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1）内田，石田，杉本，梅森，鎌田，平沼，青木：“情報収集ロボットのための鉄道レール走行機構”，日本設計工学会誌，
Vol.54, No.5, pp.309-322, 2019.5.

2）内田，櫻井，橋本，呉羽，加藤，古巣，澁谷，木下：“ペットボトルを用いた災害用段ボールトイレの提案”，日本デザイン学
会誌, Vol.66, No.1, pp.11-18, 2019.7.

3）

（１）震災等の危険な現場では，被災した人々を安全に救出するために，迅速な状況把握が必要であり，危

険をかえりみず救助隊員は現場に突入していく。これら隊員が常に携行し一歩先の安全確認に使用でき，

彼らの生命の安全を確保しながらの安全な侵入経路の探索，危険物や被災者等の捜索を可能とする救

助具が望まれている。そこで，我々はロボット技術を活用することで可能とするため，不整地上での機動

性の高い情報収集ロボットを開発している。

（２）日本のかわいい文化は，訪日外国人の増加を引き起こし，大きな経済効果をもたらす日本の誇りである。

これらのコンテンツは，観光客を惹きつけ地域活性化につなげることができると言われている。そしてコン

テンツは，人と人の間，あるいは人とある対象の間で共有され，感情的な繋がりを生むことが実証されてい

る。感情的な繋がりを創る事に成功している地域は地域活性化に成功している。そこで，日本が世界に誇

れる魅力的なコンテンツを活かした地域振興を考えたコミュニケーションデザインについて研究している。

（３）災害時に，大きな問題となるのは食料・水・トイレの確保である。上下水道，電気等がストップした状況

においては，使用できるトイレの数が不足し，被災者たちは排泄行為を控えるしかなく，結果的に，食料

や水の摂取を控えることにつながり，脱水症状，栄養失調，エコノミー症候群などになり，震災関連死に

至る方が多い。この問題を解決するために，避難所の支援物資の段ボール箱を活用し，簡単に作れるト

イレについて，試作や社会実験を行っている。

資　格 教　　授 氏　名 内　田　康　之

キーワード ロボット工学　　インターフェイス　　デザイン

1）竹島正博ほか，防せい(錆)油 JIS K 2246，日本規格協会，1～44（2018年7月）

2）中川一人，竹島正博，塩川博義，ガムラン音板の固有振動特性に及ぼす形状の影響，日本設計工学会，Vol.54，No.2，99
～110（2019年2月）

3）

私たちの身の回りにはたくさんの家電製品があふれており，これらの家電製品は生活を便利で豊かなも

のにしている。しかし，家電製品が多機能や高機能になるにつれ，取り扱いが複雑になり，リモコンによる操

作も複雑になっている。特に高齢者にはその傾向が顕著であり，家電製品の使用を諦めてしまうケースもみ

られる。この問題を解決するためにリモコのボタンや色の研究，音声認識による操作など様々な視点から研

究が行われている。本研究では、家電製品の中でもブルーレイレコーダーを取り上げ，高齢者に使いやす

いタッチパネルを用いた機器の操作について検討を行っている。映像機器は家族や友人らと一緒に見て楽

しみたいという機会を増やすことができ，高齢者の生活を豊かにしてくれることが期待できる。その使いやす

さを良くしていくことは，現代社会の課題となっている高齢者問題や福祉問題についても解決するひとつの

足がかりとして，間接的に貢献するものと考えている。

資　格 教　　授 氏　名 竹　島　正　博

キーワード ヒューマンインターフェース　　設計工学　　感性工学
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1）鳥居塚崇：レジリエンスエンジアリングと事故防止，日本建設機械施工協会誌，72（3），pp10-15，2020

2）Lugrin, B., Bartl, A., Striepe, H., Lax, J., Toriizuka, T: Do I act familiar? Investigating the Similarity-Attraction 
Principle on Culture-specific Communicative behaviour for Social Robots, Proc. of 2018 IEEE/RSJ International 
Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), pp2033-2039, 2018

