【事業内容】 学問創成・実践による以下の実現。

【期待される効果 - 「知・人・物」＋「美」の創造】

◇学術基盤創成 ： 異分野融合による「減災・サステ
ナブル学」の創成と実践への展開
◇要素研究 ： 減災・サステナブル学実践のための
材料・システム化技術研究開発の内外研究協力機
関との連携
◇減災・サステナブル学研究 ： 減災・サステナブ学を
象徴、実証する画期的製品の内外研究協力機関・
産業界との連携による研究開発
⇒ スマート減波システム、スマートシェルター、他

減災・サステナブル学とは
防・減災目的ながら、非常時
のみならず日常的にも有用な
機能を発現し、社会の経済的・
持続的発展を可能とするサス
テナブルな仕組み創成の学問。

スマート減災・システム
上記学問により創成可能
となるスマートシステム例。
１）スマート減波システム２）
スマートシェルター、他、造
船メーカー開発中の自立
式防波構造物のスマート
化、材料メーカー開発の先
端材料を用いた各種減災
構造物のスマート化、等

◇経済性・持続性のある画期的減災システムの確立
◇革新的減災技術を創出可能な独創的人材の輩出
◇産・官・学・民協働による具体的製品開発を通した
減災産業の創出
◇地域のみならず世界の減災、安全・安心に貢献
◇日本を、災害をばねに人材・科学技術を磨く場へ、
ディザスターフロントからスマートジャパンへ
◇減災産業立国、永世中立科学技術大国、さらには
知的で優美な国造りの実現

従来の防波構
造物・防潮林

スマート減波
システム

防波のみ、効果不十分、
障害物化、二次災害誘起
等々、問題となる要素多し

「減災・サステナブル学」
が可能にする発想の転換
スマート減波システムを発想

平常時

防波のみならず、
平常時はステルス化し
右記の機能発現

津波襲来時

エネルギー
創出

環境浄化・
環境負荷低減

美しい景観
保護

etc.

スマート
シェルター

減災・サステナブル学研究会を創設（2011年）・シンポジウム主催（2012年）
（代表： 千葉大学 浅沼 博）
日本機械学会 機械材料・材料加工部門に下記の「減災・サステナブル
工学研究会」を設置し、よりオフィシャルな活動として定着（2016年9月）
Technical Section of
“Disaster Mitigation and Sustainable Engineering”
- System of Systems for Disaster Mitigation and Sustainability JSME M&P Division
proposed and chaired by Hiroshi Asanuma
・Members
JSME Members + Chiba University Members: around 50 members
Foreign Members: around 20 members (Dr. Su et al.)
Advisors: around 15 members
・Activities
Research Collaborations, Committee Meetings, Keynotes, Invited
Presentations, Seminars, Publications, Development of Symposiums,
Workshops and Sessions, etc.
Looking for new members. Keep in touch!

競争より協力、地球最後の日まで、 ・・・・・
エンジニアリングリベラルアーツ、人材育成、 ・・・・・
輸送・移動

Disaster Front !

・

食料

メガフロート
造船業
鉄鋼業
素形材産業
・・・・・

・フィッシング
・植物工場
・洋上穀物栽培
・魚介類養殖
・ ・・・・・

・エアポート
・港湾設備
・ドローン
・ ・・・・・
・ ・・・・・

リゾート
・ホテル
・カジノ
・テーマパーク
・キャンパス
・ ・・・・・
・ ・・・・・

エネルギー
・波力発電
・洋上風力発電
・ソーラーファーム
・ ・・・・・
・ ・・・・・

排他的経済水域
経済特区
・・・・・
・・・・・
・・・・・

The long battle to try to be smart!

“Senior” Assoc. Prof.
スマート機械材料システム‐ タイプⅠ
ＩＦ／Ｂ法により圧電ファイバ／
アルミニウム複合材 “発明”！

Assist. Prof.

中空
製品化へ？！

特許出願（国内，ＪＳＴ海外 ）

2010

スマート機械材料システム
界面層形成・
接合（ＩＦ／Ｂ）
法 “発明”！

科研費特定領域
研究（Ｂ）獲得！

特許失敗！

1990

2000

千葉大ＶＢＬプロジェクト
なのはな賞２年連続受賞
ちばぎんひまわり賞受賞

売れない．．．
出世しない．．．

“Junior” Assoc. Prof.
特許出願（ＪＳＴ国内）
スマート機械材料システム‐ タイプⅡ

日刊工業 「工業材料」 ２００８年５月号

センサ

ジョイント

シリンダ
サーボバルブ
ポンプ
モータ
オイルタンク機械・構造材料

アクチュエータ

1980

Student

大学祭で手作りケーキ
は売れたものの．．．

ドクター中松との出会い
－ フロッピー“発明”に
感動！

アクティブラミネート “発明”！
通電
加熱

80mm

293K 自然
冷却

373K

日本機械学会機械材料・材料加工部門部門賞「業績賞」受賞 （2008）
イノベーションジャパン2007出展 （600名，200社，説明会満席）
“Intelligent Materials” edited by M. Shahinpoor & H.-J. Schneider and
the foreword given by Prof. P.-G. de Gennes (Prix Nobel de Physique
1991) （Royal Society of Chemistry）にコンセプト紹介 （2007）
千葉大学オープン・リサーチ「学長賞」受賞 （2005，2007）

