工学研究科

教授

上原伸夫

写真：でき

物質環境化学専攻・環境分析化学研究室

るだけ笑顔

URL： http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/bunseki/
分野：環境、ナノテクノロジー・材料
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

上原伸夫 教授

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）

TEL: 028-689-6166

FAX: 028-689-6166

研究概要
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。

E-mail:ueharan[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

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

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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)
2017 年 5 月更新

工学研究科

教授

江川千佳司

物質環境化学専攻 触媒化学研究室
URL：http://ks001.kj.utsunomiya-u.ac.jp/~surface/ indexj.html
分野：環境、ナノテクノロジー・材料、エネルギー
研究テーマ
・自動車排ガス浄化触媒の開発と反応機構の研究
・CO2 水素化反応触媒の開発と反応機構の研究
・水素生成触媒の開発と反応機構の研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項

江川千佳司 教授

環境触媒、 エネルギー触媒、 モデル触媒表面、 表面分光法、 触媒反応
機構、 真空技術、 薄膜作成
日本化学会、触媒学会、日本表面科学会
モデル触媒表面創製•表面分析•反応特性複合解析装置(PES、 LEED、 IRAS、
TPR)

連絡先

TEL: 028-689-7047

FAX:028-689-7047

E-mail: egawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
触媒作用の発現機構を調べることにより、 実用触媒としての触媒性能の向上と新機能の開発に取り組
んでいます。対象としている触媒反応としては、自動車排ガス浄化のための微量 NOx の選択的還元除
去や不完全燃焼で生成する PM のルースコンタクトにおける低温燃焼が挙げられます。また、環境問題
の解決に寄与するために、低圧条件でも CO2 の水素化反応によるメタノール合成に活性な触媒を開発
しています。さらに、燃料電池の普及に対応した水素供給のために、アルコールの改質反応やアンモニ
ア分解反応を低温で進行できる触媒についても研究しています。これらの触媒の活性や選択性の発現の
要因を明らかにするために、定常状態に加えて過渡応答法や同位体によるトレーサー法を適用し、昇温
脱離法や表面吸着種の分光法を用いて触媒表面の活性な状態を調べています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
触媒作用の発現は表面構造や電子状態に依存することが数
多く知られています。当研究室では、均一な表面構造をもつ
単結晶試料や蒸着によるナノ微粒子を創製した薄膜試料を用
いて、実用触媒のモデル触媒表面を対象とした研究をしてい
ます。写真に示すように、超高真空装置内で創製したモデル
触媒表面の構造、組成および電子状態を表面分析法により測
定し、そのままの状態で真空装置に直結した反応セルにて、
実用条件における触媒特性を評価することができる複合型の
解析装置を独自に開発しました。これにより、実際に触媒活
性が発現する表面の構造や電子状態を特定し、反応中に触媒
表面に存在する吸着種を明らかにすることができます。これ
らの成果に基づいて、実用触媒の開発を行っています。
今後の展望
多くの触媒は酸化物などの高表面積の担体上に微粒子として担持されて使用されています。このよう
な担体には、触媒微粒子の凝集を防ぐだけでなく、微粒子の構造や電子状態を制御し、反応物の吸着や
活性化をもたらす働きが確認されています。このような金属微粒子と酸化物担体の界面における相互作
用を原子レベルで明らかにすることを目指して、酸化物薄膜上に微粒子を蒸着したモデル触媒を創製し
高い活性や選択性を有する触媒作用の発現を調べています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目
・モデル触媒反応解析技術、 表面分析技術
2017 年 4 月更新

工学研究科

教授

大庭

亨

物質環境化学専攻 超分子化学研究室
URL： http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/yuuki2/oba-G/
分野：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
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

大庭 亨 教授

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

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6147

FAX: 028-689-6147

E-mail: tob_p206[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
特許出願状況
・特開 2007－320903 (ナノ粒子)

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

工学研究科

教授

物質環境化学専攻

加藤 紀弘

ソフトマテリアル研究室

URL：http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/softmaterial/
分野：機能性高分子・ソフトマテリアル・微生物工学・生物工学
研究テーマ
・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

加藤紀弘 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・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

所属学会等

・高分子学会・日本化学会・シクロデキストリン学会・日本 MRS

特記事項
連絡先

・ヒドロゲルの合成と物性
・微生物機能制御
TEL: 028-689-6154 FAX: 028-689-6154

E-mail:katon [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
※ 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）
。

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

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
※ 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。
今後の展望
※ 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

図２ 流れ場を利用するゲル繊維束
の合成と応用

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
<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
2018 年 8 月更新

工学研究科

准教授

物質環境化学専攻

刈込道徳

有機高分子研究室

URL：http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/yuukikou/top.html
分野：ナノテクノロジー・材料
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

刈込道徳 准教授

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
、光化学反応装置、クーゲルロール蒸留装置、
旋光計、HPLC（分析、分取）
分子モデリングソフトウェア
TEL: 028-689-6156
FAX: 028-689-6156 E-mail:karikomi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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、光学的に 100%純
粋な鏡像異性体
R
R
R
の分離に成功し
ています。一方、
Chiral Catalyst
らせん型キノン
O
O
2
誘導体を種々の
R
R
O
O
反応によって
OH
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。
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
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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

2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

佐藤剛史

物質環境化学専攻・膜反応工学研究室
URL： http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/makuitoh/home.htm
分野：環境、エネルギー、製造技術
研究テーマ
・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
佐藤剛史 准教授
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
キーワード
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
（専門分野・対応や相談 化、ガス化、水素化、水素製造
が可能な事項）
所属学会等
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
特記事項
連絡先

＜装置＞ 各種高圧処理装置（反応器、抽出器）
、分析装置(GC, TOC, XRF)
TEL: 028-689-6159

FAX: 028-689-6159

研究概要
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。

E-mail:takafumi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

各種高圧処理装置

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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)

2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

佐藤正秀

物質環境化学専攻・粉体・界面工学研究室
URL：http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/~masa
分野：ナノテクノロジー・材料、エネルギー
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

佐藤正秀 准教授

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
TEL: 028-689-6144 FAX: 028-689-6144 E-mail: satoma[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
・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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。

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

今後の展望
アミノシラン修飾酸化グラフェン
「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
固定基板
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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）
2018 年 6 月更新

工学研究科

教授

鈴木

昇

物質環境化学専攻 粉体・界面工学研究室
URL： http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/funtai
分野：ナノテクノロジー・材料、製造技術
研究テーマ
・マイクロ波を用いたナノ粒子の複合化・コーティング技術の開発
・カップリング剤などを用いた粉体・固体材料の表面改質
・XPS（X 線光電子分光法）の基礎研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

鈴木昇 教授

粉体、微粒子、ナノ粒子、表面改質、マイクロ波、コーティング、
ゾル-ゲル反応、表面分析、吸着、触媒、マイクロカプセル

化学工学会、日本化学会、粉体工学会（評議員）、色材協会（理事）
、材料
技術研究協会（理事）、表面分析研究会、日本トライボロジー学会、他
・＜装置＞マイクロ波装置、分析装置(BET、XPS、ゼータ電位)
・＜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。
TEL: 028-689-6171 FAX: 028-689-6171 E-mail: suzukin[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
固体・粉体材料の表面改質に関する研究を行っています。カッ
プリング剤による化学的表面改質では、アルコールやシランカッ
プリング剤を用い、微粉体材料の親・疎水性制御とその表面性状
の解析を長年研究してきました。コーティングによる表面改質技
術では、加熱方法にマイクロ波を応用し、ナノ粒子（チタニア、
酸化亜鉛、セリア、金、銀、銅等）を酸化物で被覆し、複合化ナ
ノ粒子を調製しています。マイクロ波を用いると、例えば 3 nm
の SiO 2 膜を有する酸化亜鉛ナノ粒子を短時間(数分)で調製する
ことが可能です（図１参照）
。
更に、XPS 分析技術の基礎研究やマイクロカプセルを用いた人
工光合成について研究しています。

3nm
SiO2膜
ZnO
図１ 酸化亜鉛粒子のシリカコーティング

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
表面改質技術を３５年以上継続して研究してきております。当初は、アルコールやシランカップリン
グ剤を用いた微粉体の疎水化とその有効性に関する研究を実施して来ました。最近は、短時間で単分散
なナノ粒子を調製できるマイクロ波照射法に着目し、酸化物や金属ナノ粒子の表面を他の酸化物で被覆
するなどのコーティング技術に関する研究を行っています。その一例が「酸化亜鉛のシリカコーティン
グ」
（上記特許）です。従って、アルコキシドを前駆体とする不活性物質の無機粉体へのコーティング
は全般的に可能であると考えます。さらに、XPS における特殊な分析や解析技術を有しています。
今後の展望
マイクロ波照射法は既に工業的にも利用されており、かつナノ粒子の創製やコーティング技術に寄与
できる手法ですので、材料創成への応用は広く期待できます。しかしながら、当研究室での応用研究に
関する検討は不十分ですので、是非産業界から「このような利用方法があるのではないか」あるいは「こ
のような材料の調製も可能ですか」等のご意見を頂けますと幸いです。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目
・固体表面改質技術 ・表面分析技術 ・マイクロカプセル製造技術
特許出願状況
・特許 5150826(ナノ粒子複合化)、特開 2013−027322(マイクロカプセル)
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工学研究科

助教

物質環境化学専攻

為末真吾

超分子化学（高分子）研究室

URL：http://u-u-chem.sakura.ne.jp/lab/yuuki2/tamesue/index.html
分野：高分子化学、超分子化学、材料化学
研究テーマ
・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

為末真吾 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・高分子化学、超分子化学、材料化学、ソフトマテリアル

所属学会等

・高分子学会、日本化学会、超分子学会

特記事項

・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。

連絡先

TEL: 028-689-7188

FAX: 028-689-7188

E-mail: [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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.)
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
・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
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工学研究科

准教授

手塚慶太郎

物質環境化学専攻 無機材料化学研究室
URL：http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/mukizai/
分野：環境、ナノテクノロジー・材料、製造技術
研究テーマ
・新規金属複合酸窒化物，新規金属複合硫化物の合成と評価
・固溶体ナノシートの作製技術とその応用 ・赤色酸化物蛍光体の開発
・磁性鉄複合酸化物を用いた光触媒に関する研究

手塚慶太郎 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

無機化合物 (酸化物，酸窒化物，カルコゲナイド)、ナノシート、光触媒、蛍光
体、結晶構造解析(X 線回折、リートベルト法)、表面観察(SEM、TEM、AFM)，
組成分析(XRF、ICP、TG-DTA、XPS)

特記事項

研究室にある装置としては、各種電気炉(~1800℃)、水熱容器、X 線回折装置
(XRD)、XRF、TG-DTA、ガスクロマトグラフ、電気化学測定装置、紫外-可視
光分光光度計、蛍光分光光度計等がある。

連絡先

日本化学会、日本セラミックス協会、触媒学会、日本結晶学会

TEL: 028-689-7104

FAX: 028-689-7104

E-mail: ktez[at]utmu.jp.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
無機固体化合物（金属酸化物、金属硫化物（金属カルコゲナイド）、金属酸窒化物
）を対象に主に下記の研究を行っています。
① 新 物 質 の 合 成 ： 新 規 合 成 － 結 晶 構 造 の 解 析 － 物 性 評 価
②各種新機能・高機能材料の開発：主に電気・磁気的性質、蛍光特性、光触媒活性
①は新物質を合成し、結晶構造を決定し(例：図 1)、物性を評価するという基礎的
研究と②のように蛍光特性や光触媒活性等の物性が優れた材料の開発を目指して
研究を行っています。機能性材料としては、特に磁性を有する光触媒の開発、青色
LED 照射で赤色発光を示す酸化物蛍光体の開発、新機能性材料ついて注目されてい
るカルコゲナイドナノシートの開発に力を入れています。図 2 は開発した蛍光体
の一部です。さらに、新しい物質や機能性材料を得るために新しい合成方法の研究
も行っています。図 3 は水熱合成を用いた新しい合成法によって得られた硫化物
の粒子です。
図 1
Eu 2 AlO 3.75 N 0.1 の結晶構造

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
無機化合物の合成、組成と結晶構造の決定、そして，物性の評
価をすべて研究しておりますので無機材料(無機化合物) の問
題に比較的幅広く対応可能です。また、多くの元素・無機化合
物を取り扱ってきました。合成方法としては、単純な固相反応
法から水熱合成法、溶液法を用いています。また、非酸化物(硫
化物，酸窒化物等) は、石英管による封管法で合成しています。
粉末 X 線回折測定を用いて相の同定の他リートベルト法を用
いた化合物の結晶構造解析も行っています。組成分析は XRF、ICP、TG-DTA、
XPS を用いて行っており、化合物粉末やナノシートの形状観察は主に SEM
と AFM を用いて行っています。物性は、蛍光特性、光触媒活性、電気・磁
気特性等が評価可能です。

図2

蛍光体

今後の展望
新しい無機化合物を創製することと新機能・高機能材料の開発を引く続き
行っていきたいと考えています。関連技術や経験を生かして企業の方と共同
研究によりより有用な材料の開発ができれば幸いです。一部でもご興味・ご
関心をお持ちいただけましたら是非ご連絡ください。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等） 図 3 金属硫化物の粒子
技術移転希望項目・化合物合成技術、結晶構造解析技術、組成分析技術、機能性材料開発技術
特許出願状況 ・特開 2010-46604 (光触媒)、特開 2008-56552 (硫化物合成法)、他 8 件
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工学研究科

助教

荷方稔之

物質環境化学専攻 水処理化学研究室
URL：http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab-Nov/index.html
分野： 環境生物工学
研究テーマ
・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
荷方 稔之 助教
・多剤耐性日和見感染細菌の新規制御技術の開発
キーワード
（専門分野・対応や相談 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
が可能な事項）
所属学会等
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
特記事項
DNA などの分子生物学的解析機器
TEL: 028-689-6169 FAX: 028-689-6169
E-mail: nikata[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp
連絡先

研究概要
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

10μm
図 1 走化性により集積する細菌

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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）
2017 年 5 月更新

