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樋山准教授が「空気調和・衛生工学会賞（学術論文部門）」を受賞
大学院理工学研究科（工学）情報・デザイン工学系学域 建築
デザイン工学分野准教授（テニュアトラック）樋山恭助先生は，
第 52 回空気調和・衛生工学会賞（学術論文部門）を受賞し、5
月 13 日の空気調和・衛生工学会通常総会後の学会賞表彰式に
おいて表彰されました。
今回の受賞は、
「固定流れ場の熱応答を用いた熱環境シミュ
レーション」と題した一連の研究の成果が認められたもので
す。ここで、
「熱応答」とは、ある空間において発生した熱が
空間各所に与える熱的な影響の時間変化を意味します。本研究
は、空調等によってその空気の流れが制御されている室内空間
を「固定流れ場」として定義し、その空間における熱応答を建
築の室内温熱環境やエネルギー消費量の解析に応用したもので
す。言い換えると、この研究は、数値流体 (CFD）解析技術を

表彰を受ける樋山准教授（壇上左から２番目）

応用し、室内環境の空間分布を簡易に考慮した三次元シミュ
レーション（模擬実験）技術を開発したものとなります。

められ空気調和・衛生工学会の論文誌で発表されました。今回

一連の研究成果では、最終的にはシミュレーション結果を実

の受賞はこの成果に対して与えられたものです。

験結果と比較し、この手法の妥当性を確認しました。以上の研

一般に、機器等の開発においては、新しい構造や原理を考案

究結果は、2009 年から 2012 年に発表された４報の論文にまと

した場合、実験によりその効果を確認することが行われていま
す。しかし建築のように巨大でしかも注文生産による一品モノ
が多い分野では、実験は容易では無いため、予定している設備
や構造が期待した効果を与えるのか否か、実験によらずに高精
度で予測することが必要となります。このような場合の有力な
技術が、コンピュータ・シミュレーションです。
今回開発された技術は、近年需要が増えるタスク・アンビエン
ト空調（必要な部分、
例えば人間の周辺のみを空調する技術）や、
アトリウム（吹き抜け構造）を利用した高温排気等、室内の空間
温度分布を高度に利用した建築の省エネ設計を評価するための
基盤になるものです。近年その深刻さが増す地球環境問題を解
決するために、建築分野の省エネ化に対する期待は大きく、本研
究開発を含め、樋山准教授らの研究グループには、この課題を
解決するための更なる技術発展への貢献が期待されています。
受賞のニュースは樋山研究室の研究内容とともに新聞報道さ
れました。
（平成 26 年 5 月 29 日付「宇部日報」
）
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佐古田助教が「宇部興産学術振興財団

渡辺記念特別奨励賞」を受賞

大学院医学系研究科応用医工学系学域免疫学分野助教（テ
ニュアトラック）佐古田幸美先生は、公益財団法人宇部興産学
術振興財団の第 54 回学術奨励賞・渡辺記念特別奨励賞を受賞
し、6 月 11 日に宇部市で開催された贈呈式で授与されました。
宇部興産学術振興財団は、1959 年に設立された（財）渡辺
記念学術奨励会から発展的に事業を継承した公益財団法人で、
「わが国における学術研究を幅広く奨励し、研究設備の充実を
図るとともに、学術研究を志す者を援助し、もって学術文化の
発展に寄与すること」を目的に、これまでに 261 名の研究者
に学術奨励賞を授与しています。今回学術奨励賞には 10 名が
受賞しましたが、佐古田先生が受賞された渡辺記念特別奨励賞
は、この学術奨励賞の推薦者の中から更に選定された 1 名に与
えられる賞です。
佐古田先生の受賞課題は「自己免疫性ぶどう膜炎の発症機序
における共シグナル分子 HVEM の機能解析」です。自己免疫
性ぶどう膜炎は免疫の機能異常により自己の細胞や組織を攻撃
するようになる自己免疫疾患の一種で、眼球を覆うように広く
存在するぶどう膜が炎症を起こし、若年性の失明の主因ともな
る難治性疾患です。現在は治療においてステロイドや免疫抑制
剤が使用されますが、効果が低く再発例が多いこと、感染症や

受賞スピーチをする佐古田助教

緑内障などの重い副作用を伴う危険性があることから、より疾
患特異的で副作用の少ない治療法の開発が求められていまし
た。本研究では「共シグナル分子」という免疫制御分子群に着
目し、これらの分子が網膜上でどの様に働き、共シグナル分子
の伝達するシグナルが疾患の発症にどう関与しているかを明ら
かにすることで、自己免疫性ぶどう膜炎に対する新たな治療法
を探索する研究で、佐古田助教が中心となり、免疫学分野（基
礎系）と眼科学分野（臨床系）が連携した取り組みが評価され
ました。
山口大学では医学系分野におけるトランスレーション研究
（基礎的検討から臨床応用をつなぐ橋渡し的な研究）を推進し
ており、今年度からは山口大学における世界水準の研究を目指
す取り組み（新呼び水プロジェクト）の一つとして「難治性疾
患トランスレーション研究拠点」が立ち上がりました。本課題
もその一環としてさらなる展開が期待されています。
受賞のニュースは贈呈式の様子とともに新聞報道されまし
た。（平成 26 年 6 月 12 日付「山口新聞」及び平成 26 年 6 月
12 日付「宇部日報」）

