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富山県立大学 コンクリー トエ学研究室

営山県立大学 工学部   環境工学科
短期大学部 環境システムエ学科

学科の先生方は,こ の春からの新任の先生 4名 を含めて

12名で構成され,専門分野により水循環工学講座,資源循

環工学・環境政策学講座,環境デザインエ学講座に分かれ

ています。水循環工学講座では水の健全な循環を目指 した

教育研究,資源循環工学・環境政策学講座では資源の効率

的な循環利用やその実現に係わる環境政策の教育研究,環

境デザインエ学講座では環境の創造・保全に向けた社会基

盤整備 。地域計画の教育研究をそれぞれしています。

本学の特徴として,環境工学科の設立もあり,環境 リテ

ラシー教育に重点が置かれていることがあります。その一

環として環境論の授業が全学生の必修科目として開講され

ています。また,キ ャンパスフィール ド活動やエコツアー

などの様々な環境活動が行われています。これらの活動を

通 して,学生が環境に対する基礎知識を学んでいます。

今回紹介するコンクリー トエ学研究室 (伊藤研究室)は ,

今年の春に出来たばかりの研究室で,伊藤始准教授 と環境

システムエ学科 2年生の松井淳史と高畠依里の 2名 で構成

しています (写真-2)。 学生が 2名で寂しい面もあります

が,ゼ ミ室を広々と使えて各自でデスクと本棚が使えるメ

リットがあります。また,私たちが主に使っている環境材

料実験室には, ミキサーや万能試験機,恒温恒湿室があ

り,コ ンクリー トの練混ぜから強度試験,耐久性試験まで

を実施できる機器が整っています。

1.大 学 と研究室の概要

富山県立大学は,富山県立技術短期大学を前身に平成 2

年に開学 した日本海側では初めての工学系公立大学です。

キャンパスは,富山県の神通川と庄川の間にある射水市に

位置し,県民公園太閤山ランドや歌の森運動公園に隣接 し

て,緑に囲まれた丘陵地にあります。北側には富山新港が

あり,晴れた日には北陸電力仰の富山新港火力発電所や建

設中の新湊大橋を望むことができます (写真-1)。

本学の学部は工学部と短期大学部があり,工学部は機械

システムエ学科,知能デザインエ学科,情報システムエ学

科,生物工学科,お よび環境工学科の 5学科で構成されて

います。工学部の学生数は 1学年250名 程度と少人数であ

り,ゆ きとどいた教育指導や就職指導を可能にしています。

工学部・環境工学科は,短期大学部・環境システムエ学

科を引き継 ぎ,こ の春にはじめて 1年生を迎えた新 しい学

科です。持続可能な発展に向けた循環型社会の構築, 自然

との共生,お よび地球環境保全に貢献する科学技術の教育

を理念にしています。現在は環境工学科と環境システムエ

学科が併存 し,私たち 2年生と4年制大学の 3・ 4年生に

あたる専攻科 1・ 2年生が環境システムエ学科, 1年生が

環境工学科に所属 しています。先生方は 2つ の学科を兼務

しています。
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写真-2 伊藤研究室メンバー写真-1 富山県立大学から富山湾方向を望む
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今回の研究では,こ の課題を改善するため .こ .憂 奎ゃ養

生方法を変えて製造 した造粒物に対 し,十  r、  三量試験

や圧潰試験を行い,適切な
町合や養生吉 :云 そ選定 します。

これにより,す リヘ リ減量が少な (.歌言l■ t二 微粒分が舞

い上がらない造粒物を造ることをi:モ て́膏究を進めてい

ます。写真-4は造粒実強t~:tiて f

(2)電力施設の劣化進行に関する研究

東京電力船 と電力tttt_~ィ
メ
三進行 |二 関する研究を実施 し

ております。建言ミ
`1て

■‐́ち軟十年経過する電力施設の劣

化進行をど二よメ■三菱て。どのように将来予測するかを

検討 します: ■三 i。 ま.関連分野の文献調査を実施 し,そ

れに基つ .・ t要素実験や実大モデル実験の計画を実施 して

お。ま■

4,研 究室のイベ ン ト

任妻研究室は出来たばかりの研究室ですが,こ の半年間,

全員で様々なイベントに参加 してきました。ここでは,そ

の一部を紹介 します。

(1)キ ャンパスフィール ド活動

キャンパスフィール ド活動は,学生が中心となり大学周

辺の環境問題に触れる活動であります。私どもの研究室は,

九里研究室,佐伯研究室,手計研究室のゼミ生 とともに

「ゴミ撲減プロジェク ト」を企画 し,実施 しました。活動

は,主に大学周辺を対象地域としてゴミを拾い, ゴミの種

類 とその場所, ゴミ箱の場所を記録 して,ホ ームページ上

に公開することで大学周辺の美化を目指すものです。これ

までに延べ約50名 の学生の参加がありました。写真-5が
オレンジ色のビブスを着て活動 している様子です。

(2)オ ープンキャンパス

オープンキャンパスは,高校生ゃその保護者を対象に研

究室を公開する学校行事です。本研究室では鉄筋入りのモ

ルタルバーと鉄筋なしのモルタルバーをたたき比べてもら

うことで,鉄筋コンクリー トにおける鉄筋の役割を体感 じ

てもらいました。モルタルバーは手練 りで60本を作成 しま

した。写真-6が高校生に説明している様子です。

(3)講 演 会

伊藤先生は,お でかけ研究室 (モ バイルラボ)や ものづ く

り講習会,秋季公開講座などの講演会に参加 して,環境工

学科におけるコンクリー トエ学の役割や最近の研究につい

て講演されました。私たちも,い くつかの講演会で研究紹

介を担当しました。

(4)芝浦工業大学・夏合宿への参カロ

8月 に芝浦工業大学・コンクリー ト研究室 (魚本先生 ,

勢木先生,伊与田先生)の夏合宿が富山と石川の両県で行

われました。前田建設 。白根さんの橋渡しのもと, 1日 目

の現場見学会と卒論中間発表会に参加させていただき,皆

様に温か く迎えて頂 きました。現場見学会では北陸新幹

線・糸魚川工区を見学 し,Pcフ ィンバック形式を採用 し

た姫川橋梁を間近に見ることができました。卒論中間発表

会では幅広い内容に対する活発な議論によい刺激を受けま

した。私たちにとって,大 きな研究室の雰囲気を味わえる

貴重な機会となりました。

5.最 後 に

これまで,短期大学部の卒業生の半数は,本学・専攻科

や他大学の 3年次編入学として進学 し,半数が就職 してき

ました。就職先は,官公庁や建設コンサルタントなどの土

木系業種と水処理・廃棄物処理会社や環境コンサルタント

などの環境系業種があ |)ま した。

私たちは,本学の専攻科への進学を予定 しており,こ れ

から良い進路を見つけたいと思います。
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‐

写真-5 キャンパスフィール ド活動

写真-6 オープンキャンパス
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執筆 :高 畠依里・松井淳史,確認 :伊藤始)


