎的な研究が大部分を占めますが、将来的にはヘッドマウントディスプレイや太陽光発電システムの
プロトタイプなど実際に動作するデバイスの作製を行っていきたいと考えています。

特願2020-107308 虚像生成装置
特願2020-032351 ホログラムの設計方法、ホログラム再生装置及びホログラム記録媒体

TEL: 028-689-7140

hreflector

hspacer

Glass substrate

(Al2O3)

(Al)

【プラズモニック金属ナノ構造を用いたグリーンフォトニクスの研究】
誘電体微小球の一部が金属で覆われた金属ナノ構造であるセミシェル構造は、

プラズモン共鳴吸収に由来する大きな吸収断面積を有しており、光を効率的に
集めることができる“光アンテナ”として機能します。われわれは、この特性を
利用して太陽光からエネルギーを生み出すクリーンエネルギーデバイスの開発
を行っており、これまでにセミシェル構造と金属-誘電体-金属の3層薄膜構造
を有するナノ構造が、紫外-近赤外の広い波長帯域で高い吸収率を示す広帯域
吸収帯となりうることを見出し、実証しています。
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パワーエレクトロニクス・再生可能エネルギー

・高効率と電磁環境を両立させた電力変換回路
・非接触給電（主に電界結合）
・再生可能エネルギーとマイクログリッド

電力変換回路，マルチレベル線形増幅器，スイッチング
デバイス，ワイドバンドギャップ半導体デバイス，再生
可能エネルギー，太陽光発電，マイクログリッド，非接
触給電

電気学会、IEEE(米国電気電子学会)、電子情報通信学会

絶縁型多チャンネルデータレコーダ、ディジタルパワーメーター

工学部 教授 船渡 寛人
基盤工学科 情報電子オプティクスコース船渡研究室

URL: http://pe-lab.ee.utsunomiya-u.ac.jp/
Mail: funato[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ふなと ひろひと

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

電力変換回路については、高効率化と電磁環境の両立が可能なマ
ルチレベル線形増幅器の研究を中心に実施して、研究室独自の電源
不均等化の適用で効率の向上を図っております。他に低電圧大電流
となる航空機向けなどの特殊条件下の電力変換回路や非接触給電向
けの高周波電源の研究も進めています。
パワーエレクトロニクス応用システムとしては、蓄電池の残存容

量を考慮した直流マイクログリッドの研究や、非接触給電の研究な
どを行っています。非接触給電は既に実用化が進んでいる磁界結合
のみならず電界結合の研究にも力を入れています。図1は自動車塗
膜を介した電界結合非接触給電実験の様子です。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

電力変換回路では高効率変換を実現するために高速スイッチング技術を用いることが一般的ですが、電磁雑
音発生の要因となります。これに対してスイッチング技術を用いない電力変換回路が提案され、ここ数年新た
な回路方式の提案や当研究室で提案した高効率化法など実用化に向けた研究が進んでおります。その他、特殊
環境下の電力変換についても種々の回路方式についての蓄積があり、電力変換回路に適した回路シミュレータ
により詳細な解析が可能です。パワーエレクトロニクス応用システムについては、太陽光発電システムとそれ
を応用した直流マイクログリッドや非接触給電の研究実績があり、シミュレーション解析とディジタル制御に
よる実験検証が可能です。

電力変換回路の効率は年々向上しており99%台後半を狙う状況です。研究室では効率の向上のみならず電磁
環境にも着目した環境対策が必要だと考えています。またSiCやGaNなど新しい半導体を用いたパワーデバイス
の実用化が始まっているため、それに対応した回路および制御の研究も進めていきます。パワーエレクトロニク
ス応用システムとしては、カーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギーシステムとあらゆるデバイスのワ
イヤレス化に向けた研究を進めていきます。

技術移転希望項目 ・電力変換技術 ・再生可能エネルギーシステム ・パワーエレクトロニクスシステム
技術者向けパワーエレクトロニクス講習会講師の経験が豊富にあります。

図1  自動車塗膜を介した給電実験

SDGs事例
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画像工学

・モーションキャプチャを利用した3DCGアバターの操作
支援技術

・CG人表現を利用したインタラクティブシステム
・着物のバーチャル試着および製作支援のためのCG
シミュレーション

コンピュータグラフィックス，モーションキャプチャ，
バーチャルリアリティ

情報処理学会、日本バーチャルリアリティ学会、ACM

ー

工学部 准教授 森博志
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL: 
Mail: hmori[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

もり ひろし

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

バーチャルリアリティ(VR)においてユーザの自己投射対象とな
る3DCGアバターは、人が介在するVR空間にリアリティを与える重
要な要素であり、その外見や動作アニメーションには実際の人のよ
うに感じられることが求められます。
そこでアバタ操作者が思い通りに操作でき、かつVR体験者に本

物性を感じさせるアバタの動作表現について研究に取り組んでいま
す（図1）。モーションキャプチャデータの再構成技術（図2）で
は、不正確な情報や欠落した情報を事前に蓄積したデータで補完す
ることで自然に見えるアバタ映像を構成することが可能です。任意
の入力情報をマスクした上で再構成することも可能であるため、一
定のプライバシーを担保した映像の構成も可能になります。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

鑑賞者が映像を見た際の印象や解釈といった感性的な評価を基に
CGにおける人の動作表現を最適化するアプローチをとっています。
印象に基づく動作構成技術や対話型進化計算法を用いたCGの制作
支援手法がその一例になります。

CG人表現を利用した応用システムの研究に取り組んでいます。
デジタルサイネージに活用した事例では、人の非言語コミュニケー
ション要素と人を模倣した能動的な注意喚起を活用したシステムを
提案しています。また、着物のバーチャル試着および製作支援のた
めのCGシミュレーション技術をはじめとしたCG・VR表現技術とそ
の応用に取り組む次第です。

産学連携・技術移転の対応
・モーションキャプチャを用いた3DCGアバターの操作支援 ・CG人表現を利用した応用システム
・着物のバーチャル試着および製作支援のためのCGシミュレーション

TEL: 028-689-6242

CGアバタ

アバタ操作者 VR体験者

VR

MoCap

■高信頼度部位
■低信頼度部位
■未取得部位
■マスク部位
■補完部位

(1)姿勢認識エラーの補正

(2)任意部位からの全身姿勢の構成

(a)ユーザ映像

(b)入力MoCap
情報と信頼度
推定結果

(c)置換・補完処
理結果

(d)3DCGアバタ
への適用結果

(a)          (b)         (c)          (d)

図1 CGアバタを利用したVRコンテンツの概要

図2 モーションキャプチャデータの再構成技術
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数理物理学，物性基礎論

・物質（流体など）における非線形波動，非線形発展方程
式の解析
・可積分方程式の数理構造と確率論への応用
・離散発展方程式とその応用の数値解析

非線形波動，応用数学，数理物理，物性基礎論

日本物理学会，日本応用数理学会

複雑な現象の理論的，数値的解析が可能です。

工学部 教授 矢嶋徹
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL: 
Mail: yajimat[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

やじま てつ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

非線形波動とは，重ね合わせ（線形性）が成り立たない波のことです。高等学校などの学校教育の場で学ぶ
波では，複数の波が到来した場合，その高さ（信号の強度）はそれぞれの波を合計したものになりますが，あ
る種の波ではその性質がみたされません。非線形波動の例は古くから知られていますが，その背後にはある特
有の物理的特性の競合や数理的構造の存在があることがわかってきました。またこれらにより，非線形波動が
信号として極めて安定的に伝わることが解明され，その応用が期待されています。さまざまな物質中の非線形
波動，またそれを記述する非線形発展方程式の理論的，数値的な解析を行い，新しい現象を探究しています。
非線形波動の数値解析には誤差や方程式自体の安定性など，解決すべき難しい問題があります。最近では，

計算機の性能を有効に使うことも考えて「離散方程式系」としての非線形波動の問題が提案されています。誤
差の少なさや計算の手軽さなどにより，工学上の問題への応用が一般に行われていますが，多粒子の複雑な運
動への応用を目指して研究を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

非線形波動の応用にはさまざまな可能性がありますが，数理的な構造が良く，安定な性質を持っていることを
利用して信号の伝達などに応用されています。ここでは，流体をはじめとする実際の物質における非線形現象の
解析を長く行ってきたことを強みとして，応用上の諸問題における複雑な波動現象の解析に研究上の特徴があり
ます。また，コンピューターによる数値解析では，非線形波動特有の困難を避けるために古くから多くの解析手
法が試みられてきました。特に応用問題に頻出する典型的な非線形方程式を中心として，波動の時間発展の解析
や，関連する工学上の問題の解決や予想なども行っています。学生向けの指導内容もこれらに準じて行っており，
卒業生も学術的な分野だけでなく，企業に進んだ方も広範な分野で活躍しています。

物理や数理などの基礎的分野に中心を置いた研究ですので応用可能性は少ないというイメージを持たれがち
ですが，上記のように波動としての性質の良さに注目した応用は少なくありません。波動に関連した話題につ
いては広くお手伝いできることがあると考えますので，お声をおかけ頂ければ幸いです。

主に高校生向けに出前授業やSSHなどへの協力を通じ，物理や数理のテーマに興味を持って頂けるような活動
を行っています。また，物質中の非線形現象の応用を目指して近隣の企業の方との共同研究も行っています。

TEL: 028-689-6249
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電子物性、結晶成長

・ルテニウム系銅酸化物磁性高温超伝導体の単結晶育成
・銅酸化物高温超伝導体のフローティングゾーン法による
結晶成長

・高温超伝導体単結晶の固有ジョセフソン接合を利用した
高周波発振素子

単結晶育成，構造解析，磁化測定，電気伝導特性，微細加工

日本応用物理学会、日本物理学会

・独自手法によるルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体の単結晶育成
・Bi2212などビスマス系銅酸化物高温超伝導体の単結晶育成

工学部 准教授 八巻和宏
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL:www.utsunomiya-u.ac.jp/scholarlist/g_engineering/dep2/yamaki_kazuhiro.php 
Mail: kyamaki [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

やまき かずひろ

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体
(RuSr2GdCu2O8：1212相、RuSr2(Gd,Ce)2Cu2O10：1222相)
・超伝導と強磁性的な磁気秩序が共存する物質として注目

（右図の様な積層構造）
・強磁性層に起因したπ接合(S/F/S)への期待
部分溶融による独自の単結晶育成技術（宇都宮大学）
単結晶試料を用いた磁気秩序と超伝導の共存問題の解明

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

〇ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体は5元系の分解溶融型化合物で単結晶育成が極めて困難
〇部分溶融という独自の手法で、この系の単結晶育成に成功
〇フローティングゾーン法を用いたビスマス系銅酸化物高温超伝導体単結晶の育成
物質合成に拘りを持って研究を進めています。

〇1212相、1222相ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導の超伝導発現要因の特定
〇超伝導と磁気秩序との共存現象の解明
〇ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体π接合

磁場の印加なしに量子力学的な重ね合わせ状態が実現
⇒ 外部ノイズに対して安定な，頑強な量子ビットの可能性

・ルテニウム系銅酸化物磁性超伝導体の単結晶は、現在日本では、我々のグループでしか合成できません。サン
プル供与の申し込みがあれば積極的に共同研究を進めていきたいと思います。
・フローティングゾーン法を始めとする手法を用いて複合酸化物の結晶成長技術に関しては一定の知見を有して
います。

TEL:028-689-6108
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画像信号処理・情報通信

・高速フィードバック3次元顕微鏡の創出
・深層学習によるMRI画像再構成の高速化
・深層学習を利用したマンモグラフィ画像診断システム

画像処理，コンピュータビジョン，電子透かし，顕微鏡，
可変焦点レンズ，画像復元

電子情報通信学会・情報処理学会・日本医用画像工学会・IEEE

ー

工学部 助教 山登 一輝
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 伊藤・山登研究室

URL: https://sites.google.com/view/kazukiyamato/home
Mail: yamato[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

やまと かずき

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

遊泳細胞のように運動する微小物体を顕微鏡で観察する場合，顕
微鏡の視野は一般的に狭いため，このような対象を視野内に捉え続
きることは困難です．さらに，対象は顕微鏡の視野内だけでなく光
軸方向にも移動するため，対象が視野内に存在してもピントを合わ
せ続けることも難しくなります．これらの問題を解決するためには，
微小対象の視野方向と光軸方向の両方について追従できる三次元ト
ラッキングが求められます．三次元トラッキングの実現には対象の
三次元計測が必要であり，顕微鏡の視野や被写界深度（ピントが合
う光軸方向の範囲）が狭いことを考慮すると，計測にはミリ秒オー
ダーの高速性が必要となります．本研究では，露光を制御可能な高
速カメラと，ナノ秒オーダーで焦点位置を推移可能な可変焦点レン
ズを組み合わせた高速三次元カメラモジュールを開発し，様々な観
察条件に対応させるための検討を行っています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究活動としては，広く・深くをモットーに多様性を意識した研究活動を目指しています．専門である画像処
理と関連した異分野（生物系・医学系など）にも貢献できる研究を目指しています．これまでの研究では，様々
な分野の研究者と共同研究を行い，工学系研究者だからできる異分野に対する技術開発を行ってきました．具体
的には，魚類の鳴音解析による魚類の行動を可視化する技術や，顕微鏡のための高速三次元計測技術を開発して
きました．研究室での教育活動は，学生との1対1を重視し，研究の進捗・改善点について指導しています．本
研究室は医用画像復元が専門ですが，異分野の研究で培った知見による別の切り口でのアドバイスをするよう心
掛けています．

顕微鏡の研究で培った可変焦点レンズの制御技術を応用し，眼鏡用の自動焦点調節技術についての検討を予定
しています．この技術の確立により，白内障患者や老視鏡使用者のように，眼球内の水晶体による焦点調整能力
の低下・喪失した人の助けになる新たな眼鏡を提供できると考えられます．

電子情報通信学会 ソサイエティ論文誌 査読委員・日本医用画像工学会 編集委員

TEL: 028-689-6277
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情報通信、社会基盤

・空中ディスプレイおよび空中ヒーター技術
・3Dなどの新機能ディジタルサイネージ

3Dディスプレイ，セキュアディスプレイ，光暗号，空中
ディスプレイ，ディジタルサイネージ，スマートLEDタイ
ル，時空間符号化による新しいイメージング

応用物理学会・日本光学会、計測自動制御学会、OSA、
SPIE、IEEE、SID

各種フルカラーLEDディスプレイ（高フレームレート、大画面等）
社会人ドクターを積極的に受け入れています。

工学部 教授 山本裕紹
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 山本研究室

URL: http://www.yamamotolab.science/
Mail: hirotsugu[at]yamamotolab.science

やまもと ひろつぐ

2017年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【研究背景】ディスプレイ新時代において、情報通信技術とディスプレイを組み合わせて情報を提示する技術
（ディジタルサイネージ）は、スマートテレビ、3Dテレビ、スーパーハイビジョンと並ぶ主要分野と位置づけら
れています。ディジタルサイネージでは不特定多数の観衆に対する効果的な情報伝達や注目の維持が課題です。
【主な研究例】観察者とのインタラクションと直感的な情報伝達を目標として、超高速のLEDパネルを開発し、
LEDを用いた3D表示や、何も無い空間に情報スクリーンが浮かぶ空中表示技術の研究を進めています。さらに、光
学的な情報処理手法を応用した暗号表示などの新しい情報ディスプレイ応用について提案しています。また、時空
間符号化を画像獲得に応用して、これまでにない新しい機能を持つイメージング手法について研究を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

【フルカラーLED】前任の徳島大学にて地元企業の協力を得てフルカラーLEDパネルを用いた世界初の3Dディスプ
レイを開発して以来、20年以上にわたり、 LEDディスプレイの研究に取り組んでいます。科学技術振興機構
（JST）のプロジェクト研究においてセンサーとプロセッサーを統合したスマートLEDタイルを独自に開発するな
ど、各種のLED応用システムの構築実績があります。
【時空間符号による機能化】計算機を使わずに光学的に復号可能な暗号など各種の時空間符号を開発するとともに、
情報を観察できる位置を３次元的に制御する設計ができます。
【空中表示】用途に応じた空中表示のプロトタイプを開発できます。

【プロトタイピング】新機能ディスプレイの実用化のために、各種のプロトタイプを開発して社会実装のための課
題を明確化するとともに克服をはかります。
【SFディスプレイの実現】映画に出てくるような何もない空中に映像を表示して、それを自由自在に扱える３次元
情報環境の構築を目指して研究を進めています。そのための３次元情報の高速高精度獲得やダイナミックな３次元
情報表示技術の実現を追求しています。

技術移転希望項目 ・セキュアディスプレイ、手振り復号型ステガノグラフィー
特許出願状況 ・特許第5087774号、中国特許第1772057号、US Patent US9251577 B2、他

TEL: 028-689-7120
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プラズマ科学

・レーザー生成プラズマ大電力テラヘルツ電磁波源
・テラヘルツ電磁波計測
・テラヘルツ加速器開発

高強度超短パルスレーザー，プラズマ，テラヘルツ，
次世代加速器，テラヘルツ加速器

日本物理学会，レーザー学会，プラズマ核融合学会

使用可能な装置・機器: 1 TW 超短パルスレーザーシステム

工学部 教授 湯上登
基盤工学科情報電子オプティクスコースレーザープラズマ研究室

URL:  http://www.oe.utsunomiya-u.ac.jp/yugami/
Mail: yugami[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ゆがみ のぼる

2021年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

近年開発が急速に進んでいる高出力超短パルスチタンサファイアレーザー (波長 800 nm、出力 > 1 TW、
パルス幅 < 100 fs) をガスなどに集光照射すると瞬時にプラズマが生成され，レーザーが通過したあとには航
跡場と呼ばれるプラズマ電子の波動が励起されます．その電場は通常発生する電場より非常に大きいものであ
るので、それを利用した応用研究も盛んになりつつあります．航跡場によってテラヘルツ領域の高出力電磁波
（電波）が発生します．航跡場の電場は振動しているのでその振動により電子も振動し、その際に電磁波を発
生することが可能です．特に現在の技術では発生が難しいテラヘルツ領域の電磁波の発生が可能なため非常に
注目されています．テラヘルツ電磁波は、物質の透視などの応用が数多く提案されており、強いテラヘルツ電
磁波の出現が期待されています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

電磁波を効率よく、かつ制御された形で取り出すことを目的として研究を行っています．実験で発生するテラ
ヘルツ電磁波を詳細に計測するための計測器の開発や，プラズマ内部で起こる物理現象を詳細に理解し、実験に
フィードバックするために２次元粒子コードを用いたシミュレーションによる研究も行っています．

コンパクトで強力なテラヘルツ源の出現は強く期待されています．今後は理論的実験的な研究を進め、将来社
会で使える電磁波源を完成させたいと考えています．

TEL: 028-689-6086

1TWレーザーシステム

Laser Pulse

Thin foil

Electromagnetic
wave

Plasma

プラズマからの電磁波発生のイメージ
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計算機アーキテクチャ

・並列計算機向け相互結合網技術
・ネットワークの輻輳制御技術
・プロセッサの挙動解析技術

並列計算機，相互結合網，輻輳制御

情報処理学会，電子情報通信学会，IEEE，ACM

ー

工学部 教授 横田 隆史
基盤工学科 情報電子オプティクスコース

URL:  http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/pearlab/
Mail: yokota[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

よこた たかし

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

計算機は富岳に代表されるスーパーコンピュータからIoT (Internet of Things)機器まで深く浸透しています。
同時に高性能化・低消費電力化も進んでおり，最近は１つのシステム内に複数のプロセッサを擁するマルチコア
(multi-core)ないしメニーコア(many core)と呼ばれる形態，つまり並列計算機の形態が一般的になっています。
このような計算機システムに係る基盤技術を中心に研究しています。近年特に力を入れているのは並列計算機の
相互結合網技術です。多数のプロセッサを相互結合網により接続する並列計算機システムにおいては，相互結合
の方式次第で劇的に性能が変わります。しかし，膨大な数ゆえに集中制御することは事実上不可能であり，使用
状況に応じた適切な制御をすることが困難です。この課題に対して，様々な角度から解決方法を模索しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

既存の考え方にとらわれない広範囲な視点から検討を行うことを特徴としています。既往研究にない斬新な発
想によるユニークな研究をモットーにしています。たとえば，物理学の分野から着想を得たエントロピーの考え
方に基づく新しい制御方式を考案したり，メタヒューリスティックスと呼ばれる人工知能分野の考え方を導入し
た手法を試みたりしています。考案した解決方法は，どんなものでも計算機シミュレーションにより評価をして
いきます。そのためのシミュレーションプログラムを自作するのはもちろん，シミュレーション自体の速度化の
研究も行っています。

相互結合網技術に関しては，近年話題になっている機械学習や深層学習の技術を採り入れることを計画してい
ます。相互結合網技術の進展は，そのまま通信の高性能化・高効率化につながります。これにより，多数のIoT
機器を相互に接続することでひとつのシステムを構築することを想定して，その相互結合技術の高度化にも取り
組んでいきます。

企業勤務経験をもとに，組込みシステムについて，身の回りにあるコンピュータとして平易に紹介・解説しま
す（市民講座等）。

TEL: 028-689-6290
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情報通信，光エレクトロニクスデバイス

・光ファイバ通信用デバイスの原理/設計/解析/作製/
評価に関する研究（特に作製）

・赤外計測

光デバイス，光学薄膜，光ファイバ，光導波路，赤外計測

電子情報通信学会，応用物理学会，電気学会，OSA

赤外分光エリプソメータによる光学材料のn(λ),κ(λ)測定の経験豊富

工学部 准教授 依田 秀彦
基盤工学科 情報電子オプティクスコース 依田研究室

URL: http://www.ee.utsunomiya-u.ac.jp/yoda-lab/wp/
Mail: yoda[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

よだ ひでひこ

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

当研究室では，光ファイバ/光導波路/光学薄膜を活用した光エレクトロニクスデバイスの研究および関連する
計測を行っています．真空成膜(スパッタ,CVD,EB蒸着)，フォトリソ，エッチング(dry,wet)，切断・研磨，熱
処理のプロセスを組み合わせて光デバイスを作製し，特性の評価を行います．
【チューナブル波長フィルタ】
a-Si:H膜の屈折率温度係数は他の物質より一桁大きく，またa-SiOx:H膜はその屈折率を広範囲（1.45～

3.5）に制御可能です．これらの特長を活かし、光ファイバ通信用波長帯（1.5～1.6μm）で温度制御により透
過波長を可変できる狭帯域多層膜BPF（半値全幅～1nm）を作製します．光ファイバへの実装化，透明ヒータ膜
と低消費電力化，低挿入損失化を行い，特性向上を進めています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

国内で希少な測定装置である「赤外分光エリプソメータ」を用いて，波長範囲1.7～40μmにおける光学材料
の屈折率と消衰係数（nk値）の波長分散を委託測定できます．成膜条件の違いによりnk値は違うため，文献値
はあくまで参考であり，正確な数値データは実測して得る必要があります．得られたnk値を用いれば，有効性
の高い多層膜設計を行うことができます．装置責任者として多くの実績があります：無機（Al2O3,CaF2,CeYO,
KRS5, MgF2,SiNx,SiOx,SiO2,TiO2,YF3,ZnS,ZnSe,ZrO2），ガラス（BK7,Glass,Silica,カルコゲナイドガラ
ス），半導体（DLC,Ge,ITO,Si,SiC,SiGe,化合物半導体），金属（Ag,Al,Au,Cr,Mo,NiCr,Pt,SUS,Ti,TiN,W），
有機（BM,EVA,PC, PE,PMMA,PP,PS,PVA,PVB）．また入射角26～89°step 1°で透過/反射スペクトル測定可．

近赤外波長域での光デバイス開発を，中遠赤外波長域（2～30～100μm）に拡張していきたいと考えていま
す．

特許4691637 ｺﾘﾒｰﾀﾚﾝｽﾞﾓｼﾞｭｰﾙの製造方法,そのｺﾘﾒｰﾀﾚﾝｽﾞﾓｼﾞｭｰﾙ及びその製造装置
特開2006-276169 ｺｱﾚｽ光ﾌｧｲﾊﾞの先端に高屈折率層を形成したﾚﾝｽﾞ付き光ﾌｧｲﾊﾞおよび光結合ﾓｼﾞｭｰﾙ

【スポットサイズ変換デバイス】
光ファイバ先端に非球面平凸型高屈折率微小レンズ（直径10～20μm）を作り込んだ

レンズドファイバ（ビーム直径10μm⇔3.5μm）の作製，アレイ化および低コスト量産
化プロセスの開発を進めています．ウェットプロセスと成膜装置を利用します．
シリコンhigh-Δ光導波路のファイバ入出力端に，少ない作製プロセスでスポットサ

イズ変換器（ビーム直径0.4μm⇔3.5μm）を形成するための構造設計，解析，試作を
進めています．学外共用可能なICPドライエッチング装置と成膜装置を利用します．
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物性物理学

・低次元物質の電子物性
・共鳴 X 線非弾性散乱スペクトル
・ポーラスシリコンの発光スペクトル

グラフェン，カーボンナノチューブ，量子ドット，表面
状態

日本物理学会、米国化学会

ー

工学部 准教授 寄川 弘玄
基盤工学科 情報電子オプティクスコース寄川研究室

URL: -
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

よりかわ ひろはる

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

固体中の電子状態を理論的に研究しています。電子は制限された空間で特徴的な振る舞いをすることが知られ
ていますが，物質・結晶構造によっては，驚異的な性質を示すことがあります。格子欠陥や表面などで生じる状
態に注目し固体内部との関係を研究しています。具体的には，グラフェンやカーボンナノチューブなどの炭素原
子による低次元の物質中の電子の振る舞いや，量子ドットと呼ばれる微小なクラスターによる発光現象，結晶の
バンド構造の情報を含む貴重な共鳴x線非弾性散乱法によるスペクトルの解析などに注目しています。特に，２
次元物質であるグラフェンは，軽量かつ強靭という機械的な特性をもち，伝導電子の移動速度の速さなどの話題
性もあり，さらに単純な組成と構造ながら明瞭な表面状態を示すなど，今後の電子材料として非常に高いポテン
シャルを持つ物質です。研究は，数値計算やシミュレーションを中心に，特異な現象の可能性の探査や実験結果
の解析・再現などを目指しています。最近はできる限り単純化したモデルでバンド計算とクラスター計算を併用
し電子構造を解析することを考えています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

以前に比べ，誰もが情報を入手しやすくなった反面，評価手法に合わせ
た思考や回答で済ませて完了し，新たに自分で考えることが減ったように
感じられます。新しい現象ばかりでなく，古くからある問題についても，
今のひとが考えれば，新しい見方ができ，両者を参照して考えるというの
が研究とか教育ではないかと思います。既に高く評価されている手法を
知っていることは，やろうとしていることが説明できるという点で評価を
受け易いですが，創造力という観点からはどうでしょうか。〇〇力という
ような尺度が設けられる度にその対処法を身に付けるプログラムを用意す
ることが良い教育・研究活動なのかと疑問に思うことがあります。我々の
分野では，説明できるなら既にその研究は完了していることが多い。まだ
説明できない段階にこそ，そのひとの個性や想像力が活きる。そのような
視点から，教育・研究に取り組んでいます。右図は，三角形状のグラフェ
ンの電子の表面状態。

結晶中における電子のバンドエネルギーと分子やクラスター中における分子軌道のエネルギー準位について，
様々な具体例を調べ，有効な分類・判別方法などについて考えたい。
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ライフサイエンス

・家畜の輸送ストレスに関する研究
・ウマの精神性発汗に関する研究
・有害野生鳥獣による被害防除

ストレス評価，輸送ストレス，アニマルウェルフェア，
ヤギ，ブタ，ウマ，野生鳥獣被害，カラス

日本畜産学会，動物の行動と管理学会（会長），日本獣医学会

中型家畜実験施設，野生鳥類飼育実験施設 を保有

農学部 准教授 青山真人
生物資源科学科 動物機能形態学研究室

URLhttps://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/anij/page/kinoukeitai.html
Mail: aoyamam[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

あおやま まさと

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

家畜の福祉の向上を目指し，家畜のストレスに関する研究を行っております。ヤギを用いた輸送ストレスの研
究では，嘔吐反射を持たない反芻動物においても乗り物酔いをしている可能性を，行動学的・生理学的・形態学
的手法を用いて，探っています。また，ウマの心理ストレスに関する研究も行っております。さらに，家畜のス
トレスの研究で培った動物のストレス評価の手法を活かし，有害野生鳥獣の被害対策についても手がけておりま
す。カラスをはじめとした有害野生鳥類が忌避する刺激の検討を行っております。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

ヒト以外の動物が受けるストレスの評価は，単一の手法では見誤る可能性もあります。本研究室では，動物の
行動観察の手技に長けているのみならず，血液成分などの生理学的パラメータの評価， 中枢神経系における反
応の組織化学などの形態学的評価など，家畜や野生動物が受けるストレスを多面的に解析することを心掛けてい
ます。

嘔吐しない動物においても気分が悪くなるという感覚がある（吐き気を感じる）ことを明らかにすることが現
在の最大の目標です。嘔吐に伴う様々な生理的反応によって，純粋な吐き気に伴う反応はかえって分かりにくく
なっているはずです。逆にヤギなどの嘔吐をしない動物の研究により，吐き気の生理学的メカニズムが解明でき
るものと考えています。
カラスは，よく知られている割には実は基礎的な研究がほとんどされていない鳥類です。彼らの性質をよく知

り，良い共存の道を探ることも，本研究室が目指すところです。

高校生対象の出前授業、SSH などの経験が豊富です。
栃木県、日本中央競馬会、企業 等 との共同研究・受託研究の経験が豊富です。

TEL: 028-649-5438
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ライフサイエンス

・昆虫ウイルスによる宿主制御機構の解明
・昆虫ウイルスを利用した外来タンパク質発現系の構築

昆虫ウイルス，バキュロウイルス， BEVS ，組換えタン
パク質，遺伝子組換え，変異導入

日本蚕糸学会、日本分子生物学会、日本応用動物昆虫学会

昆虫飼育用インキュベーター、昆虫飼育室、桑園

農学部 教授 岩永将司
生物資源科学科分子昆虫学研究室

URL:  http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/insectbiotechnology/
Mail: iwanaga[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いわなが まさし

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

昆虫ウイルスを利用した組換えタンパク質の発現は、インフルエンザワクチン
やパピローマウイルスワクチンの様にヒト用のワクチンとして実用化されている
だけでなく、インターフェロンや減感作療法薬は獣医薬として利用されています。
更に、様々な組換えタンパク質が診断薬として臨床検査等の分野で利用されてい
ます。
私たちの研究室では、カイコバキュロウイルスとカイコを利用した発現系の開

発に取り組んでおり、より発現量の優れたウイルス株の選抜や、培養細胞の無血
清化、混入する植物ウイルスの不活化等に取り組んで参りました。また、培養細
胞に混入する植物ウイルス様ウイルスの解析にも取り組んでおり、ウイルスの検
出や宿主制御機構の解明といった基礎研究、及び新たなウイルスベクターの開発
にも取り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

昆虫ウイルスにも様々なウイルスがいますが、当研究室で主に取り扱っているのは、カイコに感染するウイル
スです。カイコは数千年の間、家畜化されてきた昆虫であるため、非常に扱いやすく、また幼虫そのものが細胞
の培養タンクの様な働きをしているため、10匹の幼虫でmg単位の組換えタンパク質量が得られるケースもあり
ます。私たちの研究室では、ウイルス接種カイコを飼育するためのインキュベータや、大量のカイコを飼育する
ための飼育室、及び桑園、また、冬期には人工飼料育などにも対応しています。

昆虫ウイルスを用いた組換えタンパク質発現については、発現に最適なウイルス株を探索し、その実用化に取
り組む。また、昆虫ウイルスは微生物農薬としても利用されており、その最適化についても検討を進める。組換
えタンパク質の生産や昆虫ウイルスの高次利用に関する共同研究を希望します。

