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テクノロジーがライフスタイルに
責任を持つ時代が始まった
Time has begun that Technology shall take responsible
for a lifestyle
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のようなリン酸イオン含有トバモライト
は、その陽イオン交換能が高く、環境浄

Although environmental consciousness of people is high where abundant eco-technologies are introduced to the market, a
lifestyle is seriously concerned with structure of the accelerated environmental deterioration(eco-dilemma).
It is not too much to say that, the time has com that technologies take responsible for the lifestyle. What form of lifestyle
we have to create? A back casting method was traced based on the environmental restriction in 2030 and its latent conscious
was extracted. In addition, what is the technology necessary for the lifestyle? Considering with nature of its perfect circulation
with a minimum energy and the industrial revolution in England in 18th Century succeeded by breaking with nature, it is quite
reasonable direction to look for its answer in nature, as a result, over 230 data were accumulated in the data base.
In order to diffuse relationships between the lifestyle and the technology, we hold“ Nature-Technology and Lifestyle
Exhibition” at Ueno National Science Museum (October, 2010 〜 February, 2011) and their related four books were released.
In concrete technology development, the synthesis of functional materials using elements of Clarke number, we have
investigated using a wind turbine structure of a dragonfly wing.
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Fig.2 リン酸イオン含有トバモラ
イトの SEM 写真

量論組成よりも多くのカルシ
ウムイオンを封入させた。こ

その他
前田浩孝助教が第121回無機マテリアル学会学術講演会で講演奨
励賞を、また、研究科研究奨励賞を受賞した。
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