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大隅良典栄誉教授（科学技術創成研究院）の 2016年ノーベル生理学・医学賞受賞が決定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究概要 
“細胞の環境適応システム、オートファジーの分子機構と生理学的意義の解明” 

 
オートファジーは、細胞内におけるリサイクリング機能です。細胞が栄養環境などに適応して自らのタンパ

ク質分解を行う自食作用「オートファジー」に関して、酵母を用いた細胞遺伝学的な研究を進めて世界をリー

ドする成果をあげ、その分子機構や多様な生理学的意義の解明において、多大な貢献を果たしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大隅良典栄誉教授 ノーベル生理学・医学賞受賞決定 
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                   （全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：広報センター 2016年 10月 3日） 
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大隅良典東京工業大学栄誉教授が 10 月 3 日、「オートファジーの仕組みの解明」に寄与したとしてノーベル

生理学・医学賞を受賞しました。 

同日 18 時 30 分頃に行われたノーベル財団による発表時には、大隅研究室に大隅栄誉教授と研究室メンバー

や報道陣が集い、賞の行方をカウントダウンしながら見守り、受賞が決定した瞬間にはこの栄えある賞を得た

喜びを皆で分かち合いました。  
 

 

 

 

 

これを受けて、東京工業大学は、同日 20時頃から大岡山キ

ャンパス百年記念館フェライト会議室にて三島良直学長、安

藤真理事・副学長（研究担当）同席のもと大隅栄誉教授のノ

ーベル賞受賞記者会見を開催しました。会場には 200名近い

報道陣が集まり、大隅栄誉教授の喜びの声とオートファジー

研究の概要等について 1時間程度にわたり会見が行われまし

た。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大隅良典栄誉教授 ノーベル生理学・医学賞受賞記者
会見を開催 

受賞決定当日の記者会見の様子 

受賞決定後、すずかけ台キャンパスから大岡山キャンパスに到着し、花束を受ける大隅栄誉教授 

記者会見中、安倍総理大臣から祝電を受ける大隅栄誉教授 
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大隅栄誉教授 記者会見冒頭の受賞コメント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日、夕刻にノーベル委員会から受賞のおしらせをいただきました。もちろん研究者としてはこの上もなく