社会活動
（講座）・小中学生向け科学体験教室講師、高校生向けサイエンスキャンプ・SSH講師
（教育用蚕卵、桑）・保育園や小学校への分与、飼育指導

特許
・カイコ由来培養細胞株（特許第6080068号）
・RNAウイルスBmMLV陰性カイコ培養細胞株（特許第5546107号）

産学連携
・組換えタンパク質の発現

TEL: 028-649-5454

SDGs事例
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応用昆虫学

・アブラムシ類の分類、生活環、多型性に関する研究

アブラムシ ，生活環，農薬，殺虫剤，環境アセスメント

日本応用動物昆虫学会、日本昆虫学会、日本昆虫分類学会、
日本半翅類学会

アブラムシの飼育法

農学部 助手 香川 清彦
生物資源科学科 応用昆虫学研究室

URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/oukon/
Mail: kagawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

かがわ きよひこ

2022年4月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

アブラムシ類には農作物の害虫として有名な種がいる一方で、絶滅に瀕
している種やまだ種名が付けられていない種、海外から侵入してくる種な
どもいます。そこで、まずはこれらの種の同定を行い、害虫である種の防
除や絶滅が危惧される種の保護などに役立てるために、1年の間その種が、
いつどこで何をしているのかといった生活環の解明をしようとしています。
このために日本各地でアブラムシを採集し、プレパラート標本の作製、異
なる日長や温度での飼育をして出現するモルフ（型）を調べるといった方
法で研究を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育においては主に実験を担当していますが、昆虫の外部形態、天敵類、採集と標本作製、農薬の薬効試験
などを行っています。学科の全ての学生に対して基礎的な実験を行い、応用的な実験は選択制となっているカ
リキュラムです。
研究に関しては、農業害虫を中心に各種アブラムシ類の飼育法のノウハウを持っています。その他、栃木県

における昆虫相の解明やレッドデータブックの作製にも関わってきました。

アブラムシは無性生殖と有性生殖を繰り返しているが、同種内でも有性生殖を全く行わないクローンが存在す
ることもあり、このクローンがどのような要因によって出現するのか調べたいと思っています。

とちぎ昆虫愛好会（アマチュアの同好会）の運営
地方公共団体における自然環境保全に関する業務への協力
農薬の薬効試験の受託
飼育維持しているアブラムシ類の提供

TEL: 028-649-5453

種名が確定していないアブラムシ
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ライフサイエンス

・イネの下位部支持力に関与する量的形質遺伝子座
・イネにおける稈の物理強度に関与する量的形質遺伝子座
・米の食味関連形質に関与する量的形質遺伝子座

イネ，DNAマーカー選抜，QTL解析，倒伏抵抗性，
食味関連形質

日本作物学会

分光光度計、遺伝子型解析関連機器、材料試験機

農学部 准教授 柏木孝幸
生物資源科学科 作物栽培学研究室

URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/cropscience2/
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください

かしわぎ たかゆき

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

本研究室では、短稈化以外の倒伏抵抗性向上を目指して、イネ
における植物体物理特性の改良に関する研究を行っています。物
理特性には下位部の支持力と強稈性といった2つのターゲットが
あり (図)、さらにこれらの改良には最大強度の向上あるいは強度
の劣化抑制が必要となります。これまでの研究において、下位部
の支持力強化や上位部稈の強度劣化抑制等の物理特性に関与する
遺伝的要因 (QTL) を同定し、その機能を解析してきました。これ
らの研究によって、草丈や稈径等の形態を変える以外の倒伏抵抗
性を向上させる方法が明らかとなり、同定したQTLを利用した品
種育成も期待できます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

作物の農業形質改良には、単に目的形質のメカニズムを探求するだけではなく、生産性や品質等の実用性まで
想定した多面的な評価が重要です。そして最終的に品種育成を行う際には、遺伝的要因を同定した効率的な育種
法も必要です。本研究室では圃場での形態学的特性や栽培性の解析から、分光光度計を用いた様々な成分分析や
生理学的解析、植物体や収穫物の品質等を評価する物理試験、そしてDNAマーカーを利用した遺伝的要因の解
析まで、圃場レベルから個体レベル、そして遺伝子レベルの実験を実施し、目的に対して総合的な解析を行って
います。

本研究室の研究方法は主に汎用性のある実験法を用いて構成しています。現在は倒伏抵抗性をターゲットとし
た研究を主に行っていますが、同様の方法を用いてその他の栽培性や食味関連形質といった作物の重要な形質を
対象とした研究の実施も計画しています。さらに、見出した遺伝的要因については環境要因 (圃場環境や栽培方
法) との関係を解析して実用性も評価していく予定です。

SDGs事例

米生産における栽培や品質などの総合的な評価に関する相談・協力。
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形態学、分類学、動物学

・哺乳類の体性感覚
・種内の形態変異の解析（奇形や破格なども含む）
・海棲哺乳類の分類

哺乳類，鯨類，機能形態，体性感覚，地理的変異，分類，
進化

日本哺乳類学会、日本セトロジー研究会、日本獣医学会

骨格標本を作製するのは、得意です。

農学部 講師 栗原 望
生物資源科学科 動物機能形態学研究室（栗原研）

URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/fmk/
Mail: nozomi-k[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

くりはら のぞみ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

肉眼レベルの解剖から細胞レベルの組織観察まで行い、哺乳類の体の構造を調べています。「体のかたち」に
関する知識を蓄積することは、多方面に発展・応用し得る情報を蓄積することです。例えば、様々な動物の理に
かなったメカニカルな機能から工業製品の構造を考えたり、道具を作り出したりすることができるでしょう。分
類学的知見や種内の地理的変異を明らかにすると、自然環境の保全の指針を考える一助となります。形態学のよ
うな伝統的学問が産業の発展や技術革新に直接的に結びつくことはないかもしれません。しかしながら、自然の
中で、自然を利用しながら生きていく私達にとって、自然を理解することは何よりも重要であると考えます。自
然を理解するという途方もない目標に対して、何千万、何十億とあるパズルのピースを一つずつ埋めていくこと
を心がけています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

現在は、哺乳類の体性感覚に興味を持っています。特に現在は、ヒトと同様、体毛を極端に減らした鯨類の
皮膚について、その感覚に焦点を絞って調べています。小型鯨類であるスナメリの背側に無数に存在する小結
節は、皮膚に加えられた極めて小さな圧、微小な振動等を増幅し、且つ皮膚深部の機械受容器に効率よく伝え
る器官であることが分かってきました。また、私自身の研究テーマに拘らず、学生の興味のある動物も研究対
象としています。いろいろな動物の体の構造を比較してみると分かってくることもあるはずです。

私達の周囲には、害獣駆除などの捕獲個体や自然下で死亡した個体など、ゴミとして焼却されてしまう試料が
溢れています。そのような試料を再利用しながら、且つ興味に従い、学生の力も借りつつ、多種多様な動物の研
究を進めていきます。

時間的、経済的余裕があれば、作製した骨格標本（日本の動物：シカ・イノシシ・タヌキなど）を教育機関に
寄贈したい。理科や生物の授業で、模型ではなく実物を観察できるようにしたいと思います。

TEL: 028-649-5480
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ライフサイエンス

・バラ科成長相制御機構の分子的生理学的解明
・栽培イチゴの祖先種の解析

園芸作物，植物生理，分子生物学

園芸学会

ー

農学部 講師 黒倉健
生物資源科学科 園芸学研究室

URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/horticulture/
Mail: kurokura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

くろくら たけし

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

● バラ科成長相制御機構の分子的生理学的解明
産業上有用な種を数多く含むバラ科植物では、同じ種内で長日条件に応じて花芽を形成するタイプと、短日
条件に応じて花芽を形成するするタイプがみられることがあります。そこで近年バラ科モデル植物として注
目されている２倍体野生イチゴを用いることでこれらの違いを制御している機構の解明を行っています。

● 栽培イチゴの祖先種の解析
栽培種イチゴの起源と考えられている野生種イチゴの環境応答性を解明することは、育種上重要な意味を
持っています。世界中で栽培されているイチゴの祖先種の一つであるとされながら研究が遅れている、日本
に自生する２倍体野生イチゴの環境応答とその仕組みについて分子生理学的な研究を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

これまで広く用いられてきたアブラナ科・イネ科のモデル植物にとどまらず、近年モデル植物として注目され
ている多年生植物であるバラ科植物を長く取り扱っており、非モデル植物の解析も可能です。また、共同研究者
は国内だけでなく、欧米の公的機関・企業の研究者・育種者との交流も定期的に行っています。これらの事によ
り、実際の栽培現場で起こっている現象について、国内外の情報も参考にしながら、分子レベルでの実態解明を
可能にしています。

イチゴの花芽形成機構を解析することでバラ科植物全体の花芽形成機構の解明につながることが期待されてい
ます。現在はこれらの植物では一年のうち限られた期間しか収穫が出来ない状況ですが、これらの研究を通じて、
将来、少ないエネルギー投入で任意の季節に収穫が可能な農業体系の実現につながるかもしれません。
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ライフサイエンス、作物学

・低リン耐性を持つ品種はどう効率よくリンを吸っている
の？

・根は局所的なリン施肥にどう応答しているの？
・簡単に湿害を診断するには？
・簡単に湿害を軽減するには？

ダイズ，ムギ類，ソバ，湿害，リン，根系，アーバスキュラー菌根

日本作物学会、根研究学会

非破壊根系採取のための作物栽培プラットホーム

農学部 助教 神山拓也
生物資源科学科植物生産環境学研究室

URL: https://researchmap.jp/Takuya-K
Mail: koyama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

こうやま たくや

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

今後、有限な資源である肥料の施用量を減らし、
かつ、豪雨などの異常気象に適応した、作物の栽培
技術改良および品種育成のためには、土壌とのイン
ターフェースである作物の根系についての理解が必
須です。そこで、土壌中の根の機能や発育に着目し
て、圃場から実験室レベルで研究を進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

根箱での植物の栽培から、根箱に充填した土壌中の根系の配置や構造を破壊せ
ずに採取、かつ、その根系を標本として保存するための非破壊根系採取のための
作物栽培プラットホームを保有しています。

作物の地下の世界を「見える化」していくことで、植物および土壌の診断技術
の開発に貢献したいと考えています。

「植物の根系採取装置及び植物の根系採取方法」に関わる特許を保有しています。畑作物の根や菌根に関する
相談を受け付けています。宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス（iP-U）で、高校生を受け入れて研究指
導を行っています。また、小中学生向けのオンライン実習の経験があります。

TEL: 028-649-5016

施肥量削減に関して、日本が100％海外に依存し、枯渇が危惧されてい
るリンに着目して研究しています。供試作物には、マメ科作物のうち世界
で最も広く栽培されるダイズおよび世界三大穀物の一つであるコムギを用
いています。豪雨などの異常気象に適応した作物の栽培技術改良および品
種育成については、中山間地の農業を支えているソバの湿害に着目して研
究を進めています。
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ライフサイエンス、飼料学

・未利用資源の家畜飼料化
・反芻家畜用メタン低減飼料の開発
・ルーメン微生物叢と生産性の関係解析

反芻動物，飼料，ルーメン，微生物叢

日本畜産学会、日本微生物生態学会

・工場等から排出される副産物の家畜飼料化
・細菌叢解析できます。

農学部 助教 佐藤 元映
生物資源科学科 栄養制御学研究室

URL:  https://researchmap.jp/aki0514
Mail: yoshis[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さとう よしあき

2022年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

反芻動物は人間が利用することのできない草をエネルギーに変え、肉や乳などのタンパク質を作り出すことの
できる家畜です。近年、家畜生産において飼料価格の高騰や、飼料と人間の食料の競合、反芻動物の第一胃
（ルーメン）由来のメタンが地球温暖化の原因となっていることなどが問題となっており、これらを解決するこ
とが持続可能な畜産に必要不可欠となっています。この問題を解決するため、私は人間が利用しておらず廃棄さ
れてしまっている未利用資源の飼料化やメタン低減飼料の開発を目指し、研究を行っております。また、ルーメ
ン微生物にも関心を持ち、研究を行っております。ルーメン微生物は飼料の消化や分解に大きく貢献し、反芻動
物にとってなくてはならない存在です。これまでの研究により日本の黒毛和種のルーメン微生物叢が特徴的であ
ることがわかりました。このことから、ルーメン微生物が黒毛和種の優れた脂肪交雑と関係があるのではと考え、
その関連性の解明を目指し研究を行っております。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

家畜飼料の栄養成分の分析はもちろん、反芻家畜を対象としたin vivo試験やin vitro試験による飼料の特性の
評価を行う技術を有しております。また、次世代シーケンサーを使った微生物叢の解析も得意としております。

食品・工業副産物には栄養価値が高いものが数多くあります。これらの有用資源の飼料化を進め、家畜生産に
貢献できる研究を進めていきたいです。また、ルーメン微生物叢の研究では、生産性や肉質の関係を明らかにし、
生産性の低い個体の価値を高めるなどの技術に応用できれば、日本の肉牛生産、乳牛生産に貢献できるのではな
いかと考えております。また、日本ではルーメン微生物に関する研究はあまり進んでおりません。この分野を
リードしていけるような研究を進めていきたいです。

副産物などには有用なものも多く、大きな可能性を秘めております。もしかすると見つかっていない機能があ
るかもしれません。廃棄するのはもったいないです。ぜひ未利用資源の飼料化にご協力させてください！

TEL : 028−649−5440
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植物保護学

・重要害虫の薬剤抵抗性管理に関する研究
・天敵を用いた害虫管理技術の開発
・昆虫の生理・生態に関する研究

応用昆虫，植物保護，薬剤抵抗性，天敵利用

日本応用動物昆虫学会、日本農薬学会、日本昆虫学会、
Entomological Society of America

－

農学部 教授 園田昌司
生物資源科学科 応用昆虫学研究室

URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/oukon/
Mail: sonodas[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

そのだ しょうじ

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

現在の害虫管理は総合的害虫管理の理念に基づいて行われています。総
合的害虫管理とは、あらゆる防除手段を使用し、害虫密度を経済的に許容
できる水準以下に抑え続けるための害虫管理システムのことを言います。
化学的防除と生物的防除は総合的害虫管理の基幹的な防除手段です。とこ
ろが、前者では殺虫剤が効かなくなる、いわゆる殺虫剤抵抗性が農業生産
の現場で大きな問題となっています。また後者では、土着天敵や天敵製剤
の有効利用が重要な課題となっています。これらの問題を解決するために、
殺虫剤抵抗性管理技術の開発、天敵の機能強化技術の開発の課題に取り組
んでいます。その他、いろいろな昆虫の生理・生態に関する研究も行って
います。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

コナガやアザミウマ類といった重要害虫の殺虫剤抵抗性に関わる分子メカニズムの研究を実施してきました。
各種殺虫剤の抵抗性遺伝子について個体レベル、個体群レベルで解析することが可能です。最近は、アブラナ科
作物の重要害虫であるコナガのシアントラニリプロール(ジアミド剤)抵抗性のメカニズムを明らかにしました。
また、薬剤抵抗性の発達が著しいハダニ類に対して、天敵であるミヤコカブリダニ製剤を中心とする管理体系の
確立を目指しています。最近は、ニホンナシ園に設置した製剤ミヤコカブリダニと現地に住み着いている土着個
体を識別する手法を開発し、ハダニ類の管理に最適な製剤の設置時期を明らかにしました。

化学的防除と生物的防除は共存できないと考えられていた時期もありましたが、標的となる害虫のみに殺虫
効果があり、天敵類には影響の少ない選択性殺虫剤の開発が進み、現在では両者を害虫管理に使用することが
可能になりつつあります。総合的害虫管理を通じてSDGsの目標に取り組みたいと考えています。

TEL: 028-649-5451

SDGs事例

図. ハダニを捕食するカブリダニ

(環境省)国民参加による気候変動情報収集・分析事業
(農研機構)果樹・果菜類の受粉を助ける花粉媒介昆虫の調査マニュアル
(農研機構)薬剤抵抗性農業害虫管理のためのガイドライン案
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ライフサイエンス

・栄養状態とインスリン作用に関する研究
・タンパク質不足と脂肪肝に関する研究
・インスリンやインスリン様成長因子による代謝調節に関
する研究

インスリン，栄養，タンパク質，代謝，脂肪肝

日本農芸化学会、日本栄養・食糧学会、日本アミノ酸学会、
日本生化学会など

ー

農学部 准教授 豊島 由香
生物資源科学科 栄養制御学研究室

URL:  -
Mail: yukat[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

とよしま ゆか

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

摂取する食物によって動物の代謝がどのように変化するかを研究しています。特に、タンパク質の不足やアミ
ノ酸バランスの悪化した際に起こる現象に焦点を当てています。摂取するタンパク質やアミノ酸が不足すると、
血糖降下ホルモンであるインスリンの効きは良くなりますが、その一方で脂肪肝になることを明らかにしてきま
した。この現象は肥満や糖尿病を伴った脂肪肝の状態と異なりますが、これを追及することによって、生活習慣
病の予防・治療法の確立を可能にするばかりでなく、動物が栄養状態に適応する仕組みを解明できると期待して
います。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

私たちの研究室では、in vivoとin vitroの実験系において、遺伝子導入、各種代謝試験、代謝産物の定量解析、
細胞内シグナル伝達の評価、各種生化学実験などを行い、一つの現象を多角的な視点から評価できるように努
めています。
難しいことやつらいことでも意識次第で楽しく乗り越えられる！をモットーに、明るく前向きな気持ちを大

切にして、日々学生と研究を行っています。

食物や栄養素を“薬”として捉えるのではなく、それらの基本的な分子機能に着目して研究を行っていきたいと
考えています。また、病気という異常な状態で起こる代謝変化だけではなく、正常な動物で起こる“小さな”代謝
変化を着実に捉えられるように技術革新にも力を入れたいと考えています。

地域の食や栄養素に関する正しい情報発信に貢献したいと考えています。

TEL: 028-649-5441
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ライフサイエンス、植物保護

・トマトに感染するウイルスの遺伝子解析と防除法の開発
・ムギに感染するウイルスの病原性決定因子の解明
・各種ウイルスのワクチン開発

植物病理，植物保護，植物ウイルス，オオムギ，トマト，
遺伝子解析，ワクチン開発

日本植物病理学会、日本分子生物学会

遺伝子解析に必要な設備（PCRマシンなど）、電子顕微鏡
植物の病気のことならなんでもご相談ください。

農学部 准教授 西川尚志
生物資源科学科 植物病理学研究室

URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/plantpathology/
Mail: nishigawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

にしがわ ひさし

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

オオムギがもつオオムギ縞萎縮ウイルス（BaYMV）に対する抵抗
性遺伝子はいくつか知られていますが、その機能はほとんど分かっ
ていません。そこで、緑色蛍光タンパク質（GFP）を発現するウイル
スを作製し、各種オオムギ品種に接種することで、GFP蛍光の場所
（ウイルスが複製する場所）に違いがあることを明らかにしました
（図）。さらに詳細に調べることで、抵抗性遺伝子の種類により
「ウイルスの増殖を抑える」「上の葉への移行を抑える」などの違
いがあることを明らかにしました。この結果により、抵抗性遺伝子
をうまく組み合わせることで、さらに強いオオムギ品種が出来るこ
とが期待されます。
我々はオオムギに限らず、キュウリやトマトなど、多くの作物の

ウイルスを扱って研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

「植物病理学」ではいろんな「仕組み」を理解することで単に暗記科目にならないよう気を付けています。
「分子生物学実験」の内容と実験データをその後の「ゲノム解析論」でパソコンを使って解析することで、より
深く理解するよう努めています。

さまざまなウイルスのワクチン開発。病気を起こすメカニズムの解明。

グローバルサイエンスキャンパス（iP-U）「植物ウイルスとワクチン開発」
[特許] 非虫媒性トマト黄化葉巻ウイルス（日本：2012052530、国際特許：EP2695937）
（環境省）国民参加による気候変動情報収集・分析事業
（企業との共同研究）ワクチン開発、ウイルスの不活化装置の開発、など
ウイルス病の防除や活用に向けて共同研究しませんか？

TEL: 028-649-5449

新田系68
（rym1）

サチホゴールデン
（rym3）

上位葉
白色光下 紫外線照射

図 GFP蛍光観察の例
ウイルスを葉に接種し、その上の葉を
観察した。GFPタンパク質が存在すれ
ば（＝ウイルスが複製すれば）紫外線
照射で緑色に光る。rym1, rym3はそれ
ぞれ種類の違う抵抗性遺伝子。
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ライフサイエンス、植物病理学、植物保護

・植物ウイルスの簡易迅速検出系の確立
・東南アジアで発生する植物ウイルスの調査
・ウイルスの感染に必要な宿主因子の探索

植物病理学，植物ウイルス学

日本植物病理学会

PCR, LAMP

農学部 助教 煉谷裕太朗
生物資源科学科 植物病理学研究室

URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/plantpathology/
Mail: neriya [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

ねりや ゆうたろう

2021年3月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

人に感染するウイルスが存在するように、植物に感染するウイルス
も存在します。しかしウイルスは微小で肉眼では見えないので、PCRや
LAMPなどの手法により、ウイルスの存在を簡易に検出するシステムづ
くりを行っています。また、日本のみならず世界各国で植物ウイルス
による被害は発生しています。特に熱帯地方ではウイルスを媒介する
虫が多くいるため、東南アジアで発生しているウイルスについての調
査を行っています。また、病気を引き起こすメカニズムは不明な点が
多いため、植物とウイルスの間にある関係を明らかにすることを目指
しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

未知の植物ウイルスの性状の解明や、ウイルス検出・防除手法の検討などを行っています。富山県で発生し、
長年その性状が分かっていなかったチューリップのウイルスについて配列を解読し、これまでに報告されている
どのウイルスとも異なる新種であることを明らかにしました。また、栃木県で発生しているイチゴに感染するウ
イルスや、インドネシアのナス科やウリ科植物に発生するウイルスの同定を行っています。

分子生物学が発展し多くのウイルスが発見されていますが、未発見のウイルスも多くあります。これらについ
て明らかにするとともに、現場でのウイルス病発生を速やかに発見することにより被害の軽減に繋げたいと考え
ています。また、ウイルス感染した植物を治療することは困難であるため、感染しないようにする防除が重要で
す。そのため、ウイルス感染しない・しづらいような植物品種の利用や、病徴を激化させない弱毒ウイルスの利
用、植物のウイルス防御機構を活性化させるようなバイオスティミュラント利用などを念頭においた基礎・応用
研究を進めたいと考えています。

宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス（iP-U）の担当教員であり、毎年数名の高校生を受け入れて研究
指導を行っています。また、小中学生向けのオンライン実習の経験もあります。さらに、農業関連企業との共同
研究契約を結び、植物ウイルスの不活化実験を行っています。ウイルス病のみならず、菌や細菌病などについて
も相談を受け付けています。

TEL: 028-649-5449

ウイルス粒子と感染チューリップ
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自然科学，農学，環境，ライフサイエンス

・火山灰土壌における有機物の分解促進機構に関する研究
・耕地土壌における土壌炭素貯留に関する研究
・資源循環型農業を目指した地域の未利用有機物資源の活
用方法に関する研究

埋没腐植，プライミング効果，土壌微生物，同位体トレー
サー法，炭素・窒素循環，ゆうだい21，竹粉

日本土壌肥料学会，日本生態学会，日本地球惑星科学連合 等

原子吸光光度計，イオンクロマトグラフィー，全有機炭素計

農学部 助教 早川 智恵
生物資源科学科 土壌学研究室

URL: http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/plaj/Labo/Soil.html
Mail: chayakawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

はやかわ ちえ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

足元に広がる土が黒いのは、動植物や微生物の遺骸から生成した土壌
有機物(腐植)が豊富に存在するためです。土壌有機物に含まれる炭素は
大気中の二酸化炭素濃度を制御し、窒素・リンなどの栄養分は植物に供
給し食糧生産を支える重要な役割を果たしています。畜産地帯における
化成肥料の投入量を低減するには、難分解化した堆肥の窒素・リンを作
物の需要に合わせて分解・放出させる技術が有効です。有機物施用は難
分解性腐植の分解促進（プライミング効果）によって土壌炭素貯留量を
減少させる一方で、増殖した微生物は難分解性腐植からも養分（窒素）
を獲得できる養分“採掘”が期待できます。プライミング効果の定量やそ
の微生物メカニズムの解明を通じて、土壌炭素貯留と養分供給を両立で
きる有機物施用方法を研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

当研究室では、本学附属農場を始めとするフィールドとラボの両方で実験・調査を行い、研究に取り組んでい
ます。これまでの知見やラボ実験に基づいて得た仮説を持つことで、学生たちにも土を通して複雑なフィールド
と地球を「見る」技術を培ってもらえるように努めています。

土壌有機物の分解・蓄積メカニズムを解明することで、持続的な食糧生産と環境保全を両立できる土壌の管理
方法の提案を目指しています。

・栃木県立博物館自然観察会：カレーに変身！米物語～土ってすごイネ（平井英明教授との共催）

難分解性
有機物

微生物

易分解性有機物
の供給：少ない

多い

易分解性
有機物

微生物増殖で分解促進

P
N

N
P

CO2CO2

図. 微生物による難分解性土壌有機物
の分解促進効果（プライミング効果）
の概念図

SDGs事例

181



バイオテクノロジー、遺伝・育種学

・アブラナ科植物の雄性不稔系統の育成
・アブラナ作物の根こぶ病抵抗性系統の育成
・アブラナ科植物における機能性新型野菜の育成
・薬用植物の品種改良

アブラナ科，種・属間交雑，薬用植物，雄性不稔，根こぶ病，ハクサイ，
ダイコン，キャベツ，機能性新型野菜‛香味菜‘

日本育種学会、日本作物学会、薬用植物栽培研究会

種属間交雑による品種改良、薬用植物の品種改良

農学部 教授 房相佑
生物資源科学科植物育種学研究室

URL: 
Mail: bang[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

バン サンウー

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

アブラナ科植物の主要野菜である、ダイコン、ハクサイ、
キャベツ、ナタネおよびカラシナなどを中心に、近縁野生
種との種・属間交雑を行い、胚救済などのバイテクを用い
雑種後代を育成することで、ゲノム、染色体およびオルガ
ネラゲノムレベルで遺伝的に多様性を持つ系統を作出し
（右図参照）、種苗メーカーがより経済的に高純度のF1種
子を生産できるように‘雄性不稔系統を育成しています
（売ってよし）。また、生産農家の過剰な管理コストを削
減するために病害虫に強い品種を育成しています（作って
よし）。「健美食同源」といわれるように、食べ物は健康
の源です。機能性の高い新型野菜や薬用植物の新品種を育
成し、消費者の健康に寄与する研究を目指しています（食べてよし）。更に、様々なゲノム合成や異種染色体
を添加した植物系統を育成し、光呼吸の制御による光合成物質生産能力向上という少々小難しい研究もしてい
ます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

当研究室は、アブラナ科植物における種・属間交雑の遺伝育種学的利用に関する研究を約80年間継続してお
り、小生で7代目になります。その間、上記の図に示す様々な雑種系統を育成してきました。最近は、チンゲン
サイとワイルドルッコラとの雑種「香味菜AADD、チンゲンルッコラ」および 青汁ケールとワイルドルッコラ
との雑種「香味菜CCDD、ケールッコラ」などの新型野菜を育成し、品種登録を致しました。また、ハクサイな
どにおける新たな雄性不稔系統を育成し、種苗会社に譲渡致しました。更に、根こぶ病抵抗性ハクサイやキャベ
ツなどを育成するための中間母本を保有しています。

当研究室は、ダイコン、ハクサイ、キャベツ、ナタネおよびカラシナなどの異質細胞質系統を多数育成して
おり、これらを研究材料に用い、オルガネラゲノムと核ゲノムとの相互作用による雑種強勢に関する研究を行
い、作物品種改良における新たな育種方法を開発します。また、機能性新型野菜「香味菜」および薬用植物
「カンゾウ、センキュウ、カノコソウ、など」の品種改良を行います。

[香味菜AADD「登録番号第28975号」、香味菜CCDD「登録番号第29087号」]
[種苗会社、食品会社、製薬会社などとの共同研究]
[アブラナ科植物の機能性新型野菜の育成、根こぶ病抵抗性品種の育成、および雄性不稔系統の育成、並びに

薬用植物の品種改良と栽培技術普及]

TEL: 028-649-5448
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ライフサイエンス、環境、社会基盤、社会連携、教育
・未利用資源の資源化処理とその育苗培土への活用および
未利用資源の作物栽培への活用に関する研究

・SDGs時代における体験型土壌教育プログラムパッケー
ジの開発に関する研究

土壌の生成，水田土壌，森林土壌，土の視点からみた未
利用有機物の利活用法の開発，体験型土壌教育プログラム開発
日本土壌肥料学会、日本ペドロジー学会
原子吸光光度計

農学部 教授 平井英明
生物資源科学科 土壌学研究室

URL: https://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/plaj/Labo/Soil.html
Mail: hirai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ひらい ひであき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

附属農場の森林土壌を活用した水稲の有機育苗法に関する研究を、前田忠信教授・高橋行継教授や技術職員とともに
継続的に実施し、日本作物学会紀事や農作業研究に報告してきました。その結果、菜種油粕と魚粉を森林表土に混和し、
1週間静置することで、草丈・充実度・マット強度の面から機械移植に活用できる有機中苗を育成できることを明らか
にしました（平井・朝妻・高橋・田中・星野，農作業研究2019）。現在、この開発された有機育苗技術を、宇都宮大
学で前田忠信名誉教授により育成されました“ゆうだい21”に活用しています。また、サケや捕獲イノシシの内臓を活用
した，小規模・ホームメード・密閉型の資源化法を新規に開発しました。高圧蒸気滅菌装置によりサケやイノシシの未
利用部位を滅菌処理し、スライサーを用いてペースト化したものに水分調整剤として未利用のもみ殻や米ぬかを添加し、
密閉可能な容器で培養する方法です。さらに、この培養された資源化物をすでに前述した有機育苗用培土において用い
られた菜種油粕・魚粉の代替有機物として応用する方法として開発しました。未利用の資源を循環活用した水稲育苗法
の開発から、現在、畑作物へ未利用有機物資源を活用する方法を開発しています。この技術の中心となるのは、森林土
壌を活用する点であることから、森林土壌の未利用有機物資源を活用した時に起こる現象を解明しようと早川助教や卒
論生とともに研究を行っています。以上の研究成果を、社会に還元するために、附属農場において栃木県立博物館と共
同して土壌の観察会を実施しています。これは、児童生徒・学生への土に関するアンケート調査とその解析の結果、土
への関心を児童がもつためには土に触れることの重要性を認識したためです。現在、土が生活の場から姿を消しつつあ
る現代社会ではあるものの、持続可能な社会の実現には、土の重要性の認識が不可欠であることから、体験型の土壌教
育プログラムパッケージの開発研究を共同教育学部、地域デザイン科学部の教員とともに実施しています。

分 野
研究テーマ

キーワード

所属学会等
特 記 事 項

文部科学省により2009年に「教育関係共同利用拠点」と定められた附属農場では、2011年に農林水産省に品種登録
された新水稲品種‘ゆうだい21’が開発され、その種子が一般農家に販売されています。加えて、農場には、雑木林から
供給される落ち葉や表土および下層土の資源が潤沢に存在しています。これらの資源やサケやイノシシといった未利用
の資源を循環利用し、有機物を土壌に蓄積する視点と有機物を植物の成長のための栄養とする研究が実施できる点が特
徴です。このような現場感覚を持ちながら、地域社会の持続可能な発展に貢献する技術を土の視点から開発で切る点も
強みです。さらに、土壌教育の側面を含みながらフィールドにおける実感を伴った教育（アクティヴラーニング）を実
践できる点も宇都宮大学の資源を活用した社会貢献の特徴と強みです。

附属農場における堆肥連用と化成肥料連年施用水田での研究、水稲の有機育苗に関する研究、未利用資源の循環活用
法に関する研究、土壌教育に関する研究等の成果に基いた教育研究法を、多様な研究者や教育者および学生さんととも
に実践し、現場感覚を身につけた学生を社会に輩出するとともに社会貢献活動に努めたいと考えています。

技術移転希望項目：水稲の有機育苗技術 特許出願状況：特記事項なし
市民講座や子ども向けの授業などアウトリーチ活動のとりくみ例
・栃木県立博物館との共同事業による「土とイネとお米の観察会」
・宇都宮市立石井小学校における田植え体験の講師
・吉野林業の持続的な発展のための現地調査研究
企業や自治体、教育機関、報道機関などに向けたメッセージ
・SDGs時代における体験型土壌教育プログラムを開発していますので、ご関心のおありの教育機関、地方自治体、企
業の方々からのご連絡をお待ちしています。
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自然科学系

