
復興への貢献
Con t r i b u t i n g  t o  t h e Rev i t a l i z a t i o n

東日本大地震、発生から5年。理工
学の学びを通して、一人のために、そ
して地域のために、何ができるのか。
私たちは問い続けています

　2011年３月11日、岩手県沿岸各地に甚大な被害

をもたらした「東日本大震災」。 およそ90km離れた

盛岡市にある岩手大学は幸いにも無事でした。しか

し「同じ岩手にある大学として、一緒に復興を進めて

いきたい」と、発生から21日後の4月1日に「岩手大学

東日本大震災復興対策本部」を設置。「今すぐ必要な

力」から 「未来のための力」まで、大学が持つさまざま

な知識、技術、人力をいかして、復興に向けた取り組

みを続けています。
被災地の中学生と岩手大学の学生が一緒に「3.11」
を振り返り、これからのまちづくりを話し合いました。
（岩手大学地域防災研究センターの取り組み）

境に大きく影響を受けます。

　当センターには、身近なフィールドとの長期的

な関わりを大切にし、地域の防災上の課題を発

掘しながらその改善に向けて実践的にアプローチ

している教員らが所属しています。

　当センターは「自然災害解析」、「防災まちづく

り」、「災害文化」という3つの部門で構成されて

います。

　所属する教員たちは、東日本大震災で被害を

受けた地域に入り、被災状況の調査や地震・津

波などの解析のほか、復興まちづくりの支援、子

どもたちへの教育や災害文化の伝承など、さまざ

まな分野での学際的な研究・教育を地域の人々

とともに進めています。

　地域防災研究の拠点であること、そして、被災

地の復興から地域の創生に向けて、多くの人と知

恵の交差するプラットホームであること。それが、

「岩手大学地域防災研究センター」の使命であ

ると考えています。

　東日本大震災からの復興への取り組みを加速さ

せるために、地域とともに研究・教育を進め、今

後の震災が危惧されている地域の大学との連携を

深めながら、過去・現在・未来を貫く相互の学

びの場の創出へとつなげることをめざしています。

岩手大学地域防災研究センター長
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 正
まさ

昭
あき

 教授

　「岩手大学地域防災研究センター」は、東日本

大震災から 1年を経た 2012年 4月より、工学

部附属組織から全学組織となり再出発しました。

全学からの多様な学問分野に身を置く教員や研

究員の参画のもと、防災や東日本大震災からの

復興に資する研究・教育を進めています。

　当センターの特徴は、その名前の示す通り、「地

域防災」に焦点を当てていることにあります。津波、

火山、地震、洪水、土砂崩れなど、災害は発生

から復旧・復興まで、その地域の自然・社会環

防災研究／防災教育 
地域防災・復興、そして地域創生の拠点づくりが使命1
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1・2年生が沿岸被災地の被災状況と復興の取り組みを見学