工学研究科

准教授

古澤

毅

物質環境化学専攻 粉体・界面工学研究室
URL：http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/funtai
分野： エネルギー、環境、ナノテクノロジー・材料
研究テーマ
・木質系バイオマスのガス化 ・触媒内包型カプセルを用いた各種反応
・各種炭化水素からの水素製造 ・水素エネルギーキャリア
・含ハロゲン有機化合物の分解固定化 ・高機能触媒の開発
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

古澤毅 准教授

触媒、マイクロカプセル、光エネルギー、水素製造、光熱変換物質、含ハ
ロゲン有機化合物、水素エネルギーキャリア、バイオマス
触媒学会、化学工学会、日本エネルギー学会
・＜装置＞ 各種反応試験装置、触媒分析装置、その他分析装置(GC など)、
マイクロ波装置、バイオマスのガス化・精製装置、光照射装置

TEL: 028-689-6160

FAX:028-689-6160

E-mail: furusawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
含ハロゲン有機化合物の分解固定化、バイオマスのガス化・バ
イオマスタールの改質による水素製造、水素エネルギーキャリア
の利用、光エネルギー駆動型 BDF 合成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。
例えば、マイクロカプセル内に触媒と光熱変換物質を内包したカ
プセル型マイクロリアクターを構築すると、光エネルギー照射下
で BDF 合成反応が進行することを見出しています(図 1)。
また、エアコン・冷蔵庫の冷媒として利用されている含フッ素
化合物を高効率に分解し、高付加価値物質(CaF 2 :光学材料)を製造
するプロセスの開発にも成功しています。さらに、再生可能エネ
ルギー源であるバイオマスからの水素製造や、近年エネルギーキ
ャリアとして期待されているアンモニアからの水素製造など、水
素社会構築へ向けた研究も行っています。

図 1 光エネルギー駆動型 BDF 合成
プロセスの概念図

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
個々の反応に相応しい触媒の設計・調製を 20 年以上に亘って行っています。当初は金属担持型触媒
を従前の方法(含浸法, 共沈法など)で調製し、自動車排ガス処理、およびバイオマスのガス化・タール
の水蒸気改質へ適用してきましたが、最近では溶液還元法などにより高機能触媒を調製しています。ま
た、ゾルーゲル反応を利用してコア-シェル型触媒を調製し、分子ふるいによる分離を含む反応の開発も
行っています。一方、触媒自体の性能を改善させるだけでなく、マイクロカプセル内部などの微小な反
応場を利用することで更なる性能向上も行っています(下記特許)。さらに、触媒だけでは熱平衡を越え
る性能を達成することは出来ないため、触媒と膜分離を一体化したリアクターを構築し、アンモニアか
らの水素製造も試みています。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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)
2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

諸星知広

写真：でき

物質環境化学専攻 生物工学研究室

るだけ笑顔

URL： http://www.chem.utsunomiya-u.ac.jp/lab/bio/
分野：ライフサイエンス、環境
研究テーマ
・微生物間コミュニケーション機構の解析と応用
・微生物によるバイオフィルム形成機構の解析と防除技術の開発
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

諸星知広 准教授

・細菌の単離 ・細菌の培養 ・細菌叢解析 ・バイオフィルム解析
・細菌の遺伝子解析 ・細菌の遺伝子組み換え ・その他細菌解析
・日本生物工学会（代議員）、日本農芸化学会、日本微生物生態学会
・基本的な細菌解析用の設備一式

TEL: 028-689-6176

FAX: 028-689-6176

研究概要
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
ばれる物質をシグナルとして周囲の仲間の個体密度
を認識し、高菌体密度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、様々な QS 抑制技術に基づいた、微
生物制御技術の開発を行っています。

E-mail:morohosi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

よし！仲間が集まった！
一斉攻撃開始！！

周りに誰もいない…
おとなしくしていよう

：オートインデューサー

低菌体密度

高菌体密度

図 1. QS 機構の模式図

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
研究のベースは QS に関わる細菌の遺伝子レベルでの機能解析になりますが、特に、オートインデュ
ーサーの一種であるアシル化ホモセリンラクトン（AHL）を分解する細菌や遺伝子の研究に関しては、
世界でもトップレベルであると自負しています。細
菌が生産する AHL を人為的に分解すれば、QS に制
御される病原性発現やバイオフィルム形成を抑制
することが可能で、様々な分野に応用可能です（図
2）
。QS 阻害技術は耐性菌の発生リスクが低く、抗
生物質などの従来の抗菌薬に替わる新しい微生物
制御技術として世界中で注目されている分野です。
また、本研究室では QS 以外にも、環境中に生息す 植物病原菌によるジャガイモの腐敗 AHL分解により病原性が消失
る細菌の単離や菌叢解析について、幅広い研究者や
図 2. AHL 分解による病原性阻害の一例
企業と連携して研究活動を行っています。
今後の展望
QS の抑制技術は、病原性細菌における病原性発現の抑制や、水処理膜の目詰まりの原因となるバイ
オフィルム形成の防止など、医療、農業、産業の広い分野での応用が期待されており、本研究室で蓄積
したノウハウを活かしつつ、実用化へ向けて積極的に取り組みたいと考えています。また、QS に関わ
らず、細菌が関係する技術相談についても広く受け付けております。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目 ・水処理技術 ・微生物農薬 ・バイオフィルム防止技術
特許出願状況

・特許第 4905724 号（シクロデキストリン誘導体）他
2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

吉原佐知雄

物質環境化学専攻 無機工業化学研究室
URL：http://www.cc.utsunomiya-u.ac.jp/~sachioy/frame.htm
分野：環境、ナノテクノロジー、材料、エネルギー、製造技術、社会基盤
研究テーマ
・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 吉原 佐知雄 准教授
バランス（QCM）
、光音響分光法（PAS）
、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
キーワード
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、
（専門分野・対応や相談 ＳＴＭ、ＱＣＭ、ＰＡＳ、交流インピーダンス法、ボロンドープダイヤモ
が可能な事項）
ンド
表面技術協会 役職名 理事・国際学術交流委員会委員長・表協エレクトロ
所属学会等
ニクス部会代表幹事など 電気化学会 役職名 関東支部監事
・＜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
特記事項
・＜交流＞社会人ドクターを積極的に受け入れています。
連絡先

TEL: 028-689-6150

FAX: 028-689-6150

E-mail: sachioy[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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、
それらの実用性を検討しています。金電極上に施した Fe-Cr 合金めっきの腐食過程は､溶出-酸化物皮膜
形成-再溶出の過程を経て､皮膜が腐食されていくことを明らかにしています｡一方､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
されることを確認し、酸化チタンを使った光カソード防食が Fe-Cr 合金めっき皮膜に適用可能であるこ
とを明らかにしています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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、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；１４７報、解説；１８編、著書；１８編
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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
2017 年 5 月更新

工学研究科

准教授

石川智治

情報システム科学専攻・人間情報科学研究室
URL： http://www.ced.is.utsunomiya-u.ac.jp/~ishikawa/index.html
分野：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）
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

石川智治准教授

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

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6287

FAX: 028-689-6287

E-mail: ishikawa[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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、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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
特許出願状況・特願 2015-035538（画像データ生成システム）
2017 年 4 月更新

工学研究科

教授

情報システム科学専攻

伊藤 聡志
NMR 伊藤研究室

URL：http://www.ced.is.utsunomiya-u.ac.jp/~itohst/NMRyi/index.html
分野：医用画像工学
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

伊藤聡志 教授

・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
・
・
TEL: 028-689-6276 FAX: 028-689-6276 E-mail: itohst[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
医用画像工学において生体断層像を得る方法には様々は方法がある．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．
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．
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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．
今後の展望
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．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
特許取得（国内）2 件

産学連携・技術移転の対応等）

2018 年 4 月更新

工学研究科

助教

大川

猛

情報システム科学専攻・大川研究室
URL： http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/pearlab/
分野：情報通信
研究テーマ
・FPGA を用いたハードウェア・ソフトウェア協調システム設計技術
・ロボット向けコンポーネント技術、コンピュータビジョン
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

大川 猛 助教

FPGA、ロボット、コンポーネント技術、コンピュータビジョン、
ハードウェア・ソフトウェア協調システム設計
電子情報通信学会、情報処理学会、ＡＣＭ

特記事項
研究概要
FPGA (Field Programmable Gate Array)は、任意の
ディジタル処理回路をプログラム可能な半導体 LSI
チップです。アプリケーションに応じた最適なメモリ
アーキテクチャの実現とハードウェアによる並列処
理が可能であり、マルチコア・メニーコア・GPU と
比較して電力効率の高いシステム構築が可能です。し
かし、FPGA 上の高性能な回路開発や、FPGA とソフ
トウェアを連携するシステムの構築のためには、ハー
ドウェア・ソフトウェア両方の深い知識が必要である
という課題がありました。
本研究室は、FPGA 上のハードウェア処理回路をコ 図 1
ンポーネント化（部品化）する技術を研究しています。
コンポーネント化により、ソフトウェアからハードウ
ェア（FPGA 上の回路）を容易に扱うことが出来るよ
うになります。

ROS 準拠 FPGA コンポーネントの構成

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
ロボット構築のためのフレームワークとして注目
されている ROS(Robot Operating System)において、
FPGA 処理を簡単に統合することを目的とした「ROS
準拠 FPGA コンポーネント（図１）」を開発しました。
画像からの特徴点抽出・特徴量計算や、ニューラル
ネットワーク(神経回路網)による画像認識処理など、
ソフトウェアでは時間がかかり効率の悪い処理を、
FPGA を用いて最適なハードウェア処理することで、
高速化・低消費電力化し、ロボットシステムの高性能
化・高機能化・低消費電力化に貢献します。
図 2 FPGA コンポーネント搭載の低消費
今後の展望
電力ロボット・クラウド連携システム
以上のコンセプトを実証するために、ROS 準拠 FPGA
コンポーネントを搭載したロボットを開発します。例と
（例：Visual SLAM 処理）
して、生活支援ロボットや災害救助ロボットにとって重
要な Visual SLAM（画像による自己位置推定マッピング）を題材として、クラウドとの連携による低消
費電力化を行います（図２）
。そして、次世代の知的なロボットシステムの実現に貢献します。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目・FPGA コンポーネント技術
特許出願状況・特開 2015-176435（LSI チップ積層システム) PCT/JP2008/051411(ソースファイル管
理システム) 特許第 5007863 号(３次元物体位置計測装置) 他
2017 年 5 月更新

工学研究科

准教授

情報システム科学専攻

小池正史

応用数学研究室

URL：
分野：素粒子論
研究テーマ
・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

小池正史 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・弱い相互作用，CP 非保存，レプトンフレーバー

所属学会等

・日本物理学会

特記事項

・特になし

連絡先

TEL: 028-689-6245

FAX: なし

E-mail: koike[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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 µ 粒子から電子への転換過
程として (a) 原子核内 µ–e 転換、(b) µ粒子原子における µ−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．
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
学部生むけ講義では，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．
今後の展望
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．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
高校生向けの出前授業や SSH への協力，iP-U での講演など．
2018 年 4 月更新

工学研究科

教授

佐藤美恵

佐藤美恵研究室
分野： 感性情報処理
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談 感性情報処理、映像提示技術、画像処理
が可能な事項）
所属学会等

佐藤美恵 教授

ACM SIGGRAPH、映像情報メディア学会、日本感性工学会

特記事項
連絡先

mie[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。

ステレオカメラ付き
ヘッドマウント
ディスプレイ
画像処理による指先検出

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

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。

2017 年 5 月更新

工学研究科

助教

篠田一馬

写真：でき

情報システム科学専攻・篠田研究室

るだけ笑顔

http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/icl/index.php?Member%2FKazumaShinoda
分野：情報通信
研究テーマ
・マルチスペクトル画像の撮影、処理、および応用に関する研究
・次世代画像圧縮技術の開発
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

篠田一馬 助教

画像処理、画像圧縮、カラーフィルタアレイ、分光イメージング
IEEE，電子情報通信学会，映像情報メディア学会，画像電子学会

特記事項
連絡先
研究概要
現在広く利用されているデジタル画像は、RGB
の三色を撮影することで映像表現を行っています。
しかし医療などの分野では、RGB よりさらに多く
の色を撮影するマルチスペクトル画像（分光画像）
を利用することで、人間の目には知覚できない差異
を検出・解析する技術が検討されています。しかし
マルチスペクトル画像の実用化には未だ多くの問
題があるため、本研究では、機材規模の縮小化、撮
影時間の短縮、および動画像撮影を可能にするため、
マルチスペクトルフィルタアレイ(MSFA)を用いた
撮影システムの実現を目指しています。また、撮影
データの保存、伝送、応用を考慮した画像処理技術
を開発し、農業・医療への応用検討や、画像フォー
マットの国際標準化活動を行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
本研究室では分光情報のイメージングを行う上
で、撮影対象物、カメラ構成、画像圧縮、画素およ
びスペクトル復元、表示、ユーザビリティの全ての
観点から優れた画像システムを構築することを目
指しており、多角的な研究を行っています。分光情
報復元にとって有利なフィルタアレイの作成方法、
モザイクマルチスペクトル画像の圧縮効率、分光反
射率推定精度に関しては、世界的にも優れた成果を
達成しています。また、具体的なアプリケーション
として病理診断への応用を想定した検討も行って
おり、実用化と普及を意識した研究を行っているこ
とが当研究室の特徴といえます。

図 1 肝臓標本のマルチスペクトル画像撮影

図 2 MSFA によるマルチスペクトル画像撮影

今後の展望
これまで RGB 画像では取得できなかった撮影物体の分光情報をより詳細に知ることができるため、
農作物評価、がん診断、異物混入検査など、様々な分野への応用が期待できます。さらに本研究室では
カメラの小型化と撮影時間の短縮（ワンショット撮影）を目指しているため、これまでは困難だったマ
ルチスペクトル動画像の撮影が容易に可能となり、実時間多波長バイオイメージングや、動画からのバ
イタルサイン推定など、新しい製品やサービスの創出につながることが期待できます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
特許出願状況 ・特許 5396559、特許 5024178 (いずれも画像符号化)
2017 年 4 月更新