名誉なことだと思っております。この数年思いもかけずいろんな賞をいただくことになりましたけれども、ノ

ーベル賞には格別の重さを感じております。ノーベル賞、私は少年時代にはまさしく夢だったように記憶して

おりますが、実際に研究生活に入ってからは、ノーベル賞は私の意識の全く外にありました。 
私は自分の知的な興味に基づいて、生命の基本単位で

ある細胞がいかに動的な存在であるかということに

興味を持って、酵母という小さい細胞に長年いくつか

の問いをしてまいりました。私は人がやらないことを

やろうという思いから、酵母の液胞の研究を始めまし

た。 
1988年、今から 27年半ほど前に液胞が実際に細胞

の中での分解に果たす役割に興味をもちまして、東大

の教養学部の私自身たった一人の研究室に移ったと

きに始める機会があり、それ以降 28 年にわたりオー

トファジーという研究をしてきました。オートファジ

ーという言葉は耳慣れないかと思いますが、酵母が実

際に飢餓に陥ると自分自身のたんぱく質の分解を始めます。その現象を光学顕微鏡で捉えることが出来たとい

うことが私の研究の出発点になりました。馬場美鈴さんが電子顕微鏡でその過程を解析することで、実はそれ

がそれまで知られていた動物細胞のオートファジーという現象とまったく同一の過程であることがわかりまし

た。酵母は遺伝学的な解析にとってもすぐれた生物なので、早速私たちはオートファジーに必須の遺伝子を探

すことを始めました。幸いこれも大学院生として所属していた塚田美樹さんの努力で、わりに短時間でたくさ

んのオートファジーに必須の複数の遺伝子をとることが出来ました。それらの遺伝子は実はオートファジーの

膜現象に必須の装置であるということが私たちの解析で分かりました。幸いこれらの遺伝子は酵母のみならず、

人とか植物細胞にも広く保存されているということが分かりました。こうしてオートファジーの遺伝子が同定

されたことでこれまでのオートファジー研究の質が大きく変換をすることになりました。その後は様々な細胞

でオートファジーがどのような機能をしているかということが世界中のたくさんの研究者によって解析され、

今日に至っています。 

私はずっと酵母という材料でオートファジーの研究をしてまいりました。酵母を使った基礎的な研究が今日

のオートファジーの研究のきっかけになったということであれば、私は基礎生物学者としてこの上もない幸せ

なことだと思っております。 

 
 
 

受賞の喜びを語る大隅栄誉教授 

三島学長、安藤理事・副学長の横で 
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もちろん現代生物学は一人でやりおおせるものではあり

ません。この 28年間、私の研究室でたゆまぬ努力をしてく

れた大学院生、ポスドク、スタッフの方々の努力のたまも

のだと思っております。それから、酵母から動物細胞のオ

ートファジーへと転換してくれました水島昇、吉森保両氏

にも、今現在の動物細胞におけるオートファジー研究で世

界を牽引している二人とも、今日の栄誉を分かち合いたい

と思っております。 

 

オートファジーというたんぱく質の分解は細胞が持っているものすごく基本的な性質なので、今後ますます

いろんな現象に関わってくることが明らかになってくるのを私も期待しております。 

一つだけ強調しておきたいのは、私がこの研究を始めた時に、オートファジーが必ずがんにつながる、人間

寿命の問題につながると確信して始めたわけではありません。基礎研究はそういう風に展開していくものだと

ぜひ理解していただきたいと思います。基礎科学の重要性をもう一度強調しておきたいと思っております。 

これまで私に研究の場を与えてくれた東大教養学部、理学部、基礎生物学研究所、東京工業大学には厚く御

礼申し上げます。これまでの研究のほとんどが文科省の科研費によって支えられたことにも感謝したいと思い

ます。この間、私の研究を支えていただいた 2 人の恩師、この 5月に亡くなられた今堀和友先生、安楽泰宏先

生にも感謝の意を申し上げます。戦後の非常に大変な時代から常に私を温かく見守ってくれた両親にまず報告

したいと思います。私の家族、とりわけ折に触れて私を支えてくれた妻、萬里子に深く感謝したいと思います。 

 

学長 記者会見冒頭のご挨拶 
 

本日は多数お集まりいただき、ありがとうございます。私ど

もも本当にうれしく思いますし、今回の大隅先生の受賞は

大学にとっても大きな誇りでございます。先生の研究に臨

む姿勢につきましては何度も伺ったことがございますけれ

ども、基礎研究に真摯に、そして人がやったことがないこと

をやるんだ、そしてそれをしっかりと止めることなく続け

てこういう成果に繋がったんだろうというふうに思って、

私も感動している次第です。このような本当の基礎研究、こ

れから人類のために役に立っていくであろうこうした基礎 
研究の成果がこういう賞をお取りになられたということで

私も大変嬉しく思いますし、改めて大変名誉に思うというところでございます。大隅先生、おめでとうござい

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大隅栄誉教授の受賞を称える三島学長 
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また、翌日は 11時からすずかけ台キャンパス大学会館 3階多目的ホールにて、萬里子夫人、三島学長同席の

もと、2 回目の記者会見を行いました。会場には大隅研究室メンバーを含む多くの学生・教職員や 30名程度の

報道陣など 350 名が集まり、約 1時間にわたって開催されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東工大関係者のノーベル賞受賞者は、2000 年にノーベル化学賞を受賞した白川英樹先生（本学卒業生）、そ

して今回の大隅栄誉教授の受賞により 2名となりました。 

東工大は、今年度新たに発足した科学技術創成研究院を筆頭に、世界トップレベルの研究を引き続き発展さ

せていきます。 

 
（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：広報センター 2016年 10月 6日） 

 
 
 
 
 
 