魚型ロボット・さっしー

地域の漁業者の協力を得ながらウニのわたとりシステムの実験を行っ
ています

　本学では、1・2 年生を対象に被災地復興学習

を行っています。学生たちが被災地の現状や復興

の歩みに直接触れることで、自分で学んだ内容が、

この地域で生かせることもあるのだと感じてほしい

のです。災害を過去のことにしてしまわないため

に、自分に何ができるかを問いつづけるために。

被災地から帰り、引率した学生たちに私は問いか

けます。「何か自分たちで、できることみつけた？

今の自分に何ができる？」、もちろん学生のなかに

は、自分のテーマを持ち帰ってくる学生もいます。

しかし学生の多くは、復興のために自分に何がで

きるかの結論が出ないままに戻ってきます。とは

いえ何も考えていないのではありません。ある大

　三陸沿岸地域では従来、浅瀬域での水産資源

調査や管理は、潜水士による調査が行われてきま

した。しかし潜水士の高齢化、浅瀬域特有の危

険性に対しロボット技術の展開が求められていま

した。また、水産加工業従事者の高齢化や人手

不足解消のための省力化機器の開発が喫緊の課

題となっていました。沿岸地域漁業者のさまざま

な課題は、東日本大震災により、さらに顕在化、

深刻化していきました。水産業・水産加工業は

壊滅的なダメージを被ったのです。

切なことに気づいて帰ってきます。「今、私たちに

できるのは、学生の本分である勉強にまじめに取

り組むこと。そして、いつか社会の役に立てる学

問の力を身につけることです」。

　復興が進む被災地に立ち、学び続ける決意を

新たにする学生たち。私たち教員もまたフィール

ドに立ち続け、被災地復興支援の取り組みを行っ

ています。そのひとつとして、私が研究室の学生

と一緒に調査・実験を行っているのが、ウニのわ

た（内臓）を容易にとる作業支援システムの構築

です。漁業者のめんどうな手作業を簡単にできる

仕組みを考え実験を重ねています。いつまでも忘

れず、今後も変わることなく、学生たちと一緒に、

専門分野を生かしたものづくりの視点をもって、

沿岸被災地復興のお手伝いをしたいと考えていま

す。

　［3.11］の後、岩手の沿岸を支援する体制をつ

くりたい、水産業復興のお手伝いをしたいとの思

いをこめて、水産業の課題解決に向けて水産業

を支援するロボットの実用化（水産ロボティクス）

をめざしました。

　水産ロボティクスとしては、潜水士の調査を支

援する水産資源調査・管理ロボットの研究開発、

および水産加工業支援ロボットの研究開発を進め

ています。はじめに開発したのは、海に潜ってウ

ニや海藻などの量を調べる「魚型ロボット・さっ

しー」。海中での直進性能に優れ、海流の早い海

域での海洋調査にも適応が可能です。

　海中で静止しながら、さまざまなアングルで写

真撮影できる水中ロボット「FAN」は、ワカメや

ホタテなどの養殖観察に適応。「プロペラ（Fan）

で動く楽しい（Fun）水中ロボット」だから「FAN」

と命名しました。「手軽に」かつ「安全に」水産

資源管理を可能にする水中ロボットを研究開発し

たいと考えています。

被災地復興学習から未来をみつめる

システム創成工学科  知能・メディア情報コース
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 教授

システム創成工学科  機械科学コース

三
み

好
よし

 扶
たすく

 准教授

何ができるかを問いつづけるために現地に立つことが大切

水中ロボット「FAN-Ⅱ」

2

水産ロボティクスで水産業を支援したい
沿岸漁業環境や磯根資源の調査管理に活用展開が期待されるロボット技術3
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地域連携
Reg i o n a l  Co op e r a t i o n

多彩な分野の専門研究から生まれ
る優れたアイデアと研究成果が地域
に新しい力を与えています

　岩手大学は、地元民間企業や官公庁との研究プロ

ジェクトをはじめとする共同研究の数が全国でトップ

クラスです。理工学部においても産学官が連携した

さまざまな取り組みが行われています。知識や技術、

研究力を活かして地域の課題やニーズに取り組んで

います。多彩な分野の専門研究から生まれる優れた

アイデアと研究成果が、地域に新しい力を与えていま

す。

高周波溶解炉で溶かした鋳鉄を鋳型に流し込み鋳
鉄が作られます。鋳造技術研究センターの工場は、
鋳造技術の研究開発を行うものづくり研究棟として
地域企業にも開放しています。