工学研究科

教授

情報システム科学専攻

東海林健二

写真：でき

東海林・森研究室

るだけ笑顔

分野：情報通信
研究テーマ
・手描き線画を入力としたアートワーク作成支援
・画像上の消失点検出、位置合わせ、ドロネー分割の応用
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

東海林健二 教授

コンピュータビジョン、画像処理、パターン認識、視覚表現
電子情報通信学会（論文誌査読委員）、電気学会、映像情報メディア学会

特記事項
連絡先

shoji[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
高度化・複雑化が進む情報技術を一人ひとりの個性の表現支援技術として活用し、文化的な生活の質
の向上に貢献することを目指します。個性の表現手段として、本研究では手描き線画に着目しました。
線画は、デッサンやアイデア構想、記録等のために描かれ、写真と違って、焦点を当てる対象のみを、
想像も交えて表すことができます。また、短時間で制作でき、その修正も容易です。このような線画に
対して、さらに彩色を施すことで、見やすく印象的な作品となりますが、線描画に比べて彩色は時間が
かかり、表現に高度な技術が必要です。本研究では、写真を下絵として手描きした線画を入力とし、彩
色を自動的に行う方法を提案し、線画を描くだけで、短時間で印象的な作品を制作できるシステムを開
発しています。
スナップ写真

写真を下絵とした手描き線画

線画への
自動彩色

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
情報技術の進展により、従来は訓練を積んだ人が時間をかけて作っていた絵画を誰でも容易に写真か
ら作れるようになっています。しかし、写真を入力してボタンを押して作ったものは、制作者の個性が
反映されておらず、見る人に感動を与えられる作品とは言い難いと思われます。本研究も写真から絵画
を制作する技術を提案していますが、ボタンを押すだけでは絵画は完成しません。制作者が線画を手描
きで入力することで絵画が完成します。このように、本研究は人の個性の表現を尊重して情報技術を活
用する点が特徴です。
今後の展望
彩色線画の他、３次元形状も手描き線画をインタフェースとした制作支援対象に加える予定です。す
なわち、初心者でも非常に短時間で彫刻やレリーフ風の３次元形状を完成させることのできる手描き線
画に基づく３Ｄモデリング手法を提案していきます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等
技術移転希望項目
・画像上の消失点検出、線画を入力とした３D 形状作成支援
特許出願状況
・特開 2010-067053, 特開 2014-044595, 特開 2015-001750
2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

情報システム科学専攻

外山

史

外山研究室

分野：情報通信、その他（ソフトコンピューティング）
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

外山史 准教授

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

特記事項
連絡先

外山史

E-mail:fubito[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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
図 1 施設配置問題の例（問題サイズ：4）
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
図 2 問題サイズと組合せ数
リズムの開発を行っています。NP 困難な問題
の中でも、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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
特許出願状況
・特願 2013-124241

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

大津金光

情報システム科学専攻
URL：http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/pearlab/
分野：計算機システム，コンパイラ
研究テーマ
・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

大津金光 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・高性能計算アーキテクチャ，システムソフトウェア

所属学会等

・情報処理学会，電子情報通信学会，システム制御情報学会

特記事項

・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

連絡先

TEL: 028-689-6284

FAX: 028-689-6284

E-mail: kim[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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。
2018 年 4 月更新

工学研究科

教授

情報システム科学専攻

長谷川光司

音響情報工学研究室
（長谷川 (光)・鶴田研究室）

分野：ライフサイエンス，情報通信
研究テーマ
・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

長谷川光司 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

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

所属学会等

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

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6294

FAX: 028-689-6294

E-mail: hasegawa[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
「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．
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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
図 1 耳側音響システムプロトタイプ
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
図 2 「日光の鳴竜」の計測
ます．
今後の展望
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．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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．
2018 年 4 月更新

工学研究科

教授

情報システム科学専攻

長谷川まどか
長谷川(ま)研究室

URL：http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/icl/
分野： 画像信号処理、画像符号化
研究テーマ
・画像処理・画像符号化に関する研究
・電子透かしなど画像処理のセキュリティ応用に関する研究
・ユーザブルセキュリティに関する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

長谷川まどか 教授

画像処理・画像符号化
電子透かし
画像選択型認証
電子情報通信学会、情報処理学会、画像電子学会、IEEE

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6297

FAX: 028-689-6297

E-mail: madoka [at] is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
当研究室では、画像処理、画像符号化、画像通信など、画像情報工学に関連した分野の研究を行って
います。 以下のようなテーマなどに取り組んでいます。
【覗き見に強いマルチセンソリー認証方式の開発】
現在，ATM や携帯電話の暗証番号には 4 桁の数字を入力する方式が用いられています。この方式は誰
にでも操作しやすい反面、覗き見をされて情報が漏洩する可能性があります。そこで、覗き見されにく
い認証方式の提案を行っています。また、正当なユーザにとっての使い易さも考慮しています。
【電子透かしに関する研究】
電子透かしとは、人間の目にはほぼ分からない形で、
ディジタル画像に情報を埋め込む技術です。著作権の保
護などを目的に、様々な研究がおこなわれています。本
研究室では印刷媒体に電子透かしを埋め込む方式の研究
などを行っています。
【画像計測に関する研究】
静止画像を用いて工業製品の形状を計測することを目
的とし、画像のノイズ除去やハフ変換を応用した線分検
出の検討を行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
学部ではデータ構造とアルゴリズム、大学院ではディジタル画像工学特論などの講義を担当していま
す。研究では、画像処理に関するアルゴリズムを幅広く扱っています。また，静止画像国際標準符号化
方式である JPEG や JPEG2000 の改良に関する研究も実績があります。
今後の展望
現在は、静止画像処理技術をセキュリティ分野へ応用することを中心に研究を行っていますが、今後
は、農業や医療の分野への応用も検討していきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
電子情報通信学会マルチメディア情報ハイディング・エンリッチメント研究専門委員会委員、情報処
理学会セキュリティ心理学とトラスト研究会専門委員、画像電子学会編集委員および各種国際会議実行
委員などを担当しています。企業との共同研究にも取り組んでいます。

2017 年 5 月更新

工学研究科

准教授

羽多野裕之

情報システム科学専攻・羽多野裕之研究室
URL： http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp
分野：情報通信、ライフサイエンス、社会基盤、環境
研究テーマ
・GNSS (Global Navigation Satellite System、全地球測位システム)衛星を用
いた位置情報取得
・無線技術を使用した自位置推定
・ITS (Intelligent Transport System、高度交通システム)への無線技術の応用
・位置情報を利活用したサービス技術（LBS: Location Based Services）
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

羽多野裕之
准教授

GNSS (GPS 等の測位衛星)、ITS、LBS
IEEE（正員），電子情報通信学会（シニア会員），情報処理学会（正員），
自動車技術会 JSAE エンジニア

特記事項

各種 GNSS 受信機（GPS, 準天頂衛星、Glonass, Beidou, Galileo 受信可）
およびスマートフォンを所有

連絡先

TEL: 028-689-6265

FAX: 028-689-6265

E-mail: hatano[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
無線技術による高度な交通システムの実現を目標と掲げてます。無線技術は目に見えないが、位置測
定や情報伝達、距離測定、存在周知などが高い自由度で可能となる魅力的な技術です。あらゆる「モノ」
を繋げ、情報を共有し、さらに新たな価値を生むことが可能となり、この点が次世代の交通システムに
必要不可欠な技術となります。当研究室では、昨今特に、GPS(Global Positioning System)で代表され
る GNSS(Global Navigation Satellite System)による位置推定技術や、
この位置情報を活用したサービス、
レーダやスマートフォンなどのセンシングデバイスと無線センサーネットワークを活用した周辺環境
センシング技術などに取り組んでいます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
応用分野は様々な分野を横断的に利活用しなくてはな
りません。国内外での研究発表を通した研究者との交流、
ならびに学内外研究者との連携を行い、これら無線技術の
基礎研究から応用技術に至るまでの研究を行っています。
実際に各種 GNSS 受信機（GPS, 準天頂衛星、Glonass,
Beidou, Galileo など）を所有しており、応用研究ではこれ
らを車両等に装着（右図）して検討を進めています。
今後の展望
現在、主として取り組んでいる位置情報を活用したサービスについて、研究開発を進めます。位置情
報は、その精度によって価値が大きく異なります。更なる高度なサービスを提供すべく、メートルオー
ダ、センチオーダの推定精度を安定して達成できるように進めます。昨今着目されている高精度な RTK
(realtime kinematic) GPS の基準局設置なども視野に入れ、高精度測位都市宇都宮を目指します。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
特許出願状況 ・2 件

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 4 月更新

工学研究科

准教授

藤井雅弘

情報工学科
URL：http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/flab/
分野： 無線通信システムとその応用
研究テーマ
・無線通信システム
・高度交通システム
・位置情報システム
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

藤井 雅弘 准教授

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

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-7118

FAX: 028-689-7118

E-mail: fujii[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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．
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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．
今後の展望
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．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

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．
2017 年 5 月更新

工学研究科

准教授

情報システム科学専攻

森博志

東海林・森研究室

分野：情報通信
研究テーマ
・モーションキャプチャデータの実時間再構成による CG アバタの操作支援
技術
・CG 人表現を利用したインタラクティブシステム
・着物の製作支援のための CG シミュレーション

森博志 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

コンピュータグラグフィックス、モーションキャプチャ、バーチャルリア
リティ

所属学会等

情報処理学会、日本バーチャルリアリティ学会、芸術科学会、ACM

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6242

FAX:

E-mail: hmori[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
VR において人の自己投射対象となる CG アバタは、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。

MoCap
VR

アバタ操作者

CGアバタ
VR体験者

図 1 CG アバタを利用した VR コンテンツの概要

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
特徴的な点として，人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人物動作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。
今後の展望
表現技術に加えて、CG 人物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、現在取り組んでいるバーチャル試着を含めた着物
の製作支援のための CG シミュレーション技術をはじめと
して CG・VR 表現技術とその応用に取り組む次第です。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

図 2 モーションキャプチャデータの再構成技術

産学連携・技術移転の対応等）

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 CG アバタの操作支援、CG アバタを利用した応用システム
・着物の製作支援のための CG シミュレーション
2018 年 4 月更新

工学研究科

教授

矢嶋

徹

情報システム科学専攻
URL：
分野： 数理物理学，物性基礎論
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

非線形波動
応用数学，数理物理，物性基礎論

特記事項

複雑な現象の理論的，数値的解析が可能です。

連絡先

矢嶋徹 教授

日本物理学会，日本応用数理学会

TEL: 028-689-6249

FAX: 028-689-6249

E-mail: yajimat[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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。

2017 年 5 月更新

工学研究科

教授

横田隆史

横田隆史 教授

情報システム科学専攻
URL：http://www.is.utsunomiya-u.ac.jp/pearlab/ja/

写真

分野： 情報通信，計算機システム
研究テーマ
・並列処理アーキテクチャ，ネットワーク
・高性能計算（並列処理）
・設計自動化
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

並列処理アーキテクチャ，高性能計算
情報処理学会，電子情報通信学会，IEEE

特記事項
連絡先

TEL: 028-689-6290

FAX: 028-689-6290

E-mail: yokota[at]is.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【並列処理ネットワーク】
計算ノードを多数集積する高度並列処理では，通信を司るネットワークの性能・コストがシステムの
可否を決めると言っても過言ではありません。このため，経済的な構成で最大限の性能を発揮できる方
式を追及しています。ネットワークでは，道路におけるクルマと同様に，クルマ（通信量）が多くなる
と渋滞（輻輳）により交通量（通信性能）が著しく低下します。こうした現象を極力抑え，渋滞（輻輳）
しないぎりぎりの状態で制御する手法を検討しています。
【高性能計算】
プロセッサ単体の性能を向上させる技術と，それを多数用いて処理させる並列処理技術に分けられま
す。前者では，一般のプログラムそれぞれの実行挙動の特徴を抽出することでプログラムごとに合った，
いわばセミオーダーメードの処理を実現すること目指した基礎研究を行っています。後者については，
GPGPU 等の技術を応用して，従来比数十～数百倍の高性能化を達成するための研究を行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
上記の研究テーマについて，実験評価環境を自前で整え，主にシミュレーション評価によって研究を
進めています。特殊なサーバではなく市販 PC を用いたクラスタ環境を構築しています。シミュレーシ
ョン環境（ソフトウェア）もすべて自前で構築しています。
紙上だけの技術では何の役にも立たない，との観点から，実装すること・実現性にも重きを置いてい
ます。企業研究所・国家プロジェクト研究所に所属していた経歴があり，LSI の設計，設計実装した LSI
を用いてのシステム化の経験を積んでいます。
今後の展望
コンピュータは凄まじい勢いで我々の生活に広まり，いつしか時代はユビキタスから IoT に移行して
きましたが，処理の高度化・高性能化・低消費電力化の要求はなお続いていくでしょう。コンピュータ
の基盤技術の立場からこうした要求に応えていきます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

学会活動（研究会，論文誌等）のほか，企業勤務時代の幅広い経験をベースにした中等教育・一般向
けのセミナーにも対応しています。

2017 年 5 月更新

工学研究科

助教

大塚 崇光

先端光工学専攻

レーザープラズマ研究室

URL：http://www.oe.utsunomiya-u.ac.jp/yugami/
分野：レーザー生成プラズマ
研究テーマ
・レーザー航跡場電子加速
・航跡場の計測法の開発
・レーザー開発

大塚 崇光 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・レーザー、プラズマ、電子ビーム

所属学会等

・日本物理学会、レーザー学会

特記事項
連絡先

・
・
TEL: 028-689-6083

FAX: 028-689-6083

E-mail: takamitsu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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．この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．

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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．
今後の展望
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．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2018 年 8 月更新

工学研究科

准教授

山本裕紹

先端光工学専攻・山本研究室
URL： http://www.yamamotolab.science/
分野：情報通信、社会基盤
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

山本裕紹 准教授
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。

TEL: 028-689-7120

FAX: 028-689-7075

E-mail:hirotsugu[at]yamamotolab.science

研究概要
【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。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
【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。
今後の展望
【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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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
2017 年 4 月更新

