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ご来場の皆様へ
本日は第54回理工白門祭へご来場いただき、誠にありがとうございます。

すべての方に第54回理工白門祭をお楽しみいただくためにも、
みなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

第54回　理工白門祭　開催日時
2020年　10月30日(金)~11月1日（日）

お願い
著作権のため、スクリーンショットや
SNSなどへの掲載は禁止といたします。

場所
第54回理工白門祭　特設サイト

https://www.riko-hakumonsai.com

(下のリンクをクリックして頂くとサイトへ行くことができます。)
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LINEを使ってストーリーに沿って謎を解き進めよう!

特設サ
イトに

散りば
められ

た

ヒント
を集め

て

景品を
GETし

よう！

キーワード探しキーワード探し

謎解き謎解き
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委員長挨拶

厳しい状況の中、オンライン開催となった第54回理工白門祭のサイトへ
アクセスしていただき、ありがとうございます。

史上初の試みですが、今年度は「Science Carnival!!!」のメインテーマのもと、
中央大学後楽園キャンパスの理系らしさをご覧いただくために

委員一同準備を重ねてまいりました。
一般学生企画・研究室企画・委員会企画のどの企画も

見ごたえのあるものとなっております。ぜひアクセスしてみてください！

最後になりましたが、このような状況下でも第54回理工白門祭開催に
ご協力いただいたすべての方々に感謝申し上げます。



りこう 堂たんけん！

こんにちは！

カフェでは今年は皆さんが
気になっているであろう
後楽園キャンパスの食堂に
ついて紹介します！

まだまだ学校に来る機会の少な
い一年生の皆さん！

大学の食堂ってどんな感じなの？
と気になっているそこのあなた！

ぜひぜひ覗いてみて
くださいね！

はくモンキーと一緒に楽しく食堂
探検をしてみませんか？
お待ちしております！

食
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海老谷浩先生
2008年から米村でんじろう
先生の弟子として活動。
「科学」ではなく「科楽」を
モットーに、サイエンスショー
を全国各地で展開！

大人から子供まで楽しめるショーを
今年はオンラインで！

海老谷浩先生の実験を
ぜひお楽しみください。

時間：10月30日10時～11月１日
動画を見る方法：理工白門祭の特設サイトから
　    理工白門祭の公式YouTubeへ移動

米村でんじろうサイエンスプロダクション 企画紹介の見方

企画アイコン
団体名または教員名

コメント
YouTubeリンク

※ コメントは一部のみ（編集）掲載をしています。
詳細は第54回理工白門祭 特設サイトをご覧ください。

p9-10 一般企画
p11 応用化学科
p12 経営システム工学科
p13-14  情報工学科・精密機械工学科
p15 生命科学科・電気電子情報通信工学科
p16 都市環境学科
p17 人間総合理工学科
p18 物理学科
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一般企画

ポルススキークラブ
このご時世もあって、
新入生を集めることができて
いません！そこで、
白門祭を通して、このサークルの
紹介をさせていただきます。
写真のみになりますが、
これを機にスキーに興味を
持ってくれたらうれしいです！
少しでもいいなと思った方は
ご連絡ください‼

白門地学愛好会
こんにちは！白門地学愛好会です！
今年の白門祭はオンラインでの
開催ということで、例年のような
自作のプラネタリウムの展示
などはできないのですが、天文や
鉱物に関係するおもしろいお話を
集めてきたのでぜひ見に来て
ください！！

こんにちは！国際交流サークル
白風です！白風では毎年、
海外からの留学生との
交流イベントを中心に
活動していますが、今年は
そのような対面のイベントが
出来ない状況になってしまいました。
そこで、日本にいる留学生の方々が
少人数でも楽しめるような旅行先を
いくつか提案したいと思います。
メンバー皆で話し合って本当に行って
良かった所だけを記事にまとめました。
是非覗いてみてください♪

国際交流サークル 白風

生物科学研究部
こんにちは！中央大学生物科学研究部
（略称：CBIS)です。今年度は新型コロナウイルス
感染症の影響により、昨年度の研究内容を
振り返り、生命科学の分野に対する自分たちの
理解を深めることに徹しました。具体的には
昨年度の研究内容をまとめ直し、オンライン上
でのプレゼンを行う形での活動を
行っておりました。今年度の学祭では、
それらのレポート内容等を内容を改善した
スライドを皆さんに発表します。
発表を通して、我々生物科学研究部の活動内容を
知っていただき、ひいては生物科学の分野に
さらなる興味を持っていただければ光栄です。