　鋳造とは、鋳型の中に溶かした金属を入れて鋳

物を作るというもので、岩手県の伝統工芸文化で

ある「南部鉄器」はその代表例のひとつです。

　鋳鉄は工業製品のパーツとして利用されること

が多いことから、鋳鉄の研究開発の分野は、自動

車メーカーや部品メーカーとの共同研究に取り組

む機会が多い分野と言えるでしょう。

　国のプロジェクトである「戦略的基盤技術高度

化支援事業」では、岩手県内の鋳造企業との連

携により、より高性能な鋳鉄製造を研究し、自動

車のブレーキディスクやエンジン部分への応用を

図っています。特に力を入れてるのが、「薄肉強

靱鋳鉄」の研究です。鋳鉄の強度を増すことに

よって部品を薄く、かつ軽量化することができます。

それによって自動車の重量を軽くし燃費の向上を

図ります。

　鋳造技術研究センターの工場は、鋳造技術の

研究開発を行うものづくり研究棟として地域企業

にも開放しています。また、次世代のものづくり

人材の育成を図るために、高校生のための鋳造

体験実習を行っています。

　鋳造技術研究センターは、ものづくり技術研究

センターに設けられた 3つの研究センター（金型

技術研究センター、鋳造技術研究センター、複

合デバイス技術研究センター）の一つです。鋳造

技術の研究開発を通して、ものづくりに関わる地

域の産業振興を図る重要な役割を担っています。

日本のキャスティングバレー（Casting valley：鋳造の拠点）をめざして
鋳造技術の研究開発をすすめる拠点づくりを担う1

鋳造技術研究センター長
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人
と

 教授

2.
理工学部の特長

Features of the Faculty of
Science and Engineering

工学への興味を誘う高校生のための鋳造体験実習。鋳造実験は学部
生にも人気の実験で、自分だけのものづくりを体験することができます。
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イオン交換の原理を用いると水道水を錆びない水に変えら
れます。写真のはさみは平成 15年から水の中で錆びない
まま置かれています。