工学研究科

教授

湯上 登

先端光工学専攻 レーザープラズマ研究室
URL：http://www.oe.utsunomiya-u.ac.jp/yugami/
分野：レーザー生成プラズマ
研究テーマ
・レーザー生成プラズマからの大電力テラヘルツ電磁波の発生
・テラヘルツ電磁波の計測法の開発

湯上 登教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・レーザー、プラズマ、電磁波

所属学会等

・日本物理学会、レーザー学会、プラズマ核融合学会、米国物理学会

特記事項
連絡先

・
・
TEL: 028-689-6086

FAX: 028-689-6083

E-mail: yugami[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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．
Electromagnetic
wave

Laser Pulse

Thin foil

Plasma

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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．
今後の展望
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、
将来社会で使えるソース（源）を完成させたいと考えています．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2018 年 8 月更新

農学部

教授

相田吉昭

生物資源科学科・地質学研究室
URL:http://agri.mine.utsunomiyau.ac.jp/hpj/deptj/plaj/Labo/Geology/geology.html
分野： 地質学・古生物学
研究テーマ
・化石放散虫の層位学的研究および古生物地理学的研究
・栃木県内および本邦の付加体の地質学的研究
相田 吉昭 教授
・チャートや珪質泥岩の堆積過程を解明する研究
キーワード
地質学・古生物学
（専門分野・対応や相談 珪質堆積物・珪質堆積岩・チャート
が可能な事項）
栃木県の地質・ニュージーランドの地質や自然
所属学会等
日本地質学会，日本古生物学会，New Zealand 地質科学学会，国際放散虫
協会
特記事項
微化石リファレンス・センター(MRC)のキュレーターを兼務しています
連絡先

TEL: 028-649-5427

FAX: 028-649-5428

E-mail: aida[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【化石放散虫の層位学的研究および古生物学的研究】
栃木県内から日本各地の珪質堆積物が分布する地域まで，
さらに海外のフィールドはニュージーランドの付加体の地質を
対象にして，フィールド調査に基づいて研究試料を採取し，
放散虫化石層序を構築し付加体の形成過程を解明する研究を行
なっています。とくに三畳紀からジュラ紀の南半球高緯度海域
に適応した放散虫固有種が存在することをこれまでの研究で
明らかにしてきた。高緯度海域固有種である Glomeropyle 属
の進化について，X 線マイクロ CT を用いて殻内部の骨針構造
を非破壊で 3D イメージング化して研究を行なっている。
図１．前期三畳紀のチャートギャップ

【チャートや珪質泥岩の堆積過程を解明する研究】
三畳紀前期に汎世界的に層状チャートが堆積していない約 500 万年間の期間はチャートギャップ(図１)とし
て知られている。一方，パンサラサ海の南半球中高緯度海域では，チャートギャップの期間に層状チャート層が
連続して堆積していることを初めて明らかにしてきた(Aita and Spörli, 2007, Spörli et al., 2007)。チャート層がどの
ような成因で堆積し，どのような構成成分からなるのか，つまり生物遺骸あるいは砕屑粘土粒子からなるのか，
どのような海洋環境変遷と呼応して堆積しているのか，さらにチャート単層を構成する微細な堆積相は年代と
ともにどのように変遷してきたのかについて研究を行なっている。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
地質学研究室では栃木県内から日本全国各地さらに海洋底や海外のフィールド調査を行っています。研究室
では，伝統的に珪藻土，珪質泥岩や放散虫チャートなどの SiO 2 成分に富む珪質堆積物の地質学的・古生物学的
研究に取り組んでいます。とくに珪質堆積物の放散虫化石層序やチャートの堆積岩石学的研究がメインテーマ
です。ニュージーランド北島のワイパパ帯に分布する付加体の調査研究を長年継続して行っています。

今後の展望
今後，地質学的諸問題や生物資源としてチャートの利用・活用について企業や自治体と協力していきたい。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
グローバルサイエンスキャンパス事業の一環として高校生の科学者への才能育成に取り組んでいます。
また高校 SSH プログラムや出前講義を今後とも積極的に引き受けていきたいと思います。

2017 年 5 月更新

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
http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/anij/page/kinoukeitai.html
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・家畜のストレス、特に輸送に伴うストレス
・有害野生鳥獣の被害防除
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

青山 真人・准教授

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、日本家畜管理学会（編集幹事）、応用動物行動学会
中型家畜実験施設，野生鳥類飼育実験施設

TEL: 028-649-5438

FAX: 028-649-5401

E-mail:aoyamam[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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なって
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。右の図は，輸送ストレスを
与えたヤギの延髄において，「嘔吐中枢」と考えられている孤束核に発
現した，神経細胞の活動のマーカー物質です（写真下部の水平線は 100
μm を示す）
。また，ウマの心理ストレスに関する研究も行なっており
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なってお
ります。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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的な評価などを行なうことができます。すなわち，ヒト以
外の動物が受けるストレスの評価を多面的に行ない，そのストレスの強さやタイプについて推察するこ
とが可能です。また，家畜，実験動物，野生鳥類の飼育実験施設を保有しています。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
技術移転希望項目
・動物のストレス評価

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

生物資源科学科・

農学部

准教授

岩永将司

生物資源科学科・昆虫機能利用学研究室
URL：http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/insectbiotechnology/
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

岩永将司 准教授

昆虫ウイルスに関する研究、組換えタンパク質の発現、遺伝子の組換え・
変異導入実験、遺伝子の検出・検出法の開発
日本蚕糸学会、日本応用動物昆虫学会、日本分子生物学会
昆虫飼育用インキュベーター、昆虫飼育室、桑園

E-mail: iwanaga@cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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
化に取り組みます。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
討を進めます。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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目・組換えタンパク質の生産に最適な培養細胞やウイルス株、発現系の構築
特許等取得状況・
「RNA ウイルス BmMLV 陰性カイコ培養細胞株」特許第 5546107 号
・ 「カイコ由来細胞株」特許第 6080068 号
社会活動・近隣幼稚園等への蚕卵の提供、小学生の科学体験講座開催

2017 年 5 月更新

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/
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・イネの倒伏抵抗性に関与する量的形質遺伝子座 (QTL) の研究
柏木孝幸 准教授
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

イネ、倒伏抵抗性、DNA マーカー選抜、QTL 解析
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

E-mail:kashiwagi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

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/
分野：ライフサイエンス、
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

黒倉健 講師

園芸作物 植物生理 分子生物学
園芸学会

特記事項
連絡先

E-mail: kurokura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
 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。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。

今後の展望
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。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

農学部

助教

生物資源科学学科

神山

拓也

植物生産環境学研究室

URL：
分野：ライフサイエンス、環境
研究テーマ
作物根系およびアーバスキュラー菌根菌の機能や発育に関する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

作物栽培、根系、アーバスキュラー菌根菌、

所属学会等

日本作物学会、根研究学会、日本農業気象学会

神山 拓也 助教

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5016

E-mail: koyama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
普段見ることのできない土壌中の根とアーバスキュラー菌根菌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。
①根系画像データベースの作成
現在、化学肥料の投入量を減らしても収量を持続的に得るために、作
物の地下部形質の改良が求められています。しかし、地下部形質の評価
には膨大な時間と手間がかかります。そこで、本研究室では、容易かつ
正確に、根系の配置や構造を破壊せずに、採取・保存できる根系採取装
置を開発しました(図)。現在、これらの画像データを用いた作物根系の
データベースの作成を行おうと考えています。また、圃場においても、
根系を容易に採取するための手法の確立に着手しています。
②根系構築構造と AM 菌の感染部位の「見える化」
アーバスキュラー菌根(AM)菌は外生菌糸による植物の養分吸収域の拡大によって植物のリン吸収を
助けることが知られています。そのため、AM 菌を有効活用できる植物品種を育成することで、枯渇が危
惧されるリン資源を効率的に利用できる可能性があります。現在、本研究室では、化学発光を利用して
AM 菌感染部位を画像として「見える化」する技術の開発に着手しています。この手法の開発により、根
系全体に占める AM 菌の感染量が多い品種を正確かつ迅速に選抜できる技術の確立を目指します。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
根箱・ピンボード法とは、根箱に伸長した状態の根系を 2 つ折りのシートに挟みこむことで、根系の
配置や構造を破壊せずに採取、かつ、標本として保存できる土耕系での唯一の手法です。私はこの方法
を容易かつ正確に行うための装置の開発に携わりました。この手法は根系とその周辺環境を調査するた
めの標準的な方法として世界に普及する可能性があり、現在、農研機構および企業と協力して、特許化
と製品化を進めています。
今後の展望
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
考えております。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
・ 吉留 克彦, 神山 拓也. 2018. 植物の根系採取装置及び植物の根系採取方法, 特願 2017-247875,
2017.12.25, 特開 2018-042574, 2018.3.22.
・ 吉留 克彦, 神山 拓也. 2016. 植物の根系採取装置, 実願 2016-004405, 2016.9.9, 実登 3207600,
2016.10.26.
2018 年 8 月更新

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/m/
分野：ライフサイエンス、その他（植物保護）
研究テーマ
・重要害虫の殺虫剤抵抗性管理に関する研究
・カブリダニを用いたハダニ管理技術の開発
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

園田昌司 教授

害虫管理、薬剤抵抗性、天敵
日本応用動物昆虫学会、日本農薬学会、アメリカ昆虫学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5451

FAX: 028-649-5451

E-mail:sonodas[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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相互に矛盾
なく使用し、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となる防除手段です。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。後者では、特
定外来生物の問題、生物多様性条約の批准に向けた流れの中で、
土着および導入天敵の潜在的な害虫密度抑制能力を最大限に発
揮させるための、圃場管理システムの構築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、下草管理（天敵温存植物の利用）等による天敵機
能の強化を目指しています。

図1 ハダニ(害虫)を捕食するカブリダニ(天敵)

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
コナガやアザミウマ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長年にわたっ
て実施してきました。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、形態的な特徴に基づく分類が困難である、ハダニ（害虫）の天敵カブリダニの種構
成を、分子生物学的な手法を用いて推定する手法を開発しました。この手法を用いて、防除圧（薬剤使
用の程度）の異なるモモ圃場間ではカブリダニの優占種が異なっていることを明らかにしました。この
手法は、モモ以外の果樹、野菜に生息するカブリダニにおいても利用可能です。
今後の展望
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、現在では両者を互いに矛盾し
ない形で害虫管理に使用することが可能になりつつあります。その中で、真の意味での総合的害虫管理
を目指したいと思います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2018 年 5 月更新

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/
分野：ライフサイエンス、社会連携
研究テーマ
・トマト黄化葉巻ウイルスの遺伝子解析と防除法の開発
・オオムギ縞萎縮ウイルスの病原性決定因子の解明
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

西川尚志 准教授

植物病理、植物保護、植物ウイルス、オオムギ縞萎縮ウイルス、トマト黄
化葉巻ウイルス、遺伝子解析、ワクチン
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

TEL: 028-649-5449

FAX: 028-649-5449

E-mail:nishigawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
トマトの最重要病害である黄化葉巻病はトマト黄化葉巻ウイルス
（TYLCV）による病気で、葉の黄化や葉巻、苗の萎縮、実がつかな
いなどの病徴を示します（図 1）
。TYLCV はタバココナジラミによ
り媒介されますが、キッコーマン（株）により分離された TYLCV
（以降 17G とする）はこの虫によって媒介されません。さらに、
野生型の TYLCV の感染も防ぐことが明らかとなったことから、
17G をワクチンのようにあらかじめ接種しておくことでウイルス
病の防除に役立てることができると考えられるため、実用化を目指
しています。
さらに、17G が虫で媒介されないメカニズムを遺伝子レベルで解
析しています。

図 1 TYLCV による病徴

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
各種植物ウイルスの遺伝子解析と病気の防除に向けた研究を行っています。特に虫で媒介されない
TYLCV（17G）を用いた防除法に関しては、宇都宮大学の応用昆虫学研究室、キッコーマン（株）、ト
マト生産量日本一の熊本県、接ぎ木苗生産日本一のベルグアース（株）と連携し、実用化を目指してい
ます。その他のウイルスに関しても単に遺伝子や機能の解析だけでなく、他の機関との連携により防除
法につながる研究・開発を行っており、研究成果が農業にフィードバックされるよう、また地域貢献や
地域産業の活性化意識しながら研究を行っています。
今後の展望
栃木県が生産高日本一のビール麦に感染するウイルスも扱っています。ウイルスは突然変異しやすい
ため、ウイルス抵抗性の品種に対しても、数年後には抵抗性を打破して感染・発病するものが出現する
可能性があります。圃場で発生するさまざまなウイルス病に関して、感染や発病のメカニズムを遺伝子
レベルで明らかにし、防除につなげたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

技術移転希望項目
・ウイルスの検出・診断・解析技術
特許出願状況
・国際特許 PCT/JP2012/052530（トマト黄化葉巻ウイルス）

2017 年 5 月更新

農学部

教授

房

相佑

生物資源科学科・植物育種学研究室
URL：http://shigen.mine.utsunomiya-u.ac.jp/plantbreeding/
分野：ライフサイエンス、遺伝・育種、
研究テーマ
・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

房

相佑 教授

・アブラナ科植物における機能性新型野菜の育成
・光呼吸制御による光合成生産能力向上に関する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

アブラナ科、種・属間交雑、遠縁交雑、バイテク、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‘、光呼吸、C 3 -C 4
光合成
日本育種学会、日本作物学会、日本光合成学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5448

FAX: 028-649－5448

E-mail:bang@cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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」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」など新型野菜を育成し、品種登録出願を致しました。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。
今後の展望
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」
の品種改良を行います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
技術移転希望項目
・ 雌性配偶子由来 DH-line 育成技術

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

農学部

教授

平井英明

生物資源科学科・土壌学研究室
URL： agri.mine.utsunomya-u.ac.jp/Labo/Soil
分野：ライフサイエンス、環境、社会基盤、社会連携、教育
研究テーマ
・堆肥および化成肥料の連年施用による土壌特性の変化と水稲の特別栽培法
に関する研究
・未利用資源の資源化処理とその育苗培土および水田土壌のへの応用に関す
る研究
・現代社会における児童生徒・学生の土への意識に関する調査と土の必要性
を実感する要因の解析
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