理工漫画研究会
当部会では、部員たちが制作した
漫画・イラスト・小説を
掲載しています。掲載している作品は
白門祭に向けて部員たちが
新たに制作したものです。
当サークルでは、自分たちの
「好き」を重視した制作を行って
います。ここでしか見られない自由に
満ち溢れた作品をどうぞ
ご覧ください。

今年の白門祭では、当部会HP
にて鉄道車両の写真を掲載し、
その紹介を数行程度で行います。
ぜひご覧ください！今年度の
理工鉄研の展示は、公式HP上で
鉄道車両の解説とNゲージ・
実車の写真の公開となって
おります。コロナ禍で旅行が
できなくても、理工鉄研アクセス線
でなら見た気分になれるかも…？
快適で安心安全な理工鉄研
アクセス線をぜひご利用ください。

理工学部鉄道研究会

白門美術同好会
私たち白門美術同好会が行う
「未来展」では、「未来」をテーマ
とした作品を展示しています。
作品をご覧になって、それぞれ
の個性や、作品と「未来」という
テーマがどのように結びついて
いるかを感じ取って
いただければ幸いです。

中央大学ジャズダンスサークル　K＊ｍｍｙ
こんにちは！中央大学ジャズ
ダンスサークルK＊mmyです。
今年のK＊mmy学祭LIVEは、
去年開催した夏LIVEDVDを
学祭バージョンに編集し
公開します！是非見て楽しんで
行ってください！！

中央大学理工学部写真会です！
部員が撮影した様々な写真を
展示しています。
ぜひご覧ください！

中央大学理工学部写真会

理工ジャズ研究会
こんにちは！私たちジャズ研究会は
後楽園キャンパスで活動する公認
サークルで、40名ほどの部員が
普段は大学内の部室、音楽室で
ジャズの演奏や楽器の練習をしたり
音楽について語り合ったりしています。
例年白門祭では大学内の教室で
ジャズの演奏を行っているのですが、
今年はオンラインでの開催
ということで、動画を通じて
みなさまにサークルの紹介を
させていただきます。

https://youtu.be/k8prQT-U_Iw

こんにちは、理工アンサンブル同好会です。
私たちは、現在27名で和気あいあいと
活動しています。金管楽器、木管楽器、
打楽器、弦楽器と様々な楽器構成で、
吹奏楽やクラシック音楽など幅広い曲目を
演奏しています。今回は、リコーダーと
弦楽器のアンサンブルを多重録音という形で
お送りさせて頂きます。皆様も一度は聞いた
ことのあるような曲ばかりですので、私たちの
アンサンブルの演奏を通して、
一人でも多くの方に音楽の楽しさや
素晴らしさを知っていただけたらと思います。

理工アンサンブル同好会

https://youtu.be/v8yu-q-2svM

精密機械工学研究部エコラン班
私たちは省エネカーを
製作するモノづくりサークルです。
ガソリンエンジンを用いて燃費を競う
HONDAエコマイレッジチャレンジ
もてぎ大会、全国大会やバッテリーと
モーターを用いてレースをする
ENE-1GP MOTEGIに出場しています。
大会で高成績を残せるよう車両性能の
向上のためにエンジンの
チューニング、フレームの軽量化、
そして空気抵抗の改善を主に大会で
良い成績を残せるように活動しています。
本企画では活動の内容の一部を
紹介させていただきます。

数学研究部
皆さんこんにちは!!
数学研究部です.
例年であれば活動報告などを
行う場なのですが今年はイレギュラー
ですので昨年度の機関紙-π-を
皆さんに公開します. 私たちが
昨年度の活動を元に部員みんなで
作ったものです。今年は配る機会も
なかったのでこの機会に
公開することにしました.
ぜひ見に来てくれる皆様, 
ご興味があれば読んでみてください. 

