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樋山准教授が日本風工学会出版賞を受賞
大学院理工学研究科情報・デザイン工学系学域の准教授（テニュアトラック）
樋山恭助先生が、日本風工学会の出版賞を受賞いたしました。
樋 山 准 教 授 は、『Ventilating Cities ～ Air-flow Criteria for Healthy and
Comfortable Urban Living』というタイトルで、都市の弱風環境に関する研究
成果をまとめた書籍を東京大学生産技術研究所の加藤信介教授と共同編集し、
この書籍が 2012 年に Springer 社から出版されました。今回、この書籍が風
工学の発展に多大に貢献したものと認められ、表彰されたものです。
この書籍は、世界の人口の約半分が居住する都市部における風環境、その
中でも特に「弱風」環境の在り方を考察するものです。都市部では、一般的
樋山先生と賞状

に建築物等が障壁となり、風が弱められます。この傾向は、強風による災害
防止の点では有益ですが、一方、自動車排ガス等の健康影響物質の排出や夏
季の暑熱を和らげるそよ風といった、快適な都市環境を維持するための風環
境を損なう可能性があることが指摘されております。本書では、ヒートアイ
ランド現象、大気汚染問題から人体快適感まで、風環境を要素として説明さ
れる都市環境の解説から始まり、都市環境を最適化するための風環境とその
実現に向けた都市計画の考え方を提案により、「健康的・快適な都市生活に必
要な風環境とは？」という疑問への回答を示すことを試みています。
本書で提供される知識は、持続可能な都市開発が望まれながらも、その過
密化の進行が懸念される諸都市の都市開発においても有益であるもので、そ
の点が高く評価されたものです。樋山准教授は、「このたび、このような光栄

受賞対象となった書籍
『Ventilating Cities

～ Air-flow Criteria for

Healthy and Comfortable Urban Living』

に授かり大変嬉しく思います。本書籍は、東京大学の加藤教授の他、共著者
の皆様の協力の下で評価を頂いたものであり、関係者の皆様には改めて感謝
したいと思います。本受賞を励みに、今後も社会に貢献できる研究に努めて
いきたいと思います。」と抱負を述べています。
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テニュアトラック教員の紹介
意匠・構造・設備が統合された環境性能の高い建築設計の実現を目指して
建築の設計は、大きくは「意匠（建築計画）」「構造」「設備（環境計画）」
の３つの分野における分業により進められます。私は、主にこの内の「設備」
と関わる研究に従事してきました。視覚的にも役割が明確である「意匠」
「構
造」とは異なり、建築の中に埋設される「設備」はその役割が目立たない分
野ですが、建築がその利用者に快適な住環境や生産性を高める執務環境を提
供する機能を持つために欠かせない分野です。現代の建築形態の特徴として
「高層」が挙げられます。これは建築構造や材料の革新を基盤とすることは

理工学研究科

樋山 恭助
略

准教授

活に密着した設備があって、初めて成立する建築形態であることにも注目し
ていただきたいと思います。
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東京大学大学院工学系研
究科博士課程 中途退学

2008年11月

東京大学生産技術研究所
助教
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論文提出により東京大学
大学院工学系研究科より
博士（工学）の学位取得

2013年４月

勿論ですが、「照明」「空調」「エレベーター」等、今となっては私たちの生

山口大学大学院理工学研
究科（工学）情報・デザ
イン工学系学域 准教授
（テニュアトラック）

世界的に環境意識が高まる中、建築の省エネ化による CO2 排出量の削減
は社会的な課題です。建築のライフサイクルにおける CO2 排出の多くは、
建築の建設・解体に伴うものでなく、運用、つまりは居住者の利用する空調・
照明・給湯等に起因するものです。このため、この課題の解決策を示すため
にも、建築の設備（環境計画）分野の役割が大きくなりつつあります。
しかしながら、建築の省エネ化が遅々として進まない原因の一つとして、
建築設計が「意匠」「構造」「設備」と分断されており、設備（環境計画）の
業務は意匠・構造の後手に回ることが多い現状にあります。建築の省エネ性
能を改善するには、設備の高効率化も重要ですが、まずは自然採光により照
明の利用率を減らす等、そもそも設備の利用頻度を減らす建築形態を考える
ことが重要です。このため、建築設計の早い段階で、環境負荷低減のための
専門知識を持つ設備技術者が、意匠や構造を担当する設計者と議論を尽くし、
建築の形態を決定する設計プロセスの確立が必要です。
このプロセスの確立のため、現在、Building Information Modeling (BIM)
が注目されています。BIM とは、従来の 2 次元図面を用いた建築設計とは異
なり、建材・機器等の属性情報を付加した 3 次元 CAD データを用いた建築
設計を実現するものです。この 3 次元 CAD データを通したコミュニケーショ
ンにより、プロジェクト関係者間の情報伝達が飛躍的に効率化し、設備技術
者が早い段階で設計に関わることを可能にします。私は、設備に関わる研究
者として、設備設計者の
BIM の活用方法を考え、
建築・設備・構造を一体
化した最高性能の環境建
築の実現を目指していま
す。