平井英明 教授

堆肥・化成肥料連用土壌、ゆうだい 21、未利用有機物資源、土壌診断、土
壌教育
日本土壌肥料学会、日本ペドロジー学会、日本有機農業学会
原子吸光光度計、分光光度計、イオンクロマトグラフィー

FAX: 028-649-5401

E-mail:hirai@cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
サケの堆肥化の研究成果を捕獲イノシシの未利用部位である皮，内臓，骨に応用し，小規模・ホーム
メード・密閉型のイノシシ資源化法を新規に開発することを目的として研究を実施しています。高圧蒸
気滅菌装置により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
調整剤を添加し、密閉可能な容器に保管して 5 週間熟成する資源化処理法を開発しました。この資源化
物を育苗用培土に応用する方法や水田土壌の肥沃度の低下を防ぎつつ、温室効果ガスである二酸化炭素
の原因となる炭素を水田土壌に貯留する施用法の開発研究を行う予定です。
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、
田や畑を耕す経験が重要であることを見出しました。現在、土が生活の場から姿を消しつつある現代社
会において児童生徒・学生が土の必要性を実感し、関心を示す要因の解明に取り組んでいます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み）
人が自然に働きかけて作り出した里山が宇都宮大学から車で一時間程度の距離にあります。里山には、
自然の資源を活用し、生活に活かす技術があり、その技術を伝承する農村が現存しています。一方、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。
これらの学内外の地域資源を活用した学術研究を、現場感覚を携えつつ実施し、地域に貢献する技術を
開発できる点や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）や研究を実践できる点が特徴と強みです。
今後の展望
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づいた、地域資源を活用した水稲
栽培法やその土壌診断・調査法に関する教育研究法を、研究室に配属された学生とともに実践しながら
さらに検証とデータの蓄積を重ねつつ、現場感覚を身につけた学生を社会に輩出してゆくとともに社会
貢献活動に活かしていきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目
・サケの堆肥化技術、水稲の有機育苗培土の開発
特許出願状況
・サケを用いた水稲生産法

2017 年 5 月更新

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（http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/anij/page/ikuhan-2.html#58）

分野：自然科学系
研究テーマ
・高い経済形質を持つウシ生産における SNP 解析による効率的な胚作出に
関する研究
・栃木県日光に生息するニホンジカにおける遺伝的多様性に関する研究
・動物の性判別、個体識別等に関する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

写真

福井えみ子 教授

動物遺伝学、遺伝的多様性
動物の遺伝子解析（PCR、RT-PCR、シークエンス等）
動物の染色体解析
日本におけるウシの起源、育種改良の歴史についての講義等
日本畜産学会、日本獣医学会、日本卵子学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5434

FAX: 028-649-5431

E-mail: fukui[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
高い経済形質を持つウシの遺伝子多型解析を基に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、遺伝子分析，体外受精・体外培養・胚移植を駆使し
て，2011 年 7 月、肉質および増体に優れた遺伝子組成を持つデザイナー雄子牛を生産しました。
今後もこれらに関わる研究を継続して行きたいと考えています。
栃木県日光国立公園に生息する野生動物の遺伝子多型の解析による保護管理に関する研究
野生動物の保護管理に関する研究では，1990 年代後半からニホンジカの個体数が急激に増加したことに
より、農作物および森林への被害が増大し、個体数調整の必要性が生じたことから、生息個体数の把握、
さらには種としての多様性維持の観点から遺伝子多型解析の研究を進めています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
高い経済形質を持つウシの遺伝子多型解析を基にした効率的生産に関する研究をとおして、現在の栃
木県におけるホルスタインおよび黒毛和種の遺伝的特徴について明らかにするなどの研究にも取り組
んでいます。
栃木県日光国立公園に生息する野生動物の遺伝子多型の解析による保護管理に関する研究
この研究の中では、鳥の羽を用いた性判別法の確立および性分化に関わる研究なども行っています。
今後の展望
現在は大学及び高校における講義を行っていますが、地域における活動に役立つようなウシや野生動物
の遺伝的多様性についてお話していきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
自治体と連携して、高い経済形質を持つウシ生産における研究を進めています。また、出前授業および
SSH における高校生との研究等において貢献していきたいと考えています。

2017 年 5 月更新

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
分野： 植物微生物学／植物病理学
研究テーマ
・ 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

氏名 役職

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・ 微生物、植物病害、作物栽培

所属学会等

・ 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

特記事項
連絡先

福井 糧 准教授

・ 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
TEL: 028-649-5420 FAX: 028-649-5401 E-mail: ryo@cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。

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

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

（株）プレマ（群馬県前橋市）との共同研究を展開中
2018 年 8 月更新

農学部

准教授

松本浩道

写真：でき

生物資源科学科・動物育種繁殖学研究室名

るだけ笑顔

URL： http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/about/08-01-16.html
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・哺乳動物における初期胚発生および着床と妊娠の成立の分子機構
・体外受精胚における発生と着床能力の改善
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

松本浩道 准教授

初期胚発生、着床、受胎、妊娠、体外受精、体外培養、胚移植
日本畜産学会、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、日本獣医学会、
Society for the Study of Reproduction

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5432

FAX: 028-649-5431

E-mail: matsu[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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、卵子の減数分裂再開か
ら受精、初期胚発生、着床と妊娠の成立の分子機構解明などを
行っています。
受精にしても着床にしても、異なる細胞や組織が限られた時
間だけその能力を獲得および許容し、その時期に出会えたもの
のみが個体へと発生していくことが可能になるのです。この雌
雄、親子の相互関係の仕組みと不思議の謎解きに取り組んでい
ます。
胚（受精卵）が着床する過程は子宮との相互作用であり、そ 図 1. 着 床 前 の マ ウ ス 胚 盤 胞 に お け る
Tinagl1 の発現と局在. 免疫蛍光染色法によ
の分子機構は複雑です。しかも体外で着床を解析する実験系は り、Tinagl1（緑）と核（青）を検出してい
確立しておらず、その全貌は明らかになっていません。
ます。左は着床能力をもたない胚、右は着床
これまで、胚側および子宮側の双方から着床の成立に関わる 能力誘起胚です。Tinagl1 が着床能力誘起胚
因子を研究してきました。細胞外マトリックスである Tinagl1 の栄養外胚葉（TE）特異的に発現しているこ
とが分かります。一方で、胎子に分化する内
が胚と子宮の双方で作用することを明らかにしています
（図 1）
。 部細胞塊（ICM）での発現は見られません。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
胚（受精卵）は体外で培養することが可能です。そこで胚において着床に関連する分子機構を解析し、
体外培養系で着床関連因子の発現と局在変化を誘導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着床を完遂することが出来ないことを明らかにして
います。体外培養と胚移植により着床に関わる分子機構を解析する実験技術を有しています。
今後の展望
体外受精や胚移植の技術は、優良家畜などの増産や、ノックアウトマウス等のライフサイエンス分野
に加え、生殖補助医療などに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。当研究室の成果を市販培養液として普及することが出来れば、多くの産業関連
方面に貢献できると考えていますが、製品化する際の物質安定性等の保証や管理の検討は不十分ですの
で、多くのご意見をいただけますと幸いです。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
技術移転希望項目
・培養液 ・タンパク質の局在解析

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

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/
分野：ライフサイエンス、環境、製造技術
研究テーマ
・園芸植物の生理・生態に関する研究
・花や果物の品質・鮮度保持に関する研究
・園芸の福祉的利用に関する研究

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

山根健治教授

花 野菜 果樹 生理 生態
植物成長調節技術 ポストハーベスト技術
園芸学会，国際園芸学会，人間・植物関係学会

特記事項
連絡先

TEL: 028--5417

FAX: 028--5417

E-mail: yamane[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
１）各種切り花や洋ランやカーネーション鉢花を対象として、開花制御、生理障害の原因解明、老化抑
制などについて生理・生態学的に研究しています。
２）各種処理による花の品質保持について取り組んでいます。また、イチゴ果実の輸出を目指した鮮度
保持技術の開発について検討しています。
３）モモの早期開花技術の開発や低温要求量など生物季節についての研究を行っています。特に、種子
を早く、正常に発芽させ、いかに短い年月で花をつけさせるかという点について検討しています。
４）栃木県の推進しているユニバーサル農業・園芸作物の福祉的な利用などについて調査しています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
１）現場で発生する生理障害などについて、遺伝子レベルから環境レベルまで様々な角度から検証して
います。例えば、カーネーションの異常花発生のメカニズムについて、環境条件の影響、花芽の発
育の形態学的観察、遺伝子レベルでの変異箇所の調査などを通して、原因解明に取り組んでいます。
２）イチゴの品質については、「地域イノベーション戦略支援プログラム〜とちぎフードイノベーショ
ン戦略推進地域」事業のもと、県内の研究機関や民間企業と連携して、開発を進めています。
３）本研究室では４０品種以上のハナモモを栽培しており、全国でも有数の遺伝資源となっています。
種子繁殖したモモを 1 年目で花芽分化させる「SEED ピーチ」の開発に取り組み、特許を取得して
います。全国数カ所でハナモモを栽培し、生物季節のデータを収集しています。
４）ユニバーサル農業では栃木県や県内の福祉施設の皆様との連携を取り、情報交換を行っています。
今後の展望
現場での課題の解決を通して、花やイチゴなど園芸作物の利用拡大と売り上げ増加につながる研究を
民間との共同で進めていきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
小・中・高生にサイエンスに興味を持ってもらう活動に携わっています。農業の福祉的価値や消費者
と生産者の連携を強めるユニバーサル農業の普及活動に貢献します。産学連携研究では植物成長調節物
質や各種資材の適用試験などを行っています。種子繁殖苗木の早期開花技術についての特許（第
4967123 号，第 5385208 号）を取得しています。

2017 年 5 月更新

農学部

教授

生物資源科学科

和田義春
作物栽培学研究室

URLhttp://www.utsunomiya-u.ac.jp/scholarlist/agriculture/dep1/wada_yo
shiharu.php
分野：作物学
研究テーマ
・イネの物質生産に関する研究（品種，栽培法と葉の光合成機能との関係）
・Ｃ 3 -Ｃ 4 中間種の光合成特性とその遺伝様式に関する研究
・エネルギー作物ダンチクの高光合成機能解析
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・食料生産、イネ、光合成、環境ストレス耐性

所属学会等

・日本作物学会

特記事項
連絡先

・
・
TEL: 028-649-5414

FAX: 028-649-5414

和田義春

教授

E-mail:wada [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
光合成能力の向上：作物の光合成能力を高めて食料生産を高めるには？Ｃ 3 -Ｃ 4 中間種の低い光呼吸特性。
バイオマスエネルギー作物：食用の作物栽培に不向きな塩害地や湿害地でも丈夫に育ち、バイオマス生
産が多い作物は？ 「ダンチク（Arundo donax L.）」の可能性。
水稲の高温登熟耐性：近年の地球温暖化が水稲の品質劣化を招いています。高温登熟に強いイネとは？
宇大育成品種「ゆうだい 21」は高温登熟に強いか？を検討中。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
教育：基盤教育教養自然系では人間生活に密着した食料から生物学を教えます。学部では植物生理学や作
物学の基本の概念を間違いなく身につけさせます。大学院では作物学に関する研究の考え方や実験科学の
方法論を教えます。
研究：イネや飼料・油糧作物の生産性向上や近年の温暖化によるイネ高温登熟障害など環境耐性向上のため
作物の物質生産について光合成機能を通じて解析しています。

今後の展望

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
作物関係の技術相談、高校への出前授業「作物栽培と環境」

2018 年 8 月更新

農学部

教授

応用生命化学科

東

徳洋

食品生化学研究室

写真

URL：
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・乳タンパク質・ペプチドの生理機能の解明
・食品成分による生活習慣病の予防
・

東

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・タンパク質・ペプチドの単離精製、細胞培養アッセイ

所属学会等

・日本農芸化学会、日本生化学会、日本酪農科学会

特記事項

・
・

連絡先

TEL: 028-

FAX: 028-

徳洋 教授

E-mail: azuma[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
乳に関する研究が中心。乳は本来、新生児(仔)にとって 唯一の食
餌であり、様々な機能をもつ成分の宝庫です。 当研究室では牛乳
のみならず、人乳も研究対象に、乳タンパク質・ペプチドの生理
機能の解明に取り組んでいます。
最近の主なテーマは、バター製造の際の副産物で
あるバターミルク画分に含まれる、脂肪球皮膜
（MFGM）による生活習慣病対策です。MFGM には
脂肪滴
脂質やタンパク質由来の多くの生物活性成分が含
まれており、乳幼児の神経発達や感染防御のみなら
ず、コレステロール低下作用や抗炎症作用があるこ
とが報告されており、最近では育児用調製粉乳に
MFGM を補充すべきだとの見解が示されています。
脂肪細胞に MFGM を添加して培養したところ、脂
肪の蓄積を抑制する効果が認められました。このとから、MFGM には肥満に起因する慢性炎症、延いて
は糖尿病につながるインスリン抵抗性の改善が期待されます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
乳の多種多様な成分(おもにタンパク質、ペプチド)の特性と機能の解析や、その高度利用法の開発など
を目指し、細胞培養、ときにはマウスの力を借りて、多様なアプローチ法（生化学的・免疫学的・細胞
工学的手法）を適用して研究を進めています。
今後の展望
食べ物は、単なる栄養源として機能するだけでなく、体の恒常性を維持する神経系、ホルモン系、免疫
系の調節に関わっていることが明らかにされつつあります。一方、食生活が原因となる病気の患者も増
加しており、高齢化社会に向けて、ますます食の重要性が問われています。このような背景から、生活
習慣病の引き金となる肥満の予防、骨粗鬆症の予防、さらには認知症の予防等につながる機能性食品成
分の探索や食品開発への取り組みが重要になるものと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
特になし。

産学連携・技術移転の対応等）
2018 年 8 月更新

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
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・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