デザイン系と工学の融合がテーマの研究棟「デザイン・メディア協
創工房」

タブレット端末を使ってお客様に似合った髪型を提案できるアプリを
地域企業と共同開発

　鉄は天然に金属状態で存在しません。砂鉄も

酸化物です。水と空気に囲まれた自然の中で、鉄

の本来あるべき姿は酸化物や水酸化物（錆）な

のです。錆びることを腐食といい、それを防ぐこと

を防食といいます。防食は、多くの場合、金属表

　メディア工学分野のなかに近年注目を集めて

いる研究にインタラクション工学があります。

インタラクション工学は、コンピュータと人間

のより良い関係を構築することを目的のひとつ

としています。インタラクション工学において、

ユーザーの人的操作に対するシステムからの適

切な反応を設計することをインタラクションデ

ザインといいます。

　特にコンピュータビジョンは、カメラからの

画像情報を基に、人工知能や進化計算を用いた

コンピュータビジョン、ヒューマンセンシング、

視覚情報処理などの基礎技術であり、インタラ

面に保護皮膜を形成させることによって達成され

ます。

　鋳造は原理こそ単純に見えますが、南部鉄器

の伝統的な工程は、職人技によるところが多く、

防錆処理法には「釜焼き」と呼ばれる方法がとら

れていましたが、均一な酸化皮膜の形成が難しい

という課題がありました。安定した酸化皮膜を作

るにはどうしたらよいのか。その課題に応えるた

めに地元企業との共同で開発したのが、高度に

制御された熱酸化処理による高耐食性鋳鉄製品

の製造技術です。テフロンやホーローなどの塗装

加工を行うことなく、緻密で均一な酸化皮膜を与

えることに成功、南部鉄器の風合いを生かしなが

ら、高耐食性の表面を得ることができました。本

技術を応用した鍋は「上等鍋」として商品化され、

好評を博しています。

　腐食とは金属が錆びる現象でしたね。一方電

気化学の分野で主に研究対象としているリチウム

電池は、金属が溶けたときに流れ出る電子を上手

に取り出し有効に使おうというものです。腐食も

電気化学（リチウム電池）も、どちらも金属が溶

けて起こる化学反応なのです。私たちの研究室で

は、腐食の研究で得た知識や経験をベースに、さ

まざまな分野での応用を考え、研究の領域を広

げています。地域から求められていることに応える

ことが地域貢献であり、理工学部の使命であると

考えています。

クションデザインには欠かせない技術です。

　このインタラクション工学の専門研究が地域

のニーズと出会って生まれたのが、「お客様に最

適なヘアスタイルを示すことができるタブレッ

ト端末用アプリ」です。進化的計算と呼ばれる

人工知能の一種を用いて、顔をセンシングする

技術が応用されています。タブレットを用いる

ことで、客と美容師が、こんな感じにしたいと

いうイメージを具体的に共有でき、相談しなが

ら美容師が客に髪型などを提案することができ

ます。研究者が長年蓄積してきた技術と企業が

培ってきた経験知を融合してソフトウェア化

腐食の研究で得た知識や経験をさまざまな分野で応用

化学・生命理工学科　化学コース

八
や

代
しろ

 仁
ひとし

 教授

南部鉄器伝統の防錆技法を工業的防錆に昇華させた化学の視点2

地域社会のニーズと専門研究がマッチング
最適なヘアスタイルを示すタブレット端末用アプリを共同開発3

システム創成工学科  知能・メディア情報コース

明
あか

石
し

 卓
たく

也
や

 准教授

し、美容の現場で活用できるアプリとして実用

化させた共同研究です。

　私は、基礎研究と同様に、コンピュータビジョ

ンやインタラクション工学の実用化研究にも学

術的な面白さがあると考えています。理工学部

では、上で述べたような様々な分野における地

域貢献を通じて、日ごろから培った基礎研究を

種（シーズ）として，地域企業の要望（ニーズ）

に応えています。

IWATE UNIVERSITY 9



先進研究
Advanc ed Res e a r ch

あくなき探究心こそが先進研究の原
動力。新たな課題への挑戦が知の
創造を可能にしています

　地域の未来を創り、地球規模の課題にも挑戦し続

ける岩手大学。理工学部の理学と工学の融合から生

まれる先進の研究成果は、新しい知の創造へとつづ

く道をひらく大きな力となっています。その原動力と

なっているのが、本学に学ぶ学生や優れた教育研究

を実践する研究者たちのあくなき探究心です。日々の

研鑽の中で行われる新たな研究課題への挑戦が、本

学独自の知の創造を可能にしています。

複合極限環境（極低温・強磁場・高圧力）を実験室で人工
的に作り、物質の本質的な特性、新規量子現象を探索する中
西研究室の学生達。極限環境下では固体中に存在する電子の
新しい集団状態が作り出されます。

は物質中の電子の状態で決定づけられます。電子

機器をはじめ我々の生活に欠かせない電子。しか

し、我々が生活している環境で電子はその本性を

殆ど見せてくれません。本性はおろか、電子が長く

存在出来る環境は、人間社会のほんの一部である

「真空中」と「固体中（物質中）」のみです。しかも人

間が生活出来ない極限環境でのみ、電子はその本

性を私達に見せてくれます。そうした特殊環境を実

験室で人工的に作り上げ、電子が集団として見せ

る量子現象（超伝導、磁性、重い電子系、量子臨界

性）を観測し、その観測データから新しい法則、新し

い物理学の構築に挑戦しています。新しい物性現

象の発見と解明は、これまでにない特徴（物性）を

有した特殊機能材料の設計にも繋がります。理学

の研究（使命）は主にここまで。その次は、この成果

を応用・開発する工学の研究へとリレーされます。

　最近の研究成果としては、希土類元素（Eu）を

含む物質で、液体ヘリウム温度（4. 2 K：マイナス

　皆さんは、世の中の物質の特性（個性）がそれを

構成する原子・分子により決定づけられていること

を御存知ですか？特に、素粒子の一つ「電子」が物

質の特性を特徴づける際、極めて重要な役割を果

たすことを御存知でしょうか？物質の特性（物性）

「極限環境下で物質が見せる新規電子物性現象の探索とその解明」
物質中の電子状態を明らかにする研究から特殊機能材料の設計へ1

物理・材料理工学科　数理・物理コース

中
なか

西
にし

 良
よし

樹
き

 准教授

3.
理工学部の特長

Features of the Faculty of
Science and Engineering

床下約２mの深さに掘られたピット内部に設置されている希釈冷凍機。
この装置を用いることで、絶対零度に限りなく近い～ 10 mK（絶対零
度から100分の 1℃の温度）の極低温の世界を作ることが出来ます。

269℃）まで冷やすことにより、金属が“プラスティッ

ク”あるいは“豆腐”の様に軟らかくなる現象を発見

したことです。人間の社会では味わえない「非日常

現象」が、極低温をはじめとする極限環境下では頻

繁に体験出来ます。「好奇心の限界」を私達と超え

てみませんか？
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　複数の送信アンテナと複数の受信アンテナを