中央大学精密機械工学研究部 Cansat班
みなさん、こんにちは！
中央大学精密機械工学
研究部 Cansat班です！
中央大学精密機械工学
研究部 Cansat班は2020年に
設立された新しい活動班で、
Cansatと呼ばれる超小型の
人工衛星模擬モデルの開発を
目標に活動しています。この
企画では文章と画像を用いて
Cansat班に関する説明をしています。

Major Chord
理工学部非公認サークルの
Major Chordです！今年はオンライン
での開催ということで、当サークル
からは過去のライブ映像を紹介します！
メジャコの雰囲気を感じて、一緒に
楽しんでくれたらうれしいです！

https://youtu.be/je_90z2ApMw

HP:https://majorchordchuou.
wixsite.com/major-chord-chuo
Twitter:@ChordM

中央大学SoundLifeCommunity
軽音サークルSLCの過去の
ライブ映像です！

https://youtu.be/zom6HXzDljQ

精密機械工学研究部　ロボ班
精密機械工学研究部のロボ班が
これまで製作した機体、参加した
大会での試合を掲載します。
今年はオンラインでの活動が
主体となりますが、かわロボの
魅力を精一杯伝えていきたいと
思います。

https://youtu.be/e5p3vlXsF7A
https://youtu.be/zwgV0XsnUsk
https://youtu.be/Coh228xvTEA

中央大学理工学部でのボランティア活動の
サポートが十分でないことから理工学部の
ボランティアセンター的役割を目指し、外部の
ボランティア紹介を行ったりやりこボラ！
オリジナルのボランティア企画の実施したり
しています。「理系でもボランティアを
日常に！」をモットーに掲げております。
メンバーはネットワークメンバーと運営
メンバーに分かれています。ボランティア情報
の受け取りや共に活動する仲間が欲しい場合
はネットワークメンバーに。ボランティアの
良さを伝えることや組織運営をしたい場合は
運営メンバーになって一緒に活動しましょう！

りこボラ！

https://youtu.be/mBubLnhPXYU

NO  IMAGE

NO  IMAGE

NO  IMAGE
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応用化学科 経営システム工学科

応用生物化学研究室(石塚 盛雄先生)
石塚研究室は、“生物”と“化学”が
融合した“生化学”という分野の
研究室です。研究室についてや、
DNAについて、実際の研究に
ついてなどをご紹介します。
身近なものを使ってわかりやすく
簡単に説明をします。
進路に迷っているそこのあなた！
必見ですよ！

https://youtu.be/TA98pH8d_h4

環境資源工学研究室(船造 俊孝先生）
環境資源工学研究室(船造研)です。
本研究室では、拡散係数の測定関連、
糖の分解、ポリマー分解・脱ハロゲンを
主として研究をおこなっています。
二酸化炭素や水には臨界点以上の高温
高圧状態（超臨界状態）が存在します。
この超臨界状態では、気体でも
液体でない状態になります。そのため、
超臨界流体には気体や液体とは
異なるユニークな特性がみられます。
その特性を利用して、環境や資源の分野
にアプローチする研究を紹介します。

固体化学研究室公開（大石 克嘉先生）
当研究室では、二酸化炭素
吸収材、蛍光体、超伝導体と
いった無機固体材料の研究を
行っています。興味のある方は
ぜひご覧ください！

https://youtu.be/ZEFg826a4kc

触媒有機化学研究室（福澤 信一先生）
福澤研で実際に行っている
実験内容を紹介します！　
Youtube感覚で見てみて
ください～

https://youtu.be/kYPoOTmoUBc

天然物有機化学研究室(不破 春彦先生）
　当研究室では、生物が生産する化合物
である天然物を研究対象としています。
特に、医薬品への活用が期待されて
いる海洋天然物の化学合成や、合成に
用いる新反応の開発などが主な
研究内容です。
　化学合成では市販の化合物に対し、
反応を1つずつ施していくことで、目的の
化合物へと変換していきます。実際に
行う実験操作や、当研究室での活動など
を動画にまとめました。
ぜひご覧ください。

https://youtu.be/tlkH0DId4RU

ナノ物理化学研究室（田中 秀樹先生）
当研究室では、「ナノ」について
研究しています。「ナノ」に興味が
ある方、研究室の雰囲気を
知りたい方、よくわからないけど
気になる方も是非見てください。