蕪山由己人 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

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

所属学会等

日本アミノ酸学会

特記事項

2 次元電気泳動、マイクロプレートリーダー、LC-MS

連絡先

TEL: 028-649-5465

FAX: 028-649-5401

E-mail: kabuyama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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
2018 年 8 月更新

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/h
ome.html
分野：ライフサイエンス、環境、材料
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

金野尚武 准教授

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

特記事項

＜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）

連絡先

TEL: 028-649-5445

FAX: 028-649-5401

E-mail: konno[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

農学部

准教授

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
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

二瓶賢一 准教授

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、新規素材探索研究会
HPLC、分光光度計、有機合成装置など
E-mail: nihei[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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)
2017 年 5 月更新

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
分野：ライフサイエンス、環境、エネルギー
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

羽生直人 教授

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

FAX: 028-649-5401

研究概要
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
図 木材保存剤の防腐性能試験
も注力しています．

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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．

今後の展望
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．
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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）

2017 年 5 月更新

農学部

准教授

前田

勇

応用生命化学科 応用微生物学研究室
URL：http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/chemj/jmicrobio/microb-eng.html

分野：応用微生物学
研究テーマ
・微生物の共培養による窒素固定
・発酵微生物の諸機能の利活用
・環境や食品の汚染を迅速検出するバイオセンサー
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

写真

前田勇 准教授

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

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5477

FAX: 028-649-5477

E-mail: i-maeda[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
細菌の共培養体による窒素固定の研究に取り組んでいます。ある種の細菌は、窒素ガスからアンモニ
アを生成する窒素固定反応を行います。しかし、空気中の酸素ガスが反応を阻害するため純粋培養では
空気存在下の窒素固定は持続しません。本研究では、活発な呼吸を行う従属栄養細菌を窒素固定細菌と
共培養することで、この問題を解決しようとするものです。本手法により耕作地土壌の窒素固定活性を
高めるべく研究を行っています。
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、乳酸菌が産生する凝乳活性を有するプロテアーゼの性質について調べています。また、納豆菌
を生きた状態で腸まで届ける上で重要となる、芽胞の形成に関与する納豆菌の代謝制御についても研究
を行っています。
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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たきたいと考えています。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
微生物機能の利活用による企業活動と連携した研究開発を行っていきたいと考えています。

2017 年 5 月更新

農学部

准教授

水重貴文

写真：でき

応用生命化学科・生物化学研究室

るだけ笑顔

URL： http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/chemj/biochemistry/index.html
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

水重貴文 准教授

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

E-mail:mizushige[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。

図

海馬神経幹細胞

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。

今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
特になし。

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

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

分野：食品免疫学、食品科学
研究テーマ
・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

山田潔 講師

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

食物アレルギー、低アレルゲン化食品、免疫調節機能

所属学会等

日本農芸化学会、日本食品免疫学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5462

FAX: 028-649-5401

E-mail: yamada[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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。

2018 年 8 月更新

農学部

准教授

飯山一平

写真：でき

農業環境工学科 土壌・生物環境物理学研究室
分野：土壌物理学
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

るだけ笑顔

飯山一平 准教授

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

TEL: 028-649-5500

E-mail:iiyama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
図1 土壌断面調査風景

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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・CO 2 の大気への放出量と、土壌通気性向上・
CO 2 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。

図2 保水性試験器例

図3 透水性試験器例

今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

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

写真：でき
るだけ笑顔

URL：http://env.mine.utsunomiya-u.ac.jp/lab/be/index.html
分野：環境、エネルギー、社会連携、畜産環境、施設園芸
研究テーマ
・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

池口厚男 教授

キーワード
（共同研究や相談等に
お応えできる項目）
所属学会等
特記事項
連絡先

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、農林水産省関連の研究機関と活発に交流しています。
TEL: 028-64-548 FAX: 028-649-5508
E-mail:ikeguchi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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
2017 年 5 月更新

農学部

准教授

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
分野：土壌侵食，農地・土壌保全，水・物質動態
研究テーマ
・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

大澤 和敏 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・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

所属学会等

・農業農村工学会，土木学会，農業気象学会など

特記事項
連絡先

・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．
TEL: 028-649-5488 E-mail: osawa[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要 ～自然環境と人間社会の共存のための科学～
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。
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。
特徴と強み ～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。
今後の展望 ～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。
2018 年 8 月更新

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/
分野：ライフサイエンス、施設園芸、食品科学
研究テーマ
・付加価値の高い植物育成システム（植物工場）の研究
・食品・清酒・ビール・ホップの機能性（ORAC）の評価と品質評価
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

齋藤高弘 教授

光計測、蛍光分光、微弱発光、機能性、抗酸化、ORAC、施設園芸、ポス
トハーベスト、植物工場、ホップ、酵母、麹、清酒、ビール

生態工学会（理事・広報委員長）、農業施設学会、農業食料工学会
＜装置＞蛍光プレートリーダー
＜交流＞民間企業、官公庁との共同研究を積極的に行っています、
TEL: 028-649-5501 FAX: 028-649-5508
E-mail:saitot[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
迅速で簡便、高感度である微弱発光（フォトン）や蛍光分光法を用い、
様々な食品や嗜好品（清酒やビール）の微生物活性や機能性（抗酸化物
質（ORAC）
）の評価法を確立し、付加価値の高い商品開発に結びつく技
術開発を行っています。また、近年、カット野菜などの生食用野菜は食
文化の多様化とともに食する機会が増しています。加えて、温度、光、
CO２、肥料など植物生長に影響を及ぼす因子を人為的に制御できる「植
物工場」の技術が注目されています。宇都宮大学にも太陽光型、人工光
（蛍光灯・LED）型の植物工場が建設されています。この背景のもと、
どのようにしたら安全・安心な清浄度の高い野菜がつくれるのか、どの
ようにしたら抗酸化性の高い機能性野菜がつくれるのか研究を行ってい
ます。

図 LED 植物工場

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
機能性の重要な指標である抗酸化性（ORAC）の分析技術を有しています。ORAC は次世代の公定法に
なる技術であり、有用性に富んでいます。この技術を用いて、多くの食品や嗜好品の原料から製造過程
を含めた評価に関する経験を持ち、最終生産物をいかにして機能性を有する付加価値の高い商品とする
かを研究しています。また、植物工場を有していますので、農産物の機能性を高める光環境の組み合わ
せや環境条件などについても ORAC を指標として合わせて評価することが可能です。
今後の展望
栃木県にとどまらず、日本全国、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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

農学部

助教

田村匡嗣

写真：でき
るだけ笑顔

農業環境工学科・食品流通工学研究室
分野：ライフサイエンス
研究テーマ
・食品加工が美味しさや消化性に及ぼす影響の解明
・収穫後農産物の品質保持と評価方法の確立
・高齢者向けの調整食や嚥下困難者用食品の検討
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

田村匡嗣 助教

in vitro 人工消化、テクスチャ解析、組織構造観察、食品加工、鮮度評価、
品質保持など
食品科学工学会，生態工学会，農業施設学会，農業食料工学会，など
in vitro 人工消化試験機器

TEL:

FAX:

E-mail:m-tamura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。研究室では、農産物が収
穫されたのちに加工や調理されて食品として摂取・消化されるまでを研究対象としています。特に単位
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）
高齢者向けの調整食や嚥下困難者用食品の検討、
などのテーマに取り組
んでいます。
例えば近年食後血糖値の上昇程度は、
糖尿病や高脂血症などの生活習
慣病の原因として注目されています。研究室では、ヒトの食後血糖値の
上昇程度と相関の高い eGI（推定グリセミックインデックス）を in vitro
人工消化試験機器（図 1）などを使って計測し、食品自体や食品の加工
方法を消化性の観点から評価しています。
図1

in vitro 人工消化試験機器

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
研究室は、モットーに「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」を掲げて 2014 年に新たにスタートしました。教員、学生、県や民間機関の研究者
が一緒になって日々課題解決に向けて邁進しています。専門分野以外にも意欲的かつ柔軟に取り組んで
います。

今後の展望
これまでの糖質を含む食品の加工法は、食感や味を主体として検討されてきました。しかしながら、
現代社会においては生活習慣病の予防効果のある食品や食品加工法の開発も併せて考える必要があり
ます。加えて日本は 65 歳以上の人が総人口に占める割合が 25 %以上となった超高齢社会に突入してい
ます。口から食べることができなければ生きる意欲を失う高齢者も多く、誤嚥による肺炎を発症する危
険性をはらんでいるため、高齢者向きの調整食や嚥下困難者用加工食品への対応が必要です。研究室で
は、これらの課題についても解決に向けて鋭意挑戦していきます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

農学部

准教授

菱沼竜男

農業環境工学科・菱沼研究室
URL：http://env.mine.utsunomiya-u.ac.jp/lab/hishi/
分野：環境、エネルギー，ライフサイエンス
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

菱沼竜男 准教授

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。

TEL: 028-649-5490

FAX: 028-649-5508

E-mail:thishinuma[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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組んでい
ることです。
今後の展望
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。
社会貢献等（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。
2017 年 12 月更新

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
分野：農業機械学，農業情報学，
研究テーマ
・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

松井正実 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・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

所属学会等

・農業食料工学会，農作業学会，農業労災学会

特記事項

連絡先

・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
TEL: 028-649-5496

FAX: 028-649-5496

E-mail: m-matsui[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

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。
2018 年 8 月更新

農学研究科

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
分野：農村における生態系の解明、保全および利活用
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項

守山拓弥 准教授

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 など・
・
・

連絡先

TEL: 028-649-8639

FAX: 028-649-8639

E-mail: t-moriyama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
・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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

農学部

准教授

杉田直樹

農業経済学科
分野： 社会連携
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

杉田直樹 准教授

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

特記事項
連絡先

TEL: 028--

FAX: 028--

E-mail: [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。

今後の展望
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。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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。

2017 年 5 月更新

農学部

准教授

有賀一広

写真：でき

森林科学科・森林工学研究室

るだけ笑顔

URL： https://www.facebook.com/shinrinko
分野：環境、エネルギー、社会連携
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談が
可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

有賀一広 准教授

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

TEL: 028-649-5544

FAX: 028-649-5545

E-mail:aruga[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。

図 1 林地残材発生量

今後の展望
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
図 2 森林バイオマス搬出機械
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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

2017 年 5 月更新

農学部

助教

林

宇一

森林科学科
URL：研究室の URL（リンク貼付）

写真

分野： 森林社会科学分野
研究テーマ
・林業労働力分析
・木材価格分析
・森林経済学

林宇一 助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

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

特記事項

なし

連絡先

TEL: 028-649-5535

FAX: なし

E-mail: uichi [at] cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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なっています。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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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。

2017 年 5 月更新

農学部

准教授

森林科学科・専攻

松英恵吾

森林計画学研究室

URL：http://mori1.mine.utsunomiya-u.ac.jp/sinrin/keikaku/
分野：
研究テーマ
・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
・森林管理／森林経営支援システムの開発と応用
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

松英恵吾准教授

森林計測 森林モニタリング 森林空間情報
産業界の相談に対応できる技術分野
森林モニタリング 森林計画 森林評価 森林空間情報解析
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

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5532

FAX: 028-649-5532

E-mail:matsue [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
・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）
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
・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。
今後の展望
・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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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
2017 年 5 月更新

農学部
森林科学科

教授

山本美穂

森林政策学研究室

URL：
分野：森林政策、流域管理、農林業史
研究テーマ
○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

山本美穂 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・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

所属学会等

・日本森林学会、林業経済学会（理事）
、林業経済研究所（理事）

特記事項

・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。

連絡先

TEL: 028-649-5534

FAX: 028-649-5544

E-mail: mihoyama@cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
図１ 農山村の「ライフコース」の例
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

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。
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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：
分野：森林化学
研究テーマ
・樹病に関するプロテオミクス・メタボロミクス
・木質系バイオマスの利用開発
・リグニンの微生物分解機構に関する研究

横田信三 教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・プロテオミクス、メタボロミクス、木質系バイオマス、リグニン、きの
こ

所属学会等

・日本木材学会、日本農芸化学会、日本植物病理学会、米国化学会

特記事項
連絡先

・
・
TEL: 028-649-5539

FAX: 028-649-5545

E-mail: yokotas[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
・樹病に関するプロテオミクス・メタボロミクス： 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。

・木質系バイオマスの利用開発： 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。
・リグニンの微生物分解機構に関する研究： 木材の主要化学成分の１つであるリグニンの、木材白色
腐朽菌（きのこを含む）及びそれらが生成する菌体外リグニン分解酵素による分解機構について研究を
行っている。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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、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。
今後の展望
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、オミクスの手法を活用して行く予定である。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
現在、宇都宮市内にある民間企業と共同研究を実施している。

2018 年 8 月更新

農学部附属演習林

教授

飯塚和也

演習林研究室
URL： http://mori1.mine.utsunomiya-u.ac.jp/sinrin/fs/lab/uf.html
分野：環境
研究テーマ
・ 林業的除染のあり方
・ 樹木における放射性セシウムの挙動

飯塚和也 教授

・ 樹木のスケーリング
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

樹木、樹幹木部、放射性物質、除染、生物のスケーリング
日本木材学会、日本植物学会、日本アイソトープ協会
演習林フィールド，Ge 半導体検出器（RI 施設）

TEL: 028-649-5408

FAX: 0287-47-0366

E-mail:kiizuka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
最近、福島原発事故に伴う放射性降下物、特に Cs137 による森林や樹木の汚染の実態調査、ならにそ
こから得られた情報に基づき、環境リスク低減のための林業的除染による森林再生を試みています。
林業的除染とは、森林から放射性物質を飛散・流失させないため、森林内、特に樹木木部に放射性物質
を封じ込め、自然減衰により、環境リスク低減を図る試みです。森林造成に費やす時間は、主伐に至る
まで 60 年以上と長く、Cs137 の半減期の 2 倍以上です。このため、林業的除染は、多年生植物である
樹木の成長と自然の時間を活用する方法といえます。たとえば、スギの樹幹木部は心材と辺材から構成
されており、Cs137 は木部内で樹皮に近い部位の辺材から心材へ移動する性質があります。心材に存在
する Cs137 は、将来的には減少するとともに一定の濃度になり、不可給態として閉じ込められることが
推察されます。また、Cs137 の挙動は、カリウムと類似しているといわれています。スギ心材の色は、
カリウムや水分量との関連性が知られており、これらの性質に着目することで、植栽するスギ品種の選
択の可能性があることが示唆されます。2011 年 5 月以降、毎年演習林内にスギを数百本以上植栽し、
環境リスク低減のための林業的除染による森林再生の研究を、実践的に進めています。