 

受賞翌日、萬里子夫人と臨んだ記者会見 

萬里子夫人と 
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本学リベラルアーツ研究教育院 社会・人間科学系の西田亮介准教授の著書である『メディアと自民党』（角

川新書）が、社会情報学会優秀文献賞に選出されました。 

社会情報学会は 2つの「日本社会情報学会」を土台に 2012年に発足し、情報現象の過程・構造や、情報技術

の進展と社会との関係等を、理論実証の両面から解明することを目指し順調に発展してきました。本学会では

学会賞として 9 つの表彰区分があります。そのうちの 1 つである優秀文献賞は、著書、翻訳、論文等で、社会

情報関係諸学の発展に特に貢献のあったと認められる文献につき表彰されるものです。 

 
西田准教授のコメント 

『メディアと自民党』は、ともすれば我々が信頼し、そのま

ま字句通りに受け取ってしまいがちなメディア上の言説に対

して、政治がどのように向き合い、影響しているのか、その歴

史的背景はどのようなものかといった主題を、多くの取材や資

料をもとにして分析した一冊で、これまでも同書をきっかけに

多くのメディア業界の実務家らが研究室に訪ねてきてくれま

した。今回学界でも、このように評価されたことを嬉しく思っ

ています。今後もメディア研究と実務の双方で評価いただける

成果を出すべく精進します。 
 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：リベラルアーツ研究教育院事務室 2016年 10月 13日） 

 
 

 
教職員および学生に対する普通救命

講習の普及に取り組んできた東京工業

大学に、目黒消防署から感謝状が贈られ

ました。 
 
 
 
 
 
 

東京工業大学が救急業務協力者感謝状を受賞 

贈呈式で感謝状を受ける 

保健管理センターの山室センター長（中央）と 
細井看護師（左） 

 

西田亮介准教授が社会情報学会優秀文献賞を受賞 
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9 月 9 日の救急の日に、救急業務協力者感謝状贈呈式が目黒消防署で行われました。日頃からキャンパス内

の救急業務に従事してきた業績に対し、東京工業大学が救急業務協力者感謝状の表彰を受け、保健管理センタ

ーの山室恭子センター長（工学院 教授）と同センターの細井佐津子看護師が代表して贈呈式に出席しました。 
救急業務を普及する一環として、長年、保健管理センターでは、大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパス

の教職員および学生を対象に、消防署と共催で AED や心肺蘇生法を学ぶ普通救命講習を行ってきました。突

然起こる非常事態において、バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）として積極的に手を差し伸べ人命救

助を行う「東工大救命クルー」が一人でも増えることを目指し、今後も本学総合安全管理センターを始め、他

部署との連携を強化し、救命の輪を広げる活動に邁進していきます。 
 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：保健管理センター 2016年 10月 4日） 

 
 

                                        

東京工業大学は、南洋理工大学（シンガポール）と 2009 年に学術交流協定を締結し、学生の派遣・受入れ、

共同研究の実施、ワークショップの開催など、様々な連携活動を行ってきました。このたび両大学は、研究交

流の促進を目的とした覚書を締結することについて合意に至り、9月 28日、国連大学（東京都港区）で開催さ

れた日本・シンガポール国交 50 周年記念シンポジウムの席上、覚書の調印式が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京工業大学と南洋理工大学との研究交流促進に 
関する覚書の締結 

覚書に署名する本学丸山俊夫理事・副学長（教育・国際担当）（右から2番目）および南洋理工大学ラム・キンヨン副学長（同3番目） 
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また同日夕刻には、赤坂迎賓館において安倍晋三内閣総理大臣とリー・シェンロンシンガポール共和国首相

の立会いのもと、本学三島良直学長と南洋理工大学副学長ラム・キンヨン副学長による覚書交換式が行われま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月には、第 2回東京工業大学・南洋理工大学ジョイント・ワークショップの開催も予定されており、本覚

書の締結により、両大学間における研究交流が今後ますます深化していくことが期待されます。 

 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：国際部 国際連携課 2016年 9月 30日） 

 