・高い経済形質を持つウシの遺伝子解析を利用した効率的
生産に関する研究

・家畜における性判別および個体識別に関する研究
・野生二ホンジカにおける遺伝的多様性および人畜共通感
染症に関する研究

個体識別，性判別，遺伝子解析，人畜共通感染症， E型肝
炎，染色体分析，ウシの起源，家畜改良の歴史など

日本畜産学会、日本遺伝育種学会、日本獣医学会、日本卵子学会

ー

農学部 教授 福井えみ子
生物資源科学科 動物育種繁殖学研究室

URL: -
Mail: fukui[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ふくい えみこ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

高い経済形質を持つウシの遺伝子解析を利用した効率的生産に関する研究
栃木県畜産酪農研究センターとの共同研究により、ウシの肉質や乳量に関連する遺伝子解析、体外受精・胚の体
外培養・胚移植を行い、肉質や増体を向上させることに有利な遺伝子を持つデザイナーズ家畜（ウシ）を作出し
ました。今後も栃木県の酪農を継続するために、能力の高いウシを短期間で生産することを目指して研究を継続
していきます。
栃木県日光に生息する野生の二ホンジカにおける遺伝的多様性および人畜共通感染症に関する研究
日光国立公園では野生の二ホンジカの個体数が増え続け、その影響で農産物や森林に被害が出ています。

当研究室では、日光国立公園および隣接する県に生息する二ホンジカのミトコンドリアDNAのコントロ―ル領
域の塩基配列を明らかにして、隣接する県への集団移動経路などについて調べています。
また、自治医科大学との共同研究により、人畜共通感染症であるE型肝炎の野生二ホンジカにおける罹患率を

調査しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

大学の授業では、動物遺伝学、動物育種学を担当しています。
動物遺伝学では、ヒト、実験動物および家畜における違いなどに触れながら、染色体（遺伝病含む）、血液型、

性分化、免疫の獲得などについての基礎知識を提供しています。動物育種学では、動物遺伝学の基礎的な事象を
もとにして、家畜（ウシ、ブタ、ニワトリ）の遺伝病などの遺伝様式や免疫獲得の機序など、個々の動物種の特
徴について説明しています。また、卒業論文では、これらをもとに行政などとの共同研究に参加することで、実
際の現場での問題点に触れて、それらを解決していく過程を学べるよう勧めています。

栃木県の酪農など、県の産業の発展に貢献すべく、ホルスタイン種の受胎率をこれ以上低下させることなく、
高い経済形質を保持した次世代のウシ作出に貢献したいと考えています。

自治体と連携して、高い経済形質を保持したウシの作出における研究を継続すると共に、これらの技術や考え
方を身に着けた技術者（卒業生）を輩出していきたいと考えています。

TEL: 028-649-5434

SDGs事例
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植物微生物学／植物病理学

・ 土壌病害の有機病害防除法の開発
・ 浸水栽培による作物の生長促進効果の解明とその活用
・ 連作障害のないコマツナの有機栽培法の開発

微生物，植物病害，作物栽培

日本植物病理学会、日本微生物生態学会、米国植物病理学会 他

宇都宮大学に着任する前には、カリフォルニア大学とハワイ大学で
研究活動を行った

農学部 准教授 福井糧
生物資源科学科 比較農学研究室

URL: http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/about/08-01-08.html
Mail: ryo[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ふくい りょう

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

作物残渣などの有機物や単糖を混和した土壌で生じるRhizocronia
solaniによる苗立枯病の抑止作用を研究しており、その抑止作用は右の写
真のように極めて顕著で、有機物を土壌に還元することから、資源循環型
の有機病害防除法である。また、多潅水によって泥のようになった土壌で
作物を栽培する「浸水栽培」についても研究しており、この栽培法が多収
を生み出す連理や、土壌病害が抑止されるメカニズムを解明するほか、連
作障害が生じないコマツナの有機連作栽培法の開発を、民間企業と共同で
進めている。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育については、自身の研究分野である「農業微生物学（必須）」のほ
か、「土壌環境微生物学」と「植物病原菌学」を担当している。この他に
も、ハワイ大学に在学した時の経験を活かして「熱帯農学」と「２１世紀
を支える熱帯植物」も担当して、海外の事情を学生に紹介している。これ
らに加え、キャリア教育科目として「実践して学ぶミニ農業生産」を開講しており、この演習では学生各自が作
物を作付けから収穫まで管理して収穫することで、農業の「魅力」と「恵み」を体験する。またこの演習は農学
部以外の学生も履修するが、学生が農業を少しでも理解し、農業を将来の進路の選択肢の一部となることも、こ
の演習の目的である。

有機物を更に有効に活用した栽培法や病害防除法の開発に着手する。

（株）プレマ（群馬県前橋市）との共同研究を展開中

TEL: 028-649-5420

作物残渣の土壌混和によるテンサイ
苗立枯病の有機病害防除

SDGs事例
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ライフサイエンス

・哺乳動物における初期胚発生および着床成立の分子機構
・体外受精胚における発生と着床能力の改善
・着床能力の高い胚盤胞を評価・選別する手法の開発

初期胚発生，着床，受胎，妊娠，体外受精，体外培養，
胚移植，培養液，着床率向上，胚質の評価

日本繁殖生物学会、日本卵子学会、日本受精着床学会、日本生殖医学会、
日本生殖再生医学会、日本畜産学会、日本獣医学会、Society for the
Study of Reproduction

体外受精で作出された胚（受精卵）は着床能力が低いという問題点を解決
する研究に取り組んでいます。

農学部 教授 松本浩道
生物資源科学科動物育種繁殖学研究室

URL:  https://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/anij/page/ikuhan.html
Mail: matsu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつもと ひろみち

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

哺乳動物の発生と生殖の仕組みを明らかにするとともに、体外受精などの培養系
を用いた発生工学手法を開発し、産業への貢献を目標としています。
具体的には、胚（受精卵）の着床前発生（図左上）、胚（受精卵）の着床能力獲

得（図右上）、胚と子宮の相互作用による着床の成立（図左下）、子宮の胚受容と
妊娠の成立（図右下）、などについて分子機構の解明に取り組んでいます。そして、
発生と生殖の仕組みを明らかにしながら、その成果を生殖工学などの技術開発につ
なげる取り組みも行なっています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

胚（受精卵）の着床に関連する分子機構を解析し、体外培養系で着床能力を操作する手法の開発に取り組ん
でいます。また、母体の子宮に胚移植をすることで着床能力がどの様に変化しているかを検証しています。こ
れらのアプローチを用い、これまで着床能力を獲得したと思われていた状態が、実際には着床能力を誘起され
た状態であり、その後にエストロゲン受容体が分解されないと胚は着床出来ないことを明らかにしています。
また胚の着床能力を高める培養系作出に取り組み、マウス胚において着床率を約30%向上させる培養液を開発
しています。
本研究室で学んだ学生は専門性を活かし、不妊治療における生殖補助医療胚培養士としてや、畜産・実験動

物の分野で活躍しています。

技術移転希望項目 ・着床率向上培養液 ・高能力の胚（受精卵）の評価・選別技術
特許出願状況 ・特開2020-184994（哺乳動物胚の選別）・特願2022-88499（活性酸素種による胚質判定）

SDGs事例

体外受精や胚移植の技術は、優良家畜の増産や、ノックアウトマウス作製のライフサイエンス分野に加え、生
殖補助医療でも多大な貢献をしています。しかしながら、体外受精卵の着床（妊娠成立）率は低いのが現状です。
当研究室の成果を製品として普及させることが出来れば、関連分野に貢献できると考えています。また更なる基
礎研究の推進とそれを活かした技術開発のために関連企業との共同研究も希望しています。
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園芸学

・園芸作物の品質保持
・花の老化のメカニズム
・木本性植物の早期開花

花，品質，生理

園芸学会、人間・植物関係学会、国際園芸学会

[使用可能な装置・機器、技術等] GC,LC,PCRなど

農学部 教授 山根健治
生物資源科学科園芸学研究室

URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/horticulture/山根-健治/
Mail: yamane[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

やまね けんじ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

花の品質保持：開花と老化
被子植物にとって花は生殖に欠かせない器官で

あり、受粉後はその役目を終えます。しかし、人
間としては花の美しさをいつでも、どこでも、長
く楽しみたいものです。色々な切り花や洋ランや
カーネーションの鉢花の老化抑制、品質保持につ
いて研究しています。高CO2環境による花の品質
の保持効果について取り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

授業では、なるべくわかりやすく学生の皆さんの意見をくみ上げるよう心がけ
ています。
卒業論文研究では、各学生に自主的に考えて、研究してもらうことを意識して

います。

花の生理、生産から、福祉的役割まで明らかにしていきたい。

宇都宮市緑化ボランティア養成講座、ひらめき☆ときめき科研費科学
実験講座など
特許出願状況 種子繁殖による早期開花方法及びその方法で生産した種
子繁殖苗木.特許第4967123号．
実生苗木の開花方法及び実生苗木. 特許第5385208号．
企業や自治体との連携
栃木県各団体と「文部科学省 地域イノベーション戦略支援プログラム」で連携
那須塩原市と「環境省 国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務」で連携
株式会社アクトリーと「焼却炉の廃熱利用によるエコビレッジ構想」で連携 など お気軽にお声かけ下さい。

TEL: 028-649-5417

SDGs事例

研究例）アスチルベ切り花への糖の効果と老化原因遺伝子の特定

卒業論文研究例）イチゴの鮮度
保持実験
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栄養生理化学

・アミノ酸の生理機能の解明
・栄養素による体タンパク質合成制御の機構解析
・脳活動情報に基づいたいちごの味に関する解析

タンパク質合成，翻訳制御，アミノ酸，シグナル伝達

日本アミノ酸学会、日本栄養・食糧学会、日本農芸化学会、
日本畜産学会、American Physiological Society、American Society for
Nutrition

食品の最も重要な機能は「おいしさ」だと思います。データサイエンスを
活用した「いちご」のおいしさの解析研究も始めました。

農学部 教授 理事（学務・社会共創担当）・副学長）吉澤 史昭
生物資源科学科 栄養制御学研究室

URL: -
Mail: fumiaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

よしざわ ふみあき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

健康志向が広まる昨今、栄養に対する関心も高まり、さまざまな物質の栄養機能に関する膨大な情報がマス
メディアやインターネットを介して提供されています。私たちのグループが研究の対象としているアミノ酸も
一時期過剰な注目を浴びました。しかし、アミノ酸は現在注目されている多くの物質とは異なり、新たに出現
してきた物質ではなく、非常に古くからよく知られてきた生命の源となる栄養成分です。アミノ酸は、体組織
の主たる成分であると同時に生体機能に重要な役割を有しているタンパク質の構成成分であると認識されてい
ますが、実はアミノ酸は細胞内や血漿などに遊離した形でも存在し、この遊離した単体のアミノ酸がそれぞれ
独自の生理的機能をもって膨大な役割を担っていることが明らかになってきました。特に健康に関わる分野に
おいて、アミノ酸の新規機能性が続々と発見されており、今やいくつかのアミノ酸は、単なる「素材」ではな
く生体調節に深く関与する「調節因子」として認識されています。私たちは、アミノ酸のなかでも分岐鎖アミ
ノ酸（バリン、ロイシン、イソロイシンの総称）と呼ばれるアミノ酸に注目して、生化学、分子生物学手法を
用いてその生体調節機構を解析しています。これまでの研究で、ロイシンが筋肉のタンパク質合成を刺激し分
解を抑制する機能を有すること、またイソロイシンが糖代謝を調節する機能を有することを明らかにしました。
現在は、これらの機能をより詳細に調べる基礎研究と平行して、これらの機能の医療、食品分野への応用利用
の研究も進めています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

昨今の健康ブームのなかで過剰な注目を浴びた健康食品や食品成分の中には、生体を用いた適正な機能評価が
行われていないものが数多くあります。食品や食品成分の機能評価研究においては動物科学の知識を背景とした
栄養学的なアプローチが必須です。食品や食品成分についてその物質としての特性を食品化学的な研究アプロー
チでいくら詳しく調べても、その物質が生体内で実際どのように振る舞うかを的確に予想することは不可能です。
私たちは常に生理的条件を考慮し、機能評価系として動物個体を用い、解析手段として分子生物学的手法を駆使
して、アミノ酸の生体調節機能の解明を目指しています。

アミノ酸は本来的に生体成分であるという特質から、ホメオスタシスや自然治癒力の維持に穏やかにかつ安全
に作用し、生活の質（QOL）を高める素材としての優れた特性を持っています。従ってアミノ酸は、運動、疾
病、老化など生活のあらゆる場面で、極めて安全性の高い次世代型生体調節因子として利用可能であると考え、
これからも研究を展開していきます。

食品企業と連携して、「栄養補助食品」、「いちごを用いた生フルーツ黒酢」や「いちごビール」等も作りま
した。医師、薬剤師、保健師、栄養士、一般市民、小中高生、食品企業、製薬企業等向けの講演を承っておりま
す。

TEL: 028-649-5160

SDGs事例
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分子生理学，時間生物学，光生物学，光計測

・動物の体内時計，季節繁殖，および回遊の分子機構
・光による生体成分の非侵襲リアルタイム計測技術開発
・住民参加型生物多様性調査と分子レベルの生物多様性

体内時計，季節繁殖，ホルモン，神経伝達物質，遺伝子，
光計測，生物多様性，ミトコンドリアDNA

日本水産学会，日本動物学会，日本時間生物学会

[使用可能な装置・機器、技術等] リアルタイムPCR装置（ロシュLC480），
次世代シーケンサー（イルミナMiSeq）
[そのほかの一言アピール・メッセージ]努力は裏切らない．突き抜けたこと
をしよう．

農学部 教授 飯郷 雅之
応用生命化学科 生物有機化学研究室

URL: https://orcid.org/0000-0001-8251-4141
Mail: iigo[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いいごう まさゆき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

研究室では，生き物の環境情報の受容システム，生理活性物質（ホルモン，神経伝達物質など）による生理・
行動制御の分子機構解明を目指し，分子生物学を軸としたさまざまな手法を活用して研究を進めています．体内
時計（サーカディアンリズム），季節繁殖（年周リズム），回遊の分子機構，性格関連遺伝子などが研究対象で
す．光を用いた非侵襲的リアルタイム生体分子計測技術の開発も進めています．地域と連携して住民参加型生物
多様性調査とミトコンドリアDNA全長の塩基配列解析による分子レベルの生物多様性解析も進めています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

農学部水産学科から医学部解剖学教室を経て宇都宮大学農学部に赴任．分子，細胞から器官，個体，生態系；
ゲノムDNA，mRNA，ミトコンドリアDNAから生理活性物質，受容体；回遊魚，深海魚からカラス，サンショ
ウウオなど里山の生き物まで．多岐にわたる分野，多様な生物が研究対象です．

今後の研究の方向性・やりたいこと
●動物の環境情報受容システムと生体内情報伝達系の網羅的理解，生き物の生理・生態の謎を解きたい．
●光を用いた非侵襲的生体成分高感度リアルタイム測定装置による体内時刻測定技術を開発し，実用化したい．

アウトリーチ活動のとりくみ例
住民参加型生物多様性調査を行い，現場でこどもたちと対話しながら生き物の生理生態などについて話してい

ます．また，高校生と生態調査を行い，採集した試料を用いて共に研究を進めています．
技術移転希望
・魚類養殖技術の高度化 ・光を用いた非侵襲的生体成分測定技術
企業や自治体との連携実績
共同研究実績：養殖業者，化学企業，医療機器メーカー等．自治体など：環境審議会委員，アドバイザー等

コラボの方向性
世界の最先端で新しい発見をするためには何が必要でしょう？これまでの研究の歴史の上に積み上げられてき

た膨大な知識を入手・整理し，何が重要な課題なのかを自ら発見して研究を進め，教科書を書き換えるような発
見をできると良いですね．

TEL:028-649-5474

SDGs事例

189



ライフサイエンス

・皮膚再生とコラーゲン代謝
・非標準アミノ酸を用いた高機能ペプチドの開発
・がん細胞の浸潤・転移の栄養生理学的な解析

タンパク質発現プロファイリング，低分子有機化合物の
LC-MSを用いた定量解析，タンパク質加水分解物の生理機能解析，タンパ
ク質の消化吸収動態解析，体性幹細胞培養と解析

日本アミノ酸学会

2次元電気泳動、マイクロプレートリーダー、LC-MS

農学部 教授 蕪山由己人
応用生命化学科 生物化学研究室

URL:http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/chemj/biochemistry/index.html 
Mail: kabuyama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

かぶやま ゆきひと

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

細胞外マトリックス（ECM）は、動物組織の細胞の外部のことを指します。近年の多くの解析により、ECM
は単に細胞の外にある環境としての意味だけではなく、細胞機能の調節等の生理的な現象に深くかかわってきて
いることが明らかとなっています。特にコラーゲンはECMに存在し、生体内で最大量のタンパク質として知られ
ています。豊富なタンパク資源である一方、コラーゲンは皮膚、骨、軟骨といった非可食部に存在するため、食
品加工過程で廃棄されていました。近年、コラーゲンの分解物などが様々な生理機能を発揮する事が示されてき
ており注目されています。我々は、コラーゲンを機能性食品素材として見直し、それを摂取した際の消化吸収動
態の解析や、皮膚や神経などの組織にどの様な影響をあたえるか解析しています。これらの組織には、主に再生
時に大きな影響を与えることが判明してきており、現在体性幹細胞を中心とした解析を行っています。また、コ
ラーゲンにはプロリンが水酸化された水酸化プロリンという特殊なアミノ酸が多く含まれており、抗酸化をはじ
めとしたさまざまな視点から機能性食品素材として、水酸化プロリンの利用の可能性を探索しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室では、コラーゲンというタンパク質に注目して研究を行っていますが、摂取後の消化吸収動態解析、
in vivoにおける生理活性評価、幹細胞などの培養系を用いたin vitroの実験系などを組み合わせ、包括的に解析
を行っています。即ち、一つの注目する食品成分や生理活性物質を定めれば、多様なレベルでの解析ができる点
が特徴です。主にタンパク質やペプチドの生理活性評価を行っていますが、LC-MS、二次元電気泳動などを行
い、様々な物質の代謝変動や定量解析が行える点も大きな強みとなっています。食品や薬剤として興味の対象が
あった場合、入り口から出口まで評価できるのが大きな利点と考えています。

これまでの研究より、コラーゲンをはじめとした生体内に多量に存在する物質は、従来知られていた栄養機能
に加え、比較的穏やかながらも個別の生理活性を有することが明らかになってきています。コラーゲンも含め、
食品の主要成分が持つことが想定される、“穏やかだが、大量に存在すれば一定の強度の生理活性を示す”点につ
いて、今後も継続的に解析を続け、今後の機能性素材の開発に向けて新たな情報が発信できればと思います。

宇都宮市健康危機管理委員会委員、栃木県衛生福祉大学非常勤講師、IFC栄養専門学校非常勤講師、日本バイ
オ技術教育学会試験問題研究委員会、コラーゲン関連企業との共同研究

TEL: 028-649-5465
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ライフサイエンス、環境、材料

・きのこ類による木材腐朽メカニズムの解明
・きのこ由来成分を活用した機能性材料開発

きのこ，木材腐朽，多糖，オリゴ糖，酵素

日本農芸化学会、日本応用糖質科学会、セルロース学会、
日本木材学会、キチン・キトサン学会

＜装置＞液体クロマトグラフィー
＜試料＞きのこ由来成分（β-グルカン、β-グルカナーゼ、ペクチナーゼ）

農学部 准教授 金野尚武
応用生命化学科 生物高分子材料学研究室

URL: http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/chemj/jbiomaterial/home.html
Mail: konno[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

こんの なおたけ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

化石資源に頼らない、循環型社会の構築の観点から、木材をはじめとする生物資源の有効利用法の開発が活発
化しています。住宅、燃料、繊維など木材利用に関する研究は多岐にわたります。一方で、自然の中ではどのよ
うに木材がリサイクルされているのか考えてみると、主役は森の分解者たち、きのこ類を始めとする木材腐朽菌
です。きのこ類がどのように木材を分解・資化し自身の生命活動に活かしているのか知ることは、我々が木材の
有効利用を考える上で重要なヒントとなります。また視点を変えると、木材を直接的に栄養源として生きている
きのこ類を有効利用することは、もとを辿れば木材の有効利用であると考えることもできます。本研究室では、
糖質・微生物（きのこ）・酵素をキーワードに、１）きのこ類による木材腐朽メカニズムの解明、２）きのこ由
来成分を活用した機能性材料開発を行っております。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

植物の主成分であるセルロース、ヘミセルロース、ペクチン、きのこ類の主成分であるキチン、β-グルカンな
どの多糖成分の分析、抽出、応用化研究を行っております。また、これら多糖の分解物であるオリゴ糖の、各種
液体クロマトグラフィーを用いた分離・解析技術を有しております。
また、生物体からの酵素精製を得意としており、多糖類を選択的に分解する酵素も多数所有しています。さら

に、これら酵素をきのこ類のゲノム情報と分子生物学的な手法を用いながら異種発現（大量合成）する技術も有
しております。

きのこ類がどのように木材を分解するのか研究することで、新たな木材有効利用法の開発を目指します。一方
で、木材腐朽メカニズムを探ることで、住宅等で使用される木材を長持ちさせる技術にも貢献したいと考えてお
ります。また、きのこ類に含まれる成分から高機能性材料を生み出すことで、きのこ類の高付加価値化および新
規用途開発に繋げます。

TEL: 028-649-5445
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ライフサイエンス

・酵素阻害剤、特にメラニン形成調節剤の開発
・天然有機化合物の分析・構造解析・有機合成

有機合成，誘導体化，天然有機化合物の分析・構造解析，
チロシナーゼ阻害活性の測定，ペプチドの配列決定

日本農芸化学会、有機合成化学協会

HPLC、分光光度計、有機合成装置など

農学部 教授 二瓶賢一
応用生命化学科 天然物有機化学研究室

URL: http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/chemj/npc/index.htm 
Mail: nihei[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

にへい けんいち

2022年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

当研究室では、天然有機化合物に関する基礎的な研究を通して、
人間社会の現在、そして未来へ貢献することを夢見ています。
その一つの目標が、新しいメラニン形成調節剤の開発です。過剰
な紫外線により私たちの皮膚は日焼けを起こしますが、その褐変
現象はメラニン形成調節剤でコントロールできます。
ツバキに含まれる天然物とその誘導体を有機合成し、生理活性

を比較したところ、前者はメラニン形成を阻害し、後者は逆に促
進することが分かりました(右図)。このように、当研究室ではメ
ラニン形成の正負に切り替えるスイッチ分子の開発に成功しまし

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

天然物から有用分子を設計するためには、化合物の単離、構造解析、誘導体合成および活性評価の各段階に精
通していることが必要です。私たちはHPLCによる化合物の分析・精製、NMRとTOF-MS/MSによる構造解析、
各種有機合成法および分光光度計を用いた酵素反応の精密解析などの技術を駆使して、研究活動を行っています。
特に化合物の構造決定および有機合成に関しては、強い関心を持っています。また、日々研究に熱中する学生諸
君は、新規化合物を生み出す原動力になっています。

地表に降り注ぐ紫外線の量は、オゾン層の減少などにより増加傾向にあります。また、地球の温暖化に伴っ
て、農業生産を脅かす病害虫の被害地域は拡大しています。さらに日本社会は健康に対する不安が付きまとう
超高齢社会へと突入しました。このように今後、人類は極限的な条件下での生活を余儀なくされるでしょう。
多様な環境から生まれた天然有機化合物は、これらの諸問題を解決し、人類が未来を切り開くための鍵となる
はずです。当研究室では、天然から分子を見つけ出す天然物化学と有用分子への変換を可能にする有機合成化
学の知識を結集し、有用な生物活性分子群の創製を目指しています。
当分野の技術は、農薬、化粧品および医薬品の新規素材の開発に応用可能です。これからも共同研究や社会

人学生の受け入れなどにより、積極的な産学連携活動の展開を図ります。

技術移転希望項目 ・有機合成 ・構造解析 ・阻害剤開発
特許出願状況 ・特願2014-040124(レスベラトロール) ・特願2012-047471(酵素阻害剤)

た。この成果は、日焼けや白斑を防ぐアンチエイジング剤の他、
食品の褐変防止剤および植物病原菌の感染防止剤などへの応用が
期待できます。
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食品化学

・生活習慣病のリスク低下が期待される食品由来成分
・加工・調理における食品成分の変化
・食品関連廃棄物の機能性素材化

酵素活性抑制，胆汁酸吸着，食品由来機能性成分，ポリ
フェノール，色素成分，食物繊維

日本農芸化学会、日本食品科学工学会、日本食品免疫学会

ー

農学部 教授 橋本啓
応用生命化学科 食品化学研究室

URL: -
Mail: keih[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

はしもと けい

2020年3月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

私たちの消化管の中には多くの微生物が住みついており、その活動が発がんに関わることもあります。例えば、
胃内にピロリ菌が住みつくと胃がんのリスクが高まることからその除菌が推奨されています。しかし抗生物質の
多用は耐性菌を生むことになり問題となっています。そこで、ピロリ菌が自身の生存のために作っている酵素の
働きを抑えるような成分を野菜中に見出し、食事による胃がんリスクの低下につなげたいと考えています。
また、腸内細菌が自身の生存のために作っている酵素が大腸癌のリスクを高めることも知られており、同様に

野菜中の成分で酵素の働きを抑えて、食事による大腸がんリスクの低下を目指しています。
さらに、腸内の胆汁酸を吸着することでコレステロールを低下する医薬品があることに着目し、そのような食

品成分の探索に取り組んでいます。
一方で、食品加工場の廃液から機能性成分を回収し食品素材化することで、持続可能な食品生産に資する研究

にも取り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

一般に、食品由来の機能性成分の吸収率は良くて数％と非常に低いものです。多くの研究はその吸収率を上げ
ることを目指していますが、私たちの研究では吸収が悪いということは腸内に高濃度に存在すると考え、腸内細
菌や腸内有害成分との反応に着目して研究を進めています。
また、アントシアニン（ナスやワインの色）、クロロフィル（野菜の緑）といった消費者に訴求力のある色素

成分をうまく利用できるよう、新たな機能性の解明や、それを活かすことのできる加工法や廃棄物再利用法に取
り組んでいます。

調理・加工法と機能性の関係に着目することで、栃木の伝統食である「しもつかれ」の新たな可能性を提案で
きることを目指しています。また、廃菌床など農業生産の場における廃棄物の機能性素材化にも取り組みたいと
考えています。

TEL: 028-649-5469
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ライフサイエンス、環境、エネルギー

・多糖類の酵素分解による有用物質の産生
・木質系バイオマスの有効利用

セルロース，多糖類，木材科学，木材防腐，バイオマス，
酵素

日本木材学会，セルロース学会，日本木材保存協会

恒温恒湿インキュベータ、遠心分離装置、マイクロプレートリーダ

農学部 教授 羽生直人
応用生命化学科 生物高分子材料学研究室

URL: http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/chemj/jbiomaterial/home.html
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

はぶ なおと

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

セルロースは，植物の細胞壁を構成する多糖類の一つであり，木材においては乾燥質量のおよそ50％を占め
る主要成分です．地球上に存在する有機化合物のうち最も多量に存在するのは，セルロースであると考えられて
います．私たちは，セルロースをはじめとする各種多糖類およびそれらを化学的に改質した多糖類を分解できる

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

私たちの研究室は，JIS K 1571“木材保存剤－性能基準及びその試験方法”に基づく木材保存剤の防腐性能試
験を実施可能であり， (財) 日本住宅・木材技術センターが行なう「木材及び木質材料等の保存剤、保存処理材
料並びに木材保存に関連する薬剤または材料の保存性能及び安全性の審査」における指定試験機関に登録され
ています．

私たちは，セルロースをはじめとする各種多糖類や木質系バイオマスをできる限り有効に，多段的に活用して
いくことが重要であると考え，これらを「より良く知り，より良く利用する」ことを念頭に置いた研究を行なっ
ています．バイオマスを有効に活用した持続可能な社会システムの実現に必要な技術の構築に貢献できることを
目指します．

特許出願状況
・特許5219068（グルクロン酸製造法）、特許4654362（エタノール製造法）

図 木材保存剤の防腐性能試験

微生物の探索や，微生物が産生する分解酵素を有用物質の製造に生かす
ことを目指しています．
また，多糖類だけでなく，その重要な供給源の一つである木材や木質

材料も研究対象としています．特に，木材に適切な防腐処理を施すこと
によって木材の供用期間を延ばすことは，樹木によって有機物として固
定化された二酸化炭素をより長く保持すること，そしてそれが森林資源
を大切に使うことにつながると考え，環境に調和した木材防腐技術の検
討にも注力しています．
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応用微生物学

・土壌の生物学的窒素固定活性の向上に関する研究
・発酵微生物の増殖過程の制御・機能性物質の生産
・疾患リスクマーカーを迅速検出するバイオセンサー

発酵，微生物制御，遺伝子組換え

日本農芸化学会、日本生物工学会、日本細菌学会

微生物の培養、解析、微生物汚染、腐敗等の技術や対策

農学部 教授 前田勇
応用生命化学科 応用微生物学研究室

URL:http://agri.mine.utsunomiyau.ac.jp/hpj/deptj/chemj/jmicrobio/index.html
Mail: i-maeda[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

まえだ いさむ

2021年2月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

空気中から窒素をアンモニアとして取り出す工業技術（化学的窒素固定）は農業生産を飛躍的に向上させまし
た。一方、ある種の細菌は、生物学的窒素固定を行うことができます。脱炭素社会に向けた取り組みとして、本
研究では、耕作地土壌に微生物資材や、竹稈を数百マイクロメートル程度の大きさに粉砕した竹粉を施用するこ
とで、生物学的窒素固定活性を高めるべく研究を行っています。また、これらの資材施用により、土壌中の菌叢
がどのように変動するのかを環境DNA（eDNA）の次世代シーケンス解析により明らかにしようと試みています。

発酵微生物が有する種々の機能は、発酵食品やサプリメントの製造といった産業利用が期待されます。そこで、
乳酸菌が産生する細菌細胞壁の分解酵素の性質について調べています。また、東南アジアの伝統的な発酵大豆で
あるテンペに含まれる脂肪酸等の抗菌性脂質について明らかにしました。そこで抗菌性脂質の生成に関与すると
考えられているテンペ菌のリパーゼについての研究も行っています。

環境や食品の安全性を確かめるのに迅速に汚染を検知する技術が役に立ちます。このため、組換え微生物タン
パク質と蛍光タンパク質を融合させたタンパク質を開発し、低濃度の有害金属を短時間で検出する技術開発に取
り組んでいます。また、細菌に感染するウイルスであるバクテリオファージの粒子上に特異的な抗体分子を発現
させることで、特定のバイオマーカーを定量することができる測定系の開発に取り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

微生物の培養や発酵、機器分析、バイオアッセイ、微生物化学、分子生物学に関連した技術や知識を活用して
研究に取り組んでいます。

生物由来物質や微生物細胞の新しい機能性について模索していきたいと考えています。

企業との乳酸菌飲料の共同開発や、自治体との溜池のカビ臭防止対策等に取り組んでいます。今後も微生物機
能の利活用による企業や団体と連携した研究開発を行っていきたいと考えています。

TEL: 028-649-5477
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ライフサイエンス

・食品由来低分子ペプチドの機能性探索
・食品由来低分子ペプチドの体内動態解析

精神的ストレス，うつ，神経新生，食欲，肥満，代謝

日本栄養食糧学会、日本農芸化学会、日本アミノ酸学会

特になし

農学部 准教授 水重貴文
応用生命化学科 生物化学研究室

URL:http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/chemj/biochemistry/index.html 
Mail: mizushige[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

みずしげ たかふみ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

食品由来低分子ペプチドの神経新生作用について研究しています。脳海馬に
おける神経新生の促進は、抗うつ作用など精神疾患改善作用と関連しているこ
とが報告されています。これまで、牛乳由来のタンパク質から生成するペプチ
ドが神経新生作用を示すことを動物および神経幹細胞培養系（図）を用いて見
出しました。今後も、様々な食品タンパク質を素材として用い、それらから生
成する低分子ペプチドの中から経口摂取で有効な神経新生作用を示すペプチド
を探索したいと考えています。
さらに、タンパク質を摂取したときに消化管で生成するペプチドの吸収機構