教育・研究活動の紹介（特徴と強み）
放射性降下物により汚染された森林再生の研究に関し，演習林のフィールドを活用することができま
す。特に，森林除染等により裸地化状態にされた地域の土砂流失等の 2 次災害の防止のため．スギ植栽
による森林的除染のあり方を実践的に調査・実証し，評価できる体制が整備されています。

今後の展望
森林生態系の物質循環に基づいた，林業的除染による森林再生の実証評価を，行っていくこととして
います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況
技術移転希望項目
・樹木・樹木と Cs137 とのかかわり

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

農学部付属演習林

講師

大島潤一

写真：でき

演習林研究室

るだけ笑顔

URL： http://mori1.mine.utsunomiya-u.ac.jp/sinrin/fs/lab/uf.html
分野：環境
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

大島潤一 講師

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

TEL: 0287-47-0057

FAX: 0287-47-0366

E-mail:joshima[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。

写真１ クマ剥ぎ被害を受けた樹木

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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
甚大が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。

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）

2017 年 5 月更新

農学部付属農場

准教授

高橋行継

作物生産技術学研究室
URL： 研究室の URL（なし）
分野：水稲栽培全般に関連した技術改善、普及
研究テーマ
・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
高橋行継 准教授
・生育診断モデル・システムの開発
キーワード
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、
（専門分野・対応や相談
育苗箱、生育診断、気象解析
が可能な事項）
所属学会等
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
特記事項
連絡先

TEL: 0285-84-1206

FAX: 0285-84-1206

E-mail:Takahashi[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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共に生命線といえます。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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。
2017 年 5 月更新

雑草と里山の科学教育研究センター
植生マネジメント部門

教授小笠原勝

URL：http//www.agri.mine.utsunmiya-u.ac.jp/about/08-08-06.html
分野：ライフサイエンス、環境、植生管理、雑草防除
研究テーマ
・紫外線・焼成焼却灰・PS 灰等を用いた除草技術の開発
・道路・河川・鉄道等における植生制御システムの開発
・雑草を用いた環境修復技術の開発
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

小笠原勝 教授

雑草、環境修復、植生管理、雑草防除、道路、河川、鉄道
日本雑草学会（和文史編集委員長）
、日本芝草学会（会長）
ガラス温室、紫外線照射装置

TEL: 028-649-5153

FAX: 028-649-5155

E-mail:masaruo[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
道路、河川、公園、芝地、メガソーラ発電施設等を対象と
した植生制御システムと、環境に負荷をかけない資源循環型
の防草技術に関する研究を行っています。特に、紫外線や焼
成焼却灰を用いた防草技術は世界に先駆けた技術であり、焼
成焼却灰を用いた防草技術は既に実用化されています（右写
真：国道 17 号線、東京都白山駅近くの中央分離帯）
。
また、雑草管理技術と併せて、希少植物の保全、雑草を用
いた重金属汚染土壌の修復と法面緑化についても研究を行っ
ています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
本教育研究センターは、1967 年に創設された農学部附属雑
草防除研究施設を前身とするわが国唯一の雑草防除に関する
大学の研究機関です。水田や畑地などの農耕地はもちろんの
こと、林業地、芝地、道路、鉄道、河川、公園等を対象とし
た実際場面における雑草管理に関して数多くの技術的なノウ
ハウとデータを蓄積しており、あらゆる場面の雑草管理に関
する相談に対応しております。また、環境修復に関する相談
にも対応しております。

今後の展望
紫外線を用いた防草技術は環境中で残留しない環境配慮型の植生管理技術として注目されています。
フェンスや鉄塔等の既設構造物に付設することにより、クズやスイカズラ等の蔓植物の巻き付きを防ぐ
ことができることから、道路や鉄道での利用が期待されています。また、一般ゴミの無害化過程で排出
される焼成焼却灰や製紙過程で排出される PS（Paper sludge）灰を用いた防草技術は資源循環型の防
草技術として、公共緑地での利用が期待されています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目 ・除草技術、植生制御システム、環境修復技術
特許出願状況 ・NETIS（国土交通省新技術情報提供システム）登録番号 KT-110025
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雑草と里山の科学教育研究センター

准教授

小寺祐二

野生鳥獣管理部門
URL：http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/about/08-07-04.html
分野：野生鳥獣管理学，生態学，保全生物学
研究テーマ
・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

小寺祐二 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・鳥獣管理，鳥獣による各種被害管理，河川，人材育成事業

所属学会等

・
「野生生物と社会」学会

特記事項
連絡先

・3D スキャナー（EinScan-Pro）
・ドローン（Mavic-Pro）
TEL: 028-649-5146 FAX:
E-mail: kodera[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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．

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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．

今後の展望
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．

社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
社会活動・IUSN Wild Pigs Specialist Group，環境省 鳥獣保護管理プランナーなど
2018 年 8 月更新

雑草と里山の科学教育研究センター 特命教授 杉田昭栄
地域資源開発部門
URhttp://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/hpj/deptj/anij/page/kinoukeitai.htmlL ：
分野：ライフサイエンス・環境・鳥害
研究テーマ
・動物の神経・行動に関する研究・忌避行動の検証
・カラスの生態および行動に関する研究
・動物の視覚に関する研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

杉田昭栄 特命教授

動物の脳神経、視覚、カラスによる社会問題、鳥害対策の検証

日本獣医解剖学会（理事）
、日本解剖学会（評議員）
、アメリカ神経科学会、
日本神経科学会
・＜装置＞動物標本（組織作成機器：クライオスタット、ミクロトーム、
卓上電子顕微鏡（HITACHI M Miniscope TM-1000）
、分光光度計（V-650 ）
・＜交流＞鳥害対策の相談、鳥害対策品開発の企業、生物標本の貸与（脳）
E-mail: sugita[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp
TEL: 028-649－5436
FAX: 028-649－5436

研究概要
動物をより理解できるよう動物の脳や感覚の研究をしています。
特に、各種動物の視覚機構を神経解剖の立場から、それぞれの
相違、類似性に注目し比較検討を行う古典的神経解剖を基礎とし
ながらも生化学や分子生物の手法も取り入れています。
最近では、網膜に紫外線を感受するオプシンの cDNA の存在も確
認しています。行動学的にも紫外線を感受していることが確かめ
られました。ここのところはカラスの学習能力、記憶力、識別能
力の解明をはじめとした個体の行動解析を行うとともに GPS など
を使いカラスの飛翔範囲の解析も行っています。そして、それを
基盤にカラス策の研究にも力を入れているところです。鳥害（特
にカラス）の対策や機器開発のご相談を受けています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
脳の研究はヒトから動物まで 30 年以上続けています。神経解剖
学、視覚生理学など基礎的な研究を長年続けてきましたが、それ
ら動物の持つ身体能力の情報を基盤に動物の起こす問題解決に興味を持つようになりカラスの研究に
着手しています。問題を起こす動物の生理的な弱点に関する解明が強みかと考えています。また、農業
現場、一般社会の鳥害など現場感覚に強いのも農学の中の脳科学、行動科学かと考えています。
今後の展望
これまで、電力会社、音響メーカ、塗料メーカ、環境アセスメント、印刷など多種多様の企業が鳥害
あるいは鳥害対策機器開発の相談にお見えになっています。今後も、広く相談を受け入れる立場を持ち
ながら社会の課題解決のために研究に展開していきます。
鳥害は思わぬ形で現れます（ソーラーパネルへの投石、ワイパーの咬害）
。研究シーズは無限にあると
考え挑戦していきます。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
技術移転希望項目 ・組織標本作成 ・表面構造超微細観察 ・行動分析
特許取得状況 ・特許第４８５２７０１号（鳥類の誘導営巣具）、・特許第４８９８９９８号（ごみ袋）、
・特許第５１３５５０７号（カラス忌避装置）
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雑草と里山の科学教育研究センター 講師

閻美芳

URL：http://agri.mine.utsunomiya-u.ac.jp/about/08-08-08.html
分野：農村社会学・環境社会学
研究テーマ
・農家の価値づけに基づいた農山村のコミュニティ形成
・中国農民の農村都市化政策への対応とコミュニティ形成
・有機農業と中山間地域の新たな価値づけ

閻美芳 講師

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

I ターン者の新規参入と有機農業
中国の農村都市化政策とプロジェクト移民
中山間地域におけるコミュニティ形成
日本社会学会、環境社会学会、村落研究学会、

特記事項

日本と中国の中山間地域に寝泊まりして、参与観察と聞き取り調査に基づ
く実証研究ができます。

連絡先

TEL: 028—6495150

FAX: 028--6495155

E-mail:yanmifang [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
日本と中国の中山間地域に足を運び、社会学の手法を用いて、グリーン・
ツーリズム（中国では農家楽）
、有機農業、農村都市化、プロジェクト移
民などをテーマに、研究を行っています。周知のように、日本と中国は「一
衣帯水」
（日中両国が親しい近隣）と言われながら、近年、政治的な情勢
に左右されることもあり、むしろ相互無理解が進む一方です。ところが、
日本と中国の中山間地域で聞き取り調査を重ねると、
次のことに気付きく
ようになりました。つまりは、日本の庶民には「相身互い」
（あいみたが
い）の思想があり、同じように、中国には「体情（ティーチン）
」
（相手に
北京郊外山村の農家楽
心を寄せて、相手の立場にたって考える）の思想があります。お互いに、
政治体制や直面する社会問題（日本の限界集落問題、中国の農村都市化問題）に相違があるものの、生
活意識の根底に相通じるものがあるのも事実です。日本と中国の農民がどのように降りかかってくる生
活課題に果敢に立ち向かっているのか。彼らの生活意識の根底に降りていくように、今後とも、聞き取
り調査を重ねていくつもりです。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
日本と中国の中山間地域で寝泊まりして、聞き取り調査を基づいて実証研究をできます。中国だけで
はなく、日本の中山間の地域でも、日本語で聞き取り調査を実施できます。
今後の展望
中国の農民を団地に移転させる農村都市化政策のように、政策を策定する側が、良かれと思って推進
する政策がかえって当の農民を苦しませてしまうことがあります。実際現場に行って、現地の人びとが
どうしたいのかを把握することは、より現地の人びとのための政策を作る際の参考にもなります。住民
のための政策づくりを志向する自治体などと協力できるかと思います。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
学生と一緒に中山間地域に足を運び、学生の目線で地域の“良き”資源を見つける取り組みをしてい
ます。他方、過疎高齢化の進む中山間地域からは、若い大学生が来るだけで元気をもらえるとの声をい
ただいています。これからも学生と一緒に、中山間地域の力となる活動に取り込んでいきます。

2017 年 5 月更新

ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ 助教 岡本昌憲
植物化学遺伝学・岡本研究室
URL：http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/okamoto/
分野：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
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

岡本 昌憲 助教

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

所属学会等

日本植物生理学会, 植物化学調節学会

特記事項

遺伝子判定、HPLC 分析、LC-MS/MS 分析、光合成測定装置

連絡先

TEL: 028-649-5555

FAX: 028-649-5555

E-mail: okamo [at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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 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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
米国特許登録 Synthetic Compounds for Vegetative ABA Responses, US9345245

2017 年 11 月更新

ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ 准教授 児玉 豊
分子細胞生物学研究室
URL：http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/kodama/
分野：ライフサイエンス、その他（バイオテクノロジー）
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項

児玉豊 准教授

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。

連絡先

TEL: 028-649-5527

FAX: 028-649-8651

E-mail: kodama[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
本研究室では、植物細胞（右図）の環境応答研究を行なっ
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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）
。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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）

2017 年 5 月更新

バイオサイエンス教育研究センター
准教授 謝 肖男
天然物化学研究室
分野：天然物化学、質量分析化学
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

・天然物、質量分析

所属学会等

・日本農薬学会、日本農芸化学会、日本質量分析学会

特記事項
連絡先

謝

肖男 准教授

・有機化合物を測定することが得意
・天然物の扱い
TEL: 028-649-5300 FAX: 028-649-5155 E-mail: xie[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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｡
2018 年 8 月更新

ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ

准教授

鈴木智大

生物分子情報学研究室

鈴木智大 准教授

URL：http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/suzuki/
分野： 生物化学･天然物化学･生命情報学
研究テーマ
・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

鈴木智大 准教授

所属学会等

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

特記事項

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。

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）

連絡先

TEL: 028-649-5129

FAX: 028-649-8651

E-mail: suzukit[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
【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
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。

スギヒラタケ

【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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。

冬虫夏草

マコモタケ

今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
公開講座・バイオテクノロジー体験講座等を通して、大学を三塚に感じてもらえるように取り組んでい
きます。
2017 年 5 月更新

ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ

准教授

野村崇人

生体分子機能解析部門・植物生理化学研究室
URL：http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/nomura/
分野：植物生理学・植物分子生物学・天然物有機化学
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

野村崇人 准教授

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

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5149

FAX: 028-649-8651

E-mail: tnomura[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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）
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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。

2017 年 5 月更新

ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ

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
分野：ライフサイエンス、環境
研究テーマ
・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
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

松田 勝 教授

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

TEL: 028-649-5527

FAX: 028-649-8651

E-mail:matsuda[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。

次世代シークエンサー

共焦点レーザー顕微鏡

教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

質量分析機

産学連携・技術移転の対応等
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ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ教育研究ｾﾝﾀｰ

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/
分野：ライフサイエンス、環境
研究テーマ
・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