 

 

東工大は、産学連携活動の推進に向け、5月に株式会社みらい創造機構（代表取締役：岡田祐之、以下「みら

い創造機構」）と組織的連携協定を締結しました。このたび、組成の準備を進めていた本学関連の研究成果及び

知的財産の事業化を推進し、本学に関連する研究者・卒業生等の人材や最先端技術を利活用するベンチャー企

業を中心に投資・経営支援を行うベンチャーキャピタルファンド※「みらい創造一号投資事業有限責任組合（以

下、本組合）」が設立されました。 

本組合はみらい創造機構が中心となって設立するもので、本学が強みを有するビッグデータ解析、人工知能、

IoT、ロボティックスや新材料領域の技術・ノウハウを活用しながら、環境・エネルギー、ライフ&ヘルスケア、

海洋開発等、各種マーケットニーズを捉えた新たな事業化とベンチャーの創出を行っていくものです。 

本学は、本組合を通して、技術系ベンチャーの創出を加速する取組みをより一層推進していきます。 

 

 

 

 

東工大関連ベンチャーキャピタルファンド設立 

覚書交換式の様子 
（右から安倍内閣総理大臣、三島学長、リー・シェンロンシンガポール共和国首相、ラム・キンヨン南洋理工大学副学長 ） 

（「政府インターネットテレビ」日・シンガポール首脳会議等―2016年9月28日より） 



  November 2016  No.514 

10 

 

本組合概要 

 

名称 みらい創造一号投資事業有限責任組合 

投資対象 

1. 東工大の研究成果を活用したベンチャー 

2. 東工大と企業とのジョイントベンチャー 

3. 東工大の卒業生・関係者が創業したベンチャー 

4. 東工大“着”ベンチャー（東工大技術・研究成果を導入、または導入予定の企業等） 

5. その他の大学・研究所関連ベンチャー 

（医学領域、農学領域、海洋領域等について、東工大を含む大学その他の研究機関等と連携） 

無限投資組合員 株式会社みらい創造機構 

有限責任組合員 

（1 次締切時） 

  金融機関 

   みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 

   株式会社東京都民銀行 

   芙蓉総合リース株式会社 

   西武信用金庫 

   三菱 UFJキャピタル株式会社 

  事業会社 

   東急不動産ホールディングス株式会社 

   株式会社デンソー 

  ツネイシカムテックス埼玉株式会社 

設立 2016年 9月 1日 

出資約束金額 
16 億円（1次締切時） 

40 億円（最終締切時目標：2017年 3月 31日） 

 

※ベンチャーキャピタルファンド 

ベンチャー・キャピタルとは、上場（株式公開）前のベンチャー企業に投資し、投資先企業が上場した後に、

株式などを売却して利益を得る会社のことである。ベンチャー・キャピタルによる投資は出資金の出所によっ

て、ベンチャー・キャピタルの自己資金により投資するものと､個人投資家や機関投資家などから出資を募り、

ファンド（投資事業組合）を組成し、これを元手に投資するものの 2 種類に分けることができる。 

 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：広報センター 2016年 10月 28日） 
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東京工業大学基金では、経済的な理由により修学に困難がある学生を支援するため、「修学支援基金」を設置

し、このたび募集を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「修学支援基金」は、平成 28 年度税制改正（個人所得課税）により、新たに創設された税額控除制度の対象

となる特定基金で、次の事業に充てられます。 

 

● 授業料減免事業 

● 奨学金事業 

● 留学支援事業 

● TA（ティーチング・アシスタント）、RA（リサーチ・アシスタント）事業 

 

学ぶ意欲と能力のある学生が希望する教育を受けられるよう、ぜひ「修学支援基金」へのご支援をお願いい

たします。 

ご寄附は 1 口 1千円から、ゆうちょ銀行を含む銀行からの振り込み、またはインターネット募金（クレジッ

トカード、インターネットバンキング、コンビニエンスストア）のいずれかの方法からお選びいただけます。 

 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：基金室 2016年 10月 26日） 

 