3）T. Toriizuka, D. Löffler R. Tcharn: Creativity in Design: Using Cognitive Metaphors to Unveil Knowledge About 
Relationships in the World, Proc. of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018), 
AISC824, pp 665-671, 2018

人間工学（ヒューマンファクターズ）に基づいた安全マネジメント，リスクマネジメントが研究の中心である。

近年はレジリエンスエンジニアリングの考え方を用いた安全マネジメントやプロアクティブなリスクマネジメン

トであるSafety-IIの実現性に関する研究や調査が多く，規模的には中小工場から原子力や化学等の大規

模プラントまで，対象分野としては建設現場の建設作業員から航空分野における航空管制官まで，さまざま

な業界における現場力維持・向上を目指した研究を行っている。とくに現場人間力ともいうべきノン・テクニ

カル・スキル（NTS）に着目し，その整理やNTS測定技法の開発，NTS向上のための施策等を目指した研究

や，その検証研究等を行なっている。そのほか，人間工学，感性工学，心理学，人間中心性設計等の考え

方を活かしながら，人間の特性に基づいたデザインの指針開発，UXデザイン，製品安全などの研究を行っ

ている。デザイン指針については「わかりやすさ」を中心とした直感型デザイン，「使って楽しい」「もっと使い

たくなる」を中心としたユーザエクスペリエンスデザインに注力している。また海外との共同研究としては，イ

メージスキーマの考え方を活かした「もの」や「環境」のデザイン研究がある。ことばの中からメタファを抽出し，

表出されたメタファの基となっているイメージに基づいて，インタフェースをはじめ様々なものをデザインしよ

うというものである。また最近ではヒューマン・ロボット・インタラクション（HRI）についても国際共同研究を行

なっている。

資　格 教　　授 氏　名 鳥居塚　　　崇

キーワード 安全・ヒューマンファクターズ　　社会システム工学・安全システム　　感性情報学　　人間工学

1）木下哲人・中澤公伯・鈴木友理・對馬成美：千葉県沿岸域におけるモニュメントの立地特性に関する研究，沿岸域学会誌，
32/3，41-51，2019

2）島田雄太・中澤公伯：BIMによる歴史的建造物の保存・活用に関する研究，第42回情報システム利用技術シンポジウム論文
集，pp.242-243，2019

3）中澤公伯・木下哲人・三井和男：ファブリケーション・トラックによるPBLの実践，第42回情報システム利用技術シンポジウム，
pp.354-357，2019

BIMやGISといった情報システム技術を用いて，空間分析及び空間形成手法の開発・検討を行っている。

・歴史的建築物保存利活用に関する研究

歴史的建築物は，他地域との差別化を図る上で形なき財産になっていることが多いが，法的な制約や，

経済的な問題により保存・利活用がなかなか進んでいない。特に，歴史的建造物はただ保存するだけでは

継続的かつ大きな価値の創出は見込めないために，市民からの親しみが残るファサード，躯体は残しなが

ら用途をコンバージョンし，保存しながら活用し続けることが求められる。そこで歴史的建築物をBIMやVRデ

ータで再構築し，コンバージョン計画や市民啓蒙に活用する手法を検討している。

・BIMを用いたランドスケープ・インフォメーション・モデリングに関する研究

都市公園は身近なオープンスペースであるが，都心回帰による利用者の変化や，社会構造の変化による

利用目的の変化によって，その在り方の再構築が求められている。ポイントの一つが都市公園の長寿命化

であり，都市の様々な課題の解決のためにその多機能性を発揮すべきとされている。そこで，これら都市公

園等のランドスケープデザインにおいて，共用後のマネジメントも視野に入れることができるBIM相当のワー

クフローの確立を目指している。

資　格 教　　授 氏　名 中　澤　公　伯

キーワード BIM　　GIS　　空間デザイン　　地域計画
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1）二井進：作品名「流景」会員発表作品，第83回新制作展（新制作協会），2019年9月18日～9月30日，於:国立新美術館，第
83回新制作展図録，p.103，p.212，2019年9月18日発行