について不明な点が多く、実際に生理活性ペプチドが吸収されているかどうか、
その後どのように代謝されているかは明らかになっていません。低分子ペプチ
ドの生理作用を調べるとともに、体内動態を明らかにし、生理作用と体内に吸
収されるペプチドとの関連を明らかにしたいと考えています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

生化学実験、動物実験、機器分析などを用い、低分子ペプチドの体内動態および吸収機構の解明や新規生理作
用の探索を行っています。経口摂取で有効で安全な抗うつ素材の開発が期待できるとともに、食品を摂取したと
きに消化管で生成する低分子ペプチドの消化吸収メカニズムが明らかになれば、学術的貢献に結び付くと考えら
れます。技術として、神経幹細胞や動物（マウスやラット）を用いた生理活性の探索、消化管吸収成分の同定お
よび定量が可能です。

新規化合物あるいは新規食品素材の動物や細胞を用いた生理機能、特に脳機能やエネルギー代謝に関する調査
が可能です。また、腸管吸収化合物および肝臓代謝直後の代謝化合物を採取することが可能です。新規機能性探
索あるいは化合物の体内代謝動態にご興味のある先生方はご相談いただけますと幸いです。

特になし。

図 海馬神経幹細胞
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食品免疫学、食品科学

・食物アレルゲンの低アレルゲン化
・食物アレルギーを改善する食品成分の探索
・免疫機能を調節する機能性食品成分の探索

食物アレルギー，低アレルゲン化食品，免疫調節機能

日本農芸化学会、日本食品免疫学会

ー

農学部 講師 山田潔
応用生命化学科 食品生化学研究室

URL: http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/chemj/seimei_hp/prof/staff.html
Mail: yamada[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

やまだ きよし

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

食品には免疫系に作用し、アレルギーを軽減したり感染を防いだりする免疫調節機能があることがわかってき
ました。アレルギーを起こしにくい食品の開発や免疫の働きを強化する食品成分の研究を行っています。腸管は
栄養を消化吸収するだけでなく、口から侵入した病原体から生体を防御する免疫器官でもあり、その働きが巧妙
に制御されています。食品は腸管の免疫系に作用することで、アレルギーを軽減したり感染を防いだりする免疫
調節機能を発揮します。私の研究室では健康で質の高い生活を送るのに役立つ食品の機能を明らかにすることを
目標に、アレルギーを起こしにくい食品の開発や免疫のはたらきを強化する食品成分の解析を行っています。主
要な牛乳アレルゲンであるβ-ラクトグロブリンを超高圧下で酵素処理することによって、食物アレルギーの反応
が起こらないように分解するとともに、経口免疫寛容が誘導できるかどうか検討しています。また、食物アレル
ギーを改善するような食品成分の探索も行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

食物アレルギーなどの複雑な免疫のはたらきを理解するために、実験動物であるマウスだけでなく、多様な免
疫細胞の細胞株も用いて、分析化学、細胞生物学、分子生物学などの技術により多面的に研究を行っています。
マウスに鶏卵や牛乳のアレルゲンを摂取させることで、消化管症状や体温低下などのアレルギーの症状を誘発す
ることができる食物アレルギーモデルを確立しています。また、マウス個体から様々な免疫細胞を調製・精製し、
培養する技術を有しています。フローサイトメトリー、ELISA、免疫組織染色といった抗体を利用した解析も
行っています。

どのような加工条件が、食物アレルゲンの低アレルゲン化に最適なのかを明らかにするとともに、食物アレル
ギーそのものを改善していく方法を開発していきたいと考えています。また、身近にある食品素材から、アレル
ギーを改善したり、免疫の機能を強化したりする食品成分を探索して、その作用メカニズムを明らかにしていき
ます。

免疫調節機能をもつ食品成分や低アレルゲン化食品の開発に関連した企業活動と連携していきたいと考えてい
ます。

TEL: 028-649-5462
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土壌物理学

・土壌中における水分動態の実態解明と予測
・土壌中におけるガス動態の実態解明と予測

土壌の透水性，保水性，水分量，通気性等に関する計測・
評価・予測

土壌物理学会、日本土壌肥料学会、農業農村工学会、地盤
工学会、国際泥炭学会

不飽和透水係数試験器、土壌水分特性試験器、土壌ガス拡散係数試験器

農学部 准教授 飯山一平
農業環境工学科 土壌・生物環境物理学研究室

URL: 
Mail: iiyama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いいやま いっぺい

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

土壌は、固・液・気の三相から成る、水分・ガス・熱の保持・輸送媒体であり、土壌中
および土壌を介した生物生産活動を支えています。例えば、固・液・気の体積比にして5：
2.5：2.5程度といわれる植物生育の好適三相条件や、一日当たり数mm程度とされる地下
水の涵養、10アール当たり数10kgオーダーとされる植物への可給態養分の保持など、食糧
生産に関わる自然資源の多くが、透水性や通気性、保水性をはじめとした、土壌の持つ物
質保持・輸送機能に依拠しています。
当研究室では、土壌中の物質賦存量や土壌の持つ物質保持・輸送性を対象として、これら
の計測による実態解明や、土壌中における水分やガスの動態の評価・予測に向けたモデル
化に、取り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

これまで、以下の課題に取り組んだ経験を持ちます。
(1)農地排水により乾燥化した湿原における原植生の再興を目的とした、
トレンチ潅漑の実施、ならびに、地下水位上昇領域・必要潅漑水量の
予測のための数学モデルの提案と、これらの野外における実測による
検証。
(2)高有機質土壌を対象とした通気性の定量、および、土壌有機物分
解・CO2の大気への放出量と、土壌通気性向上・CO2の大気への放出能
との間の、正帰還的関係の示唆。
(3)農地連鎖系集水域における地下水位分布および地下水輸送速度の、
土壌透水性・保水性パラメータに基づいた、有限要素法による解析。

土壌中の物質賦存量・物質輸送速度を対象とした、野外・室内試験の設計と実践、理論的・数値的解析によ
る定量評価・予測、等への取り組みを続ける他、今後、これらの応用先として、生物生産の現場としての土壌
環境の良否の評価や、維持・改善手段の提案を目指したく思います。

TEL: 028-649-5500

図1  土壌断面調査風景

図2  保水性試験器例 図3 透水性試験器例
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環境、エネルギー、社会連携、畜産環境、施設園芸

・畜産等の汚水を用いた微生物燃料電池の開発
・畜産における空中微生物の遺伝子・動態解析とエアロゾ
ルセンサーの開発

・ICT（AI）を活用した家畜個体管理技術の開発
・地域バイオマス利用、再生可能エネルギー計画、LCAに
よる環境影響評価

・農作業時の熱負荷を緩和する着衣の作業者に及ぼす影響
解明とファンデーションの開発

微生物燃料電池，再生可能エネルギー，地域バイオマス利用計画， LCA ，畜
産環境，防疫，畜産の暑熱対策，エアロゾル，環境制御，堆肥化，温室，畜舎

農業施設学会、日本家畜管理学会、米国農業工学会 等

〈装置等〉微生物燃料電池の電極製作設備一式、エアロゾル測定装置
〈交流〉米国の大学、農林水産

農学部 教授 池口厚男
農業環境工学科 生物資源循環工学研究室

URL: http://env.mine.utsunomiya-u.ac.jp/lab/be/index.html 
Mail: ikeguchi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いけぐち あつお

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

バイオマスのエネルギー変換として排水を浄化しながら発電する畜産
排水等を用いた微生物燃料電池の開発を行っています。低コストや高出
力化に向けた電極素材、作成法を研究しています。また、地域バイオマ
ス利用・再生可能エネルギー計画の立案やライフサイクルアセスメント
（LCA）を用いた農業生産体系の環境影響評価、悪臭拡散抑制に関する
研究をしています。
家畜伝染病に対する防疫に関して、病原体ウイルスや細菌の遺伝子解

析とエアロゾルとの関連、それらの抑制技術の開発研究を行っています。
その一環として安価で簡易なエアロゾル濃度検出センサーの開発をして
います。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

温室、畜舎といった農業施設の環境制御や施設から外の環境への物質拡散に関する研究を長年実施してきまし
た。畜産を対象とした研究、特に汚染空気（病原体、悪臭を含む）の拡散抑制に関する研究では国内外から高い
評価を得ており、関連学会から学会賞を授与されました。方法論としての風洞模型実験、CFDに精通しています。
微生物燃料電池の開発では電極自体の作成も自前でできますので、様々な電極材料の探索やリアクター作成が

可能です。

微生物燃料電池では出力の向上を目指して、アノード素材の探索、組成、リアクター形状の開発に取り組む予
定です。一方、汚水浄化にも注目してBOD等の除去率が高い微生物燃料電池の開発も検討中です。

LPCV方式を温室にも応用する予定です。

技術移転希望項目・エアロゾルセンサー、微生物燃料電池、ICT

TEL: 028-649-5483

地球温暖化に伴い暑熱負荷による家畜生産の低下が大きな課題ですが、その対策に関する技術開発を行ってい
ます。その一つにLow Profile Cross Ventilation （LPCV）という新たな換気方式の畜舎を開発しています。ま
た、温室、畜舎といった閉鎖空間内の環境制御技術の開発をしています。

ICTを活用して家畜個体の動作行動の解析から家畜の高度個体管理技術の開発をします。
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土壌侵食，農地・土壌保全，水・物質動態

・沖縄における赤土流出問題に関する研究
・放射性物質で汚染された地域の復興に関する研究
・熱帯泥炭湿地の保全と温室効果ガスの放出抑制 など

自然環境に関する野外モニタリング技術，土壌や水に関
する室内分析，室内実験（降雨実験など） ，水・物質
循環に関する数値シミュレーション

・農業農村工学会，土木学会，農業気象学会など

・降雨シミュレータを用いて豪雨でも土壌を保全する室内実験を実施
・気候変動に伴う水，土，農作物の影響を予測します．

農学部 教授 大澤和敏
農業環境工学科 農地・土壌工学研究室

URL: http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/env/lab/land/index.html
Mail: osawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

おおさわ かずとし

2018年8月更新

研究概要

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

農業活動が自然環境へ大きなインパクトを与えている現況に対応して、農地及び土壌の適切な管理・保全技術
を科学的根拠に基づいて確立させることを目指しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

～課題解決型の研究スタイル～
研究のアプローチの方法として、フィールドにおける現地観測、室内実験・分析、解析モデルを用いた数値シ

ミュレーションを主としており、地域で生じている問題の解決を目指した技術開発を常に心がけて研究を遂行し
ています。そのため、自然環境に関するモニタリング技術や水・物質循環に関する数値シミュレーション技術に
関して多くの知見を有しているのが特徴です。

～企業、行政、そして地域住民との連携～
地域で生じている問題の解決のためには、研究者による活動の

みでは不十分であり、企業、行政、そして地域住民との連携を図
りながら取り組むことが不可欠です。沖縄における赤土流出問題
を例に挙げると、地域の観光資源であるサンゴの持続的な保全・
再生を行うためには、農業だけではなく社会も環境保全型にシフ
トさせる必要があります（右下図）。赤土の主な発生源である農
地の対策にかかる費用や労力などを社会全体でサポートする体制
作りが必要なのです。環境問題には複雑な相互関係やジレンマが
あり、科学的技術だけでは解決できない場合が多いので、今後、
研究者以外の機関とも連携を深めつつ研究・教育・地域貢献活動
に励みたいと思っております。

TEL: 028-649-5488

沖縄地方における赤土流出とは、農地の表土が激しい降雨に
よって侵食を受け、サンゴ等の生態系に悪影響を与えていると
いう現象です。農地における土壌保全型農業に関する研究や河
川や海域における負荷物質循環に関する研究を実施してきまし
た。成果の一例として、沖縄県石垣島における流域において、
水や土砂の動態を評価する数値シミュレーションを実施し、そ
の現況を評価するとともに、勾配修正等の土木的対策や不耕起
栽培等の営農的対策を想定した土砂流出量の削減効果を評価し
ました（右上図）。更に、福島県での放射性物質の汚染など、
国内外における同様の土壌流出問題に開発した技術等を応用し
ています。

～自然環境と人間社会の共存のための科学～
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生物環境調節、施設園芸、食品科学、食品工学

・付加価値の高い植物育成システム（植物工場）の開発
・施設園芸にける環境調節技術に開発
・食品、清酒、ビールなどの品質評価と機能性の向上

植物工場，施設園芸，食品，アスパラガス，ホップ，
エディブルフラワー，品費評価，光計測，機能性

生態工学会、農業施設学会、農業食料工学会、日本生物環境工学会、日
本食品科学工学会

・民間企業や官公庁と共同して、現場適性の高い研究を行っています。
・日本全国、海外からも学生を積極的に受け入れます。

農学部 教授 齋藤高弘
農業環境工学科 生物環境調節学研究室

URL: http://env.mine.utsunomiya-u.ac.jp/lab/seibutsu/
Mail: saitot[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さいとう たかひろ

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

・研究室では、施設園芸の現場から宇宙空間での食糧生産まで幅広い分野
を守備範囲としています。世界で飢える人がいる反面、日本では食糧があ
ふれ、その農法（無農薬・有機農法・農業の工業化）や収穫物の品質、さ
らに健康に及ぼす機能性までが問われています。養液栽培、施設園芸、植
物工場などの現場でも安全で高付加価値、かつSDGsに対応した栽培方法
の模索が行われています。また、生産された農産物、加工食品や嗜好飲料
（清酒やビール）の品質評価や、疾病に結びつく活性酸素の消去能力の高
い栽培・加工技術など、消費者と生産者を直接結び、信頼関係を築くため
の科学的な技術開発にチャレンジしています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

・植物工場での機能性が高いエディブルフラワーの栽培技術・アスパラガス
の生長制御と品質評価指標の確立・香味菜の生理特性に適した貯蔵技術の開
発 このように、エディブルフラワー（食べる花）、アスパラガス、香味菜
等特徴的な植物を題材に、農業現場での課題から最先端の農業までリアルな
体験を通して、自分のスキルアップができます。「日本、アジア、アフリカ、
南米等、世界から学生が集まる研究室にしたい。」「一人一人の学生の能力
を、世界スタンダードのレベルにupしたい。」「今以上に、地域や現場と結び付き現場適性の高い、役に立つ
研究をしたい。」と思っています。

栃木県にとどまらず、日本全国、世界に有用な農産物、食品が日本には多く存在します。しかし、その商品の
付加価値を高めるには、その特性を明確にし、消費者が望む指標であったり、成分を裏付ける技術開発が求めら
れています。この事は、生産者と消費者を結び付け、両者にとって食の安全・安心を担保する重要な要素であり、
今後も研究を続けていきます。

TEL: 028-649-5501

・農学は、「おもしろくて役に立つ」分野です。是非、教育・研究の両側面お問い合わせください。可能な限り、
同じ目線で一緒に課題の解決に取り組みます。
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農村計画，農業土木

・農作業の安全性を高める農地整備手法の解明と普及
・田んぼまわりの維持管理作業を楽しく行うための方法論
づくり
・お煎餅の開発を通じた農村と都市の活性化

農作業安全，土地改良事業，ユニバーサルデザイン，米の
６次産業化

農村計画学会，農業農村工学会，食料農業工学会

ー

農学部 准教授 田村孝浩
農業環境工学科 農村計画学研究室

URL: -
Mail: tamurat[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

たむら たかひろ

2020年3月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

我が国では年間約45,000件もの農作業事故が発生し，毎年
350名を超える人命が失われています。他産業では労働衛生環
境の改善が徹底的に進められ，2009年における労災事故死者
数は1971年の約２割にまで削減しています。しかし農作業事
故死はこの40年間ほとんど変わらず高位安定のまま推移して
います。
農業従事者の減少と高齢化が急速に進む今日，産業の安定

性・持続性を保つためにも，農作業事故を起こさせない安全な
就労環境を創出することは喫緊の課題といえます。農村計画学
研究室では，農作業と管理作業の安全性を高める基盤構造の解
明と創出に取り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

私達の研究フィールドは，現実の農村社会です。そのため教育と研究のモットーは“現場に学び，現場に還す”
こと。丁寧なフィールドワークを通じて，現場の課題を拾い，その解決策を紐解き，教育と研究の成果を実社会
に還元することが当研究室の強みです。

農業という産業の継続性を考えた時，最優先されるべきは生産性よりも労働者の安全性に他なりません。年
齢や性別などの属性を前提にすることなく，農業をやりたいと思った人がどんな時でも安全に作業できる圃場，
つまり“ユニバーサルデザイン圃場“の創出と社会実装を目指します。

福島県公共事業評価委員会委員
小山市環境審議会委員

 

 乗用トラクタの転落事故現場における調査風景 

実線：機械の走行軌跡 
破線・機械の転落軌跡 

転落により損壊したトラクタ 
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食品工学，食品科学

・米飯の加工操作に伴う糖質消化性，組織構造，力学物性
の変化に関する研究

・栃木県産農産物（オオムギ，ソバ，チャ）を使った地域
食品の開発とその評価

・Future Foodsの創製

In vitro模擬消化試験，糖質消化性，テクスチャ解析，組
織構造観察，食品加工，バイオアベイラビリティ

日本食品科学工学会，日本食品工学会，農業施設学会，美味技術学会，
農業食料工学会，生態工学会

・糖質食品の開発や消化性の評価に力を入れています
・共同研究や大学院生の受け入れを積極的に行っています

農学部 助教 田村匡嗣
農業環境工学科食品流通工学研究室

URL: http:// www.facebook.com/Food.Distribution.Engineering.Laboratory
Mail: m-tamura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

たむら まさつぐ

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

農産物や食品の加工は，品質，美味しさ，人の健康に深く関係しています．
本研究室では単位操作による食品加工を軸にして，（１）食品加工が美味し
さや消化性に及ぼす影響の解明，（２）収穫後農産物の品質保持と評価方法
の確立，（３）栃木県農産物を使った地域食品の開発および評価，などの
テーマに取り組んでいます．これらの研究を通して，食べる喜びを感じられ
る食品の開発と豊かな食生活の創造を目指しています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

世界的な人口増加，自然災害・感染症パンデミック，健康志向の上昇など
を背景に，これまで以上に環境負荷が少なく，簡便で嗜好性・機能性の高い
食品の需要が見込まれています．一方で，日本各地には魅力的な農産物や原
料があるものの，その価値を引き出し高めるための加工操作や技術開発が少
なく急務の課題です．当研究室では，主に栃木県の誇る農産物，食品，これ
まで破棄されていた農産物残渣を見直し，様々な加工を施すことで新たな地
域食品を開発し，その嗜好性，機能性，摂取後の消化性などを科学的に評価
しています．

研究を通して，関係者と協力しながら食品の魅力を世界に発信し，未来の
食品づくりを目指しています．

これまでに多くの共同研究を進めてきました．それらはいずれも，農家，民間企業，地方公共団体のご協力
あればこそできた研究であり，クリアした結果を還元し，発展に繋げられればと考えています．
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環境、エネルギー，ライフサイエンス

・農畜産物の生産・消費システムの総合的評価手法開発に
関する研究

・農畜産物の省エネルギー型生産システム構築に関する
研究

・ライフサイクル思考を取り入れた食と農の教育プログラ
ム開発の研究

環境影響評価（LCA），エネルギー収支分析，バイオマス利活用，畜産環境，
家畜管理，環境教育

農業施設学会、日本畜産学会、日本ＬＣＡ学会

研究生、大学院生を積極的に受け入れています。

農学部 准教授 菱沼竜男
農業環境工学科 地域エネルギー工学研究室

URL: http://env.mine.utsunomiya-u.ac.jp/lab/hishi/ 
Mail: thishinuma[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ひしぬま たつお

2017年12月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

農畜産物の生産・供給システムに対する総合的・包括的なシステム分析と部分的、技術的な対策検討からシ
ステムの効率化や省エネルギー化、環境負荷低減策の検討に取り組んでいます。
農業、畜産業および農畜産物を取り扱う食品加工業、小売業などの関連産業は、私たちの生活の基本となる

食料を生産・供給する点で重要な産業です。一方、農畜産物の生産や加工、流通、消費に係わるさまざまな活
動が、地球の温暖化や地域水系の汚染、廃棄物問題などの原因と考えられる環境負荷物質や有機性廃棄物の排
出源であることも事実です。
私の研究室では、毎日の食事が環境負荷の低減につながるよう、農畜産物の生産・供給・消費システムの改

善点がどこにあり、どのように改善していくのかについて、評価、システムの検討、教育をつなげた研究に取
り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室では、「ライフサイクル思考」をベースとした分析手法で農畜産業における潜在的な環境影響の把
握とその低減に向けた対策案の検討を進めています。
私たちの生産活動，消費活動は、生産や加工、小売、消費、廃棄などの多くのプロセスが直接的，間接的に

関与しています。どのような分野にあっても、問題解決を進めていくに当たって、物事を総合的、包括的に捉
える視点である「ライフサイクル思考」の適用が有効だと考えています。
私たちの強みは、ライフサイクル的な見方、考え方を基本とした分析と分析手法の開発に取り組んでいるこ

とです。

今後は，評価手法の適用，開発の研究とともに、これまでの調査や研究の成果を踏まえた具体的な対策案の
検討を進めていきます。例えば，畜舎における省エネルギー型の暑熱対策の構築に関する研究やライフサイク
ル思考を取り入れた食と環境の教育プログラム開発などを進めながら、生産者側と消費者側の課題を拾い上げ
て、その解決に向けた研究に取組んでいきます。

社会活動として、研究活動の中で作成したライフサイクル思考に関する環境教育プログラムを、宇都宮市で
開催される食育フェアにおいて一般消費者や児童、生徒を対象に実施し、ライフサイクル思考の教育に取り組
んでいます。今後は、教育現場での実施、利用に向けた教育プログラムの整理、教材開発を進めていく予定で
す。
また、これまでに取り組んできた環境影響評価の経験から、有機性廃棄物や未利用資源などの利活用、製品

や施策などに伴う環境影響の把握（ライフサイクスアセスメント）に取り組むことをお考えの企業や行政、団
体に対しまして、環境側面からの助言を行うことができます。

TEL: 028-649-5490

SDGs事例

204



農業機械学，農業情報学，

・トラクタ・コンバイン・田植機の挙動および制御に
関する研究
・農作業安全のための生体情報利用に関する研究
・穀粒の風選別に関する研究

農業機械，システム開発，自動化，農作業安全・軽労化，
環境負荷軽減

・農業食料工学会，農作業学会，農業労災学会

・3D-CADを利用した装置設計，MATLABによるプログラム開発
・官公庁などの研究部門と共同研究を行っています

農学部 教授 松井正実
農業環境工学科圃場機械学研究室

URL: http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/about/08-02-13.html
Mail: m-matsui[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつい まさみ

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

食を支える農業生産は，優れた圃場機械の適切な利用が大切です。私の研究室では，農業の生産性向上と，作
業労働や環境負荷の低減を図り，持続的に安定した農業生産を支援することを目標として，工学的手法に基づく
圃場機械の最適化と，安全性快適性を考慮したシステム開発を行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

農業機械は過酷な環境下で使用されており，農作業事故解消
の観点から，作業者の安全性と快適性を確保することが喫緊の
課題です。特に整備が行き届かない山間部の農道は，農業機械
の転倒や転落事故が後を絶ちません。
そこで，農道や圃場の地形と農業機械の諸元を調査して，シ

ミュレーションモデルを構築し，MATLABによる数値解析を
行っています。これにより動的な挙動を把握して，どのような
状態が最も安全か，どのようにすれば事故が回避できるかにつ
いて，考え得る限りの状況で検証を行っています。また，3D-
CADを駆使して模型を設計・製作して実際に検証も行っていま
す。

農業機械開発に従事した経験から，様々な農業機械の構造や利用方法を理解しており，農作業従事者の立場に
立った農作業安全と軽労化，環境負荷軽減に資する研究を進めていきたいと思います。

農業食料工学会では平成18年に学術賞を，平成29年に論文賞を受賞しました。2013年には英文誌EAEFでも
BEST PAPER AWARDを受賞しました。また，農業機械開発に従事していた際に農業機械関連技術の特許を100
件以上取得しており，平成13年に四国地方発明表彰日本弁理士会会長奨励賞を，平成21年には四国地方発明表
彰愛媛県支部長賞を受賞しています。

TEL: 028-649-5496
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農村における生態系の解明、保全および利活用

・農業水路における魚類の生態解明と保全
・里山における高次捕食者であるフクロウの生態解明と
保全

・歴史史料を用いた江戸・明治期の生物相の解明

農村生態系の解明，環境アセスメント，生物を利活用した
地域おこし

農業農村工学会、日本魚類学会、農村計画学会

ー

農学部 准教授 守山拓弥
農業環境工学科農村生態工学研究室

URL:  http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/about/08-02-14.html
Mail: t-moriyama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

もりやま たくみ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

・農業水路における魚類の生態解明と保全
土地改良事業により改変された農業水路を対象に魚類の生態を研究しています。

・里山における高次捕食者であるフクロウの生態解明と保全
赤外線カメラを用いフクロウの餌資源の解明に取り組んでいます。また、GPSをフクロウに取り付け、行動
圏の把握も行っています。

・歴史史料を用いた江戸・明治期の生物相の解明
栃木県内に残された産物帳を用い、江戸期の生物相を解明するとともに、明治期の測量図を用い、当時の農
村の環境を調べています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室では、学生とともに農村に出かけ、そこに生息する生物の調査を実施しています。また、生物調査の
技術を活かし、地域住民等を対象とした環境教育等にも携わっています。農村における生きものと、それを利活
用した環境教育等に興味のある方はご連絡下さい。

栃木県の農村は生物相の豊かな場所です。こうした農村の生態系を明らかにし、保全するとともに、利活用す
る方法を模索することで地域に貢献していければと考えています。

TEL: 028-649-8639
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農業経済学、フードシステム学、農政学

・フードシステム
・農山村地域
・農業市場

フードシステム，農山村再生，農業政策

日本農業経済学会、日本農業市場学会、日本フードシス
テム学会、農業問題研究学会、日本国際地域開発学会

食料・農業・農村の現場で頑張っている方々の実践に何よりも敬意を表す
るとともに、関わり、学ばせていただいたことを、教育・研究に活かした
いと思っています。

農学部 准教授 神代 英昭
農業経済学科

URL: -
Mail: jindai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

じんだい ひであき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

農産物の生産から食料品の消費までの流れを総合的に把握する「フードシステム」的視点を軸に、農業、食品
産業、消費者の各役割や相互関係の変化、課題とその解決方法について、国際的な視点と地域的な視点を複合さ
せながら総合的に研究しています。
近年のフードシステムは、国際化の影響も受けながら、ごく少数の大手主体が主導する下で、効率性や利益を優
先するシステムに変貌しています。この動きの中で、国内農業、特に条件不利性の多い農山村地域の地域社会・
経済の縮小が顕著になっています。ただし農山村地域では厳しい状況にある一方、農産物直売所、農村レストラ
ン、農産加工施設、集落営農など地域活性化の新展開も見られます。先進事例の分析の結果、（1）地域固有の
伝統・文化・資源の見直し、時代に合わせた磨き直し、（2）高齢者、女性などを含む地域内人材の主体的な活
躍の連鎖、（3）地域外との交流の増加（応援・共感消費、関係人口）、などの多くの可能性を秘めていること
がわかります。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

机上の理論・学問だけでなく、実社会や現場とのつながりも強く意識しながら、教育・研究活動を実践して
います。例えば授業では、学生に対し、食と農に関わる問題を身近な問題としてとらえ直してもらうことから
始めています。そのうえで、関係する理論や現状について、講義を中心に学んでもらいます。そして最後には、
自らも実社会・現場とのつながりを保有する当事者の一員であることを自覚し、何ができるのか、何をすべき
なのかを考え直してもらうことを目標としています。

国際的なヒト・モノ・カネ・情報の急速かつ大きな流れに受動的に翻弄される場面が増えています。そうし
た状況だからこそ、自ら主体的にヒト・モノ・カネ・情報の流れを再編している実践例は貴重だと思います。
そうした事例の分析を通じて、フードシステムと地域社会・経済の持続的発展を両立させる可能性や課題につ
いての研究を深めたいですし、研究以外でも現場のこれからの実践に関わっていきたいと考えています。

市民講座や研修会の講師、各種審議会の委員などを通して、さまざまな現場から多くを学んでいます。
また、自ら得た知見を現場へフィードバックできるように、今後も頑張りたいと思います。

TEL: 028-649-5520
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社会連携

・農産物ブランド化
・農商工連携、農業の6次産業化
・農産物マーケティング

農業経営，マーケティング，ブランド

日本農業経済学会、日本農業経営学会、日本フードシステム学会

ー

農学部 准教授 杉田直樹
農業経済学科

URL:-
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

すぎた なおき

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

近年各地で取り組まれている農産物の地域ブランド化を巡る課題として、消費者は地域ブランドをどのように
評価しているのか、また農産物の地域ブランド化がその流通構造に及ぼす影響に関して研究してきました。
また、農商工連携や6次産業化の取り組みにおいては、新たな製品開発が必要不可欠であるだけでなく、農商

工連携・6次産業化の成否に大きな影響を与えることになるため、農産物を原料とした加工食品等の製品開発の
特徴や課題などを研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

農業経営において、これまで以上に農産物の「販売」が大きな役割を果たすようになっています。これまでの
ブランド化や、農商工連携、6次産業化における製品開発等のマーケティングに関する諸研究は、農産物の販売
を考える上でのヒントになりうると考えています。

農産物の販売を始めとしたマーケティングについては、これといった正解はありませんが、農業経営者だけで
なく、農産物の生産から販売に関わる多くの方の一助となるような研究を行っていきたいと考えています。

自治体における地域ブランドの推進等への協力を行っております。

SDGs事例
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環境、エネルギー、社会連携

・木質資源の収穫技術・木質バイオマスのエネルギー利用
・路網と作業システム・生産性とコスト分析

森林バイオマス収穫機械・システム，森林バイオマスサ
プライチェーン，路網配置，GIS、LiDAR ，UAV，森林
作業システム，車両系機械

日本森林学会、森林利用学会（常務理事）、日本エネル
ギー学会

附属演習林・地域の森林組合・事業体等と連携して研究を行っています

農学部 教授 有賀一広
森林科学科 森林工学研究室

URL: https://www.facebook.com/shinrinko
Mail: aruga[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

あるが かずひろ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

当研究室では栃木県林業振興課、森のエネルギー研究所と共同で、総務省の
委託を受け、栃木県が実施した平成21年度「緑の分権改革」推進事業における
栃木県クリーンエネルギー賦存量及び利用可能量等調査内、森林バイオマス
（林地残材）利用可能量詳細調査及び実証試験調査業務を実施しました。本事
業は、地域に広く浅く存在する森林バイオマスの発生場所と発生量（＝賦存
量）を実際の施業実績を元に把握して利用可能量を推定することと（図1）、
森林バイオマス（林地残材）の搬出・運搬コストの低減化とその利活用を促進
しうるシステムの導入可能性を検討すること（図2）を目的に実施しました。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

森林バイオマス利用可能量推定において、実際の収穫システムを想定し、経
済性を考慮して利用可能量を推定した試みは本事業が初めてであり、推定した
利用可能量は栃木県における森林バイオマスのエネルギー利用計画に用いられ
るとともに、推定手法は他地域における利用可能量を推定する際の参考とされ
ています。また、森林作業システムに関する研究は、平成26年11月に大学演
習林単独としては全国初となる「森林管理認証SGEC」を取得した船生演習林
（538ha）や地域の森林組合・事業体等と連携して研究を進めています。

平成24年７月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度FITが開始され、平
成27年度より、FITで認定を受けた発電所が稼動してくるため、実際の森林バ
イオマス収穫作業を調査し、より正確な森林バイオマス利用可能量推定モデル
を構築する予定です。また、航測・地上・車載レーザ計測LiDARやUAVを用い
て詳細かつ広域に森林資源量を計測する手法を研究しています。