 

 

東京工業大学とその同窓会組織である一般社団法人蔵前工業会（理事長 石田義雄氏）は、4 月 14 日に発生

した熊本地震により被災された方々の復興に向けた支援策の一環として、共同で義援金を募集しました。 

 

4 月 25日から 7月 31日にかけてご寄附いただいた義援金は、おかげさまで、666,008 円（預金利息を含む）

となりました。 

東京工業大学基金｢修学支援基金｣の募集開始 

熊本地震義援金のご報告とお礼 
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9 月 1 日に、蔵前工業会の本房文雄理事・事務局長と本学の黒澤広一総務部長が、日本赤十字社本社に義援

金をお届けし、「義援金はすべて被災地に届けられ、被災県において配分される」旨の説明がありました。 

改めまして、ご支援いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：総務部総務課 2016年 9月 14日） 

 

 

東京工業大学 端艇部（ボート部）が、6月 5日に埼玉県戸田市の戸田ボートコースで開催された関東理工系

レガッタに出場し、男子シングルスカル、男子舵手付きフォアにて優勝しました。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東工大ボート部 関東理工系レガッタの男子シングル 

スカル、男子舵手付きフォアで優勝 

日本赤十字社へ義援金をお渡しする蔵前工業会本房理事・事務局長（左奥）と黒澤総務部長（左手前） 

健闘したボート部メンバー 
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関東理工系レガッタは東京工業大学、東京海洋大学などの関東の理工系大学や理工系学部のボート部で構成

される大会で、ボートに乗って行われる 1,000mレースの大会です。 

今回東工大が優勝したのは、1人乗りボートのシングルスカルと、1 人 1 本のオールを持ち、舵きり専門で漕

がない舵手（コックス）を合わせた 5人で乗る舵手付きフォアです。 

両種目ともに、東工大は予選から 1 位を取り、決勝でも 1位でゴールし、見事優勝を果たしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 男子シングルスカル優勝者のコメント 

チーム HANNIVAL 井上裕達さん（所属：物質理工学院 応用化学系 修士課程 1 年） 

 

 

結果を残すという意志を持ちながら続けてきたので、今大

会で優勝することができたことを大変嬉しく思っています。

どんな大会であっても一位になることは貴重な経験であり、

こういった積み重ねが大きな結果に繋がると信じています。

これからも応援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

● 男子舵手付きフォア優勝メンバーのコメント 

チーム Rondine 菅野康平さん（所属：工学部 機械宇宙工学科 4 年） 

馬場俊輔さん（所属：工学部 経営システム工学科 3年） 

池田郁也さん（所属：生命理工学部 生命工学科 3年） 

舩岡知広さん（所属：理学部 地球惑星科学科 2年） 

中島雪暢さん（所属：工学部 電気電子工学科 2年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

チーム ロンディーネ出艇 試合前にウォーミングアップ 

男子シングルスカルに出場した井上裕達さん 
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主将の菅野です。この大会は全日本級ではなく、強豪大

学が全て出場している訳ではありません。しかし、全国の

強豪私立大学も出場している中、花形のフォア種目で我ら

東京工業大学が理系で一番強いことを証明できたのは嬉

しいです。この勝利に慢心せず、部の絶対目標である全国

1 位を達成するために日々全力で練習に取り組んでまいり

ます。皆様何卒ご声援よろしくお願いいたします！  

 

 

 

この日はこれらの他に東工大端艇部 1年生初の試合である新人レースも行われ、他大学の 1年生とともにレ

ースを行いました。 

 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：端艇部 2016年 10月 17日） 

 

 

 