宮川一志 准教授

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

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

特記事項

・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。

連絡先

TEL: 028-649-5189

FAX: 028-649-8651

E-mail: h-miya[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況

産学連携・技術移転の対応等）
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オプティクス教育研究センター
教授 早﨑芳夫
URL：http://i-photonics.sakura.ne.jp/j/Home.html
分野：情報フォトニクス，計算イメージング，レーザー加工
研究テーマ
・ガラス・金属・半導体・ポリマー・生体のホログラフィックレーザー加工，
・計算イメージング（ディジタルホログラフィ，マルチ画素カメラ）
・情報フォトニクス（光技術と情報技術の融合，光 AI，ディスプレイ）
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

早﨑 芳夫 教授

機械部品の光計測，生体の光計測等光計測全般
空間光変調素子の使い方，計算機ホログラフィの設計，計算イメージング
フェムト秒レーザー加工．
日本光学会，応用物理学会，レーザー学会(上級会員)，レーザー加工学会，
アメリカ光学会(Senior 会員)，アメリカ光工学会(Fellow 会員)，電気学会，
大学や企業との共同研究を積極的に進めています．

TEL/FAX: 028-689-7114

E-mail: hayasaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究室概要
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，レーザー加工，光計測，
情報フォトニクスである．教員・研究員・学生が，共に助け高め合いながら，新しい現象の発見や新し
い光システムの開発を行う．平成 29 年度，早崎芳夫教授，長谷川智士助教，ホエル セルバンテス研究
員(メキシコ)，博士後期課程 5 名，博士前期課程 15 名，学部 4 年生 7 名が，研究活動を行う．メキシ
コ，中国，エジプト，台湾と海外の方が多いのも特徴であり，研究室の日常に英語がある．
研究活動の紹介（特徴と強み等）
レーザー加工の研究では， ホログラムを用いてビームを多数に分け，金属・半導体・ガラス・ポリ
マーに対して，同時多数の並列加工を可能を特徴とする．これは，単位時間あたりに加工できる量を飛
躍的に向上させる技術として注目されている．さらに，レーザービーム形状を自由に調整できるため，
加工の質を向上させることも可能である．現在，この技術を広く利用してもらう活動をしており，年間
数名程度の学生や若手技術者が，本技術の習得のために我々の研究室を訪問する．
光計測では，光干渉計測を得意とし，機械部品の表面形状や透明材料の内部構造の計測など，ライン
上でのリアルタイム製品計測を可能にする．加工形状をモニターしながらレーザー加工を行うようなシ
ステム構築も得意とする．ナノ粒子の計測など，マクロな物体の計測だけでなく，ナノ構造の形状計測
も得意である．
情報フォトニクスでは，映画に出てくるような未来の映像装置も実現している．現在，光技術と AI
技術の融合にも取り組んでいる．
今後の展望
研究室の行動指針は，宇都宮大学 3C 精神に基づいて，「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，学生のアイデアを出す力を養成しながら，面白くて，
役に立つことに，光の力で挑戦していきたい.
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
ホログラフィックレーザー加工やディジタルホログラフィなど産業化技術の研究を行っており,空間
光変調素子の選定と使い方,計算機ホログラム，回折光学素子の設計,フェムト秒レーザー加工による金
属表面加工やガラス内部加工,干渉光計測，ディジタルホログラフィ，計算イメージング等，光に関連
する多くのスキルやノウハウを多数有している．現在も，いくつか企業と共同研究を行っており，一部
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している．また，年間 10 件以上の技術相
談や試作試験を行っている．光に関係することでわからないことがあれば，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，これまでに，1 名の社会人の方が博士の学位を取得し，現在，2
名の社会人ドクターが在籍している．
2018 年 8 月更新

留学生・国際交流ｾﾝﾀｰ

助教

飯塚明子

分野：・国際協力・コミュニティ防災・災害復興
研究テーマ
・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 NGO/NPO 研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等
特記事項
連絡先

飯塚明子 助教

・国際協力・防災・NGO・防災教育・災害復興
・国際開発学会・地域安全学会・Association of Research on Nonprofit
Organizations and Voluntary Action
・15 年間の海外生活を経て、宇都宮大学に着任して 2 年目！

E-mail: iizuka[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。特に防災マネジメントサイクル（災害
発生前の備え、災害発生後の緊急、復旧、復興期）における災害に強いコミュニティづくりの研究を国
内外で行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。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や研究を行っていきたいです。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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、留学や国際交流、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。

2018 年 8 月更新

留学生・国際交流ｾﾝﾀｰ

教授

湯本浩之

グローバル教育研究室
分野：国際教育論・国際開発論・市民組織論
研究テーマ
・欧州におけるグローバル教育や地球市民教育などの歴史研究・政策研究
・市民組織よる開発教育や持続可能な開発のための教育(ESD)の評価研究
・参加型学習（アクティブ・ラーニング）を活用した教材研究・教材開発

湯本浩之 教授

キーワード
（専門分野・対応や相
談が可能な事項）

グローバル教育・開発教育・環境教育・人権教育・平和教育・シティズンシッ
プ教育・持続可能な開発のための教育（ESD）・参加型学習（アクティブ・ラ
ーニング／ワークショップ）・NGO/NPO/CSO・国際協力・国際開発

所属学会等

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

特記事項

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〕
）

連絡先

TEL: 028-649-5236

FAX: 028-649-5236

E-mail: yumoto[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
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。
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。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
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。
今後の展望
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。さまざまな問題に直面している日
本の学校教育や大学教育、そして社会教育や生涯学習ですが、今後はこうした教育実践の中に、新たな
「学びの場」を創出していくために必要な政策や施策の企画立案をはじめ、カリキュラムや教材の開発、
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。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
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、学校や大学が主催する国際理解や
異文化理解、国際協力やボランティア活動などをテーマとする授業や出前講座、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。
2018 年７月更新

地域創生推進機構

特任助教 土崎雄祐

URL：http://cocplus.utsunomiya-u.ac.jp/

写真

分野：ボランティア・NPO
研究テーマ
・ボランティアコーディネーションに関する実践研究
・市民の社会参加に関する実践研究
・非営利組織や地方自治体における人材育成に関する実践研究
キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

土崎雄祐 特任助教

ボランティアコーディネーション
ボランティア・NPO
人材育成
日本ボランティアコーディネーター協会、日本 NPO 学会、日本社会教育学会

特記事項
連絡先

TEL: 028-649-5359

FAX: 028-649-5145

E-mail: tsuchizaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
地域社会において、市民のボランタリーな力がどの
ように生きているのか、具体的な実践事例に学びつつ
研究を行っています。また、地域の困りごとを解決し
たい、もっと暮らしを豊かにしたいという市民の方々
がよりよく活動できるような環境づくりとそうした
方々を育むための講座づくりに関心を持っています。
具体的には、文部科学書の「地（知）の拠点整備事業」
により宇都宮大学が展開している「終章コミュニティ
ワーカー養成講座」の実施とそのフォローアップ、自
治体や社会福祉協議会と連携して行う市民向け講座や
職員研修を通して、自らも受講者の方々と共に学びあ
いながら研究を進めています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
市民が地域社会における課題解決に参加する手段（選択肢）の一つとしてのボランティアに着目して
います。1995 年に起こった阪神・淡路大震災以降、ボランティアという言葉の意味とその存在が一気
に広まり、今日では災害時はもとより地域社会の様々な場面でその活躍が期待されています。一方で、
その存在意義や地域の実情を正しく理解しないまま、ボランティアが単なる安価な労働力と捉えられて
しまう状況が多かれ少なかれ見受けられるのも実態です。
人口減少による税収減少などにより、これまで行政機関が担ってきた「公」の機能が縮小され、あら
ゆる場面で市民の力が求められているのは言うまでもありません。こうした時代だからこそ、ボランテ
ィアを「無限の創造力」であると捉え直し、彼らが地域社会のあらゆるセクターと協働しながら課題解
決を進められるお手伝いになるような教育・研究をしていきたいと考えています。
今後の展望
栃木県内の有識者の方々と設計した「終章コミュニティワーカー養成講座」については、県内を中心
に様々な形で同様のプログラムを展開したいと考えています。また、実践研究や聞き取り調査でご縁の
ある方々と「大学の知」とを結びつけるコーディネーターの役割も果たしていければと思っています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
上述のとおり、自治体や社会福祉協議会などからの依頼により市民向け講座や職員研修を担当してお
ります。こうした活動も引き続き続けていきたいと考えています。様々な形で地域のお役に立ちたいと
思っているところです。
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地域創生推進機構

特任准教授

簑田理香

COC＋推進室
URL：18 歳からの とちぎ仕事学 http://cocplus.utsunomiya-u.ac.jp
分野：社会科学
研究テーマ
・編集的思考に基づく地域振興と情報発信（内なる共有と外への発信）
・地方自治体の広報宣伝・プロモーション事業のあり方
・公民協働の地域振興施策と住民の地域活動
キーワード

特任准教授 簑田理香

広報宣伝・メディア制作
地方創生・地域振興策における住民周知と外向けの宣伝発信
シティプロモーション

所属学会等
特記事項

若手職員向けの「編集力」
「企画力」向上や「広報宣伝」セミナーや
制作物・地域振興系イベントなどへの第三者評価などを行えます。

連絡先

TEL: 028-649-5141

E-mail: minodarika[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
元・出版社勤務で、独立後は公民問わずさまざまな案件に編集者・取材者・発信者として関わり、また、
地方自治体職員として、地方創生の取り組みの中の町のプロモーション事業に携わった経験を基礎に、
H２９年度より「地域編集論—地域振興と情報発信」
（基盤教育総合領域）という講座を開設しています。
「編集」とは、情報媒体の制作技術として語られるものではありません。さまざまな情報が溢れる現代
社会においては、情報の編集を適切に行うことが重要であり、さまざまな地域資源の再構成・再編集が
望まれる地域社会の運営においても、適切な「編集活動」が果たす役割は重要度を増しています。
地方創生施策においても「その土地らしさ」や「地域資源の発掘」が出発点として課せられますが、地
域への向き合い方や情報（資源）の編み方においては、官民ともに、その考え方や技術において課題も
多いと認識しています。授業では、
「地域の情報を自ら掘り起こし（集めて）
、本質的な理解を試み、そ
こに価値付けと再構築を行い（編んで）
、その価値を共有し発信していく」という一連の活動を「地域
編集」と定義し、事例研究を中心に受講生と「適切な地域振興のありかた」を探ってます。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
地域振興にいては、実践・教育・研究のフィールドを往来しながら「論」の構築を始めたばかりです。
特徴的な事例をもつ自治体の取材や事例研究を中心とした活動（研究）、
大学の業務外の時間で、委託を受けた自治体などの PR 媒体の制作（実践）
、
大学所属部署のウェブサイトや紙媒体の制作を学生有志と勉強会を持ちながら行う（教育）
学外では、自治体の若手職員や関連組織などからの委託で、編集や情報発信をテーマにしたワークショ
プやセミナーの講師（教育）
、
益子町で関わった事例（アートイベントやプロモーション誌について）の講演を東京都内・兵庫県篠山
市・徳島県神山町などで行っています。
今後の展望
社会人と学生が一緒に考え学べるような学びの場を設けていきたいと考えています。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等）
地域活動の実践として、益子町にて地域コミュニティを立ち上げ、さまざまな場づくりを行っています。
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特任助教

鈴木達也

地域デザインセンター
URL：http://rd.utsunomiya-u.ac.jp/rdc/
分野：社会基盤、社会連携
研究テーマ
・施設の最適配置、立地分析
・GIS を用いた情報集約
・地理空間情報の応用に関する手法の開発

鈴木達也 特任助教

キーワード
（専門分野・対応や相談
が可能な事項）
所属学会等

都市解析、最適配置、シミュレーション、GIS(地理情報システム)、コンパ
クトシティ

特記事項

GIS、各種統計ソフトウェア、Adobe 系

連絡先

日本建築学会、日本都市計画学会、地理情報システム学会

TEL: 028-689-6238

FAX: 028-689-6235

E-mail:t_suzuki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp

研究概要
GIS（地理情報システム）を用いて、施設の最適配置や立地分析を行っています。このような研究を
行う際に利用する地理空間情報は、人口分布や世帯分布、施設の立地場所や道路状況など「場所」と「情
報」がセットになっているデータです。近年、このようなデータは急速に整備が進んでおり、これらを
用いることで、今まで以上に地域の情報を把握することが可能となりま
した。
一方で詳細な地理空間情報は個人を特定できてしまうことなどによる
プライバシーの問題が付随することから情報の公開に問題が生じ、利用
できるデータは限定的となっています。このような問題を解決するため、
地理空間情報のデータを加工することで汎用性のある形に変換する手
法の開発に関する研究も行っています。
教育・研究活動の紹介（特徴と強み等）
情報化が進み、上記に挙げたような大量のデータが様々な事業で蓄積
されていますが、このようなデータを分析、解析するには大規模な計算
機が必要とされてきました。しかし、科学技術の発展から個人レベルで
処理できる容量が大きく広がり、より簡便にデータの分析、解析ができ
るようになりました。
ビッグデータと呼ばれるような大規模で複雑な情報を GIS や統計ソフ
トなどを駆使することで、定量的に分析し、わかりやすい形で可視化す
ることが、本研究分野の特徴です。
今後の展望
都市、地域計画を策定する上で人、建築物、インフラなど様々な要素
を考慮する必要があります。地理空間情報は、様々な情報を一つの地図
上に可視化することができ、このような計画の根拠となるデータを定量
的に示すことができます。また、このような情報を全国で一律に整備す
ることで、当該地域の全国的に見た位置づけを把握し、具体的な数値目
標を設定することが可能となります。
以上のような地域の問題を俯瞰的に捉え、計画策定の定量的な根拠を
示すことを主軸に研究を発展させていく予定です。
社会貢献等（社会活動 特許等取得状況 産学連携・技術移転の対応等
オープンデータを地理空間情報化しデータの集約を行っています。統計データ等を地理情報システム
により空間に落とし込むことによって直感的に得られる情報が大きく変わります。調査、収集した情報
の効果的な見せ方、効果的な活用を考えていきます。
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【お問い合わせ先】

国立大学法人宇都宮大学
地域創生推進機構 産学イノベーション支援センター
2
産学連携・イノベーション・知財部門（ＵＲＡ）
電 話：028-689-6325 / 6321
E-mail：ura＠cc.utsunomiya-u.ac.jp