使う「MIMO（マイモ）」（Multiple - Input 

Multiple - Output）という技術があります。今

まで電波の利用効率を上げる（スピードを上げる）

には電波の周波数（帯域）をたくさん使うしかあ

りませんでした。たくさん使い続けるといつか枯渇

してしまいます。そこで、少ない帯域でも情報を

高速に伝送することができる技術として開発され

　一般に、外界の情報を得る手段として、8割以

上は視覚に依存していると言われています。現状

では、いったん失明すると再び視覚機能を取り戻

す治療法はありません。

　外からの映像情報は、眼球の表面である角膜、

そしてレンズで焦点を調節し、網膜に投影されま

す。網膜には、外から入ってきた光を受け取る細

胞、光の情報を解析する細胞、電気信号に変え

る細胞（神経節細胞）などがあり、最終的に電

気信号として視神経を通って脳に情報が送られ、

映像が作られます。これら網膜の細胞のうち、光

を受け取る細胞だけが消失し、失明に至る病気

たのがMIMOという技術です。

　MIMO技術では、各アンテナの電波が干渉し

てしまうという問題があります。また、一旦電波

の飛び方を調べたとしても、人が動いたりするだ

けで電波の届き方が変わってしまいます。近くを

人が歩いたりするだけで電波の飛び方が変化する

のです。私たちは、その現象を応用することを考

えました。言わば逆転の発想から生まれたのが、

MIMOで感度を高めたマイクロ波生体センサー

です。

　また、マイクロ波を使って人間の心拍を計る研

究も進めています。これは見守りセンサといえるも

ので、お年寄りの心臓に異常が起きた際に警報を

鳴らすなど、一人暮らしの老人ケアに活用するこ

とが期待されています。

　私たちは、空間信号処理技術、電磁界解析技

術、アンテナの開発という3つの基盤技術を活か

して、社会のニーズに応える人に優しいワイヤレス

コミュニケーションの世界を実現したいと考えてい

ます。

があり、中途失明原因の上位の疾患となっていま

す。残っている細胞に光を受け取る能力を付け加

えれば、視覚を回復できると考えられるのです。

　注目したのは緑藻類のクラミドモナスのもつ特

殊な光受容タンパク質です。１つのタンパク質で、

光を受け取る能力と、光を受け取ると細胞内に陽

イオンを透過させる機能があります。「細胞内に

陽イオンを透過させる」という機能が需要なので

す。

　クラミドモナスのもつタンパク質を網膜の神経

節細胞に導入すると、光を受けると電気信号を作

り出す細胞に変えることができます。神経節細胞

は、自身で光を受け取り脳へ光情報を伝達できる

ようになります。

　ウイルスを利用したラットへの導入実験では、

視覚が回復していることが判明しました。さまざ

まな課題をクリアしながら近い将来、私たちが開

発した合成遺伝子を目に注射するだけで、視覚が

回復するという、夢のような治療法に発展する可

能性があります。

社会のニーズに応えるワイヤレスコミュニケーション研究

化学・生命理工学科　生命コース

冨
とみ

田
た

 浩
ひろ
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し

 教授

空間信号処理技術、電磁界解析技術、アンテナの開発の３つの基盤技術を活かし
人に優しい社会の実現をめざしています

電波を使って、ヒトの位置や状態を調べる実験を行っています。

2

「視覚機能を取り戻す」治療法の開発
目で見る感動をもう一度味わってほしい、研究が進む視覚回復のための遺伝子治療3

システム創成工学科　電気電子通信コース

本
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間
ま
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 准教授

網膜には、光を受け取る細胞、
情報を解析する細胞、電気信
号に変える細胞（神経節細胞）
があり、最終的に電気信号と
して視神経を通って脳に情報
が送られます。

電気信号に
変える細胞
（神経節細胞）

硝子体情報を解析
する細胞

光を受け
取る細胞

レンズ

網膜

角膜

視神経
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