技術移転希望項目
・森林バイオマス利用可能量推定 ・作業システムの生産性・コスト分析

TEL: 028-649-5544

図1 林地残材発生量

図2 森林バイオマス搬出機械
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砂防工学

・水路実験に基づく土石流の流動機構解明
・土石流の数値シミュレーションモデルの開発

土石流，土砂災害

砂防学会、日本森林学会、日本地球惑星科学連合

ー

農学部 助教 酒井 佑一
森林科学科 砂防工学研究室

URL: -
Mail: sakai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

さかい ゆういち

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

近年、豪雨により毎年のように土砂災害が発生しています。このような土砂災害のうち、広い範囲に被害をも
たらしうる土石流について研究しています。土石流の到達範囲を知るには、数値モデルによるシミュレーション
が有効です。しかし、土石流の流れのメカニズムが十分明らかになっていない部分もあるため、現状の数値モデ
ルには改良の余地があります。土石流の災害対策につなげるために、土石流の流れのメカニズムを解明すること
を目指して研究しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

土石流の到達範囲は、どのような大きさ（粒径）の土
砂がどれくらいの割合で土石流に含まれるか（粒径分
布）に大きく影響されることが分かっています。しかし、
現状の土石流の数値モデルでは、そのような粒径分布の
影響を適切に表現しきれていない部分もあります。土石
流の粒径分布と流れの関係を解明することを目的として、
基礎的な水路実験をもとに研究を行っています（図１）。
これによって得られた知見を数値モデルに反映させ、過
去に発生した土石流の災害事例で検証することで、土石
流の数値シミュレーションモデルの開発を行っています。

土砂災害には総合科学的な側面があります。土砂災害の発生に対して、森林の取り扱いが与える影響や、人間
活動が与える影響についても研究できればと考えています。また、近年の気候変動が土砂災害の発生に与える影
響についても重要なテーマだと考えています。

土砂災害の防止には産官学の連携が重要です。実際の対応にあたっている国や自治体、災害防止に関わる技術
開発を行っている企業との連携を通して、社会貢献できればと考えています。

TEL:028-649-5542

図１ 土石流の水路実験
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森林社会科学分野

・林業労働力分析
・木材価格分析
・森林経済学

林業労働，林業雇用対策，林業の定着

林業経済学会、関東森林学会、日本森林学会

なし

農学部 助教 林宇一
森林科学科 森林政策学研究室

URL: -
Mail: uichi [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

はやし ういち

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

林業について、主に量的側面から分析をしています。現在は、国勢調査を用いた
林業労働力動向の分析、また賃金や離職に関する要因分析を行なっています。また
最近新たに始めたばかりですが、木材価格分析にも取り組んでいます。栃木県とい
う林業県にいるため、栃木県を対象に県内の林業会社や森林組合、県の担当部署な
どへの聞き取り調査とデータ収集のほか、現場作業員の方への聞き取りも行ってい
ます。国勢調査は調査項目が多いので、今後の用途拡大を目指し、どのような可能
性がありうるのかを模索しています。木材価格では、その動きはどのような特徴が
みられるのか、またどのような要因が影響しているのかを探っております。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

最近では、林業は一般求職者の就職先の一つになってきています。一方で、林業の現場作業は依然として給与
面及び安全性において課題を抱えています。このように林業は近年、一般の労働市場の中でとらえるべき存在に
なっており、このような林業労働について主に量的分析によってその特徴を捉えることに挑戦しています。また
大学の森林科学科に所属していることから、職業観を学生に聞いてみる、同じ学科の先生方とも連携するなどし
て、林業も含めた仕事観の変化の把握に努めています。

林業は特に地方において地域の重要な雇用先でありながら、現場での就業環境では給与面や安全面においてま
だまだ課題があります。そのため、定着についてもまだ課題が残っている状態です。これは栃木県についても同
様で、これらの課題の改善を進め、林業就業者の就業環境と定着の改善を目指して取り組んでおります。

栃木県での林業系専門学校の設置検討、人材育成プログラムなどについて、意見交換を行いました。県内林業
事業体とも意見交換を実施しており、今後研究成果を踏まえたフィードバックができるようにしていきたいと思
います。

TEL: 028-649-5535
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森林計測・森林計画・森林評価

・森林域の適正空間配置と適正利用に関する研究
・GISやリモートセンシングを用いた森林空間情報解析に
関する研究（スマート林業への応用）
・森林管理／森林経営支援システムの開発と応用

森林モニタリング，森林の成長予測，森林の多面的機能評
価，UAV（ドローン）計測，森林経営支援システム開発

森林計画学会、森林学会、写真測量学会、ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会、GIS学会

長期固定試験地データ（40プロット以上）、成長予測モデル、現地調査・
空撮調査機器、独自のアプリ開発

農学部 准教授 松英恵吾

森林科学科 森林計画学研究室

URL: https://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/forest/keikaku/staff.htm
Mail: matsue [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつえ けいご

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

・森林の「保続」のための森林管理技術の確立
当研究室では森林資源をある世代で使い切ることなく世代を越えた持続的利用を可能にする森林の整備・維持・
管理の方法を研究対象としています。古くから林業界では持続的利用のことを「保続」という言葉で表現してき
ました。「持つ」と「保つ」は近い意味を持ちますが、森林と人との関係で見ると多少ニュアンスが異なります。
我々は森林と人との関係を正面から捉え、森林を保続するための森林管理技術の確立をメインテーマに研究活動
を行っています。
主な取り組み
・森林の現状把握（森林モニタリング）のための技術開発（空間情報工学技術の応用）
・森林の成長モデル開発（50年を超える長期モニタリングを基盤とした開発）
・森林経営支援システム開発（森林計測アプリ、森林情報管理データベースの開発）

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

・現場へのフィードバック重視
長年、引き継がれてきた貴重な試験地の実測データを基盤に、研究成果については常に現場での実利用、

フィードバックを重視して研究を実施しています。特に技術開発において豊富な実測データを背景に現実的な精
度検証が可能な点が強みとなっています。技術の適用対象として、主に行政が担う流域レベルから個別林家によ
る林業経営レベルまでのスケールを網羅した技術開発を行っています。さらに固定試験地の成果は積極的に公開
しており、地域林業の基盤データとしても活用可能です。

・国土全体における森林のあり方を提案、林業の再構築への貢献
現況の森林に関する諸問題を対処療法ではなく、国土の土地利用全体（都市計画、農地計画と森林計画）から掘
り下げ、日本の地域の森林のあるべき姿を提案し、適正な森林管理には欠かせない産業としての林業の再構築に
貢献していきます。

現在研究室では地域の林業事業体、林家、製材業者、建築家、県庁職員とともに協議会を組織し森林認証制度
の普及、スマート林業推進活動にも取り組んでいます。今後も川上のみならず川中、消費者まで含んだネット
ワークを活かし森林管理のあり方を考えていきます。

主な活動成果：栃木県林分材積表作成・栃木県森林認証管理マニュアル作成

TEL: 028-649-5532
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森林政策、流域管理、農林業史

・人工林の再生産と農山村の定住条件
・流域林業史
・森林・林業・林産業構造論
・欧州（仏国）森林管理制度

森林開発の史的展開，人工林管理と農山村社会の発展，
農山村女性への応援歌

日本森林学会、林業経済学会（理事）、林業経済研究所（理事）

農山村で頑張ってきた先人達への敬意を研究に活かします。

農学部 教授 山本美穂
森林科学科 森林政策学研究室

URL: -
Mail: mihoyama@cc.utsunomiya-u.ac.jp

やまもと みほ

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

日本のスギ・ヒノキ人工林は、第二次世界大戦後の復興期に短
時間に急激なスピードで造成され、一種のヒステリックな土地利
用の痕跡を国土に残しました。六十数年を経て都市と農山村双方
が、造成されたこれら人工林管理・利用を考えざるをえない局面
に立たされています。
農山村は、単なる資源供給地ではなくそこに定住する人々の生

活空間であり、森林は単なる木材と大気と環境を提供する資源で
はなく、農山村と人々の歴史を刻んだ記録媒体です（図１）。私
共は、農山村に定住し続けた人々に学び、地域に残された記憶媒
体（文書、土地利用、家屋、そして人工林）をもとに、次の世代
のための、地域のための森林政策、制度設計とはどのようなもの
か、追求しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

多摩川、荒川、利根川、那珂川水系を大動脈とし展開した木材流通は江戸・東京を中心とするネットワークを
形成し、17世紀以来400年間にわたる森林資源の採取・育成・保全と利用・消費との関係を作り上げました。
中でも北関東地域は、東京近郊の他の林業地が相対的に生産力を落とす中、近世以降の江戸・東京大都市圏に
とって重要な林産物供給拠点であり続けました。既開発国において首都圏と木材供給地がこのような地理的近さ
で数百年間資源保続性を有し21世紀を迎えた例は世界的に稀で、先進７カ国で日本だけに見られる特色です。
栃木県内には、林業史的に異なる３つの型の林業地域があり、近世以降、近代、戦後に極めて独特の戦略的位

置づけを持って森林・林業・林産業を展開させ、現時点の課題に向かい合っています。それぞれの地域の持つ強
みそのものが、この地に研究の拠点を持つ者の強みでもあります。

戦後造成された森林資源が主伐期を迎え次の再生産のサイクルをどのように持続させていくのか、農山村での
世代交代が進む中、森林資源管理が次世代へどのように継承されていくのか、全国的な調査と連携しつつ、国、
都道府県、市町村、それぞれのレベルでの制度設計を現場レベルで検証していきます。

市民講座、グループ研修会の講師、各種審議会の委員などを通して、現場から多くを学んでいます。自ら得た
知見を現場へフィードバックできるように努めて参ります。

TEL: 028-649-5534

図１ 農山村の「ライフコース」の例
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森林化学

・樹木の病原菌に対する防御機構
・木質バイオマスのエネルギー及び原料への化学変換
・樹木二次代謝産物のメタボロミクス解析

樹病，シラカンバ，カバノアナタケ，プロテオミクス，
バイオリファイナリー，きのこ，メタボロミクス

日本木材学会、日本農芸化学科、日本質量分析学会、米国植物病理学会、米
国植物生物学者学会、米国化学会

質量分析法及び核磁気共鳴分光法を用いた分析

農学部 教授 横田信三
森林科学科 森林資源利用学研究室

URL: http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp
Mail: yokotas[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

よこた しんそう

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

・樹木の病原菌に対する防御機構： シラカン
バの病害抵抗性機構を解明するために、組織培
養で育成したシラカンバ無菌クローン幼植物体
とカンバ類の癌腫病菌であるカバノアナタケの
実験系を用いて、プロテオミクス（タンパク質
の網羅的な解析）及びメタボロミクス（代謝物
の網羅的な解析）により、研究を進めている。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

教育では、木材主要化学成分の種類・化学構造・化学的性質・生合成、及び木質バイオマスの利用方法・変換
方法等に関して、講義・実験・演習を行っている。研究活動では、上記の３つのテーマに基づいて、プロテオミ
クス、メタボロミクス、有機化学、及び生化学的手法を活用して進めている。特に、機器分析法（質量分析法、
核磁気共鳴分光法）の活用が特徴である。

樹病に関する研究については、今後、ゲノミクス（ゲノム・遺伝子の網羅的解析）及びトランスクリプトミ
クス（RNAの網羅的解析）を取り込み、オミクスの手法及びバイオインフォマティクスの手法を活用して行く
予定である。

これまでに、栃木県内の２つの民間企業と共同研究を行ったことがある。

TEL: 028-649-5539

・木質バイオマスのエネルギー及び原料への化
学変換： 木質系バイオマスとして、食用きのこ栽培後の廃菌床に着目し、この廃菌床からバイオエタノール及
びバイオブタノールの生産に関する研究を行っている。また、きのこの培地に特定の化合物を添加後、培養し、
菌体外に生成・分泌される有用な酵素・タンパク質に関する研究も実施している。

・樹木二次代謝産物のメタボロミクス解析： 心材腐朽菌に侵された老齢の針葉樹種サワラの心材に生成する二
次代謝産物について、健全材のものと比較しながら、網羅的な解析を行っている。
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【トマトの近縁野生種が有する有用形質と遺伝子の解析】
トマトは世界で最も生産量の多い野菜で、糖やアミノ酸、ビタミン類やミネラルが豊富な栄養価の高い野菜と

しても注目されています。現在市場に流通しているトマト（栽培種）の祖先種である近縁野生種は、栽培種にな
い有用形質や遺伝子を多く含むことから、新品種の育成などに向けた遺伝資源として利用価値が高いと考えられ
ます。そこで近縁野生種の1つであるS. pennelliiの染色体を栽培種S. lycopersicumの染色体に導入した染色体
断片置換系統を研究材料に用い、果実の品質や収量に関係する形質や遺伝子について研究を行っています。

【タマネギのりん茎肥大メカニズムの解明】
タマネギは野菜の中でも生産量が非常に多く、品種や栽培方法を使い分けて１年を通して市場に流通していま

す。栃木県でも鬼怒川沿岸を中心に産地が形成されるなど、全国で幅広く生産されているタマネギですが、可食
部のりん茎が肥大する仕組みは十分に分かっていません。そこでタマネギのりん茎が肥大するメカニズムについ
て、日長や温度などの環境条件と遺伝子発現の関係などに注目して研究を行っています。

農学部附属農場 助教 池田裕樹
園芸生産技術学研究室

園芸科学

・トマトの近縁野生種が有する有用形質と遺伝子の解析
・タマネギのりん茎肥大メカニズムの解明

野菜，栽培，遺伝子，植物生理

園芸学会、日本農業気象学会

特になし

URL: http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/farmhort/ 
Mail: h.ikeda[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

いけだ ひろき

2020年3月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究室の所在地は、真岡市にある農学部附属農場です。広大なフィールドを最大限に活用した栽培試験や調査
だけでなく、栽培から見出された現象を解明するために遺伝子レベルの研究も行うなど、様々なアプローチから
園芸作物の品質や生産性を高めるための研究を行っています。特にタマネギの基礎研究を本格的に行っている大
学は世界でも少なく、タマネギ研究に関する実績やノウハウを有することは本研究室の強みです。

トマトの有用遺伝子やタマネギの肥大メカニズムの解明が進めば、付加価値の高い農産物の生産や、全く新し
い作型の開発などに結びつく可能性があります。また前述のように、タマネギの基礎研究を行っている大学は数
少ないため、この分野をリードするような研究成果を発表していきたいと考えています。

これまでもタマネギを中心に、共同研究に関するお問い合わせをいただいてきました。学術的な研究の発展に
結びつく共同研究のほか、栽培技術の発展など社会実装に結びつく提案もご相談ください。

TEL: 0285-84-2426
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ライフサイエンス，品質維持・評価技術，生産流通環境

・農産物の高品質維持技術に関する研究
・非破壊品質評価技術に関する研究
・日本産果実の高品質輸出技術に関する研究と社会実装

果実，イチゴ，ポストハーベスト，輸出，高品質化，
非破壊品質評価，近赤外分光法，おいしさ推定

農業食料工学会，食品科学工学会，日本農作業学会，農業施設学会

[使用可能な装置・機器、技術等] 糖・有機酸分析HPLC，GCMS，分光分析
装置，食味評価システムなど，農産物(特に果実類)の品質維持・高品質化に
取組んでいます

農学部附属農場 准教授 柏嵜 勝
生産流通システム工学研究室

URL: -
Mail: 社会共創促進センターにご連絡ください。

かしわざき まさる

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

日本産農産物、特に果実類の高品質流通技術の開発を基盤として、
国内流通から海外流通(輸出)に於ける品質維持技術、高品質化技術、
流通によって変化する食味に関連する物質の把握、さらに実際に食
味やおいしさがどう変化するのかを官能試験などで見える化する研
究を行っています。特に、高品質流通が難しいとされているイチゴ
については独自の方法を考案・開発し、海外の味覚評価機関の審査
で2016年以降連続して最高の評価を得、青果物としては世界で初め
ての賞もいただきました。これらの取組みは研究成果の第三者評価
による実証と考えています。この研究成果の一部は、日本産イチゴ
の世界展開技術のひとつとして量産化し、社会実装しました。世界
の皆さんに日本の高品質なイチゴを、品質を落とすことなく届ける
技術として活用いただけますと幸いです。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究室では、学生が担当する課題も含めて実用化を目指した研究を
行っていますが、社会的なニーズの把握や一般の方に分かり易い説明
のトレーニングとして積極的に展示会に出展しています(写真)。また、
研究の対象となる生産や流通の現場に必ず出向き、現場の方と交流す
るようにしています。研究は現場から生じていることを体験します。

果実の「おいしさ」を研究対象に加えています。甘みや酸味などの内
部品質、硬さなどの物理的品質、色付きなどの外観品質、香りや歯触り
などの官能品質などから、「おいしい」評価につながるための流通条件
や生産条件を明らかにしたいと考えています。また、価格や価値といっ
た経済的側面も重要な要素として組み込んでいけたらと思います。

研究テーマ設定の条件のひとつとして実用化を挙げ、これまで実用化に至った特許等知財権が数件あります。
研究成果で少しでも社会のお役に立ちたいと考えております。

海外第三者機関の評価

アグリビジネス創出フェア展示ブースで所属学生と

SDGs事例

216



水稲栽培全般に関連した技術改善、普及

・育苗、施肥技術省力・低コスト化技術、新規肥料・薬剤
等の開発

・生育診断モデル・システムの開発

水稲，麦類，省力，低コスト，育苗，施肥，病害虫防除，
肥効調節型肥料，育苗箱，生育診断，気象解析

日本農業気象学会（学会誌編集委員会2011~2014年、関東支部理事
2009~2012年）、日本作物学会（関東支部庶務幹事2016年～）、日本雑
草学会、日本地理学会、日本水稲品質・食味研究会

農学部附属農場 教授 高橋行継
作物生産技術学研究室

URL: -
Mail: takahashi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

たかはし ゆきつぐ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

大学に赴任して9年目ですが、以前在職した群馬県農業試験場（館林市）では普通作物（主に水稲・麦類）の
栽培技術開発を中心に研究を進めてきました。県の試験場のコンセプトは、基礎研究というよりは現場で実用可
能な応用技術の研究・開発が中心になっています。私も在職中一貫して普通作物の試験研究にたずさわってきま
した。主な研究テーマとしては、育苗（水稲）、施肥、地域に適合した新品種の選定、雑草防除、病害虫防除、
生育診断、気象解析などに取り組んできました。
具体的な研究成果として、群馬県地元肥料メーカーとの共同研究により省力施肥を目的に肥効調節型肥料を使

用した水稲新規肥料の開発・製品化を2000年に実現しました。また、群馬県平野部の気象や稲麦二毛作栽培大
系に適合した水稲品種「あさひの夢」の導入を1998年に実現させました。さらに、東北地方を中心に導入・普
及していた水稲育苗箱全量基肥技術を北関東地方の稲麦二毛作地帯へ導入する検討、技術改善を進めました。大
学に来てからも引き続き鋭意研究を進めた結果、省力・低コストや環境保全型農業重視の流れの中で、現在では
群馬県内をはじめ、関東地方などの温暖地にも次第に普及しつつあります。
このように現場に密着した実用化技術の研究・開発に軸足を置き、農家の栽培技術改善を通じて、収量・品質

の向上や作業環境の改善を図り、農家所得の向上に結びつけて農業生産に貢献することを目的としています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

大学における農学分野での研究は、どちらかというと現場というよりは基礎的な研究が多いと思います。その
中で私は、出身が県の農業試験場であり、上記のような経緯もあって、現場に密着した応用技術の研究が中心で
あり、出身県の群馬県のみならず学会活動を通じて全国の都道府県の公立農業試験研究機関はもとより国の研究
機関、さらには肥料、農薬メーカーとのパイプを持っています。また、群馬県在職中は普及行政にも携わったこ
とから、県内外の普及指導員、ＪＡ営農指導員、農家との付き合いも広く、これらのネットワークは研究室内に
閉じこもりがちな大学の研究者とはひと味違ったスタンスで研究ができる点が最大の強みであると共に生命線と
いえます。

研究に関して特段先進的な設備を有しているわけではありませんが、研究遂行上必要な作物栽培生理、土壌、
気象解析などの分野にわたる必要な研究調査等が発生した場合は、大学内はもとより学外の研究者と緊密な連携
を取って研究に臨む考えです。そのことによって現地に軸足を置きながら、より詳細かつ綿密なデータ集積、解
析が可能になり、大学ならではの一層高度な研究に発展していくものと考えています。

これまでの地道な活動が評価され、近年は栃木県を中心とした市町村や地元企業、さらには大手企業から共同
研究の依頼が増えつつあります。年々業務が多忙になる中、これらの全ての要請に対応することが難しい状況で
すが、可能な範囲で協力できるように努めてまいります。

TEL: 0285-84-1206
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森林資源保全学

・森林資源の保全
・林木の育種
・環境中の放射性核種の動態

森林資源の循環的利用

日本森林学会、日本緑化工学会

高性能林業機械[フォワ－ダ－・プロセッサ－・フォワ－ダ－など]

農学部附属演習林 教授 飯塚和也

URL: http:// agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/forestry/
Mail: kiizuka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いいづか かずや

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

①演習林における森林資源の循環的利用と森林の保全 ②演習林に少花粉ス
ギ品種由来の家系の試験地を設定し、それらを活用した地域に適応する品種の
作出に取組む。 ③環境中の放射性核種、主にCs-137, Be-7, Pb-210につい
て、右の写真に示すように、Ge半導体検出器で検出されるγ線のスペクトルに
基づき、それらの核種をトレ－サ－とした、樹体内や土壌における動態や環境
情報の研究。Cs-137は、福島原発事故後の環境中の動態、特に森林・樹木と
の関係。また、Be-7とPb-210は、降水との関係が深く、大気や土砂流出等に
関する環境情報が得られる。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

演習林は森林認証（SGEC）を取得しており、持続可能な森林経営を実践し
ている。特に、高性能林業機械を駆使した直営生産を行っている。近年は、右
の写真に示すように、再生可能なエネルギ－としての木質バイオマスも、一般
建材用丸太の生産と同様に、積極的に行っている。
森林整備について、毎年更新を発生させ植栽、保育、伐採、更新・植栽とい

う循環的な森林経営を実施していることで、充実したフィ－ルド教育が実践的
に行われている。

災害に強い森林を目指す。

地域社会に開かれた演習林を目指す。

TEL: 0287-47-0057
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環境

・気象害及び病害虫等が樹木の成長と材質に与える影響の
解明

・森林資源の有効活用

森林被害，気象害，獣害，病虫害，材質劣化

日本木材学会、日本木材加工技術協会

なし

農学部附属演習林 准教授 大島潤一
演習林研究室

URL: http://mori1.mine.utsunomiya-u.ac.jp/sinrin/fs/lab/uf.html
Mail: joshima[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

おおしま じゅんいち

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

森林被害による樹木の材質劣化に関する研究を行っています。現在
は、船生演習林をフィールドとしてクマ剥ぎ被害の状況（写真１）、
被害の形態、被害の経過年数に伴う材質劣化の状況を調査しています。
森林被害は、林業経営にとって大きな経済的損失となり、森林の有す
る多面的機能の低下にも繋がります。被害を受けた樹木の材質劣化の
状況を把握することで、適正な森林造成に向けた維持管理や被害木の
有効利用に関する情報を提供することが可能になります。
更に、演習林のフィールドを活用した森林・林業に密着した様々な

研究を検討してます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

農学部附属演習林として塩谷町船生と奥日光にタイプが異なる二つの森林を有しており、その森林を利用した
森林に関する実践的な調査や先進的かつ応用的な試験研究を実施することが可能です。特に、塩谷町船生にある
船生演習林では、300ha以上の人工林を所有しているため、林業経営や森林管理の課題解決に直結する共同研究
や製品開発を迅速に実施することができます。

現在、船生演習林内のクマ剥ぎ被害の実態を調査しており、今後はモニタリング試験地や被害防除試験地等の
設定し、クマ剥ぎ被害の経年変化の解析及び有効な防除法の開発を進めます。また、人工林に甚大な被害を及ぼ
す病虫害等についても試験研究を進め、その発生機構を解明し、防除対策や被害材の利活用を検討します。

TEL: 0287-47-0057

写真１ クマ剥ぎ被害を受けた樹木
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野生鳥獣管理学，生態学，保全生物学

・イノシシの繁殖および栄養状態などに関する生態学的
研究

・捕殺された鳥獣の資源利用に関する研究
・鳥獣管理事業者の心身ケアに関する研究

鳥獣管理，鳥獣による各種被害管理，河川，人材育成事業

「野生生物と社会」学会

3Dスキャナー（EinScan-Pro）
ドローン（Mavic-Pro）

准教授 小寺祐二
鳥獣害プロジェクト

URL : http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/about/08-07-04.html
Mail: kodera[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

こでら ゆうじ

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

高度経済成長期以降，薪炭林の利用低下や耕作放棄地の増加によっ
て，野生鳥獣の好適生息地が国内に広がりました．その結果，ニホン
ジカやイノシシなどの分布域が急速に回復し，各地で農林業被害が発
生しています．また，地球規模での経済活動の進展によって外来種の
侵入が促され，自然生態系の保全を進める上で大きな課題となってい
ます．
こうした野生鳥獣と人との軋轢を解消するため，個体群生態学など

の基礎分野だけではなく，野生動物管理や生態系保全といった応用研
究も行っています．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

農作物や人身被害で社会問題となっているイノシシの食性や栄養，
繁殖状態の評価や，週齢分析による個体群評価に関する研究を進め
ています．これらの基礎的データは，イノシシに起因する問題を科
学的に解消するための礎となります．また，イノシシを生捕して標
識を装着する追跡調査も実施しており，動物の捕獲に関する技術に
ついての相談も対応可能です．

日本の総人口が減少する一方で，野生鳥獣の好適生息地の拡大を
止めることが出来ていない状況です．将来的にも鳥獣管理は社会的
課題であり続けると考えられます．

社会活動・IUSN Wild Pigs Specialist Group，環境省 鳥獣保護管理プランナーなど

TEL: 028-649-5146

雑草管理
教育研究ｾﾝﾀｰ
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雑草学

・雑草の生態、個体群動態に関する研究
・難防除雑草の管理技術の開発
・環境保全型農業技術の開発

雑草，生活史，埋土種子集団，総合的雑草管理（IWM）

日本雑草学会（副会長・代表理事、英文誌編集委員長）

日本の農業、地域の再生に尽力します。

教授 小林浩幸
難防除雑草プロジェクト 雑草学研究室

URL: http://wsc.mine.utsunomiya-u.ac.jp
Mail: kobah〔at〕cc.utsunomiya-u.ac.jp

こばやし ひろゆき

2020年10月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

登録除草剤にはほとんど効かない難防除
外来雑草が急増しています。新たな除草剤
の開発・登録、除草剤を代替する技術の開
発が急務です。雑草の生理・生態的特性の
解明を基盤として、持続的で普遍性のある
管理技術を開発します。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学生には、常に農業生産現場における課
題を意識し、それに向けた技術開発のため
にはどのような研究、取組みが必要かを考
えてもらいます。

畑作物栽培における難防除雑草や、人手
不足で荒れた地域の植生管理に有効な技術
を開発します。
特に、大豆や麦類の難防除雑草に有効な

新規除草剤の開発・登録や、除草剤代替技
術の開発に向けた取組をメーカーや農業生
産を担う皆様とともに進めたいと思います。

これまで東北で東北農業試験研究推進会議畑作物部会、つくばで作物保護推進会議雑草部会の事務局を務め、
都府県の公設試や農業普及指導センターの皆様と一緒に技術開発、普及に向けた取組をしてきました。宇都宮大
には赴任したばかりなので、栃木ではこれから関係を構築したいと考えています。
なお、公設試や国研、大学に所属する雑草分野の研究員・技術者は驚くほど少なく、増大する需要に全く対応

できていません。全国を対象として、産官学が一体となった雑草分野の人材育成システムを構築することが目標
です。

（上）難防除外
来雑草、マルバ
アメリカアサガ
オに押しつぶさ
れる大豆

（左）マルバア
メリカアサガオ
には既存の除草
剤が効かない。
（右）開発中の
除草機による除
草直後の圃場。

雑草管理
教育研究ｾﾝﾀｰ
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植物分子生理学、植物遺伝学、分子育種学、ライフサイエ
ンス

・植物の成長や環境ストレス応答における分子機構の解明
・乾燥ストレス耐性植物や作物の創出
・植物の成長やストレス応答をコントロールする化合物
開発

植物ホルモン，植物のストレス耐性，種子発芽，植物代謝物分析，蒸散量
測定，光合成測定，分子育種，品種開発

日本植物生理学会, 植物化学調節学会

遺伝子判定、HPLC分析、LC-MS/MS分析、光合成測定装置

准教授 岡本昌憲
植物化学遺伝学研究室

URL: http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/okamoto/ 
Mail: okamo [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

おかもと まさのり

2017年11月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

植物の成長や環境応答に関わる低分子有機化合物に焦点を当て、化学と遺伝
学の両面から植物の生理作用を分子レベルで明らかにしていくことを目的にし
ています。分子遺伝学に適した小さなシロイヌナズナというモデル植物からコ
ムギなどの実際の作物を研究材料として、乾燥、高温、塩ストレスなどの環境
ストレスの分子応答を研究しています。また、得られた基礎的知見を応用して、
分子育種や遺伝子工学を駆使して、耐乾性植物や作物の創出なども行っていま
す。さらに、ストレス耐性を付与するような新しい植物成長調節剤開発などの
応用研究も行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究手法としては、遺伝子(DNAやRNA)解析に基づいて、植物や作物の形質を評価し、古典的な交配を通じ
て、遺伝的要因によって支配される形質特徴を理解します(分子遺伝学)。また、植物の生理応答(種子発芽、気
孔の開口と閉鎖、成長速度、光合成や蒸散量やストレス応答など)を遺伝子レベルで解析します。光学顕微鏡、
光合成測定装置、サーモカメラを用いて、精密に植物の生理応答を解析し、さらにHPLC、GC-MS、LC-MS/MS

植物自身が生産する低分子有機化合物として知られる植物ホルモンは、微量で多様な効果があるために、広く
農業に利用されています。植物ホルモンの作用に影響を与える植物成長調節剤の利用や開発を通じて、植物のス
トレス耐性や種子の発芽コントロールを目指しています。たとえば、乾燥ストレス付与剤は、観葉植物などへの
水やり回数を減少し、管理の手間を減少させます。さらに、乾燥ストレス耐性や高い種子休眠性を持つ作物を開
発し、食糧生産に貢献したいと考えています。

米国特許登録 Synthetic Compounds for Vegetative ABA Responses, US9345245

TEL: 028-649-5555

バイオサイエンス
教育研究ｾﾝﾀｰ

などの分析機器を用いて、植物が生産する生理活性物質や適合溶質
を分析して、植物の生理応答と照らし合わせ、研究を進めています。
また、遺伝子組換え、非遺伝子組換えに該当する化学変異誘発やゲ
ノム編集などの遺伝子工学により、植物に新たな機能や性質を付与
することで、遺伝子の機能を明らかにします。このように、分子生
物学、植物生理学、分子遺伝学、遺伝子工学、化学分析を用いて研
究しています。
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ライフサイエンス、その他（バイオテクノロジー）

・植物細胞の環境応答と制御
・新しいバイオテクノロジーの開発

顕微鏡技術，遺伝子組換え，分子生物学，植物栽培，
植物工場

日本植物細胞分子生物学会、日本植物生理学会、
日本植物学会

・植物工場に関する企業との共同研究を希望しています。
・本センターには、様々な種類の顕微鏡が設置されています。

教授 児玉豊
児玉研究室

URL: http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/kodama/
Mail: kodama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

こだま ゆたか

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

身の周りを見渡すと実に多くの植物がいることに気付きます。どこからかやってきた種子は発芽して地中に
根を伸ばし、成長した植物は二度と生活環境を変えることなく一生を終えます。そのため、植物は動物と違っ
て動くことができないと思われていますが、植物は外環境の変化を感じ取り、個体、細胞および分子レベルで
環境に応答し、厳しい環境に適応しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室では、細胞内の現象を解析するために新しい技術を開発しながら研究を進めています。代表例は、温
度が変化したときの細胞内の状況を観察可能な温度制御顕微鏡の開発です。この温度制御顕微鏡は、地元企業と
共同で開発しており、これまでにない全く新しい顕微鏡装置が構築されました。また、細胞の環境応答研究から
生まれた植物栽培技術は、植物工場における環境制御に役立つことが期待されています（特開2016-021914）。