2）二井進：個展「－時を超えて（空間造形作品）－」，2019年2月24日～3月2日，於:ギャラリー青羅（銀座），作品名「渾沌」を
含む24点の立体作品の発表

3）二井進：作品名「渾沌」会員発表作品，第82回新制作展（新制作協会），2018年9月19日～10月1日，於:国立新美術館，第
82回新制作展図録，p.98，p.208，2018年9月19日発行

１）スペースデザイン作品の実施と検証

「空間と場所」において，これまでの没場所性の作品設置の状況から場所の持つイメージ，アイディンティテ

ィを失うことのないデザイン作品の制作，発表（美術展覧会等への出品，発表）。

２）五感を通して感じる「皮膚感覚」。ここから造形するという行為，創造するという行為が生まれ，ものを作り，

道具を作り，時代，地域，文化を通し様々な形で表現されてきた「かたち」。この「かたち」ということについて

考察していく。

３）地域風土と文化芸術活動について

場所の意識は地域の生活の基盤の一部として地域特性を失うこともなく受け継がれてきている。地域の文化

芸術活動は時代とともに変化しつつ時の流れの中で安定・維持され，その時代の社会の中に組み込まれ，

形作られてきたと考える。これは過去の形象の伝承ではなく，持続する形（型）の連続体と考えることができる。

没場所性を感じる現代に於いて場所の持つ意味を考察することはこれからのデザインを考える上で必要と

感じる。

資　格 教　　授 氏　名 二　井　　　進

キーワード 造形　　スペースデザイン　　美術

1）公開講演：りそな中小企業振興財団主催の製造業のための「売れる」デザインセミナー講師，2019年6月21日

2）公開講演：本部知財部主催の千葉エリア日本大学新技術説明会講師　2020年2月14日

3）

１．モビリティーサービス（MaaS）による新しい産業創出を「デザイン思考」用いて仮説化し，今後の社会へど

う定着させるかの研究：モバイル・ルーム（Ｒ）プロジェクト

・目的：2030年を想定した少子高齢化，人口の都市部集中，地方の過疎化に対し，地方で旅行ビジネス

事業を中心とした新しい産業を創出するための仕組みづくり

・ハード面：移動空間の居住性，快適性，安眠性，断熱性能，軽量化，ＥＶとＦＣＶとの共通シャーシ，リユ

ースやメンテナンス性に対応した車体構成や構造，アイコンとなる車体デザインなど

・サービス面：SNSから嗜好を抽出しAIを活用した旅プランのリコメンド，地方の特色にマッチした体験型

アクティビティーとの連携，「観光」の再定義化，時間と場所を自在化する多様性のあるシナリオなど

・仮説を元にした提案を企業や自治体へ行い，連携による共同研究等へ発展させる

２．高齢者向け食事シーンを改善するための商品提案

・企業からの委託プロジェクト。車いすに脱着可能なテーブル，流動食が食べやすい傾いた食器，重心バ

ランスを一定にするマグカップなどを提案した

資　格 教　　授 氏　名 森　宮　祐　次

キーワード デザイン思考　　プロダクトデザイン　　発想法　　経営戦略
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1）加藤未佳，沼尻恵，山口秀樹，岩井彌，坂田克彦，鈴木直行，原直也，吉澤望：空間の明るさ指標としての画像測光による
平均輝度の適用性の検討，日本建築学会環境系論文集，pp.1059-1066，2019.12

2）Kato M., Influence of Color Temperature and Interior Reflectance on Spatial Brightness Demand, Proceedings of the 
29th Session of the CIE, Vol.2, pp.1399-1404, 2019.6

3）Yamaguchi H., Takasugi K., Sakurai M., Kato M., Development of Generic Colorimetry System for Evaluation of 
Lighting Environment, Proceedings of the 29th Session of the CIE, Vol.2, pp.1546-1550, 2019.6