BIM（Building Information Modeling）
により設計された仮想建築空間の一例
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精神疾患を理解するための脂肪酸結合タンパク質研究
脂肪酸は、様々な生体反応に関与します。脂肪酸の過剰摂取が肥満や糖尿
病の原因となり社会的な問題となっている一方で、脂肪酸の摂取不足が疾患
を引き起こすことも知られています。脂肪酸は二重結合を持たない飽和脂肪
酸と、二重結合を持つ不飽和脂肪酸とに分けられます。二重結合が複数存在
する多価不飽和脂肪酸はさらに、二重結合の位置によって n-3 系、n-6 系、
n-9 系といった脂肪酸に分類さ
れます。n-3 系と n-6 系脂肪酸

医学系研究科
ゆ

い

山本 由似
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に変化を及ぼして、記憶学習に
影響を与えるということが栄養

歴

2012 年 3 月

摂取比の偏りが細胞内構成脂質
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究科博士後期課程修了
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山口大学大学院医学系研
究科 学術研究員
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山口大学大学院医学系研
究科（医学） システム
統御医学系学域 助教
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学的に知られています。私たち
の研究室では、脂肪酸の働きに
関わる分子機構を解明するため
に、個体・細胞レベルでの解析
を行っています。着目している

脂肪酸の分類

のは、脂肪酸結合蛋白質（fatty
acid-binding protein

FABP）

という分子です。
FABP は、アラキドン酸やド
コサヘキサエン酸などの水に不
溶な多価不飽和脂肪酸に結合
し、可溶化することによって、
細胞内の様々な機能に関わると
考 え ら れ て い ま す。FABP は、

FABP の機能
（FA;fatty acid, 脂肪酸）

分子ファミリーを形成し、器官
や細胞種により多様な発現を示します。個々の FABP 分子が持つ生体機能に
ついては、まだほとんどわかっていませんが、このように広範に存在するこ
とから、食物を含めた広い意味での脂肪酸環境と個体および細胞応答に関わ
り、脂質恒常性維持の調節因子として機能していると考えられます。私が興
味をもっているのは、脳における FABP の機能です。
統合失調症やうつ症状などの精神疾患進行が脂肪酸の摂取と関わりがある
ことが栄養学的に知られています。しかし、その細胞内分子メカニズムの詳
細についてはいまだ解明されていません。脂肪酸が関与する、記憶や情動活
動などの脳機能に対する FABP 分子の関与機構を生体・細胞レベルで解明す
ることによって、ヒトの精神神経疾患にアプローチしたい、と考えています。
我々は、多種多様な FABP 分子の発現が調整されることによって、生体の働
きや病変を調節できる可能性があることを報告してきました。神経系では脂
質の取り込みや細胞の分裂に関与し、神経可塑性の調節を行っていると考え
られます。FABP は脂質を介した恒常性の維持・細胞応答の調節因子として
機能している可能性が高く、現在さらに機能の解析を進めているところです。
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高収益で環境負荷の少ない植物工場を目指した植物生理機能の計測とモデル化
施設園芸は、露地野菜が生産できない時期に新鮮な野菜を消費者に提供す
る目的で発展し、収量・品質の向上や軽労化による農業収益の増大に貢献し
てきました。近年では、植物工場のように栽培環境の高度な制御により、計
画的な周年生産を可能にし、さらなる高収益化を目指した生産方式も増えて
きています。これらの先端的農業では、植物の生理機能に基づいた適切な栽
培環境制御による、より高収益で環境負荷の少ない植物生産技術の確立が求
められています。そこで私は、環境制御のための情報として欠かせない植物
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これまでの研究では、植物生産にとって重要な、植物の根による吸収機能
に着目し、研究を展開してきました。農業の生産現場では、肥料資源の枯渇

歴

2011 年 3 月

の生理機能に対する環境作用の計測・モデル化について研究しています。

九州大学大学院生物資源
環境科学府博士後期課程
修了 博士（農学）

と肥料コストの高騰、過剰施肥と富栄養化、環境ストレス下（高温ストレス、
水ストレスなど）での生育障害、乾燥地畑土壌の塩類化などの根の養水分吸
収機能が密接に関与する重要課題群の解決が求められています。しかしなが

日本学術振興会特別研究
員 PD（九州大学）

ら、植物の根は地中に広く拡がって存在するために、把握が困難な研究対象

豊橋技術科学大学工学研
究院 博士研究員

ず、根の養水分吸収速度の計測装置を構築し、根の養水分吸収機能に対する

山口大学農学部附属農場
助教（テニュアトラック）

考慮した新規の速度論的モデルを構築し、根の養分吸収と環境要素との関係

であり、生産現場の問題を解決するための情報が不足しています。そこでま
根域環境の影響を調べました。さらに、根の養分吸収に対する蒸散の影響を
を定量的に解析しました。これらの研究により得られた情報を利用すること
で、合理的な肥培管理による環境負荷の低減など、実際の栽培現場における
実用的技術の開発が期待できます。
植物工場は、現在の農業が抱える、食品安全への不安、環境汚染、地球温
暖化、エネルギー・水資源の不足、農業就業人口の減少などの問題に対応で
きる可能性のある生産方式です。一方で、コストや栽培技術に未だ解決すべ
き課題もあります。山口大学には環境（光、温度、培養液条件など）を完全
制御できる植物工場研究施設があります。この施設で、植物の環境生理反応
の計測・モデル
化に関する研究
を展開していく
ことで、実用的
な植物工場技術
の開発への貢献
を目指します。

植物工場で栽培中のリーフレタス
（手前と中間（紫色）
）とサラダナ（奥）
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