−2−

第７回 Choshu-London シンポジウムで
西形准教授と上條准教授が招待講演

UCL 化学科正面玄関での集合写真
左から Sheppard 博士（前列・UCL）、Baker 博士（後列・UCL）
、Anderson 教授（後列・UCL)、Motherwell 名誉教授（前列・UCL、白いワイシャツ姿）、
Wilden 博士（後列・UCL）、上條准教授（テニュアトラック・山口大）、上村教授（山口大）、野村客員教授（山口大）、西形准教授（テニュアトラック・山口大）
上に掲げられているのは、安倍総理大臣から Williamson 教授夫妻に贈られた感謝状。

2014 年 3 月 12 日 ( 水曜日 )，上村医学系研究科教授，西形

強い結びつきは，長州ファイブの留学から 150 年を経て，こ

理工学研究科准教授，上條理工学研究科准教授が，ロンドン

の歴史的イベントのスピリットが 21 世紀にも脈々と生き続け

（英国）の University College London（UCL）を訪問し，第 7

ていることを示しています。今回のシンポジウムは奇しくも

回 Choshu-London シンポジウムにおいて招待講演を行いまし

Williamson 教授と同じ distinguished professorship を保持した

た。UCL は幕末の長州ファイブが留学した大学として知られ

2 名の先生方のご尽力により開催され，シンポジウムの分野も

ています。彼らを最初に世話した Williamson 教授は UCL 化

Williamson 教授の専門分野である有機化学となりました。150

学科の有機化学の教授でした。この歴史的な繋がりに基づい

年を経てのこの交流はとても感慨深いものがありました。

て，本学は UCL との交流を積極的に進め，これまでに学術交

シンポジウムの前後に，UCL 化学科有機化学部門の先生

流協定の締結並びに博士課程の学生派遣，そして学術記念とし

方と，研究や相互交流に関して幅広い意見交換を行い，UCL

て Choshu-London シンポジウムを開催してきました。今回初

の大学院学生たちとは研究に関してディスカッションを行い

めて，このシンポジウムを UCL 化学科の Motherwell 名誉教授，

ました。今回の訪問では，双方向の研究者交流や本学から

Anderson 教授の協力により，ロンドンで開催しました。

UCL への留学，UCL から本学への留学の交流拡大が話題と

UCL 化学科の正面玄関には，Williamson 教授夫妻が日本

なり，それらを通じた協議から相互の信頼関係を高める有意

からの最初の留学生を受け入れたこと，彼ら留学生にさしの

義な時間を持つことができました。UCL は，山口大学が研

べた暖かい助力に対する，安倍内閣総理大臣からの感謝状

究連携の強化と研究力アップを目指して選定した重点連携大

が，Williamson 教 授 の 肖 像 画 と と も に 飾 ら れ て い ま す。 日

学のひとつです。これからも，相互の留学やシンポジウムの

本，UCL 双方がこの偉大な出来事に多大な敬意を表している

開催を通じて，本学と UCL との交流をますます盛んにして

ことが感じられました。現在の本学化学系と UCL 化学科の

いきます。
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西形准教授が国際学術論文促進セミナーで講演

講演中の西形准教授

大学院理工学研究科（工）物質工学系学域精密化学分野准教

加者にとって大変有益であり、特に若手研究者にとっては刺激

授（テニュアトラック）西形孝司先生は、6 月 25 日 ( 水 ) に開

となる講演内容でした。聴講者からのアンケートの集計結果に

催された国際学術論文促進セミナー第二回 Author Workshop

おいても、「参考になった」という回答が多数得られました。

で、「学術成果発信のための論文執筆 - 応用化学系研究者の視

その後のセッションでは、カクタス・コミュニケーションズ

点 -」と題して講演を行いました。本セミナーは、大学研究推

社のミリンダ・ハル氏により、「英語論文の書き方」と題して、

進機構と大学情報機構の共催で、昨年１１月に引き続き開催し

豊富な経験を基に、受理される英語論文作成に関する様々なノ

ました。副題を「 ～アクセプトされる英語論文を作成するた

ウハウについて講演されました。

めに～」とし、本学の研究者の国際学術論文投稿を促すことを
目的として、英文校正会社であるカクタス・コミュニケーショ

西形准教授及びミリンダ・ハル氏の講演終了後には、多数の
質問があり、セミナーは盛況のうちに終了しました。

ンズ株式会社の協力を得て開催しました。常盤キャンパスを主
会場とし、吉田キャンパスと小串キャンパスにも配信され、他
の研究機関からの傍聴者も含め約 200 名の研究者、学生等が
参加しました。
セミナーでは、三池大学研究推進機構長の開会挨拶で、山
口大学の国際学術論文の現状の説明があった後、司会者から、
URA（リサーチ・アドミニストレータ）による研究力分析の
結果、西形准教授に講演を依頼したことについて説明があり
ました。西形准教授は、主に論文投稿の際の査読者等とのやり
とりについて、具体的な体験事例を講演しました。論文の掲載
が決定するまでの流れや厳しい指摘があった場合の対応につい
て、西形准教授のこれまでの経験を具体的に紹介しました。参

会場の様子（主会場の常盤キャンパス）
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