9 月 4 日に東京都調布市の電気通信大学体育館で開催された第 101 回国公立大学学生競技ダンス選手権大会

（東部日本学生競技ダンス連盟主催）に、本学舞踏研究部が出場し、団体の部において総合準優勝を果たしま

した。同部から出場した 22 組のうち、ラテンアメリカン・ルンバ 1 年生の部とラテンアメリカン・チャチャ

チャ 1年生の部に出場した佐藤大樹（工学部第 5類 1年）・木村ノイ（杉野服飾大学） 組が両部門共に見事優

勝、その他にも 8組が決勝進出を果たしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舞踏研究部 国公立大学学生競技ダンス選手権大会 

にて団体準優勝 

ラテンアメリカン・チャチャチャ 1年生の部 優勝、ラテンアメリカン・ルンバ 1年生の部 優勝 
佐藤大樹・木村ノイ（杉野服飾大学）組  

ラテンアメリカン・チャチャチャ 1年生の部 3位入賞、ラテンアメリカン・ルンバ 1年生の部 4位入賞 

金子和夢・榮みな美（白百合女子大学）組 
（写真提供／今市紘太） 

男子舵手付きフォアで追い上げを見せるチーム ロンディーネ 
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競技ダンスとは 

男女がペアになって踊る社交ダンスとほぼ同じものですが、社交ダンスが社交を目的としているダンスであ

るのに対し、競技ダンスは競技会にて技術を競うことを目的としています。 

学生の競技ダンスには、大きくスタンダードとラテンアメリカンにわかれており、それぞれ 4 種目ずつ、全

部で 8種目のダンスがあります。 

 

スタンダード                   ラテンアメリカン 

男女が組んで踊ります。              基本的に男女が離れて踊ります。 

● ワルツ    ● スローフォックストロット   ● チャチャチャ   ● サンバ 

● タンゴ        ● クイックステップ        ● ルンバ    ● パソドブレ                            

                                                                

今大会の上位入賞者 

今回の国公立大学選手権の東工大チームの決勝進出者をご紹介します。（写真提供／百川美彩） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ラテンアメリカン・ルンバ 2～3年生の部 4位入賞  

栗崎義紀・輿水早記（津田塾大学）組 

ラテンアメリカン・サンバ 2～3年生の部 6位入賞 

ラテンアメリカン・ルンバ 2～3年生の部 6位入賞 
田添康平・水野都（白百合女子大学）組 

スタンダード・ワルツ 1年生の部 準優勝 

佐藤大樹・榮みな美（白百合女子大学）組 
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主将 重原悠太郎さん（地球惑星科学科 3年）のコメント 

今大会において個人の部で優勝者を出すことができただけでなく、団体成績でも 2 位入賞できたのは、日頃

の練習の成果だと思います。日々の練習では 3年生が主体となって 1 年生を教えていくのですが、その 1年生

が非常に良い結果を残してくれたことがとても嬉しかったです。10月以降も多くの試合が続くので、いい成績

が残せるよう部員一同練習に励んでいきます。 

 

東工大 舞踏研究部について 

東京工業大学舞踏研究部は、学生競技ダンス連盟に所属している大学公認の部活です。共同加盟校として、

白百合女子大学と杉野服飾大学と共に活動しています。部員数は、東工大生 25人、白百合女子大生 12 人、杉

野服飾大生 9人（2016年 9月現在）です。 

競技会にむけて日々練習しています。 

 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：舞踏研究部 2016年 10月 4日） 

スタンダード・スローフォックストロット 2～3年生の部 3位入賞 
渡辺雅紀・佐藤洸佳（白百合女子大学）組 

スタンダード・タンゴ 2～3年生の部 4位入賞 

武田龍河・小泉渚（白百合女子大学）組 

スタンダード・タンゴ 2～3年生の部 6位入賞 

スタンダード・クイックステップ 2～3年生の部 5位入賞 
斎藤悠太郎・大木あかり（杉野服飾大学）組 
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東工大公認ロケットサークル CREATE（以下、クリエイト）が、8 月 18 日から 25 日に開催された第 12 回

能代宇宙イベントにて、大学生ロケット海打上実験に参加しました。25 日に打ち上げが成功し、その当日のオ

ペレーションなどが評価され、「ハイブリッドロケット海打ちの部」において、翌 26 日に三菱重工業株式会社

（MHI）より MHI アワード最優秀賞を受賞しました。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能代宇宙イベントとは 