https://youtu.be/DYfACiTCQS8

分子物性化学研究室（張 浩徹先生）
初めまして！分子物性化学研究室
(張研究室)です。私たちは液晶と
エネルギーの研究を行なって
います。我らが張研究室での
研究生活をのぞいてみませんか。

https://youtu.be/vJey3s0stWs

有機金属化学研究室（石井 洋一先生）
こんにちは！有機金属研究室の石井研
です！ この研究室では主に有機金属
錯体について研究を行っています。
B4~D1と幅広い年代の学生が和気
あいあいと研究に日夜頑張っています。
学生同士の仲もよく、先生も声を
かけて下さるのでオープンな
雰囲気です！動画では研究室の雰囲気
や、簡単な研究紹介など行っています
ので、ぜひご覧ください！ https://youtu.be/tTBwYYSyH8o

応用統計学研究室(長塚 豪己先生）
当研究室では, 統計学と機械
学習の理論と応用に関する研究を
行っています.研究に力を入れて
いる一方で, 個性派揃いの楽しい
研究室です．研究室の雰囲気など,
 大学生活のイメージを持って
もらえると嬉しいです.

応用最適化研究室（後藤 順哉先生）
皆さん、応用最適化研究室を
ご存じですかな？
さよう、これは経営システム
工学科にある研究室のこと。
研究発表に合同プロジェクト
などなど。私もこの研究室で
色々な経験をさせて頂きました。
さて、応用最適化研究室の活動は
いかが相成りますか、あなたにも
ぜひ見て頂きたいのです・・・

https://youtu.be/MoAIAobI-yc
https://youtu.be/_A3NVbWelx8
https://youtu.be/TLZCZKTQoD0

高桑研究室（高桑 宗右ヱ門先生）
高桑研究室では主にシミュレーション
の研究を行っています。近年ではIoTを
用いたリアルタイムシミュレーション、
SAP ERPシステムとシミュレーション
モデルの連携など製造現場における
スマート化を考慮した新しいシミュレー
ションの研究に力を入れています。
本動画では主なテーマや
(学部3年生向けの)ゼミの内容に
ついて簡単にではありますが
説明をしています。 https://youtu.be/tSmIKQV2pYE

難波研究室(難波 英嗣先生）
難波研究室では、自然言語処理
技術を使って大量のテキスト
データから価値のある情報を
見つけ出す研究を行っています。

https://youtu.be/5cRqc-WUHwA

情報価値工学研究室（庄司 裕子先生）
従来の情報理論では、「送り手が伝えたいと思う
内容をいかに（ノイズなく）正確に伝えられるか」
という観点から情報の価値を考えてきました。
しかし実際には、受け手によって情報の価値が
異なることが少なくありません。そこで
情報価値工学研究室では、その時々の文脈や状況
に応じて、受けて（利用者）にとって価値の
高い情報を提供するための方法論やシステム実現
に向けて研究を行っています。特に、受け手に
とっての価値を創製するための効果的な
情報提示方法、インタラクションデザインに
ついて研究しています。 https://youtu.be/uoJJr-qHORI

統計データ解析研究室（鎌倉 稔成先生）
経営システム工学部 統計データ解析
研究室では、統計的なデータの解析を
中心に研究を行なっています。
画像にて、研究室について紹介
しています。ぜひご覧ください。
研究室のホームページもございます。
研究室について詳しく知りたい方は、
等研究室ホームページも併せて
ご覧ください。

http://www.indsys.chuo-u.ac.jp/~kmlab/

ヒューマンメディア工学研究室（加藤 俊一先生）
「人にやさしい情報環境」の実現を目指し、認知
多様性への感性工学的アプローチの研究開発を
進めています。感性とは、好き嫌い・興味の有無
などを瞬間的に判断する能力です。感性には、
多くの人に共通する部分と個々人で大きく異なる
部分があります。当研究室では、このような人間の
能力を人工知能で真似るための感性のモデル化に
取り組んでいます。現在は以下のような課題に
取り組んでいます。
・感性の多様性と相互理解のための
　支援技術の研究
・脳活動と感性的な価値判断の関係の分析と応用
・行動変容を引き起こす働きかけ(ナッジ)の研究

https://youtu.be/9sYKjM366tM
https://youtu.be/34c13E7PZqo
https://youtu.be/k_fU1f84VMk
https://youtu.be/Y6rTP4InowU
https://youtu.be/6ovTaC1AKww
https://youtu.be/jhr5DCdSqDs