１）空間の明るさの予測手法に関する研究

空間の明るさ予測式は多く提案され，設計の現場ではどの指標をどの場面で使用すべきか混乱が起き

ている。日本建築学会光環境運営委員会の傘下にWGを設置し，関連研究者と共に，空間の明るさ予測

式の統一化へ向けて実験及び議論を行っている。

２）室内平均輝度に対する適切な窓面輝度制御値に関する研究

人工照明の昼光連動制御は，水平面照度を一定に保つべく窓近傍ほど消灯する事が一般的だが，視

覚特性からすると高輝度の窓面周辺を消灯すると対比が強調され望ましくない。室内平均輝度に合わせ

た窓面輝度制御値の予測式を導出し，適切な制御手法を提案している。

３）昼光導入装置の開発

窓装置は省エネの観点から採光性能が優先されてきたが，近年眺望の価値が再認識されている。特に

長時間滞在する学校やオフィス等では，安定した光環境を維持しつついかに眺望を確保するかが課題

である。上記の視点に立ち，企業との共同研究で昼光導入装置の開発を行っている。

４）デジタルサイネージ等の屋外広告物に関する輝度規制値の検討

屋外広告物がデジタルサイネージに変化することで，輝度が急激に上昇している。照明学会で調査委員

会を立ち上げ，人の視覚特性に基づき適切な輝度値に関する調査を行っている。

資　格 准 教 授 氏　名 加　藤　未　佳

キーワード 空間の明るさ　　輝度対比　　昼光導入装置　　夜間屋外広告物

1）藤ケ谷大・藤木稜也，田中遵，他製作参加者9名：青山フラッグシップショップ10周年記念実施ウィンドウディスプレイ作品，
｢History of Colors｣，第16回B.M.ジャパン株式会社と田中遵研究室の産学連携プロジェクト，於 B.M.ジャパン株式会社・
東京青山フラッグシップショップ，2020年2月25日

2）柴田美咲，田中遵，他製作参加者10名：実施ウィンドウディスプレイ作品｢海のイロトリドリ・クリスマス｣，第15回B.M.ジャパン
株式会社と田中遵研究室の産学連携プロジェクト，於 B.M.ジャパン株式会社・東京青山フラッグシップショップ，2019年12
月7日-25日

3）田中遵：作品名｢Infinity 2019-16｣(会員出展)，新制作協会｢第83回新制作展｣，於 国立新美術館，2019年9月18日-30
日，図録p.107

デザイン分野の研究活動を行うにあたり，サスティナブルデザインとユニバーサルデザインの視点を根本

に置き，その上で以下の項目が複合された新しい問題解決を探究している。

１．子供の視点から見たデザイン（玩具，遊具，環具）：大人が子どもに与えようとするモノと，子どもが必要

とするモノには相違がある。子供にとって必要なモノのデザインを子供の視点を通して行っている。

２．造形作品の創作手法および技術的研究：造形作品を考えるにあたり，材料の特性や設置環境の特徴

を生かし実験的作品を制作する。また，これらの作品は毎年，新制作協会主催 新制作展 スペースデザ

イン部にて会員として出展発表を行っている。

３．視覚表示計画（サインデザイン）のありかた：公共空間には，様々な移動用表示サインや商業目的の広

告サインが混在して見にくい（醜い）状況を呈している。景観，標識，広告，看板，ポスター，グラフィック

デザインをキーワードとして新しい提案に向けた研究を行っている。

４．環境デザインのありかた：建築，広場，ポケットパーク，遊歩道，ストリートファニチャー，インテリアデザ

インなどを通して環境デザインの研究を行っている。

５．芸術文化の意味と役割：芸術的要素（祭り，パブリックアート，野外彫刻等）を国内外において調査し，

それらが果たしている役割（地域活性化，空間のリサイクル等）の研究を行っている。

資　格 准 教 授 氏　名 田　中　　　遵

キーワード 芸術　　環境デザイン　　情報デザイン　　工業デザイン
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1）一色祥智，西恭一，中嶋昭，髙橋進，小作一仁，清水典佳，トルクコントロールを受ける上顎前歯部の有限要素モデルの構
築と解析に関する研究，第23回計算工学講演会，2018年6月6日

2）一色祥智，西恭一，高橋進，中嶋昭，小作一仁，トルクコントロールを受ける上顎前歯部におけるFEAおよび境界条件の検
討，日本設計工学会2018年度秋季大会研究発表講演会，2018年9月29日