今回で 12回目となる能代宇宙イベントは、秋田県能代市で毎年 8月中旬に行われる日本最大規模の学生、社

会人によるロケット打上及び自律ロボット制御のアマチュア大会です。ハイブリットロケットと呼ばれる爆発

物を使わない全く新しいタイプのロケット打上や缶サットと呼ばれる自立制御型のロボットが気球から落下さ

れ、目的地を目指す競技などが行われます。今年は悪天候で厳しいスケジュールとなりましたが、多くの学生

や能代の方の協力によってイベントは盛況のうちに幕を閉じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロケットサークル CREATE が能代宇宙イベント 

MHI アワードで最優秀賞を受賞 

ロケット海打ち団体懇親会での MHIアワード表彰式の様子 

サークル代表の北井菜央子さん（中央、工学部機械科学科2年）と 
プロジェクトマネージャーの中込さん（右、工学部機械宇宙学科2年） 

今回打ち上げた機体 C-18Kがランチャに挿入された後の様子 
C-18Kを打ち上げた瞬間 

飛翔後、パラシュートが開放し海に着水 
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東工大ロケットサークル クリエイトの紹介 

クリエイトは、ハイブリッドロケットの打ち上げ、および缶サットの製作を行っているサークルです。まだ

2014 年に公認サークルとなったばかりの比較的新しいものつくり系サークルで、現在 20 人弱で活動していま

す。ロケットに関するミッションを自分たちで定め、それを達成するために年 3回の打上を行っています。 

 

受賞コメント 

プロジェクトマネージャー 中込航さん（工学部機械宇宙学科 2 年） 

今回このような賞を頂けたことを光栄に思います。ただ、プロジェクトを進める上での反省点は多く、改善

すべき点の指摘もあったので、これに慢心することなく今後に生かしていきたいと思います。 

 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：ロケットサークル CREATE 2016年 10月 3日） 

 

 

 

東工大のラテンジャズビッグバンドサークル「ロス・ガラチェロス」が、8 月 14日に開催された山野楽器主

催の「第 47 回ヤマノ・ビッグ・バンド・ジャズ・コンテスト」において、強豪校を凌ぎ、第 3 位「優秀賞」を

獲得しました。これは「ロス・ガラチェロス」の 50年以上に及ぶ長い歴史の中でも 2番目に高い順位となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロス・ガラチェロスが「ヤマノ・ビッグ・バンド・ジャズ・ 

コンテスト」で第3位を獲得 

トロフィーと表彰状、副賞を手に表彰式後に記念撮影 
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「ヤマノ・ビッグ・バンド・ジャズ・コンテスト」とは 

年に一度、全国から予選を勝ち抜いた全 35 大学のビックバンドジャズサークルが集まって腕を競い合う、

「学生ビッグバンド界の甲子園」です。一口にジャズといってもバンドごとに様々なカラーがあり、チケット

も一般販売され、毎年通うファンの方もいるほど注目度の高いコンテストです。また、過去の大会出場者には、

現在、プロ活動をされている方もおり、アマチュアジャズ界では最高峰の歴史と伝統を持つコンテストといえ

ます。10 月には、上位 10バンドの演奏を収録したハイライト CD も一般販売されます。 

 

 

 

 