マーケティング・サイエンス研究室（生田目 崇先生）
経営システム工学科は2021年4月に
「ビジネスデータサイエンス学科」に名称
変更します．データサイエンスが最も期待
されている分野の一つが「マーケティング」
です．本研究室は開設から8年を経過し，
これまで数々の研究成果を世に出して
きました．理工学部の他の学科の研究室に
比べると幾分地味に見えるかも
しれませんが，データに基づく意思決定や
社会への実装についてこれまでの研究成果
やこれからの展望についてご紹介して
いきたいと思います． https://youtu.be/r6DkDE6md30

私たちは造粒と膜蒸留装置を
用いた再生可能エネルギーの
研究をしています。研究に
関する掲載を行います。
是非ご覧ください！

https://youtu.be/OI_XGZxrUiI

応用化学科（村瀬　和典先生）
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情報工学科

精密機械工学科

情報通信工学研究室（趙 晋輝先生）
私たち趙研究室は暗号班、
セキュリティ班、メディア班の３つの
班に分かれて日々仲良く研究をして
います。白門祭では今年度の研究
紹介だけではなく、研究室選びを
している学部3年生への素朴な
疑問にも答えます。今トレンドの
セキュリティ、AI、暗号といった
技術を私たちと一緒に
学びませんか？ https://youtu.be/VIjOlSCaF4U

ナノバイオモデリング研究室（鈴木 宏明先生）
生命システムを構築するタンパク質や細胞を
組織化して複雑な構造を生み出します．そのために
使われる材料や物理・科学法則は同じものでも，
生命システムでは，組み合わせ方や使い方に特徴
があります．本研究室では，細胞等の生物の
システムを学んで工学に生かす方法を研究して
います．ナノ・マイクロメートルの小さな部品から，
より大きなスケールの構造やシステムが組織化し，
かつ機能が創発する原理を探求し，それを工学的
に実現する方法を探索しています．今回の動画
では本研究室で行っている研究紹介に加え，
研究で実際に使われている機器や実験の様子
などの紹介をします．本研究室で行われている
研究の参考にしていただけると幸いです．

https://youtu.be/zX8-yNgJf7E
https://youtu.be/QWJjpqrBzy0

バイオメカトロニクス研究室（中村 太郎先生）
中村研では生物を規範とした
ロボットを開発しています。
また、人工筋肉を用いてパワー
アシスト・リハビリ装置なども
開発しています。中村研HPに
ロボットを多数載せているので
興味がある方はぜひ
ご覧ください。中村研HP

http://www.mech.chuo-u.ac.jp/~nakalab/
https://youtu.be/m5e6Kq1inv4

マイクロシステム研究室（土肥 徹次先生）
私たちの研究室ではMEMS技術を
医療や計測などの様々な分野に
応用する研究を行っています．
マイクロスケールの世界では，摩擦や
表面張力のような日ごろの何気ない
物理現象が驚くような結果を生み出す
こともあります．公開している動画では
私たちが日ごろしている研究のほんの
一部を紹介しています．もし興味を
もっていただけたら，土肥研究室で
一緒に楽しく研究してみませんか！

https://youtu.be/kZjK9PBAHCY

精密機械工学科(大隅久先生)
ロボット工学研究室です．
主にロボットの制御を
行っています．
機械や制御に興味がある方は
ぜひお越しください．大隅研では
マニピュレータなど大きな
ロボットを動かしています。
ロボットの制御に興味が
ある方は是非大隅研へ！動画も
ぜひご覧になってください！

https://youtu.be/B6d2MCvc0AA

音響システム研究室（戸井 武司先生）
音響システム研究室は生活に
身近な「音」を研究テーマ
としています．
騒音の改善や快適な音環境の
創造等の研究を行っています．
音響システム研究室では生活に
身近である「音」について
多面的視点から研究しています。
戸井研究室のホームページは
こちら→https://toi-lab.com/