3）小作一仁，西恭一，中嶋昭，一色祥智，清水典佳，新井嘉則，高橋進，本吉満，歯根をトルク移動する際に生じる歯根およ
び歯根膜に生じる応力についての検討，第77回日本矯正歯科学会学術大会，2018年10月30日

・歯科矯正治療は，歯列に貼り付けたブラケットにアーチワイヤーを通してはめ込み，アーチワイヤーから

の反力や反モーメントを矯正力として働かせている。したがってアーチワイヤーの形状が重要であるが，

現在，歯科医師の経験により決定されているため，極端な場合，意図した方向とは逆の方向に歯が移動

してしまうケースもある。そこで，上下顎を含む歯列CADモデルを構築し，FEAによりアーチワイヤーから

の矯正力を求め，患者にとって適切なアーチワイヤーの形状を決定する手法について研究している。

・クレー射撃における銃，装弾，射手の挙動を調べ（28名の射手に協力していただき，特殊クレーを用いた

大会形式にて，ストレス下におけるデータを収集・分析中である，令和元年度実施），射撃技術の向上を

目的としたOculusによるVRシステムの構築及び特殊カメラを開発している。

・ドローンの応用範囲は広まりつつあり，法整備も進んでいる現在において，将来的には一人一台の所有

を見据えた研究を行っている。そのような状況下で，一つとしては，常に所有者の頭上で監視し，例えば

不審者（凶器を持っている等）を発見次第，携帯端末経由で所有者に知らせる小型ドローンの開発（ハー

ドおよびソフトウェア）を行っている。

・ホームページの制作にはHTMLが用いられているが，バージョンが上がり，多様性が増すかわりに複雑

化を起こしているため，容易に制作できるツールの開発を行っている。

資　格 准 教 授 氏　名 西　　　恭　一

キーワード 計算力学　　歯科矯正学　　医用画像　　スポーツ科学コーチング

1）大畑杏実，遠田敦：デザイン思考に基づいた初学者向け建築計画支援ツールの開発に関する研究，日本建築学会関東支
部研究報告会，2019

2）遠田敦，枌唯香：大学キャンパスにおける〈居場所〉のなりたちに関する研究その1，日本建築学会大会学術講演梗概集，
2019巻，no.5345，2019

3）高橋京平，遠田敦，大宮喜文：初期火災時における視覚的異変感知に関する研究，日本建築学会計画系論文集，83巻 
749号，pp.1229-1238，2018年

・相依相成的なスマート住環境に関する実践的研究

省エネルギーやZEHなどの環境的な側面だけでなく，地域コミュニティとの関わり方，環境システムとしての里

山，都市と遠郊外との関わりをも含んだ，より包括的なライフスタイルとそれを支持するための装置としての住空

間の在り方について，実際の住宅設計を伴いながら検討する。

・デザイン思考に基づいた建築計画・設計支援ツールの開発

デザイン思考が推奨する問題発見から解決策の提示までの思考プロセスを，建築計画から設計までのプロセ

スに当てはめ，初学者でも実践できるための手法について研究する。支援ツールとしての教材開発を中心に，

実際の授業での利用を通じてその評価をおこなう。

・没入型仮想環境（IVE）を用いた距離感および体積感トレーニングツールの開発

HMDに代表されるIVEシステムを用いて，人間の知覚特性の解明や種々のトレーニングツールに活用すること

を目的とした研究である。平成29年度はスケール感に関するトレーニングを目的としたツールの開発および実

験を実施した。【平成28～31年度：若手B（協力者）】

・個別配信型避難安全システムの開発

超高層建築物からの避難では，全館一斉避難よりも罹災リスクの高いフロアの在館者から順次避難させる方が

安全かつ迅速に避難完了できる可能性が高い。これを実現するための災害情報伝達システムなどを構築する

ことを目的とした研究を行う。【平成28～30年度：基盤研究C（代表）】

資　格 専任講師 氏　名 遠　田　　　敦

キーワード 人間中心設計　　スマート住環境　　建築人間工学　　火災安全工学
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1）木下哲人，中澤公伯，鈴木友理，對馬成美，千葉県沿岸域におけるモニュメントの立地特性に関する研究，沿岸域学会
誌，Vol.32第3号，pp.41-51，2019/12