これからも、植物細胞の環境応答研究と同時に、様々なバイオテクノロジーを開発していく予定です。また、
植物細胞の制御を基盤にして、植物栽培に繋がる新しい技術開発にも取り組んでいきます。とくに、植物工場に
おける植物栽培（特開2016-021914）に関しては、関連企業との共同研究を希望しています。

技術移転希望項目 ・顕微鏡技術 ・バイオテクノロジー ・植物栽培技術
特許出願状況 ・特開2016-021914（植物栽培法）・特願2016-052607（酵素改変）

TEL: 028-649-5527

バイオサイエンス
教育研究ｾﾝﾀｰ

本研究室では、植物細胞（右図）の環境応答研究を行っています。
研究手法としては、植物生理学、分子生物学、細胞生物学などを用い
ており、古典技術から最新技術までを幅広く利用しています。また、
様々な機能性タンパク質を改変して、植物細胞内で起こる様々な分子
反応を可視化するバイオイメージング技術や細胞の制御技術も開発し
ています。このような独自の解析技術を研究に組み込むことによって、
これまでにない新しい研究展開を目指しています。
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天然物化学、質量分析化学

・根寄生雑草防除法の探索
・先端機器分析法の開発
・ストリゴラクトンデータバンクの構築

天然物，質量分析

日本農薬学会、日本農芸化学会、日本質量分析学会

有機化合物を測定することが得意
天然物の扱い

准教授 謝 肖男
天然物化学研究室

URL: -
Mail: xie[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

シャ ショウナン

2018年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

研究室の教育方針は結果より過程を重視します。学生が主体として研究にとりかかり、研究生活を通して、責任感、
思考能力と独創力を育んでもらうことを目的とします。

私は長年に亘る天然物質の同定､および未知物質の構造解析を行ってきました｡これらの研究内容を通じて､さまざま
な有機化合物の取り扱いや､HPLC､LC-MS/MS､GC-MS､NMRなどの分析機器の操作について高度な技能を身につけて
きました。私は今後もこれらの経験と知識を活かして､社会貢献に積極的に取り込んでいきたいと考えています｡

TEL: 028-649-5300

バイオサイエンス
教育研究ｾﾝﾀｰ
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スギヒラタケの毒化メカニズム、サナギタケやマコモタケの寄生・共生関係を明らかにすることで、新しい医
薬・健康食品に応用可能な新規機能性成分やキノコ栽培に普遍的な技術等を見いだせればと思っています。

生物化学･天然物化学･生命情報学

・急性脳症を引き起こしたスギヒラタケの毒物質に関する
研究

・冬虫夏草（サナギタケ）の感染過程において発現する遺
伝子の解析

・マコモと黒穂菌の共存・共生の分子機構解明

准教授 鈴木智大
生物分子情報学研究室

URL: http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/suzuki/
Mail: suzukit[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

すずき ともひろ

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

【急性脳症を引き起こしたスギヒラタケの毒物質に関する研究】
スギヒラタケ（Pleurocybella porrigens）は東北地方を中心に食されてきたキノコ

です。
しかし2004年9月以降、スギヒラタケの摂食者が急性脳症を発病しました。そこで

スギヒラタケの急性脳症の原因物質の特定を毒カメカニズムの解明を行っています。

【サナギタケの感染過程において発現する遺伝子の解析】
冬虫夏草は昆虫などから生じるキノコの総称で、その一種である冬虫夏草

Cordyceps militaris （サナギタケ）は北半球の大部分で発生します。本菌の感染から
寄生そして子実体（きのこ）形成の機構は未解明であるため、次世代シーケンサー等
を用いて遺伝子の解析をしています。

【マコモタケの黒穂菌感染メカニズムの解明】
マコモはイネ科の植物ですが、この植物にカビの一種である黒穂菌（Ustilago

esculenta）が感染すると共生が始まり，異常に肥大し、マコモタケと呼ばれ中国など
でも食用や薬用とされています。私たちは、この感染メカニズム（マコモ-黒穂菌の共
生関係）を網羅的に検討しています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室では現在までに、低分子化合物及びタンパク質のNMRやアミノ酸シーケン
サーを用いた構造決定、質量分析装置等の機器分析装置を用いた諸性質決定、各種タン
パク質の異種発現および次世代シーケンサーを用いた遺伝子解析等を行ってきました。
化合物の精製・構造決定のみならず活性発現機構の解明（生命情報学）と幅広い研究手
法を有しています。

公開講座・バイオテクノロジー体験講座等を通して、大学を身近に感じてもらえるように取り組んでいきます。

TEL: 028-649-5129

バイオサイエンス
教育研究ｾﾝﾀｰ

スギヒラタケ

冬虫夏草

マコモタケ

次世代シーケンサーを用いたゲノム・トランスクリプトーム解析，
質量分析装置を用いたタンパク質同定，メタボローム解析，機能性物質探索

天然有機化合物討論会、日本農芸化学会、日本生化学会

各種機器分析を用いた、遺伝子・タンパク質・代謝産物の解析ができます。

SDGs事例
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植物生理学・植物分子生物学・天然物有機化学

・植物ホルモンに制御される植物生長のしくみを解明
・植物ホルモンの生合成経路の解明
・植物生長を制御する新規シグナル分子の探索

植物ホルモン，植物の生長制御

植物化学調節学会・日本植物生理学会・日本農芸化学会

ー

准教授 野村崇人
植物生理化学研究室

URL: http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/nomura/
Mail:  tnomura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

のむら たかひと

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

植物の生長・分化におけるほとんどの過程には植物ホルモンと呼ばれて
いる内生生理活性物質が関与しています。したがって、それらの生合成や
作用機構を解明すれば、植物の生長生理現象の多くを理解することができ
ます。さらに、その働きを利用すれば、植物の生長制御、延いては農業生
産の向上に結びつけることができます。
植物ホルモンの一種であるストリゴラクトンは、植物体内では枝分かれ

を制御し、根圏に放出されるとアーバスキュラー菌根菌（AM菌：リン酸
供給菌）の共生と根寄生植物（雑草）の寄生を誘導する作用を持ちます。
植物におけるストリゴラクトンの生合成経路は不明であり、その解明に向

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

本研究室では、植物の生長のしくみを化学物質という分子の視点から理解するため、有機化学的（同定・定
量）、生理学的（投与実験）および分子生物学的（遺伝子解析）な研究手法を用いて植物ホルモンの生合成経路
やその調節機構に関する研究を行っています。世界的に見ても、植物ホルモンなどのナノモルレベルの天然有機
化合物の化学分析に関して習熟している研究者は少なく、その分析を行えるのは日本国内でも限られた研究室だ
けです。

植物ホルモンの生理作用は、種子の発芽、根・茎・葉の成長、脇芽の成長、花の形成から種子の成熟など多岐
にわたります。また、乾燥や病害虫などに対する抵抗性にも関与しています。実験室から農業生産への応用展開
を考えて研究を進めていきたいと考えています。農作物の生産において求められている生長制御技術がありまし
たらお声かけいただければと思います。

地球上でますます増えていく人を養っていくためには、一年間に3000万トンずつ食料を増産していかなけれ
ばなりません。そのためには植物の力を活かした食料増産が不可欠です。その現状と解決策の一つを知ってもら
うために、高校生を対象に植物ホルモンに関する出前授業と実験実習を行っています。

TEL: 028-649-5149

バイオサイエンス
教育研究ｾﾝﾀｰ

けた研究を行っています。ストリゴラクトンの生合成の解明が進むと、その調節による地上部の形態制御、AM
菌共生の促進による生産性の増大、さらには世界中の農業生産に壊滅的な被害を与えている根寄生植物の画期的
な防除法の開発が可能になるものと期待されています。
写真：ストリゴラクトンを作れないシロイヌナズナ（左）と正常なシロイヌナズナ（右）
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ライフサイエンス、環境

・小型魚類をモデルとした脊椎動物の性差決定機構解明
・野生メダカの遺伝的多様性

野生集団遺伝的多様性，遺伝子解析

日本動物学会、日本発生生物学会

バイオサイエンス教育研究センターの共通機器

教授 松田勝
分子遺伝学研究室

URL: http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/lab/matsuda.html
Mail: matsuda[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつだ まさる

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

脊椎動物には様々な性決定様式が知られていますが、メダカの場合、性別はほ
乳類と同様に性染色体の組み合わせで決定されます。つまり、性染色体型がXXな
ら雌、XYなら雄になります。精巣にも卵巣にも分化可能な未分化生殖腺があり精
巣になれば雄、卵巣になれば雌になります。本研究室では、遺伝学・発生生物学
の手法を基礎に、未分化生殖腺の性差形成機構を遺伝子のレベルで明らかにしよ
うとしています。最近はゲノム編集技術で遺伝子改変したメダカの表現型を調べ
ていくことで、性分化に関連した遺伝子の機能を解明しています。
また、野生メダカの遺伝的多様性を調べる事で、栃木県産野生メダカの起源を

探る研究も進めています。栃木県には関東に固有のミトコンドリアDNAを持つ集
団が生息しているのでその起源を明らかにしていきたいと考えています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

バイオサイエンス教育研究センターには、放射性同位元素使用施設、ガラス温
室、動物飼育室、遺伝子組換え動植物を飼育・栽培する設備の他に、最先端の遺
伝子解析機器や生体成分の分析機器が揃っています。次世代シークエンサーと呼
ばれる高速塩基配列解析装置や通常の塩基配列解析装置、フローサイトメーター、
共焦点レーザー顕微鏡を含めた各種蛍光顕微鏡等が揃っています。また、生体成
分分析用の質量分析機も取り揃えています。これらの装置を使った共同研究を行
うことができます。

最先端の共同利用機器の学外利用の整備は現在進行中です。センターHPに機器
リストがありますので、気軽にお問い合わせください。

TEL: 028-649-5527

バイオサイエンス
教育研究ｾﾝﾀｰ

次世代シークエンサー

SDGs事例
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ライフサイエンス、環境

・ミジンコの環境応答を制御する分子基盤の研究
・ミジンコの環境応答を利用した環境試験法の開発
・幼若ホルモン経路の進化がもたらす節足動物の多様化
過程の研究

准教授 宮川一志
環境生理学研究室

URL: http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/miyakawa/
Mail: h-miya[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

みやかわ ひとし

2017年5月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

生物は変動する周囲の環境に応じて形や行動を様々に変化させることで繁栄
を遂げています。例えば、ミジンコは天敵から放出される匂い物質を感受する
と防御形態をつくります（右図）。防御形態を持つミジンコは捕食者から食べ
られにくくなります。また、ミジンコは通常メスのみでクローン繁殖をします
が、生息環境が悪化するとオスを産生し、有性生殖をおこないます。有性生殖
では多様な遺伝子の組み合わせが生じるため、クローンで生まれた均質な子供
よりも生き残る可能性が高まります。どのようにしてこのような複雑な環境応
答を制御しているのか、その分子機構の解明に取り組んでいます。
またこのような生物の応答は環境中に存在する人工化学物質（環境ホルモ

ン）によって容易にかく乱されてしまうため、生物の環境応答を環境の評価に
利用する手法の開発にも取り組んでいます。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

ミジンコは全ゲノム配列が解読済みであり、クローン繁殖によって短期間に爆発的に増殖するため均質な個体
を大量に用意することができるうえ、透明で体内が容易に観察可能であり、飼育が安価で容易であるという実験
動物としての有用性を多数持つ生物になります。そのため、基礎生物学の先端研究のみならず、環境調査の指標
動物として或るいは理科教育の材料としてなど様々な現場で活躍しています。
また私達の研究室は世界でも非常に限られた、ミジンコ卵への顕微注射技術を持つ研究室になります。顕微注

射はRNA干渉法による遺伝子機能解析や遺伝子組換え動物の作成、あるいは近年注目されていますゲノム編集
技術の基盤となる技術であり、これら全ての分子生物学的手法がミジンコに適用可能です。

ミジンコの環境応答の仕組みを理解することで、現在環境中に溢れている様々な化学物質がどの様なメカニズ
ムで生物に悪影響を与えているかを理解することができます。また、私達の持つ遺伝子組換え技術を応用するこ
とで、より化学物質に敏感なミジンコや、化学物質が存在すると光って教えてくれるミジンコの開発が将来的に
可能であると考えています。

TEL: 028-649-5189

バイオサイエンス
教育研究ｾﾝﾀｰ

ミジンコ，昆虫，節足動物，分子生物学，進化生物学，環境応答，表現型
可塑性，誘導防御，性決定，ホルモン，毒性試験，環境指標動物，内分泌
かく乱物質（環境ホルモン） ，バイオモニタリング

日本生態学会、日本進化学会、日本動物学会、環境ホルモン学会

小中高における理科教育にミジンコを使用したい方はお気軽にご相談くだ
さい。
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情報光学

・ボリュメトリックディスプレイ
・計算イメージング
・VR/AR

ディスプレイ，レーザー，ホログラム，イメージング

日本光学会，応用物理学会，OPTICA，SPIE

YouTubeもやっています．
https://www.youtube.com/channel/UCn7Sl6TlQ5t0UN_MmEkK4gA

助教 熊谷 幸汰
情報オプティクス研究室

URL:  https://kotakumagai.uu-core.com/
Mail: kumagai[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

くまがい こうた

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

フェムト秒レーザーによる物質励起と多点空間配置を駆使して，サイバー空間とフィジカル空間をつなぐイン
ターフェース，とくにディスプレイとイメージングに関する研究を行なっています．ディスプレイでは，レー
ザー励起を画素生成として活用し，実物体が本来有する3次元を自然に再現し，物体と映像のギャップを埋め得
るボリュメトリックディスプレイの実現を目指しています．また，この技術を体積的な構造化照明法として利用
することで，波長や形状のようなフィジカル空間に溢れる多くの情報を一挙に可視化するイメージング技術の開
発も取り組んでいます．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

主体性，論理性，専門性を身につけ，手を動かせる人を育成できるように，現場に密着しながら学生指導を実
施しています．教員のサポートのもと，学生が主体となり論文掲載まで到達してもらうことを教育成果目標とし
ています．

普段我々が研究者として目にしている現象の美しさや技術の面白さを一般の方にも楽しんでもらう活動を行
いたいと思っています．なかでも，透明をテーマとする展示会，「透明展」を行いたいと考えています．

委託実験を含めた計算機ホログラムの技術指導を企業に向けて行なっています．このような光学実験を含む
専門的技術指導，共同研究や社会実装に向けたコラボ，上で述べたような技術や現象のエンタメ要素，その原
理をひろく楽しんでもらうための活動を，地域と協力して積極的に実施していきたいと考えています．

オプティクス
教育研究ｾﾝﾀｰ

レーザー励起インターフェースのコンセプト ボリュメトリック3D映像と実物体
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情報光学（光技術と情報技術の融合）

・ホログラフィックレーザー加工の完全自動運転
・レーザー加工と光画像計測の研究の省人化・自動化
・体積的ディスプレイ，ホログラフィックアート
・AIと人との光インタフェース

サイバー・フィジカルシステム，計算イメージング，
リモートラボラトリ，ホログラフィ

日本光学会，応用物理学会，レーザー学会（上級会員），電気学会，レー
ザー加工学会，アメリカ光学会(Fellow会員)，アメリカ光工学会(Fellow会員)

海外大学との共同研究を通した学生の国際化と企業との共同研究を通した
レーザー加工技術や光計測技術の社会実装を進めます．

教授 早﨑芳夫
情報光学研究室（早﨑・長谷川・熊谷研究室）

URL: http://i-photonics.sakura.ne.jp/j/Home.html
Mail: hayasaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

はやさき よしお

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

本研究室は，オプティクス教育研究センターにおいて，次世代の産業の種になるような光科学技術の研究活動を
通して，光科学技術の明日を担う人材の育成を行う.研究領域は，情報光学，ホログラフィ，レーザー加工，光計
測，ディスプレイである.教員・研究員・学生が，共に助け高め合いながら，生活や産業に役立つ光システム開発
を行う．令和4年度，早崎芳夫教授，長谷川智士助教，熊谷幸汰助教，博士後期課程2名，博士前期課程8名，学部
4年生5名，さらに，状況が好転すれば，フランスやスイス，中国，インドから短期滞在の学生や研究員が来る予定
である.現在，内閣府SIP，光・量子を活用したSociety5.0実現化技術に参加しており，我々のホログラフィック
レーザー加工技術の社会実装に力を注ぐ．

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

ホログラフィを駆使した高精度画像計測や並列ビームによる超高速レーザー加工が得意である．画像計測は，
フィジカル空間の情報をサイバー空間に伝送し，レーザー加工はサイバー空間の情報をフィジカル空間に展開する
技術であり，光技術と情報技術の融合による，高速化や高精度化・自動化を実施する．ホットのテーマとして．光
干渉計測を融合したレーザー加工のフィードバック制御や自動パラメータ決定によるレーザー加工の完全自動化で
ある．機械部品の表面形状や透明材料の内部構造，生産ラインリアルタイム製品計測をなどの光干渉計測に関する
高いスキルを有する.さらに，夢の技術である体積的映像装置の開発も注力している.

我々の行動指針は，宇都宮大学3C精神に基づき，知らないことに挑戦する(Challenge & Change)，他人の言葉
をよく聴き，自分の意見を明確に伝える(Communication)，発見と発明で人に笑みを与える (Contribution)とし
ており，学生のアイデア創出力を養成しながら，面白くて，役に立つことに，光の力で挑戦する.

レーザー加工，干渉光計測，ディジタルホログラフィ等，光に関連する多くのスキルやノウハウを有する.いくつ
か企業と共同研究を行っており，技術移転も行った．現在，新たなパートナーを積極的に募集する.また，年間10
件以上の技術相談や試作試験を行っており，光に関係することなら，遠慮なく連絡して欲しい．社会人ドクターも
広く受け入れており，現在，何人かの博士学位取得者が，学んだ技術を下に製品開発している

TEL: 028-689-7114

教育研究センター
オプティクス

図１(左)レーザー加工された真珠の耳飾りの少女, (中)カラー体積的ディスプレイ, (右)レーザー励起音の録音中.
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無機合成化学、触媒化学

・可視光応答型光触媒材料の創出・高度化
・機能性光学薄膜の低温合成
・貴金属を用いない新規燃料電池用カソード触媒の開発

光触媒，光機能性材料，金属酸化物，無機有機複合体，
薄膜，微粒子，ゾル-ゲル法，ウェットプロセス

日本化学会、触媒学会、日本セラミックス協会、電気化学会、光化学協会、
日本MRS、医療の質・安全学会

金属酸化物合成装置群、薄膜形成装置群、光触媒作用評価装置群

機器分析センター 准教授 松本太輝
光材料化学研究室

URL: http:// www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/photo/
Mail: takimat〔at〕cc.utsunomiya-u.ac.jp

まつもと たき

2020年10月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

金属酸化物は金属原子（M）と酸素原子（O）が繰
り返し結合した一種の重合体としてとらえることがで
き、当研究室独自の液相合成手法を用いて下記に示さ
れるように、M-O-M結合の成長次元を積極的に制御す
ることが可能です。特に低次元成長により得られる金
属酸化物は「透明性が発現する」「他の物質との均質
な混和が可能」「反応性に富む」「低温で酸化物固体
となる」「大面積化や連続生産への展開が容易」と
いった通常の酸化物粒子とは異なる特徴を有し、新規

研究の理念︓「学理」と「実践」双方を重視した材料開発研究
液相合成プロセスは大面積化や連続生産への展開が容易であり、研究の独自性や学術性は大事にしながらも、

産学官連携研究や技術移転を通して、得られた成果が実用化・産業化に貢献することを目指しています。

高校生向けに「１日体験化学教室」での光学材料合成実験や、出前授業を行っています。
複数の企業との連携研究を行っており、26件の特許を出願しています。実用化事例として「酸化物コーティ

ング溶液の開発」「白くならない紫外線防御化粧品の商品化」「高屈折率光学ガラスの高度化」等の実績があり
ます。

TEL: 028-689-6302

従来の多くの無機合成が「焼結」「溶融」「熱分解」といった高温過程を必要とするのに対し、当研究室で
は、液相での化学反応を利用し、室温程度のマイルドな環境で、無機および無機/有機複合材料を合成していま
す。また、触媒化学に基づく独自の概念を導入し、反応を高度に制御することによって、材料の機能を高めた
り新たな機能を発現させることができます。この精密無機合成とも言える独自の技術を応用し、以下に示すよ
うな種々の機能性材料の創成研究に取り組んでいます。

可視光応答型光触媒 フォトニック結晶薄膜 酸素欠陥制御した酸化物粒子
（燃料電池触媒）

機能製材料の創出、機能性材料の高度化・高性能化、実用化・応用化展開に魅力的な物質と言えます。
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地域創生推進機構 特任助教 坂本 文子
社会共創促進センター

多文化共生論、サービス・ラーニング

・外国人住民の地域コミュニティ参画過程分析．
・外国人住民を含めた防災のあり方に対する実証的研究．
・サービス・ラーニングの教育的・地域的効果検証．

多文化共生，外国人住民，防災，まちづくり，サービス・
ラーニング，中間支援，コーディネーション

異文化間教育学会、日本福祉教育・ボランティア学習学会、日本建築学会

専門社会調査士。多文化共生論での蓄積を活かし、現在地域デザインセン
ターで分野間・組織間・地域間のコーディネートを行っています。

URL: http://rd.utsunomiya-u.ac.jp/rdc/centertop/
Mail: sakamoto235〔at〕cc.utsunomiya-u.ac.jp

さかもと ふみこ

2020年10月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

外国人住民が地域を担う構成員として、安心して暮らせる社
会の構築を目的とした調査研究を行っています。外国人住民の
地域参画に必要な中間支援の要件、要支援者ではなく支援者と
しての外国人住民を含めた防災のあり方の見直し、外国人児童
生徒教育に関する教育環境問題などに、アンケート調査だけで
なく、ワークショップやコミュニティFMの番組制作など、実
践的に調査研究を行っています。右のグラフは、ご近所づきあ
いの実態だけでなく、日本人住民が主体的に地域の外国人住民
に目を向け、調査を実施したことに大きな意味があります。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

社会調査法の授業の他に、地域デザインセンターの仕事では、学生が地域パートナー（自治体、企業、NPO
等）と共に多様な地域の課題に対し解決策を提案する「地域プロジェクト演習」のフィールド（約30カ所）の
コーディネーションや、全学の教員が主に自治体と分野を超えて連携する共同研究やプロジェクト等のコーディ
ネーションを行っています。地域との連携自体が目的化しないよう、地域の課題解決に向け相互に変化を受け入
れられる関係の構築や、そこに集う人々がそれぞれの専門や個性を発揮できる場づくりを心がけています。

暮らしに必要な様々な分野を外国人住民を含めた視点から見直さなければならない時代に入っています。多文
化共生を志向する専門性と多様なコーディネーションの経験を活かし、これまで外国人住民を意識していなかっ
た分野の方々と共に、次の社会を見据えた実践的な取り組みを行えたらと思います。

コミュニティFMミヤラジでの多文化共生や防災に向けた番組の制作・放送、中山
間地域におけるまちづくり相談員、大学における地域連携コーディネーター研修に
おける事例発表、ポートランド州立大学・パブリックサービス研究・実践センター
との協働によるサービス・ラーニングの技法を学ぶワークショップの開催などを実
施しています。

TEL: 028-689-6238
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社会教育学・生涯学習論、教育行政学、教育理論

・生涯学習や教育一般に関する理論と実践及び政策提言
・コミュニケーションに関する理論と実践的研究
・自己実現概念に関する原理的研究と歴史的実証

生涯学習，リカレント教育，自己実現，コミュニケーショ
ン，ファシリテーション，プレゼンテーション，論理的思
考

日本人間性心理学会、日本イギリス理想主義学会、全国国
立大学生涯学習系センター研究協議会

放送大学客員教授（科目「社会教育経営論）。

地域創生推進機構 教授 佐々木 英和
宇大アカデミー 生涯学習研究開発室

URL: -
Mail: sasakih [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp 

ささき ひでかず

2022年8月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

普段当たり前に使っている日常用語について、わかっているつもりでいて、実はほとんどわかっていないこ
とが頻繁にあります。その典型が「教育」であり、「学校で、子どもたちに、教師が、上から下へ教え込む」
というイメージにとらわれている人も多いのではないでしょうか。しかし、教育がそういうものだという前提
に立てば、子どもたちが主体的かつ対話的に協働しながら学びあっているような「アクティブ・ラーニング」
の成功形態は、教育活動としては説明しにくくなってしまいます。そこで、「教育」が「教」と「育」との二
字で成り立っていることに着目してみると、教育の真の目的が「育む」であり、「教える」は教育手段の一つ
にすぎないと気づくかもしれません。すると、児童・生徒・学生を「育む」ための方法として、「教える」を
最小限に控えて「自ら学んでいく」ことを奨励するという筋道の必要性や有効性が浮かび上がってくるかもし
れません。
このように、教育概念について思い込みや決めつけを捨てて自由自在に思考することは、決して抽象的な空

論ではなく、具体的な教育実践論を導くための原点になります。私は、大学生時代から現在に至るまで、教育
をめぐる通俗的な固定観念こそが様々な教育実践の可能性を閉ざしてしまっていると考え続けており、「生涯
にわたる学習」という視点から、教育方法を開発したり教育政策を提案したりしてきました。その中で、コ
ミュニケーション、自己実現、論理的思考法などの各種テーマについても、論考を積み重ねてきているという
わけです。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

学生向けの授業だけでなく、社会人をはじめ、地域住民等を対象とした公開講座を担当すると同時に、講座全
体の企画や広報も行っています。学習者に対する支援としては、学術的深みにつながる思索を後景に置きつつ
も、分野限定的というよりも汎用的に通用するような思考法や智恵が身につくことを強く意識しています。

これまでの研究活動をつうじて、一般的に「常識」とされていることが新たに書き換えられるべきだというこ
とがわかってきました。たとえば、「自己実現」という日本語を聞くと、20世紀半ばのアメリカの心理学者の
Ａ・Ｈ・マズローの欲求階層論を思い浮かべる人も多いと思いますが、歴史的原点を探ると、Ｔ・Ｈ・グリーン
やＪ・Ｈ・ミューアヘッドのイギリス英語“self-realisation”の19世紀末の翻訳にまで辿り着きます。これまで
の研究蓄積について、参照しやすいように編纂し、広く発信していくように心がけます。

学術的に高度とされる内容を、そのままの形で講話するのでなく、「学びあい」を通じた「腑に落ちやすい」
学習支援を進めています。さらに、そうした方法を実施できるファシリテーターの養成にも尽力しています。各
種委員や行政アドバイザーなどについては、国・都道府県・市町村の各レベルで豊富に経験しています。その際
には、広い視野に立った多角的で柔軟な発想で、現実を直視し、理念を創造するよう心がけています。

TEL:028-649-5142
（事務室）
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コミュニティ防災・国際協力・災害復興

・海外の被災地における防災分野の国際協力
・国内外の被災地におけるコミュニティを核とした防災
活動

・フォーマル、及びインフォーマルな防災教育
・防災分野のボランティア、NGO/NPO研究

国際協力，コミュニティ防災，災害復興，ボランティア， NGO ，
外国人と地域防災，ベトナム，スリランカ，米国

国際開発学会・地域安全学会・Association of Research on Nonprofit
Organizations and Voluntary Action（ARNOVA）

15年間の海外生活を経て、宇都宮大学に着任して6年目︕

准教授 飯塚明子

URL:  -
Mail: iizuka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

いいづか あきこ

2021年7月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

防災は災害が多発する日本だけではなく、世界的に大きな課題です。これまで日本、ベトナム、スリランカ、
イラン、アフガニスタン等と言った国内外の被災地で、大学の研究員、防災専門国際NGOの職員、国連職員と
いう様々な立場から災害復興支援に従事してきました。この過程で、コミュニティを核とした活動の必要性を強
く感じ、現在の研究に至っています。2019年は米国ノースイースタン大学の招聘研究者として半年間ボストン
に滞在し、米国の被災地の調査を行いました。持続可能な復興を視野に入れたコミュニティづくりや、外国人と
地域防災についての研究を国内外で行っています。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

コミュニティ防災は、社会学、（地域）開発学、心理学、工学、政治学、教育学、ジェンダー等の幅広い専門
領域を網羅する学際的なテーマで、世代、国籍、職業、専門分野等を問わず、より多くの方々に関心を持ってい
ただきたいテーマです。大学では災害とコミュニティについての科目を日本語と英語で開講し、国内外の被災地
の多様なリアリティを捉えながら、多面的に理解できるような講義を提供しています。

大学で働く前は海外の災害現場で防災活動の実践に取り組んできましたが、現在は日本国内の被災地のコミュ
ニティ防災の研究も行っています。特に外国人を含む地域の様々な人々が参加する地域防災の研究に関心があり
ます。教育においては、防災を非日常的なこととして捉えるのではなく、より日常生活に取り込めるような教育
をしていきたいです。

大学（米国）と大学院（オランダ）で留学を経験した後、インドでNGOインターンシップ、ベトナムとスリ
ランカに4年ずつ駐在し、防災分野の国際協力に関連する仕事に従事してきました。防災だけではなく、国際交
流や留学、異文化理解についてのご相談や講義、研修等、ご関心のある方はぜひお問い合わせください。

留学生･
国際交流センター

SDGs事例
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国際教育論・国際開発論・市民組織論

・欧州のグローバル教育などの歴史研究・政策研究
・開発教育・ESD・SDGs学習などの実践研究・評価研究
・参加型学習（アクティブ・ラーニングやワークショップ）
・教材開発やカリキュラム開発

グローバル教育， ESD ，開発教育，環境教育，人権教育，
平和教育，多文化教育，市民社会組織， SDGs ，国際協力

開発教育協会・日本ＥＳＤ学会・日本社会教育学会・日本環境教育学会・国
際開発学会
宇都宮大学ベストレクチャー賞受賞（第13回／第14回〔2016／2017年
度〕）

教授・副センター長 湯本浩之

「“地球の学び”とグローバル教育」研究室

URL: https://yumoto.net
Mail: yumoto[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

ゆもと ひろゆき

2022年1月更新

研究概要

（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）社会貢献等

今後の展望

（特徴と強み等）教育・研究活動の紹介

飢餓や貧困、差別や抑圧、地域紛争や民族対立、そして、環境破壊や気候変動など、一日も早い解決が望まれ
る地球規模の問題群（グローバル・イシューズ）に私たちは直面しています。こうした状況の改善や問題の解決
に向けては、様々な外交努力や国際協力が続けられています。と同時に、こうした地球的諸課題に取り組む開発
教育・環境教育・人権教育・平和教育などをはじめ、グローバル教育や地球市民教育といった教育実践も国内外
で展開されてきました。
「地球の学び（グローバル教育）」研究とは、「教育」という人間の営為や現行の教育政策・教育制度を批判

的かつ多面的に検討しながら、「共に生きることのできる公正な地球社会づくり」に向けて、「教育」には何が
でき、何ができないのか。その役割や可能性、限界や問題点などを検討するとともに、地球的諸課題に取り組ん
できた各種教育活動の経験や知見に学びながら、学校や大学、家庭や職場、あるいは、市民活動や地域活動の中
に新たな教育実践を創出し、「学習する地域／組織／社会」を構想しようとするものです。

分 野

研究テーマ

キーワード

所属学会等

特 記 事 項

大学内外での教育活動では、参加型学習を活用した授業や研修などを20年余り実践してきました。近年で
はアクティブ・ラーニングやワークショップが注目されるようになり、その手法や方法論が注目されがちです
が、「教育」や「学習」の本質を常に確認しながら研究や実践に取り組んでいます。また、開発教育やシティズ
ンシップ教育などに取り組む国内外の主要な市民組織やネットワーク組織と連携を取り、最新の政策動向や研究
動向を把握しながら、実践的な研究に取り組んでいます。

2015年に開催された国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」では、今後、国際社会をは
じめ、各国政府や市民組織（CSOs）、企業や自治体、学校や大学などが協働して、2030年までに17の地球的
課題に取り組んでいくことが合意されています。その「目標４」で取り上げられた「教育」は、持続可能な社会
を築いていく上で重要な役割を果たすものであり、学校・大学、地域社会、そして市民組織や行政機関などが連
携協力しながら「持続可能な開発のための教育（ESD）」や「地球市民教育（GECD）」などを普及推進してい
くことが掲げられています。日本の学校や教育がさまざまな問題に直面する中で、今後は多様な教育現場の中
に、新たな「学びの場」を創出していくための政策や施策に関する企画立案をはじめ、カリキュラムや教材の企
画や制作、人材育成や研修事業のあり方などについて、研究や実践を進めていきたいと考えています。