計算材料力学研究室（辻 知章先生）
精密機械工学科の計算材料力学
研究室が行っている研究の
概要について紹介します．
https://chuo-u.webex.com/
chuo-u/j.php?MTID=m1b9251b
bb92c532691c976326585557e
(上記URLからWebExでライブ映像が
見れます。pcの場合「ブラウザから参加」
にすると特別なアプリはいりません。)
注：白門祭期間中は上記 URL で研究室
の様子をライブ配信する予定です。
　　興味が有れば覗いて見て下さい。

材料強度学研究室（米津研究室）（米津 明生先生）
グラフェンなどの原子レベルのナノ材料
や航空宇宙で活躍する新素材

（界面や複合材料など）の開発を
最先端の実験や計算技術を駆使して
行っています！ぜひご覧ください！
HPやTwitterも随時アップロード
しているので，ぜひア
クセスしてみてください！！！
研究室HP
http://mater.mech.chuo-u.ac.jp/
研究室Twitter
https://twitter.com/CU_Yonezu_Gr

https://youtu.be/X5JaU2hItkY

生産情報システム工学研究室（平岡 弘之先生）
私たちは精密機械工学科ですが、精密工学
の発展のために情報工学の知識も日々追及
しています。持続型社会実現のために欠かす
ことができない生産情報の在り方を
ご紹介します。生産情報システム研究室では
①部品エージェントシステム班
②Haptic Device（ハプティックデバイス）班
この2つのプロジェクトに分かれて研究
を行っています。
最新の研究内容は研究室のHPに
掲載しています！ぜひご覧ください！！

知的加工システム研究室（井原 透先生）
知的加工システム研究室での
研究内容について説明します．

知的計測システム研究室（梅田 和昇先生）
知的計測システム研究室では，ロボット
などの知能機械のための”知的な計測”
技術の実現を研究テーマとしています．
画像処理技術をコアとし，一度に広範囲
を計測できる魚眼カメラによる距離計測
手法の構築，ジェスチャを認識して
家電製品を操作できる
インテリジェントルームの構築，
差分ステレオと呼ぶ手法を用いて
複数の人物の３次元運動を計測する
システムの構築など多岐に渡る研究を
おこなっています．

https://youtu.be/co5TxEe1ZNM

熱エネルギーシステム研究室（松本 浩二先生）
氷は多くの工業分野から注目を集めるほど、
多様な利用方法があります．その中でも、
近年では，食品の低温下での保存・流通の
需要が増加しています．それに伴い，
食品自体の安全性のみならず．
冷蔵に用いる装置にも人体への
安全確保や環境保護への配慮が
求められています．そこで，新たな冷蔵の
方法の提案・実用化に向け，
幅広い研究を行っているのが本研究室です．
今回の企画では実際に行っている
研究内容や研究室生活の紹介を
していきたいと思います．

流体工学研究室（中山 司先生）
流体工学研究室では流体の
挙動をコンピュータによる数値解
析を用いて研究しています。
例えば、室内で掃除機を使用した
際の塵の動きやトンネルに
突入する新幹線の周りの流体の
挙動などが研究対象
になりました。
企画では過去の研究内容の
一部を紹介します。

https://youtu.be/HUj0jfMeQAA

ヒューマンシステム研究室（新妻 実保子先生）
新妻研では人とロボットの共生
について研究しています。
動物行動学に基づく
人-ロボットコミュニケーション等
を紹介します。
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生命科学科

電気電子情報工学科

都市環境学科

生命科学科
生命科学科は全部で8研究室で
構成されています。研究分野は
幅広く、分子生物学から化石を
使った進化まで扱っています。
各研究室がどのような研究を
行っているのか、ここでまとめて
知ることができます。

橋本研究室（橋本 秀紀先生）
制御を用いた研究を大きく4つの
テーマに分けて紹介を行う。
以下に研究グループを示す。
1.ロボティクス系
(1)移動ロボット
(2)アクチュエータ（モータ）
2.生体情報系
3.AI応用系
以上の研究テーマを画像、動画、
パワーポイントを用いて研究紹介を行う