2）内田康之，櫻井薫，橋本英，呉羽太奎，加藤唯斗，古巣雄大，澁谷恵，木下哲人，ペットボトルを用いた災害用段ボールト
イレの提案，デザイン学研究，Vol.66，No.1，pp.11-18，2019/11

3）中澤公伯，木下哲人，三井和男，ファブリケーショントラックによるPBLの実践，日本建築学会情報システム委員会，
2019/12 

１）パブリックスペースと造形活動における研究

駅前の再開発に伴う，モニュメントのデザインの検討を行っている。また，店舗空間におけるモニュメント 

の可能性やデザインを探っている。 

２）素材の開発及び鉄の熱間加工による鍛造加工方法と技術の習得及びデザイン 

廃木材の断片をGFRP（ガラス繊維強化プラスチック）で強化することで，木材が持つ弱点を補うハイブリ

ット素材の開発とそのデザインを試みている。

３）什器のデザインと機能性と制作について

実存する宿泊施設の問題を解決する什器や空間構成の考察を行い実作している。 

４）ワークショップにおける地域住民参加型表現活動の研究

千葉市（官）や廃校になった小学校をクライアントに見立て，廃材を提供していただいた企業（産）と連携

し，デザインを学ぶ学生（学）が「もの」や「こと」つくりに対し，ミーティングを重ね，プロダクトの制作を行

った。また様々なプロジェクトを企て，地域住民と実践的なデザイン活動を行っている。 

５）千葉県沿岸域におけるモニュメントの立地特性に関する研究

沿岸域の緑地及び公園に置かれているパブリックモニュメントを踏査し，素材，設置環境，歴史的背景の

関連性を分析し，設立における一連の過程の研究活動を行っている。

資　格 専任講師 氏　名 木　下　哲　人

キーワード 芸術　　デザイン論　　工芸・意匠・服飾史　　生涯学習

1）中川一人，竹島正博，塩川博義，ガムラン音板の固有振動特性に及ぼす形状の影響，設計工学，Vol.54，No.2，pp99～
110，2019

2）中川一人，肥田不二夫，伊藤玲子，微差圧センサを備えたpMDI(加圧式定量噴霧式吸)による吸入状態のモニタリングおよ
び吸入指導への応用，日本機械学会全国講演大会，J24102，2019

3）中川一人，塩川博義，豊谷純，梵鐘の音響特性に及ぼす形状の影響，日本音響学会　秋季講演大会，1-10-6，2019

銅合金の発音体としての利用を目的とし，Cu-Sn合金を基本としてSi，NiおよびBiの添加による音響特性

および加工性についての調査を行っている。また発音体の形状が与える振動特性へ影響について，インド

ネシアの金属打楽器であるガムランの音板，ゴングおよび梵鐘を対象とし，形状の異なる試験体を作製し，

基本振動数に及ぼす影響について調べた。また，作製した試験体を用いて，実験結果とシミュレーション結

果の比較を行い，振動特性のシミュレーションの妥当性について評価した。これらの結果を元に目的とする

基本振動数からのモデリングが可能か検討を行っている。

医学部および芸術学部との共同研究として気管支喘息と慢性閉塞性肺疾患の吸入療法に培目し，pMDI

（加圧式定量噴霧式吸人器）を対象とした吸入ディバイスの研究・開発を行っている。吸入療法は方法が誤

っている，症状の軽減にともない自己判断により治療途中で使用を中断する，第三者が使用状況を判断で

きないなどがあり，十分な医療効果を得ることできていないとの指摘がある。そこで微差圧センサを応用した

流量計つきのｐMDIを製作して，患者の吸入状況をモニタリングし，吸入状況の調査を行っている。また，得

られたデータを応用して各自に合わせた適切な吸入速度および指導法に基づいたプログラムを作成し，効

果について調査している。

資　格 専任講師 氏　名 中　川　一　人

キーワード 材料学　　設計工学　　図学　　音響工学
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