SDGsやESD、国際理解や異文化理解、食や環境、人権や平和、国際協力やボランティア活動などをテーマと
した、地方自治体や教育委員会が主催する職員研修や教員研修をはじめ、学校や大学での授業や出前講座、国際
交流協会や市民組織などが主催する各種講座や研修会などの企画立案のご相談に応じてきたほか、講師やファシ
リテーターをこれまで数多くお引き受けしてきましたので、随時、お問い合わせ下さい。

TEL: 028-649-5236

留学生･
国際交流センター

SDGs事例
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あ
青柳 宏 アオヤギ ヒロシ 教育 97

青山 真人 アオヤマ マサト 農学 169

赤塚 朋子 アカツカ トモコ 教育 95

東 剛人 アズマ タケヒト 工学 135

新井 恵美 アライ エミ 教育 83

有賀 一広 アルガ カズヒロ 農学 209

い
飯郷 雅之 イイゴウ マサユキ 農学 189

飯塚 明子 イイヅカ アキコ ｾﾝﾀｰ 234

飯塚 和也 イイヅカ カズヤ 林 218

飯村 兼一 イイムラ ケンイチ 工学 102

飯村 耕介 イイムラ コウスケ 地デ 27

飯山 一平 イイヤマ イッペイ 農学 198

池口 厚男 イケグチ アツオ 農学 199

池田 裕一 イケダ ヒロカズ 地デ 28

池田 裕樹 イケダ ヒロキ 農場 215

石井 大一朗 イシイ ダイイチロウ 地デ 1

石川 隆行 イシカワ タカユキ 教育 58

石川 智治 イシカワ トモハル 工学 136

石田 邦夫 イシダ クニオ 工学 137

石塚 諭 イシヅカ サトシ 教育 91

石戸 勉 イシド ツトム 工学 120

出羽 尚 イズハ タカシ 国際 40

磯谷 玲 イソヤ アキラ 国際 41

糸井川 高穂 イトイガワ タカホ 地デ 14

伊藤 智志 イトウ サトシ 工学 103

伊藤 聡志 イトウ サトシ 工学 138

井口 智文 イノクチ トモフミ 教育 77

岩井 秀和 イワイ ヒデカズ 工学 104

岩永 将司 イワナガ マサシ 農学 170

う
上原 伸夫 ウエハラ ノブオ 工学 105

海野 寿康 ウンノ トシヤス 地デ 29

え
遠藤 康一 エンドウ コウイチ 地デ 15

お
大澤 和敏 オオサワ カズトシ 農学 200

大島 潤一 オオシマ ジュンイチ 林 219

大嶽 陽徳 オオタケ アキノリ 地デ 16

大津 金光 オオツ カネミツ 工学 139

大塚 崇光 オオツカ タカミツ 工学 140

大庭 亨 オオバ トオル 工学 106

大森 宣暁 オオモリ ノブアキ 地デ 30

大森 玲子 オオモリ レイコ 地デ 2

岡本 昌憲 オカモト マサノリ ｾﾝﾀｰ 222

尾崎 功一 オザキ コウイチ 工学 121

長田 哲平 オサダ テッペイ 地デ 31

人名索引
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か
香川 清彦 カガワ キヨヒコ 農学 171

梶原 良成 カジハラ ヨシナリ 教育 86

柏木 孝幸 カシワギ タカユキ 農学 172

柏倉 隆之 カシワクラ タカユキ 工学 141

柏嵜 勝 カシワザキ マサル 農場 216

加藤 謙一 カトウ ケンイチ 教育 92

加藤 直人 カトウ ナオト 工学 122

加藤 紀弘 カトウ ノリヒロ 工学 107

金成 慧 カナリ ケイ 工学 142

カバリェロ 優子 カバリェロ ユウコ 教育 96

株田 昌彦 カブタ マサヒコ 教育 87

蕪山 由己人 カブヤマ ユキヒト 農学 190

刈込 道徳 カリコミ ミチノリ 工学 108

川上 貴 カワカミ タカシ 教育 74

川島 芳昭 カワシマ ヨシアキ 教育 82

く
久保 元芳 クボ モトヨシ 教育 93

久保田 愛子 クボタ アイコ 教育 59

熊谷 幸汰 クマガイ コウタ ｾﾝﾀｰ 229

栗原 俊輔 クリハラ シュンスケ 国際 42

栗原 望 クリハラ ノゾミ 農学 173

黒川 亨子 クロカワ キョウコ 教育 67

黒倉 健 クロクラ タケシ 農学 174

こ
小池 正史 コイケ マサフミ 工学 143

神山 拓也 コウヤマ タクヤ 農学 175

古賀 誉章 コガ タカアキ 地デ 17

古神 義則 コガミ ヨシノリ 工学 144

児玉 豊 コダマ ユタカ ｾﾝﾀｰ 223

小寺 祐二 コデラ ユウジ ｾﾝﾀｰ 220

小林 浩幸 コバヤシ ヒロユキ ｾﾝﾀｰ 221

小原 一馬 コハラ カズマ 教育 68

小原 伸一 コハラ シンイチ 教育 98

近藤 伸也 コンドウ シンヤ 地デ 32

金野 尚武 コンノ ナオタケ 農学 191

さ
齋藤 大地 サイトウ ダイチ 教育 61

齋藤 高弘 サイトウ タカヒロ 農学 201

齋藤 和史 サイトウ ヨシフミ 工学 145

酒井 一博 サカイ カズヒロ 教育 75

酒井 保藏 サカイ ヤスゾウ 工学 109

酒井 佑一 サカイユウイチ 農学 210

阪田 和哉 サカタ カズヤ 地デ 3

阪本 公美子 サカモト クミコ 国際 43

坂本 文子 サカモト フミコ ｾﾝﾀｰ 232

佐久間 洋志 サクマ ヒロシ 工学 146

佐々木 一隆 ササキ カズタカ 国際 44
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佐々木 英和 ササキ ヒデカズ ｾﾝﾀｰ 233

佐藤 栄治 サトウ エイジ 地デ 18

佐藤 剛史 サトウ タカフミ 工学 110

佐藤 正秀 サトウ マサヒデ 工学 111

佐藤 美恵 サトウ ミエ 工学 147

佐藤 元映 サトウ ヨシアキ 農学 176

佐藤 隆之介 サトウ リュウノスケ 工学 123

し
篠田 一馬 シノダ カズマ 工学 148

嶋脇 聡 シマワキ サトシ 工学 124

清水 隆志 シミズ タカシ 工学 149

清水 奈名子 シミズ ナナコ 国際 45

下田 淳 シモダ ジュン 教育 69

謝 肖男 シャ ショウナン ｾﾝﾀｰ 224

鄒 艶華 シュウ エンカ 工学 125

白石 智子 シライシ サトコ 地デ 4

白寄 篤 シラヨリ アツシ 工学 126

申 惠媛 シン ヒェウォン 国際 46

神代 英昭 ジンダイ ヒデアキ 農学 207

す
スエヨシ アナ スエヨシ アナ 国際 47

杉田 直樹 スギタ ナオキ 農学 208

杉原 興浩 スギハラ オキヒロ 工学 112

杉山 央 スギヤマ ヒサシ 地デ 19

鈴木 啓子 スズキ ケイコ 教育 62

鈴木 拓 スズキ タク 教育 76

鈴木 富之 スズキ トミユキ 地デ 5

鈴木 智大 スズキ トモヒロ ｾﾝﾀｰ 225

鈴木 雅康 スズキ マサヤス 工学 150

せ
清木 隆文 セイキ タカフミ 地デ 33

そ
園田 昌司 ソノダ ショウジ 農学 177

た
THAY VISAL タイ ウィサル 地デ 34

髙井太郎 タカイ タロウ 教育 63

髙島 章悟 タカシマ ショウゴ 教育 84

高橋 俊守 タカハシ トシモリ 地デ 6

高橋 行継 タカハシ ユキツグ 農場 217

髙山 慶子 タカヤマ ケイコ 教育 70

髙山 善匡 タカヤマ ヨシマサ 工学 127

瀧本 家康 タキモト イエヤス 教育 78

田所 貴大 タドコロ タカヒロ 教育 72

玉田 洋介 タマダ ヨウスケ 工学 113

田村 孝浩 タムラ タカヒロ 農学 202

田村 岳充 タムラ タカミツ 教育 99

田村 匡嗣 タムラ マサツグ 農学 203

爲末 真吾 タメスエ シンゴ 工学 114

ち
戚 傑 チー ジェ 国際 48

つ
塚本 純 ツカモト ジュン 地デ 7

て
出口 明子 デグチ アキコ 教育 79

手塚 慶太郎 テヅカ ケイタロウ 工学 115

と
外山 史 トヤマ フビト 工学 151

豊島 由香 トヨシマ ユカ 農学 178

な
中川 敦 ナカガワ アツシ 地デ 8

中澤 駿佑 ナカザワ シュンスケ 地デ 20

中島 史郎 ナカジマ シロウ 地デ 21

中島 宗晧（望） ナカジマ ソウコウ 地デ 9

中野 達也 ナカノ タツヤ 地デ 22

中林 正隆 ナカバヤシ マサタカ 工学 128

中村 真 ナカムラ マコト 国際 49

中村 祐司 ナカムラ ユウジ 地デ 10

夏目 ゆうの ナツメ ユウノ 教育 80

に
荷方 稔之 ニカタ トシユキ 工学 116

西川 尚志 ニシガワ ヒサシ 農学 179

二瓶 賢一 ニヘイ ケンイチ 農学 192

ね
煉谷 裕太朗 ネリヤ ユウタロウ 農学 180

の
野村 崇人 ノムラ タカヒト ｾﾝﾀｰ 226

は
橋本 啓 ハシモト ケイ 農学 193

長谷川 光司 ハセガワ ヒロシ 工学 152

長谷川 まどか ハセガワ マドカ 工学 153

羽生 直人 ハブ ナオト 農学 194

早川 智恵 ハヤカワ チエ 農学 181

早﨑 芳夫 ハヤサキ ヨシオ ｾﾝﾀｰ 230

林 宇一 ハヤシ ウイチ 農学 211

原田 淳 ハラダ ジュン 地デ 11

春名 順之介 ハルナ ジュンノスケ 工学 154

房 相佑 バン サンウー 農学 182

ひ
東口 武史 ヒガシグチ タケシ 工学 155

菱沼 竜男 ヒシヌマ タツオ 農学 204

人見 久城 ヒトミ ヒサキ 教育 100

日野 圭子 ヒノ ケイコ 教育 101

平井 英明 ヒライ ヒデアキ 農学 183

平井 李枝 ヒライ リエ 教育 85

平田 光男 ヒラタ ミツオ 工学 156
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ふ
福井 えみ子 フクイ エミコ 農学 184

福井 糧 フクイ リョウ 農学 185

藤井 広重 フジイ ヒロシゲ 国際 50

藤井 雅弘 フジイ マサヒロ 工学 157

藤倉 修一 フジクラ シュウイチ 地デ 35

藤村 隆史 フジムラ リュウシ 工学 158

藤本 郷史 フジモト サトシ 地デ 23

藤原 紀沙 フジワラ キサ 地デ 24

藤原 浩已 フジワラ ヒロミ 地デ 36

船渡 寛人 フナト ヒロヒト 工学 159

古澤 毅 フルサワ タケシ 工学 117

へ
へーガン・ネイザン ヘーガンネイザン 工学 129

ほ
星野 智史 ホシノ サトシ 工学 130

本田 悟郎 ホンダ ゴロウ 教育 88

ま
前田 勇 マエダ イサム 農学 195

槙野 佳奈子 マキノ カナコ 国際 51

増田 浩志 マスダ ヒロシ 地デ 25

松井 貴子 マツイ タカコ 国際 52

松井 正実 マツイ マサミ 農学 205

松浦 佑希 マツウラ ユウキ 教育 94

松英 恵吾 マツエ ケイゴ 農学 212

松島 さくら子 マツシマ サクラコ 教育 89

松田 勝 マツダ マサル ｾﾝﾀｰ 227

松村 啓子 マツムラ ケイコ 教育 71

松村 史紀 マツムラ フミノリ 国際 53

松本 太輝 マツモト タキ ｾﾝﾀｰ 231

松本 浩道 マツモト ヒロミチ 農学 186

マリー ケオマノータム マリー ケオマノータム 国際 54

丸岡 正知 マルオカ マサノリ 地デ 37

丸山 剛史 マルヤマ ツヨシ 教育 57

み
水重 貴文 ミズシゲ タカフミ 農学 196

三田 妃路佳 ミタ ヒロカ 地デ 12

南 伸昌 ミナミ ノブマサ 教育 81

宮川 一志 ミヤカワ ヒトシ ｾﾝﾀｰ 228

ミヤグスク・リオス
レナート

ミヤグスク リオス
レナート

工学 131

三宅 俊浩 ミヤケ トシヒロ 教育 64

宮代 こずゑ ミヤシロ コズエ 教育 60

も
森 博志 モリ ヒロシ 工学 160

森田 香緒里 モリタ カオリ 教育 65

守安 敏久 モリヤス トシヒサ 教育 66

守山 拓弥 モリヤマ タクミ 農学 206

諸星 知広 モロホシ トモヒロ 工学 118

や
矢嶋 徹 ヤジマ テツ 工学 161

山岡 暁 ヤマオカ サトシ 地デ 38

八巻 和宏 ヤマキ カズヒロ 工学 162

山田 潔 ヤマダ キヨシ 農学 197

山登 一輝 ヤマト カズキ 工学 163

山仲 芳和 ヤマナカ ヨシカズ 工学 132

山根 健治 ヤマネ ケンジ 農学 187

山野 有紀 ヤマノ ユキ 教育 73

山本 篤史郎 ヤマモト トクジロウ 工学 133

山本 裕紹 ヤマモト ヒロツグ 工学 164

山本 美穂 ヤマモト ミホ 農学 213

ゆ
湯上 登 ユガミ ノボル 工学 165

湯本 浩之 ユモト ヒロユキ ｾﾝﾀｰ 235

よ
横尾 昇剛 ヨコオ ノリヨシ 地デ 26

横田 信三 ヨコタ シンソウ 農学 214

横田 隆史 ヨコタ タカシ 工学 166

吉澤 史昭 ヨシザワ フミアキ 農学 188

吉田 一彦 ヨシダ カズヒコ 国際 55

吉田 勝俊 ヨシダ カツトシ 工学 134

吉原 佐知雄 ヨシハラ サチオ 工学 119

依田 秀彦 ヨダ ヒデヒコ 工学 167

米山 正文 ヨネヤマ マサフミ 国際 56

寄川 弘玄 ヨリカワ ヒロハル 工学 168

わ
若園 雄志郎 ワカゾノ ユウシロウ 地デ 13

王 玲玲 ワン リンリン 地デ 39
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あ
アートワークショップ 87

アーバスキュラー菌根 175

アーバスキュラー菌根菌 226

青枯病菌 116

空き地活用 1

空き家活用 1

アクアバイオミメティクス 128

アクティブ・ラーニング 93

アジア漆工芸 89

アスパラガス 201

アセスメント 61

遊び 68

アニマルウェルフェア 169

アブラナ科 182
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アミノ酸 188

アミノ酸自己組織化構造 104
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アンカーボルト 25
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安定性 75
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イギリス美術 40
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異常検知 23

泉鏡花 62

イチゴ 216

イチゴ収穫ロボット 121

位置情報システムに関する
信号処理 157

遺伝子 113
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遺伝子解析 179
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遺伝的アルゴリズム 151

営みと暮らし 15
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胃の進化 77

異分野融合研究 113

移民 46

イメージング 113
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計算イメージング 230

時空間符号化による
新しいイメージング 164

赤外線・紫外線イメージング 129

分光イメージング 129

医用システム 128

飲酒防止 93
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インバータ 154

インフラ整備 38

う
ウイルス
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植物ウイルス 179

植物ウイルス 180

バキュロウイルス 170

ウェットプロセス 231

ウシの起源 184

うつ 196

うっ血 124

宇都宮藩 70
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埋立・盛土 29

運動解析 134

運動学習 94

運動指導 94

運動指導
子どものー 92

体つくり運動 94

運動制御 94

運動発達 92

運動や振動の制御 156
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英語教育 44
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英語教育（小中高連携） 99

英語教育におけるユニバーサ
ルデザインの学び 73

英語教員研修 99

英語教授法 73

英語研究 44

英語・言語研究 44

英語授業改善（小・中・高） 99

映像提示技術 147
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栄養疫学 96

液状化 29

エコスクール 17

エスニシティ 46

エディブルフラワー（食用花） 201

江戸 70

エナジーハーベスティング 158

エネルギー 23

エネルギー経済 39

エネルギー収支分析 204

エネルギー代謝 96

遠隔コミュニケーション 60

遠距離介護における
コミュニケーション 8

園芸作物 174

エンジン制御 156

エンブレム 40
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応力拡大係数 34
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音場制御 152

オペラ 98

面白さ 68

おもてなし 42

オリゴ糖 191

音楽 43

音楽アウトリーチ 83

音楽教育 98

音楽で世界をつなぐ・つなげ
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音響計測 152
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温度制御 146
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カーボンニュートラル 26
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外国語教授法 72

外国人住民 232

外国人と地域防災 234

改修 17

解体 23

開発教育 235

界面構造・物性解析 102

会話分析 8

カウンセリング 97

カオス 132

科学概念 79

化学教育 81

化学状態分析 141

科学普及活動 51

拡散のコンピューターシミュレー
ション(CFD) 122

学習評価 90

拡張排水 17

学童 17
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ガス化 110

風や水流によって振動が起こる
問題の原因調査 122
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河川環境 28
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画像圧縮 148

画像処理 129
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163

画像選択型認証 153

画像データベース 153

画像復元 138

画像復元 163

画像分類 153

加速器
次世代加速器 140
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テラヘルツ加速器 140
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家畜改良の歴史 184

家畜管理 204

学校行事 59

学校を中心としたコミュニティ 90

活性汚泥法や水処理全般に関する
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合奏 84

家庭科教育 95

カテプシンE 77

河道内植生 28

ガバナンス 10

ガバナンスと市民社会 42

リスクガバナンス 39

カバノアナタケ 214

カプセル型リアクター 117

可変焦点レンズ 163

カラス 169

体つくり運動 94

眼球運動 142

環境アセスメント 171
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環境影響評価（LCA） 204

環境応答 228

環境学修 17

環境教育 14
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環境建築 24

環境指標動物 228

環境制御 199

環境性能評価 26

環境調和型溶媒 110

環境づくり 17

環境負荷 23

環境負荷軽減 205

観光 46

観光振興の動向 5

観光地域の立地 5

幹細胞 113

乾漆 89

感受性 97

鑑賞 88

感情 49
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感性 136

感性情報処理 147

感性情報通信 152

感性評価 152

がん治療
光や放射線を用いるがん治療 106

岩盤構造物 33

き
器械運動 94

機械学習 131

150

機械的性質 127

機械やヒトの運動・振動 134

器楽 83

擬軌道尾行性 75

企業まちづくり 1

企業マネジメント
（商品企画,広告デザインなど） 9

気候学 78

気候変動 27

気候変動への適応 28

技術教育 57

気象害 219

気象解析 217

規制改革 12

季節感の共有 149

季節繁殖 189

起訴 67

喫煙・飲酒・薬物乱用防止 93

機能形態 173

機能性 201

機能性新型野菜‛香味菜（こうみ
な）‘ 182

機能性物質探索 225
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214
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カバノアナタケ 214
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キャリア教育 81

球技 91
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安全教育 14

英語教育 44
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小中高連携による英語教育
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化学教育 81

家庭科教育 95

環境教育 14
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技術教育 57

キャリア教育 81

教師教育 72
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グローバル教育 235

言語教育 48

高大連携 13

国語教育 63
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子どもの運動指導 92

作文教育 63

社会教育・生涯学習 13

授業・教育デザイン 73

主権者教育 67

情報教育 82

食育 96

食教育 2

職業教育 57

人権教育 67

心理教育 4

数学教育 101

STEAM教育 79

生物教育 77

体験型土壌教育プログラム
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多文化教育 48
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地学教育 78

デザイン教育 86

統計教育 74

美術館教育 88

美術教育 88

フィールドワーク教育 5

物理教育 78
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文理複眼教育 3

平和教育 235

法教育 67

防災教育 32

保健教育 93

教育課程 57

教育心理学 59

教員養成 57
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教科横断的カリキュラム
マネジメント 73
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教科等横断的な学び 93

共感 49

教材開発 156

共在感 17

教材研究 90

91

教師教育 72

100

教師の意思決定 91

協働 10

強ひずみ加工 127

業務分析 32

鏡面仕上げ 123

橋梁 35

虚血 124

キレート官能基 105

き裂進展解析 34

緊急援助と復興・開発 42

近赤外から中赤外の長波長光源・
検出技術 155

近赤外光 124

近赤外分光法 216

金属材料の塑性変形 126

金属酸化物 231

金属ナノワイヤ 111

金属部品の軽量化 126

金ナノ粒子 105

銀ナノ粒子 104

金融制度 41

く
空間構成 15

空間情報科学 18

空間デザイン 86

空中ディスプレイ 164

組合せ最適化 151

組換えタンパク質 170

グラフィックデザイン 86

グラフェン 111

168

クリープ特性 34

グリーンインフラ 28

クリティカル・シンキング 48

グローバリゼーション 48

グローバル教育 235

黒み 136

け
ゲーム教材 79

経営 11
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蛍光体 115

蛍光プローブ 106

経済
アメリカ経済 41

エネルギー経済 39

経済政策 7

経済成長（持続的成長） 7

経済理論 7

国際経済 41

地域経済 7

ラテンアメリカ経済 47

計算イメージング 230

刑事事件 67

刑事訴訟法 67

刑事法 67
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計測技術 149

計測と制御 146

警備ロボット 130

刑法 67
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血管硬さ 124

血管内皮細胞機能 124

結晶構造 115

結晶方位 127

ゲノム解析 225

ケミカルバイオロジー 106

ゲル 107

健康づくり 2

言語教育 48

言語研究一般 44

言語発達 65

減災 27

建設マネジメント 39

幻想 62

現代中国 53

建築意匠 15

建築環境工学 24

建築再生 21

建築材料 23

建築設計 15
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地域との協働による建築設
計・まちデザイン 16

原発震災の被害 45
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顕微鏡 113
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顕微鏡技術 223
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憲法 67

こ
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コーディネーター 1

高圧装置 110

高温変形・高温強度 127

光学薄膜 167

光学分割 108

鋼橋 34

公共交通 12

公共事業 12

公共性 10

高強度超短パルスレーザー 140
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工芸 89

光合成
光合成測定 223

人工光合成 159

鋼構造物 34

広告デザイン 9

公衆衛生 17

高周波 150

洪水 27
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高性能計算アーキテクチャ 139
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構造安定性 33

構造解析 163

構造工学 35

構造実験 22

酵素活性抑制 194

高大連携 13

紅茶 42

交通 30

交通安全 31

交通流シミュレーション 31

高等教育と雇用 47

行動分析 18

高度交通システム 158

高能率加工 123

高品質化 217

高分子化学 114

香味菜 183

交流インピーダンス法 119

高力ボルト 25
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固／液界面 102
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国語教育 63
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国際栄養 96

国際協力 235
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国際経済 41

国際刑事裁判所 50

国際比較研究 39

極小空間 17

国連安全保障体制 45

固体・液体表面 102

個体識別 185

古典芸能 62

古典文学 62

ことば 97

子どもの安全向上 14

子どもの運動指導 92

コミュニケーション 49
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コミュニティ
学校を中心としたコミュニティ 90

コミュニティ開発 42

コミュニティ形成 10

コミュニティ施設 1

コミュニティ防災 234

米
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米の６次産業化 202

水稲 217

ゆうだい21 181

コラーゲン 190

コレステロール 124

コロイド 80

コンクリート 19

建設用コンクリート 36

高強度コンクリート 37

高流動コンクリート 37

コンクリート材料技術 36

鋼とコンクリートの複合構造 35
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昆虫ウイルス 170

コンピュータグラフィックス 160
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さ
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細菌の遺伝子組換え 118
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サイクルツーリズム 26

材質劣化 219
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最適化 135

最適化手法 132

最適化問題 132

サイバー・フィジカルシステム 230
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裁判 67
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在来資源 43

在来知 43

材料化学 114

材料組織 133

材料評価 133
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作物栽培 185

挿絵版画 40
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殺虫剤 171

里山 6
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里山の生物多様性 6

サプライチェーン 31

酸化グラフェン 111

酸化的カップリング反応 108
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酸化・部分酸化 110
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現実の世界と算数・数学との
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磁気測定 146
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磁気バリ取り技術 125
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シグナル伝達 188

シクロデキストリン 107

シクロデキストリン誘導体 103

自己意識的感情 58
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自己組織化 102

地震工学 35

地震動 20

システム 135

システム開発 205

システムソフトウェア 139
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磁性材料 146

次世代加速器 140
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次世代シーケンサー 225

施設園芸 201

施設配置論 18

自然環境に関する野外モニタリン
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事前計画 91

自然地理学 78

持続可能な開発のための教育 235

視聴覚提示技術 152
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実験による効果検証 60
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漆造形 89
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質量分析 224

質量分析装置 225

自動運転 17
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自動化 205
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市民社会 12
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社会開発と文化 43
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宗教文化 69
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主応力 34

授業開発 74

授業・教育デザイン 73

授業研究 100

主権者教育 67

種子発芽 222

種・属間交雑 182
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シュルレアリスム 88
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省エネルギー 135

省エネルギー行動 14

生涯学習 13
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上下水道システム 38

蒸散量測定 222
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情報処理
センサー機器を用いた－ 157

情報デザイン
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情報モラル 82
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省力 218

初期胚発生 187

食育 96

食教育 2

職業教育 57

植生 27

食生活学 2

触媒 117

食品 202

食品加工 204

食品由来機能性成分 194
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植物ウイルス 180
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植物工場 202

224

植物栽培 224

植物生理 175
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植物代謝物分析 223

植物のストレス耐性 223

植物の生長制御 227

植物病害 186

植物病理 180

植物病理学 181
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植物ホルモン 223
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食物アレルギー 198

食物繊維 194
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女性と子ども 43
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シラカンバ 215