生体医工学研究室（諸麥研）（諸麥 俊司先生）

https://youtu.be/4e_9HjWpGT4

研究室紹介動画を作成しました。
ぜひご覧ください。

生体情報工学研究室（村上 慎吾先生）
生体情報工学研究室では生体における電気
現象の関連する研究を行っています。
具体的にはスポーツや作業時にゾーンに
入った時（フロー状態）に発生する脳波などの
生体信号の計測や、近赤外線を当たることで
発生する超音波を利用した光音響
イメージング、組織のインピーダンスなどを
計測することによって乳がんや脳や心臓
などの電気的興奮を計測する手法の
開発等を行っています。今年度は研究風景の
公開を行いますので、当研究室の雰囲気
を知っていただければ幸いです。

白井研究室（白井 宏先生）

https://youtu.be/R2Www6PzzGE

白井研究室では電磁波の伝送、
伝搬、放射等に関した研究を
しています。電波暗室や
高周波測定装置を用いて実験
したり、シミュレータを用いて
電磁波伝搬のシミュレーションを
行っています。

河川工学研究室（福岡 捷二先生）
私たちは河川に関する様々な
研究を行っています。
具体的には、一級河川の流域で
現在問題となっている、
洪水、流域治水、河床変動、堤防、
ダム等を対象としています。
研究室公開では、詳しい研究
内容や普段の学校生活に
ついて紹介します。
是非お越しください!!

基礎・地下構造研究室（西岡 英俊先生）
基礎・地下構造研究室（西岡
研究室）がどのような研究を
しているのか，研究室の雰囲気や
どんな学生がいるのかを簡単な
動画形式で紹介します．
少し難しい内容もあると
思いますが，こんなことを研究
しているのかと覚えてもらえたら
うれしいです． https://youtu.be/0hfyuzglGOQ

計算力学研究室（樫山 和男先生）
こんにちは！計算力学研究室です！私たちは
コンピュータを用いた物理現象の解析と、
その解析結果の可視化（AR・VR）に関する
研究を行っています。研究室の紹介動画では
以下のシステムをご紹介します。

・騒音体験システム
・津波体験システム
・AR体験システム

研究室のHPには研究内容をまとめた
ポスターを掲載しておりますので、
そちらも是非ご覧ください！

https://youtu.be/gZz_2dglKQc

設計工学研究室（佐藤 尚次先生）
我々設計工学研究室では、
How Safe Is Safe Enough? を標語として
います。 これは「どのくらいの安全性があれば
十分に安全であるか」ということです。つまり、
コストを無視して安全性を追求することは
できませんし、逆にコストを重視して、安全性
を失ってはいけません。両者のバランスを
踏まえ、「最適解とは何か」を追求しています。
これを軸として様々な分野で研究しています。
橋梁、道路、堤防などの土木構造物の設計、
空き地・空き家の活用、鉄道の災害対策、
AIを用いた分析など幅広い分野において

「最適解」を提案していきます。

地盤工学研究室（平川 大貴先生）
地盤工学研究室で実施している
研究テーマの紹介を行います。

https://youtu.be/sOrULPxnstE

都市システム研究室（谷下 雅義先生）
4年生の研究内容の紹介を
行っています。都市システム
研究室がどのような研究を
しているのか？興味がある方は
サイトに遊びに来てください！

「都市システム研究室の
ホームページはこちら↓
http://www.civil.chuo-u.ac.jp/lab/toshi/
研究内容についてはこちら↓
https://drive.google.com/drive/
folders/1rBizjeSQUixBr7UdJMa
THPu0XtzkmBGh　」
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人間総合理工学科 物理学科
景観環境科学研究室（シュテファン・ホーテス先生）
教育・研究活動や社会連携の
写真とSDGsのアイコンを使い、
大学が社会問題への取り組みに
おいてどのような役割を
果たしているか、可視化します。

水代謝システム研究室（山村 寛先生）
人が豊かに暮らすために、
水は欠かせないものです。
本企画では、「固-液分離」をコア
技術として、スマートな
上水および下水処理技術を
紹介します。

生命・健康科学研究室（小峯 力先生）
生命・健康科学研究室では、人の健康や
命にかかわる多岐にわたる研究を
行っています。ゼミ生は、自身の興味が
あることをゼロから研究します。
大学院生は、さらに社会的に意味の
ある、人の役に立つ研究を進めます。
生命・健康科学研究室でもっとも大切に
している理念は、「人を思いやる心」、
「自主性」です。
心ばかりの動画を作成しましたので、
是非とも研究室の雰囲気を味わって
行ってください！

https://youtu.be/jnQm2RdZJBI

都市生態学研究室（人間総合理工学科）（原田 芳樹先生）

第54回 白門祭はオンラインによる
開催です。少しでもお楽しみ頂ける
ように研究室紹介の特設HPを作成
致しました。私たち都市生態学研究室
は今年2020年度に人間総合理工
学科に設立された新しい研究
ユニットです。まだ国内での活動を
始めたばかりですが、少しでも
雰囲気が伝わればと思っています。
宜しくお願い致します！

固体電子論研究室（石井 靖先生）
モデル化をせずに物質の
電子状態や物性を計算する
第一原理計算。その基礎となる
理論の紹介をします。

物理学科　素粒子理論研究室（中村 真先生）
物理学科・素粒子理論研究室は
超弦理論、一般相対性理論、
場の量子論を軸としながら、
非平衡系や準結晶の物理学など
物性物理学における研究課題に
素粒子理論の考え方を応用する
研究を行っています。
本企画では、研究室での
研究内容を解説します。

坪井研究室（坪井 陽子先生）
観測、解析、実験、、、
全ての技術を手に入れた研究室、坪井研
我々の放った一言は
君たちを研究室へ駆り立てた！

『宇宙は好きか？好きなら
ここへ来い・・・
探せ！全てはここに置いてある』

我々は宇宙を目指し、夢を追い続ける。。。
世はまさに、大宇宙時代！！

統計物理学・数理物理学研究室（香取 眞理先生）
今年、問題になった新型コロナ
ウイルスを受け、感染現象に
対し数理物理学的な観点で
調査・まとめをしました。また、
近年注目されるランダム行列に
ついてもまとめました。
是非ご覧ください。

量子凝縮系理論研究室（土屋 俊二先生）
近年の実験技術の発展に伴い, 理想的な状況を
人工的に作り出し量子力学的な効果を制御
しながら系統的に研究を行う試みが様々な系に
おいて為され, 新たな研究の可能性が大きく
広がっています. この様な系は「人工量子系」と
呼ばれ, 冷却原子気体, イオントラップ, 超伝導
量子ビット, 量子ドットなどがその代表例です. 
人工量子系では, 物性物理, 素粒子物理, 統計
物理などの幅広い研究が可能です. 
また, 量子コンピュータの実験を目指して
量子情報の研究も盛んに行われています. 
人工量子系は従来の物理学の分野の
枠を超えた新たな研究の可能性を秘め, 
今後ますます発展すると期待できます. 
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私たち、
　　理工白門祭実行委員会です！

私たち中央大学理工白門祭実行委員会は「誰
のために、何のために」を会訓として、総務部
・製作部・企画支援部に分かれて活動してい
ます。

主に、理工白門祭の運営・統
括およびそれに伴う多様な活

動を行っています！

また、春には新歓イベントとして、
入学式での新入生の案内および誘

導や、新入生歓迎文化祭の運営・統
括を行います。

19 20

後楽園キャンパスに住みついた
　　　 おさるの男の子

誕生日:3/21(自称10才)

※はくモンキーの無断使用を禁止します。

性格:けっこうやんちゃ

好きな食べ物:生協のピロシキとソーダ味のアイス
将来の夢:シェフになって後楽園に自分の店を持つこと

趣味:Twitter(@hakumonkey_2)

彼の名は「はくモンキー」

3

　　理工白門祭
マスコットキャラクター

今年は社会的情勢から参加することが
できなかったのですが、
中央大学理工白門祭実行委員会は
毎年近隣の町会のお祭りにお手伝いとして
参加させていただいています。

屋台やお神輿に参加し、地域の方々や
子供たちと交流でき、いい経験になります。

また、例年ですと大学祭では
屋台の出店をして頂いています。

理工白門祭実行委員会はこれからも
地域の方々との交流に
力を入れていきたいと思います。

表町町会、富坂二丁目町会の皆様、
今後ともよろしくお願いいたします。

表町町会
富坂二丁目町会

地域との交流

理
工
白
門
祭
実
行
委
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