自律移動ロボット 130
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自律訓練法 94

飼料 177
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進化計算 152

進化生物学 229

新規建設材料の開発 36

新規合成反応 108

新規有機反応の開発 103
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真空機器 147

神経新生 197

神経伝達物質 190

人権教育 67
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人権問題 45

人権ワークショップ 50

信号強度ナビゲーション 131

人工光合成 158

人工林管理と農山村社会の発展 213

人材育成事業 220

人材育成とキャパシティ・デベ
ロップメント 42

深層学習 130

身体技法 149

人畜共通感染症 184

振動解析 134
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心理測定尺度開発 4

人流 31

森林
海岸林 27

人工林管理と農山村社会の
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森林開発の史的展開 213

森林経営支援システム開発 212

森林作業システム 209

森林資源の循環的利用 218

森林土壌 183

森林の成長予測 212

森林の多面的機能評価 212

森林バイオマスサプライ
チェーン 209

森林被害 219

森林モニタリング 212

心霊主義 51

す
水素
水素エネルギーキャリア 117

水素化 110

水素製造 110
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スイッチングデバイス 159

水田土壌 183

水稲 217

水熱処理 110

水分量 198

数学 74

応用数学 161

現実の世界と算数・数学との
つながり 74

算数・数学科の学習指導 101
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数学的モデリング 74

数値解析（有限要素解析，骨組解
析） 22

数理物理 161

数理モデル化 134

ストリゴラクトン 226

ストレス
植物のストレス耐性 222

ストレス評価 169

精神的ストレス 175

輸送ストレス 169

スマートLEDタイル 164

スマートシティ 31

スラグ 105

スリランカ 42
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声楽 98

生活環 171

生活経営 95

生活史 221

生活支援 95

生活の質 30

制御 135

制御技術者の人材育成 156

性決定 228

政策過程 10

政策転換 12

静止画像符号化 153

政治過程 10

制震構造 35

精神的ストレス 196

生体関節駆動 124

生体関連物質等の合成 103

生態系サービス 6

生体計測 124

128

生態系を活用した防災・減災 27

生体構造 113

124

生体の機械的組織 124

生体反応 124

生体リズム 17

性判別 184

生物 113

生物教育 77

生物多様性 189

生物有機化学 106

生物を利活用した地域おこし 206

生命 113

生理 187

生理活性物質 105

赤外計測 167

赤外線・紫外線イメージング 129

セキュアディスプレイ 164

施工性向上 37

施工法の構築 22

設計法の構築 22

接合部設計 25

節足動物 228

接束の正値性 76

接着強度 34

接着接合 34

接着破壊基準 34

接着はく離 34

施肥 217

セメント 19

セルロース 194

戦後秩序 53

染色体分析 184

センシング 23
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センサー機器を用いた情報処理 157

選択抽出 110

そ
走化性 116

総合的雑草管理（IWM） 221

相互結合網 166

捜査 67

走査型トンネル電子顕微鏡観測 104

総力戦 53

測度拡大性 75

組織 11

組織構造観察 203

組織制御 127

塑性加工技術（実験および有限要
素法シミュレーション） 126

ソバ 175

ソフトマター 80

107

ソフトマテリアル 114

ソフト・ロボティクス 128

ゾル-ゲル法 231

相互作用
弱い相互作用 143

た
ターンバックル 25

体外受精 186

体外培養 186

体験型土壌教育プログラム開発 183

ダイコン 182

代謝 178

196

耐震構造 35

耐震診断 25

耐震補強 25

ダイズ 175

体性感覚 173

体性幹細胞培養と解析 190

体内時計 189

タイの社会と文化 54

堆肥化 199

太陽光発電 159

対話 97

多言語使用 55

脱炭素 26

建物の温熱環境の評価・改善方法
の考案 14

多糖 191

多糖類 194

多文化教育 48

235

多文化共生 46

232

多文化・多民族 13

タマネギ 215

単結晶育成 162

タンザニア 43

胆汁酸吸着 193

炭素繊維強化プラスチック
（CFRP） 34

炭素・窒素循環 181

タンパク質 113

178

タンパク質加水分解物の生理
機能解析 190

タンパク質合成 188

タンパク質同定 225

タンパク質の消化吸収動態
解析 190

タンパク質発現プロファイリ
ング 190

ち
地域 10

地域おこし 6

生物を利活用した地域
おこし 206

地域環境 15

地域還元 43

地域経済 7

地域材 21

地域資源の活用 6

地域社会 46

地域社会学 54

地域住民組織 54

地域設計 86

地域づくりの人材養成 6

地域との協働による建築設
計・まちデザイン 16

地域バイオマス利用計画 199

地域連携 13

地下空間 33

地学教育 78

畜産 71

畜産環境 199

204

畜産の暑熱対策 199

畜舎 199

竹粉 181

知識移転 71

チタン 127

知的財産法 83

地方自治 12

チャーン指標 76

着床 186

着床率向上 186

茶室 17

注意 142

中央・地方関係 12

中間支援 232

中間支援組織 1

柱脚 25

チューバ 84

柱梁接合部 25

聴覚 136

鳥獣
獣害 219

鳥獣管理 220

鳥獣による各種被害管理 220

鳥獣被害対策 6

野生鳥獣被害 169

調整プロセス 10

超精密エッジ仕上げ技術 125

超分子 106

超分子化学 114

超臨界 110

著作権 83

地理情報 71

地理情報システム 6

28

209

地理的変異 173

チロシナーゼ阻害活性の測定 192

つ
通気性等に関する計測・評価・
予測 198

土 29

土の視点からみた未利用有機物の
利活用法の開発 183

津波 27

て
低アレルゲン化食品 197

低温測定 146

低コスト 135

217

ディジタルサイネージ 164

ディスプレイ 136

229

空中ディスプレイ 164

セキュアディスプレイ 164

ヘッドマウントディスプレイ 158

3Dディスプレイ 164

低分子有機化合物のLC-MSを用
いた定量解析 190

適切な情報デザイン 60

テキストマイニング 17

テクスチャ解析 203

デザイン教育 86

デザイン研究 79

鉄筋 19

鉄鋼 105

テラヘルツ 165

テラヘルツ加速器 140

165

寺山修司 66

電位感受性色素 106

電解重合 103

電気伝導特性 162

電気めっき 119

電子透かし 153

163

天敵利用 177

伝統織物 136

伝熱促進 111

天然物 224
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天然有機化合物の分析・構造解析 192

展覧会 87

電力変換回路 159

と
ドイツ史 69

同位体トレーサー法 181

統計教育 74

統計力学 80

瞳孔 142

銅合金 127

糖質消化性 203

導体 149

道徳 61

東南アジア 89

倒伏抵抗性 172

動物
アニマルウェルフェア 169

アブラムシ 171

ウシの起源 184

ウマ 169

家畜改良の歴史 184

カラス 169

環境指標動物 228

鯨類 173

人畜共通感染症 184

節足動物 228

反芻動物 176

ブタ 169

哺乳類 173

ミジンコ 228

ヤギ 169

動脈硬化 124

道路舗装 29

特異値分解 137

毒性試験 228

Dr.りえのおしゃれなクラシック 85

特別活動 59

都市 30

46

都市景観 17

土砂災害 29

210

土壌の生成 183

土壌の透水性 198

土壌微生物 181

土壌や水に関する室内分析 200

土石流 210

土地改良事業 202

栃木県 71

トマト 179

215

トランスクリプトーム解析 225

ドローン 28

ドローン計測 212

な
内発的動機付け 104

内発的発展 43

内分泌かく乱物質
（環境ホルモン） 228

ナッジ 42

ナノ医療 106

ナノインク 111

ナノシート 115

ナノスケール微細加工 123

ナノフォトニクス 148

ナノ粒子 102

ナノ流体 111

に
二酸化炭素資源化 117

日系人社会 47

日本近代文学 66

日本語 149

日本語の歴史 64

日本史 70

人間の安全保障 45

妊娠 186

認知行動療法 4

ぬ
布地 136

ね
根こぶ病 182

熱 80

熱応答性高分子 105

熱中症予防行動を誘発する
情報デザイン 14

熱伝導解析 34

ネットワーク 10

ネットワーク系制御 150

熱利用 26

の
能 149

農業 11

農業機械 205

農業技術 11

農業経営 208

農業支援ロボット 121

農業政策 207

農作業安全 202

農作業安全・軽労化 205

農山村再生 207

農山村女性への応援歌 213

脳神経系 106

農村 11

農村生態系の解明 206

農薬 171

は
バーチャルリアリティ 90

160

胚移植 186

バイオアベイラビリティ 203

バイオフィルム 107

バイオマス 117

194

バイオマス利活用 204

バイオモニタリング 228

バイオリファイナリー 214

俳句の国際化 149

胚質の評価 186

排斥 49

培養液 186

鋼とコンクリートの複合構造 35

バキュロウイルス 170

ハクサイ 182

薄膜 231

薄膜・界面分析 141

光学薄膜 167

有機薄膜作製技術 102

発酵 195

発生 113

発達障害 142

発達心理学 58

発達バイオメカニクス 92

花 187

パラメータ同定 132

パルス通電接合 127

パルス変調 150

犯罪 67

反芻動物 176

反転授業 81

ひ
ヒートアイランド 78

ピカール数 76

被害推定 20

光暗号 164

光エネルギー 117

光機能性材料 231

光計測 189

201

光細胞操作 113

光触媒 115

119

231

光触媒材料の合成と評価 231

光接続 112

光デバイス 167

光導波路 167

112

光反応 108

光ファイバ 167

光ファイバ通信システム 112

調節型肥料 217

微細加工 162

美術館教育 88

美術教育 88

美術受容史 88

美術と社会 88

ビスフェノールA 116

微生物 116

185

微生物制御 195

微生物叢 176

微生物燃料電池 199

微生物利用技術 107
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土壌微生物 181

非接触給電 159

非線形波動 161

非線形力学 132

ビッグデータ 31

ヒト触覚 124

非破壊品質評価 216

微分幾何学的力学系理論 75

微分方程式 75

非平衡材料 133

肥満 196

病害虫防除 217

表現型可塑性 228

表情 49

費用対効果 3

病虫害 219

表面科学 104

表面状態 168

表面処理 102

表面抵抗 149

微粒子 231

微粒子プラズマ 145

疲労き裂 34

疲労耐久性 34

品質 187

品質保持 203

品種開発 222

品費評価 201

ふ
フードシステム 207

ファシリテーション 42

233

ファノ多様体 76

フィールドロボット 121

フィールドワーク教育 5

風化特性 33

フォトニクスポリマ 112

フォトニック結晶 148

輻輳制御 166

複素環化学 108

複素誘電率 149

不斉合成 108

ブタ 169

物性基礎論 161

物性実験 80

物体把持 124

物理教育 78

81

プラズマ 140

165

プラズマ中の波動・振動 145

プラズマ中の非線形現象 145

微粒子プラズマ 145

プライミング効果 181

フランス 51

ブランド 208

プラントモデリング・制御 150

プリンテッドエレクトロニクス 111

プレゼンテーション 233

プログラミング 82

プロジェクトマネジメント 38

42

プロダクトデザイン 86

プロテオミクス 214

文化 49

文学 56

文化事業 9

文化の異質性と同質性 149

分岐 75

分岐理論 75

分光 148

分光イメージング 129

分子 113

分子育種 222

分子・クラスター等の構造
ならびに電子状態計算 104

分子生物学 174

223

228

分子生物学的手法 116

分子膜 102

分子モデリング 108

紛争 50

文法史 64

文理複眼教育 3

分離膜 117

噴流 122

分類 173

へ
ベイズ推定 137

並列計算機 166

平和教育 235

ヘッドマウントディスプレイ 158

ベトナム 234

ペプシン 77

ペプチド 106

ペプチドの配列決定 192

変異導入 170

便益計測 3

偏光 148

片頭痛 136

変態 77

ほ
ポートフォリオ 90

ホームドア 17

ボール運動 90

91

保育 17

法 67

防疫 199

法教育 67

方言 64

芳香族化学 108

芳香族複素環化合物 103

防災 232

防災教育 32

防災訓練 32

防災・減災 27

防災マネジメント 32

法律 67

保健教育 93

保護者 90

補修・補強 34

37

補修補強工法の開発 36

保水性 198

ポストハーベスト 216

保存・再生 16

ホップ 201

ボディメソッド 149

哺乳類 173

ボランティア 234

ポリフェノール 193

ポリマー 107

ホルモン 189

228

ホログラフィ 230

ホログラフィックメモリー 158

ホログラム 229

ボロンドープダイヤモンド 119

翻訳制御 188

ま
マーケティング 208

マイクロインジェクション 113

マイクログリッド 159

マイクロ波 149

マイクロ波合成 111

マイクロバブル 120

マイクロ波・ミリ波回路 144

埋土種子集団 221

埋没腐植 181

摩擦攪拌接合(FSW) 127

まちづくり 1

232

まちのデザイン 15

マトリックスコンバータ 154

マルチナビゲータシステム（並列
処理によるプログラム切替） 121

マルチレベル線形増幅器 159

み
ミジンコ 228

水・物質循環に関する数値
シミュレーション 200

水や空気の流れ 122

ミトコンドリアDNA 189

ミリ波 149

民衆文化 69

む
無機有機複合体 231

ムギ類 175

217

オオムギ 179

無線技術 149

無線通信 144
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無線通信システム 157

無電解めっき 119

め
メタ戦略 151

メタボローム解析 225

メタボロミクス 214

免疫調節機能 197

免震構造 35

メンタルヘルス 4

も
モーションキャプチャ 160

モーションコントロール 150

156

モータ制御 150

156

モータドライブ 154

模擬消化試験
in vitro模擬消化試験 203

木材科学 194

木材腐朽 191

木材防腐 194

木質構造 21

木質材料 21

木造建物 20

モダニズム 88

モデリング 132

モニタリング 23

物語 97

盛土 29

モルタル材料技術 36

や
ヤギ 169

薬剤抵抗性 177

薬物乱用防止 93

薬用植物 182

野菜 215

アスパラガス 201

イチゴ 216

エディブルフラワー 201

キャベツ 182

香味菜（こうみな） 182

ダイコン 182

タマネギ 215

トマト 179

215

ハクサイ 182

野生集団遺伝的多様性 227

野生鳥獣被害 169

ゆ
ユーザブルセキュリティ 153

有機金属錯体 103

有機蛍光材料 103

有機合成 103

106

108

192

有機構造解析 108

有機色素 103

有機薄膜作製技術 102

有機半導体 103

有機―無機ハイブリッド材料 112

雄性不稔 182

ゆうだい21 181

誘電体 149

誘電体材料 144

誘導体化 192

誘導防御 228

有理曲線族 76

油彩画 87

輸出 216

輸送ストレス 169

ユニットケア 17

ユニバーサルデザイン 202

よ
陽極酸化 119

幼児の科学の学び 79

溶接残留応力 34

溶接継手 34

抑うつ予防 4

弱い相互作用 143

ら
ライフサイクルアセスメント 199

ラテンアメリカ経済 47

り
利益団体 12

理科 100

理科授業 79

リカレント教育 233

力学系の安定性理論 75

リサイクル 37

リスクガバナンス 39

リソース 10

利他的効用 3

理念 11

リハビリテーション科学 128

リモートセンシング 6

リモートラボラトリ 230

硫化物 115

流体工学 120

量子ドット 168

量子物性 137

両親媒性分子 80

102

107

リン 175

林業雇用対策 211

林業の定着 211

林業労働 211

る
ルーメン 176

れ
レーザー 165

229

安価なレーザー技術 155

高強度超短パルスレーザー 140

165

レーザー航跡場 140

歴史
家畜改良の歴史 184

写真史 51

生活史 221

ドイツ史 69

日本語の歴史 64

日本史 70

美術受容史 88

文法史 64

歴史的建造物の文化的な価値 16

レジリエンス 71

劣化 23

レプトンフレーバー 143

ろ
ロジスティクス 31

ロボット
イチゴ収穫ロボット 121

警備ロボット 130

サービスロボット 121

自律移動ロボット 130

131

ソフト・ロボティクス 128

農業支援ロボット 121

フィールドロボット 121

ロボットビジョン 130

路網配置 209

論理的思考 233

論理表現 65

わ
ワークショップ 63

ワークショップの実践と理論 88

ワイドバンドギャップ半導体デバ
イス 159

ワクチン開発 179

A～Z/数字
Agナノ粒子 104

BEVS
Baculovirus Expression Vector 
System

170

Brain-Machine Interface 130

cathepsin E
カテプシンE 77

CFRP
Carbon Fiber Reinforced  
Plastics
炭素繊維強化プラスチック

34

CO2資源化 117

CP非保存 143

DNAマーカー選抜 172

E型肝炎 184

EBPM
Evidence-Based-Policy-
Making

18

Eco-DDR
Ecosystem-based disaster risk 
reduction

27
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ESD
Education for Sustainable  
Development

235

GIS
地理情報システム

6

28

209

ICT 61

Information and 
Communication Technology

63

80

82

90

ICT活用 79

ICT教材 94

ICTの導入 39

ILDs
Interactive Lecture 
Demonstrations

81

in vitro模擬消化試験 203

IoT
Internet of Things 149

LCA
Life Cycle Assessment 199

LiDAR
Light detection and ranging 209

LRT
Light Rail Transit 31

Multilingualism 
多言語使用 55

MRI
Magnetic Resonance Imaging 138

NGO
Non-Governmental 
Organization

42

234

NPO
Nonprofit Organization 1

PEAP 17

pepsin
ペプシン 77

QTL解析
Quantitative Trait Locus解析 172

QCN
Quartz crystal microbalance
水晶振動子マイクロバランス

119

SDGs
Sustainable Development  
Goals 
持続可能な開発目標

79

235

SEM/EBSD
SEM(走査型電子顕微鏡）による
Electron Back Scatter 
Diffraction Patterns

127

STEAM教育 79

STM
走査型トンネル顕微鏡 119

UAV
Unmanned aerial vehicle 209

UAV（ドローン）計測 212

VaRTM
Vacuum assisted resin 
transfer molding
真空含浸工法

34

VR 90

Virtual Reality 160

X線回折 146

X線分光分析 141

19世紀 56

19世紀フランス 51

3Dディスプレイ 164

5G 149

6G 149
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学部・学科 名 前
掲載

ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

地
域
デ
ザ
イ
ン
科
学
部

コミュニティ
デザイン学科

石井 大一朗 1 ● ● ● ●

大森 玲子 2 ● ● ● ●

阪田 和哉 3 ● ●

白石 智子 4 ● ● ●

鈴木 富之 5 ● ●

高橋 俊守 6 ● ● ● ●

塚本 純 7 ● ●

中川 敦 8 ●

中島 宗晧（望） 9 ● ●

中村 祐司 10 ● ● ● ● ● ●

原田 淳 11 ● ●

三田 妃路佳 12 ● ● ● ●

若園 雄志郎 13 ● ●

建築都市デザイン学科

糸井川 高穂 14 ● ● ● ● ● ●

遠藤 康一 15 ● ● ● ●

大嶽 陽徳 16 ● ● ●

古賀 誉章 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

佐藤 栄治 18 ● ● ● ● ● ● ● ●

杉山 央 19 ● ● ● ● ●

中澤 駿佑 20 ●

中島 史郎 21 ● ● ●

中野 達也 22 ● ● ●

藤本 郷史 23 ● ● ●

藤原 紀沙 24 ● ● ● ● ●

増田 浩志 25 ● ●

横尾 昇剛 26 ● ● ● ●

社会基盤デザイン学科

飯村 耕介 27 ● ●

池田 裕一 28 ● ● ●

海野 寿康 29 ● ● ● ●

大森 宣暁 30 ● ● ● ●

長田 哲平 31 ● ● ● ●

近藤 伸也 32 ● ● ● ●

清木 隆文 33 ● ●

THAY VISAL 34 ● ● ●

藤倉 修一 35 ● ● ● ●

藤原 浩已 36 ● ● ●

丸岡 正知 37 ● ●

山岡 暁 38 ● ● ● ● ●

王 玲玲 39 ● ● ● ● ●
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学部・学科 名 前
掲載

ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

国
際
学
部

国際学科

出羽 尚 40 ●

磯谷 玲 41 ●

栗原 俊輔 42 ● ● ● ●

阪本 公美子 43 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

佐々木 一隆 44 ● ● ●

清水 奈名子 45 ● ● ● ●

申惠媛 46 ● ● ● ●

スエヨシ アナ 47 ● ● ● ●

戚 傑 48 ●

中村 真 49 ● ● ● ● ●

藤井 広重 50 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

槙野 佳奈子 51 ● ●

松井 貴子 52 ● ● ●

松村 史紀 53 ● ●

マリー ケオマノータム 54 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

吉田 一彦 55 ● ● ● ● ● ● ●

米山 正文 56 ● ●

共
同
教
育
学
部

教育人間
科学系

教育 丸山 剛史 57 ●

教育
心理

石川 隆行 58 ● ●

久保田 愛子 59 ● ●

宮代 こずゑ 60 ●

特別 齋藤 大地 61 ● ● ●

人文社会系

国語

鈴木 啓子 62 ● ●

髙井太郎 63 ● ● ●

三宅 俊浩 64 ● ●

森田 香緒里 65 ●

守安 敏久 66 ●

社会

黒川 亨子 67 ● ● ● ●

小原 一馬 68 ● ● ● ● ●

下田 淳 69 ● ●

髙山 慶子 70 ●

松村 啓子 71 ● ● ● ●

英語
田所 貴大 72 ●

山野 有紀 73 ● ● ●

自然科学系

数学

川上 貴 74 ●

酒井 一博 75 ●

鈴木 拓 76 ● ●

理科

井口 智文 77 ● ●

瀧本 家康 78 ● ● ● ●

出口 明子 79 ● ● ● ● ●

夏目 ゆうの 80 ●

南 伸昌 81 ●

技術 川島 芳昭 82 ● ●

芸術・生活・
健康系

音楽

新井 恵美 83 ● ●

髙島 章悟 84 ● ● ● ●

平井 李枝 85 ● ● ●
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学部・学科 名 前
掲載

ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

共
同
教
育
学
部

芸術・生活・
健康系

美術

梶原 良成 86 ● ● ● ●

株田 昌彦 87 ●

本田 悟郎 88 ●

松島 さくら子 89 ● ● ● ● ●

保健
体育

石井幸司 90 ● ●

石塚 諭 91 ● ●

加藤 謙一 92 ● ●

久保 元芳 93 ● ● ●

松浦 佑希 94 ● ● ●

家政
赤塚 朋子 95 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

カバリェロ 優子 96 ● ● ● ●

教育学研究科
教育実践高度化専攻

青柳 宏 97 ● ● ● ● ● ● ● ●

小原 伸一 98 ● ●

田村 岳充 99 ●

人見 久城 100 ●

日野 圭子 101 ●

工
学
部

基盤工学科
物質環境化学

コース

飯村 兼一 102 ● ● ●

伊藤 智志 103 ● ● ● ●

岩井 秀和 104 ● ● ● ●

上原 伸夫 105 ● ● ● ● ●

大庭 亨 106 ● ● ●

加藤 紀弘 107 ● ● ●

刈込 道徳 108 ●

酒井 保藏 109 ● ● ● ● ● ● ● ●

佐藤 剛史 110 ● ● ●

佐藤 正秀 111 ● ● ●

杉原 興浩 112 ● ● ● ● ● ●

玉田 洋介 113 ● ● ● ● ●

爲末 真吾 114 ● ● ●

手塚 慶太郎 115 ● ● ●

荷方 稔之 116 ● ● ●

古澤 毅 117 ● ● ● ● ●

諸星 知広 118 ● ● ● ● ● ●

吉原 佐知雄 119 ● ● ● ● ● ●

基盤工学科
機械システム工学

コース

石戸 勉 120 ●

尾崎 功一 121 ● ● ● ● ● ●

加藤 直人 122 ● ● ●

佐藤 隆之介 123 ● ●

嶋脇 聡 124 ● ● ●

鄒 艶華 125 ● ● ●

白寄 篤 126 ● ● ●
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学部・学科 名 前
掲載

ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

工
学
部

基盤工学科
機械システム工学

コース

髙山 善匡 127 ● ● ● ● ●

中林 正隆 128 ● ● ●

へーガン・ネイザン 129 ● ● ●

星野 智史 130 ● ● ● ● ● ●

ミヤグスク・リオ
ス レナート

131 ● ●

山仲 芳和 132 ● ● ●

山本 篤史郎 133 ● ● ● ● ● ●

吉田 勝俊 134 ● ● ● ●

基盤工学科
情報電子オプティクス

コース

東 剛人 135 ● ● ●

石川 智治 136 ● ● ● ●

石田 邦夫 137 ●

伊藤 聡志 138 ● ● ● ● ●

大津 金光 139 ●

大塚 崇光 140 ● ● ● ●

柏倉 隆之 141 ●

金成 慧 142 ● ●

小池 正史 143 ●

古神 義則 144 ● ● ● ● ●

齋藤 和史 145 ●

佐久間 洋志 146 ● ●

佐藤 美恵 147 ●

篠田 一馬 148 ● ●

清水 隆志 149 ● ● ● ●

鈴木 雅康 150 ● ● ●

外山 史 151 ● ● ●

長谷川 光司 152 ● ● ● ●

長谷川 まどか 153 ● ● ● ● ●

春名 順之介 154 ●

東口 武史 155 ● ● ● ● ● ●

平田 光男 156 ● ● ●

藤井 雅弘 157 ● ●

藤村 隆史 158 ● ●

船渡 寛人 159 ● ● ●

森 博志 160 ● ●

矢嶋 徹 161 ●

八巻 和宏 162 ● ● ●

山登 一輝 163 ● ●

山本 裕紹 164 ● ● ● ● ● ● ●

湯上 登 165 ● ● ● ●

横田 隆史 166 ●

依田 秀彦 167 ●

寄川 弘玄 168 ●
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学部・学科 名 前
掲載

ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

農
学
部

生物資源科学科

青山 真人 169 ● ● ●

岩永 将司 170 ● ● ●

香川 清彦 171 ● ● ● ●

柏木 孝幸 172 ● ● ● ●

栗原 望 173 ● ● ● ●

黒倉 健 174 ● ●

神山 拓也 175 ● ● ●

佐藤 元映 176 ● ● ● ●

園田 昌司 177 ● ● ●

豊島 由香 178 ● ● ●

西川 尚志 179 ● ● ●

煉谷 裕太朗 180 ● ● ●

早川 智恵 181 ● ● ● ●

房 相佑 182 ● ● ●

平井 英明 183 ● ● ●

福井 えみ子 184 ● ● ● ●

福井 糧 185 ● ● ●

松本 浩道 186 ● ● ● ●

山根 健治 187 ● ● ●

吉澤 史昭 188 ● ● ● ●

応用生命化学科

飯郷 雅之 189 ● ● ● ● ●

蕪山 由己人 190 ● ●

金野 尚武 191 ● ● ●

二瓶 賢一 192 ● ●

橋本 啓 193 ●

羽生 直人 194 ● ●

前田 勇 195 ● ●

水重 貴文 196 ● ●

山田 潔 197 ● ●

農業環境工学科

飯山 一平 198 ●

池口 厚男 199 ● ● ● ●

大澤 和敏 200 ● ● ● ● ●

齋藤 高弘 201 ● ●

田村 孝浩 202 ● ● ● ●

田村 匡嗣 203 ● ● ●

菱沼 竜男 204 ● ● ● ●

松井 正実 205 ● ● ● ● ● ●

守山 拓弥 206 ●

農業経済学科
神代 英昭 207 ● ● ● ● ●

杉田 直樹 208 ● ● ●
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学部・学科 名 前
掲載

ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

農
学
部

森林科学科

有賀 一広 209 ● ● ●

酒井 佑一 210 ● ●

林 宇一 211 ● ● ● ●

松英 恵吾 212 ● ● ●

山本 美穂 213 ● ● ● ● ● ●

横田 信三 214 ● ● ● ● ●

附属農場

池田 裕樹 215 ● ● ● ●

柏嵜 勝 216 ● ● ● ● ●

高橋 行継 217 ● ● ●

附属演習林
飯塚 和也 218 ● ● ●

大島 潤一 219 ● ● ●

セ
ン
タ
ー
・
機
構

雑草管理
教育研究センター

小寺 祐二 220 ● ● ●

小林 浩幸 221 ● ● ●

バイオサイエンス
教育研究センター

岡本 昌憲 222 ● ●

児玉 豊 223 ● ● ●

謝 肖男 224 ● ● ● ●

鈴木 智大 225 ● ●

野村 崇人 226 ● ● ●

松田 勝 227 ● ● ● ●

宮川 一志 228 ● ● ●

オプティクス
教育研究センター

熊谷 幸汰 229 ● ● ● ● ● ●

早﨑 芳夫 230 ● ● ●

機器分析センター 松本 太輝 231 ● ●

社会共創促進センター 坂本 文子 232 ● ● ● ●

宇大アカデミー 佐々木 英和 233 ● ● ●

留学生・国際交流
センター

飯塚 明子 234 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

湯本 浩之 235 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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ＳＤＧｓ索引

地デ古賀 誉章 17

地デ山岡 暁 38

国際栗原 俊輔 42

国際阪本 公美子 43

国際藤井 広重 50

国際マリー ケオマノータム 54

教育赤塚 朋子 95

教育青柳 宏 97

ｾﾝﾀｰ謝 肖男 224

ｾﾝﾀｰ飯塚 明子 234

地デ大森 玲子 2

国際阪本 公美子 43

国際藤井 広重 50

教育松村 啓子 71

教育カバリェロ 優子 96

工学酒井 保藏 109

工学諸星 知広 118

工学尾崎 功一 121

工学長谷川 まどか 153

農学青山 真人 169

農学柏木 孝幸 172

農学黒倉 健 174

農学神山 拓也 175

農学佐藤 元映 176

農学園田 昌司 177

農学西川 尚志 179

農学煉谷 裕太朗 180

農学早川 智恵 181

農学房 相佑 182

農学平井 英明 183

農学福井 えみ子 184

農学福井 糧 185

農学松本 浩道 186

農学吉澤 史昭 188

農学飯郷 雅之 189

農学松井 正実 205

農場神代 英昭 207

貧困を
なくそう

飢餓を
ゼロに

地デ石井 大一朗 1

地デ大森 玲子 2

地デ白石 智子 4

地デ塚本 純 7

地デ中川 敦 8

地デ中村 祐司 10

地デ糸井川 高穂 14

地デ古賀 誉章 17

地デ佐藤 栄治 18

地デ長田 哲平 31

地デ山岡 暁 38

国際阪本 公美子 43

国際清水 奈名子 45

国際藤井 広重 50

国際松井 貴子 52

国際マリー ケオマノータム 54

教育石川 隆行 58

教育久保田 愛子 59

教育齋藤 大地 61

教育下田 淳 69

教育平井 李枝 85

教育石井幸司 90

教育石塚 諭 91

教育加藤 謙一 92

教育久保 元芳 93

教育松浦 佑希 94

教育赤塚 朋子 95

教育カバリェロ 優子 96

教育青柳 宏 97

教育小原 伸一 98

すべての人に
健康と福祉を
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農場 池田 裕樹 215

農場 柏嵜 勝 216

農場 高橋 行継 217

ｾﾝﾀｰ 小寺 祐二 220

ｾﾝﾀｰ 小林 浩幸 221

ｾﾝﾀｰ 岡本 昌憲 222

ｾﾝﾀｰ 児玉 豊 223

ｾﾝﾀｰ 謝 肖男 224

ｾﾝﾀｰ 野村 崇人 226

工学飯村 兼一 102

工学岩井 秀和 104

工学上原 伸夫 105

工学大庭 亨 106

工学加藤 紀弘 107

工学酒井 保藏 109

工学玉田 洋介 113

工学荷方 稔之 116

工学吉原 佐知雄 119

工学尾崎 功一 121

工学嶋脇 聡 124

工学中林 正隆 128

工学星野 智史 130

工学山仲 芳和 132

工学山本 篤史郎 133

工学吉田 勝俊 134

工学石川 智治 136

工学伊藤 聡志 138

工学大塚 崇光 140

工学金成 慧 142

工学古神 義則 144

工学佐久間 洋志 146

工学篠田 一馬 148

工学長谷川 光司 152

工学東口 武史 155

工学山登 一輝 163

工学山本 裕紹 164

工学湯上 登 165

農学岩永 将司 170

農学佐藤 元映 176

農学豊島 由香 178

農学房 相佑 182

農学松本 浩道 186

農学山根 健治 187

農学吉澤 史昭 188

農学飯郷 雅之 189

農学蕪山 由己人 190

農学二瓶 賢一 192

農学水重 貴文 196

農学山田 潔 197

農学田村 匡嗣 203

農学松井 正実 205

農場柏嵜 勝 216

ｾﾝﾀｰ謝 肖男 224

ｾﾝﾀｰ鈴木 智大 225



教育髙山 慶子 70

教育松村 啓子 71

教育田所 貴大 72

教育山野 有紀 73

教育川上 貴 74

教育酒井 一博 75

教育鈴木 拓 76

教育井口 智文 77

教育瀧本 家康 78

教育出口 明子 79

教育夏目 ゆうの 80

教育南 伸昌 81

教育川島 芳昭 82

教育新井 恵美 83

教育髙島 章悟 84

教育平井 李枝 85

教育梶原 良成 86

教育株田 昌彦 87

教育本田 悟郎 88

教育松島 さくら子 89

教育石井幸司 90

教育石塚 諭 91

教育加藤 謙一 92

教育久保 元芳 93

教育松浦 佑希 94

教育赤塚 朋子 95

教育カバリェロ 優子 96

教育青柳 宏 97

教育小原 伸一 98

教育田村 岳充 99

教育人見 久城 100
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気候変動に
具体的な対策を
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教育瀧本 家康 78

工学酒井 保藏 109

工学佐藤 正秀 111

工学古澤 毅 117

工学髙山 善匡 127

工学へーガン・ネイザン 129

工学山本 篤史郎 133

工学古神 義則 144

工学清水 隆志 149

工学船渡 寛人 159

工学八巻 和宏 162

工学山本 裕紹 164

農学香川 清彦 171

農学佐藤 元映 176

農学早川 智恵 181

農学福井 えみ子 184

農学金野 尚武 191

農学大澤 和敏 200

農学菱沼 竜男 204

農学有賀 一広 209

農学酒井 佑一 210

農学松英 恵吾 212

農学山本 美穂 213

農場池田 裕樹 215

林 飯塚 和也 218

林 大島 潤一 219
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農場高橋 行継 217

林 飯塚 和也 218

林 大島 潤一 219

ｾﾝﾀｰ小寺 祐二 220

ｾﾝﾀｰ小林 浩幸 221

ｾﾝﾀｰ児玉 豊 223

ｾﾝﾀｰ謝 肖男 224

ｾﾝﾀｰ鈴木 智大 225

ｾﾝﾀｰ野村 崇人 226

ｾﾝﾀｰ松田 勝 227

ｾﾝﾀｰ宮川 一志 228

ｾﾝﾀｰ飯塚 明子 234

地デ海野 寿康 29

ｾﾝﾀｰ湯本 浩之 235

ALL SDGｓ

パートナーシップで
目標を達成しよう

地デ 石井 大一朗 1

地デ 古賀 誉章 17

地デ 佐藤 栄治 18

地デ 近藤 伸也 32

地デ 王 玲玲 39

国際 阪本 公美子 43

国際 清水 奈名子 45

国際 中村 真 49

国際 藤井 広重 50

国際 マリー ケオマノータム 54

国際 吉田 一彦 55

教育 新井 恵美 83

教育 髙島 章悟 84

教育 松島 さくら子 89

教育 松浦 佑希 94

教育 赤塚 朋子 95

教育 カバリェロ 優子 96

工学 杉原 興浩 112

工学 玉田 洋介 113

工学 大塚 崇光 140

工学 湯上 登 165

農学 山本 美穂 213

ｾﾝﾀｰ 熊谷 幸汰 229

ｾﾝﾀｰ 早﨑 芳夫 230

ｾﾝﾀｰ 佐々木 英和 233

ｾﾝﾀｰ 飯塚 明子 234

平和と公正を
すべての人に

地デ三田 妃路佳 12

地デ近藤 伸也 32

国際佐々木 一隆 44

国際清水 奈名子 45

国際申惠媛 46

国際スエヨシ アナ 47

国際中村 真 49

国際藤井 広重 50

国際松村 史紀 53

国際マリー ケオマノータム 54

国際米山 正文 56

教育齋藤 大地 61

教育黒川 亨子 67

教育小原 一馬 68

教育山野 有紀 73

教育髙島 章悟 84

教育平井 李枝 85

教育赤塚 朋子 95

教育青柳 宏 97

ｾﾝﾀｰ坂本 文子 232

ｾﾝﾀｰ飯塚 明子 234
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TEL 028-649-5502

お問い合わせ・ご相談はこちら
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正門

宇都宮大学前
宇大前
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宇都宮大学内郵便局
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鬼怒通り

JR宇都宮駅
東口東武

宇都宮駅

宇都宮大学
峰キャンパス

ベルモール

社会共創
促進センター

宇都宮大学
陽東キャンパス

宇都宮大学 峰キャンパスまで

JR宇都宮駅東口から
・３番乗り場（関東バス）
宇大循環線（左回り）乗車時間約10分

「宇都宮大学前」下車徒歩1分
宇大循環線（右回り）乗車時間約25分

「宇都宮大学前」下車徒歩1分
・4番乗り場（関東バス）
卸団地循環線 乗車時間約8分

「宇都宮大学前」下車徒歩1分
タクシー： 約 5 分

JR宇都宮駅西口から
・３番乗り場（ＪＲバス）
清原台団地行、芳賀町役場行、祖母井行、茂木
行、ベルモール行など 乗車時間約15分

「宇大前」下車徒歩1分
・14番乗り場（関東バス）
真岡行、益子行、海星学院行、ベルモール行など
乗車時間約15分

「宇都宮大学前」下車徒歩1分

東武宇都宮駅から
・１番乗り場（関東バス）
すべての便 乗車時間約25分

「宇都宮大学前」下車徒歩1分
・東武駅前（ＪＲバス）
清原台団地行、芳賀町役場行、祖母井行、茂木
行、ベルモール行など 乗車時間約20分

「宇大前」下車徒歩1分
タクシー： 約 10 分

広域

峰キャンパス内
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