東工大ラテンジャズビッグバンドサークル「ロス・ガラチェロス」の紹介 

ロス・ガラチェロスは、「ラテンジャズビッグバンド」というジャンルの、50 年以上の歴史を有する音楽サ

ークルで、OB の方々やサークルメンバーの間では通称「ロスガラ」と呼ばれています。ラテンジャズとは、通

常のジャズ編成とは幾分異なり、主にカリブ海に面した国々で生まれたラテン音楽をベースに、ジャズの要素

を加えた陽気な音楽を指します。ときには、カリブの国々に由来する宗教的な音楽に近い曲目を演奏すること

があります。 学内外合わせて約 70 名のメンバーで構成されており、学部 3年生を中心とした「レギュラーバ

ンド」と、学部 1・2 年生を中心とした「ジュニアバンド」の 2 つのバンドに分かれ、日々練習を重ねていま

す。 

バンドのこだわりとして、演奏の際には必ずステージ衣装としてアロハを着用しています。他の大学のバン

ドはスーツできめたりしていますが、ロスガラは冬でもアロハで通しています。見た目も華やかで、観客にも

陽気なバンドという印象を与え、楽しんでいただくことに一役買っています。 演奏披露の場として、今回のよ

うなコンテストの他に、一年の集大成である定期演奏会、学園祭での演奏、他大学とのジョイントコンサート、

結婚式や式典といった学内外での依頼演奏など多岐にわたっています。 

フリューゲルホルンのソロ。しっとりと聴かせます バリトンサックスのソロ。熱く盛り上がっています！ 
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受賞コメント 

新城陸さん／バンドマスター（工学部 無機材料工学科 3 年） 

今回、学生ビックバンドの全国大会であるヤマノ・ビック・バンド・ジャズ・コンテストにおいて、第 3位

「優秀賞」という結果を取ることが出来、とても光栄に思っています。東工大の、外でも自由に音出しができ

るという環境があったことや、学務部学生支援課の方々、応援してくださる東工大 OB の方々などの支援にも

恵まれた結果だと思います。これからもより良い音楽を届けるために精進していきますので、応援をよろしく

お願いいたします。 

 

 

現役部員と OBを合わせた集合写真。たくさんの方の応援が力になりました 

3位「優秀賞」獲得に喜びが溢れた表彰式 
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山下拓也さん／マネージャー（工学部 化学工学科 3年） 

今回このような素晴らしい結果を残せたのは、これまで支えてくださった学校関係者の皆さま、指導してく

ださったロスガラ OB の皆さま、いつも応援してくれた後輩たち、そして何より日々私たちの演奏を楽しみに

してくださっている皆さまのお陰です。ロスガラは、今後も年末の定期演奏会を始めとして様々な場所で演奏

活動を行っていきますので、是非お気軽に足を運んでいただければと思います。 

 

澤野暁さん／コンサートマスター（工学部 化学工学科 3 年） 

私たちロスガラはヤマノ・ビッグ・バンド・ジャズ・コンテストに向け、今年の 1 月から活動してきました。

この 15 分間の演奏のために、曲を自分達で探し、曲のアレンジをプロの方に頼み、直前は合宿に行ったりと、

この夏を捧げるくらいメンバー一同奮闘してきました。大会本番ではその成果もあって最高の演奏をすること

ができ、素晴らしい結果もついてきて、本当に感無量の思いです。関わってくださった全ての方々に感謝の気

持ちでいっぱいです。 

 

（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：Los Guaracheros 2016年 9月 15日） 

 

 

科学技術創成研究院 先導原子力研究所 教授 小林 能直 

 

2016 年 4月の教育改革、研究改革により、東工大の組織は大きく変わりました。4 研究所と研究センターお

よび研究ユニットから構成される科学技術創成研究院が創立され、その中で旧・原子炉工学研究所（原子炉研）

を主な母体とする「先導原子力研究所（先導原研）」が新たにスタートを切りました。 

去る 10 月 14 日、この新研究所設立を記念した行事として、東工大蔵前会館くらまえホールにて講演会およ

び式典を行いました。講演会には約 150名、式典には約 70 名の研究所内外の方においでいただき、現在も第一

線でご活躍される本学または本研究所の OB・OG の方々からのご講演を頂戴し、また学内外の来賓の方々よ

りお祝いのお言葉を賜り、盛会と相成りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学技術創成研究院先導原子力研究所設立記念行事

開催報告 

集合写真 
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前半の講演会では、まず先導原子力研究所所長の矢野豊彦先生より原子炉研のこれまでの歩みを振り返りつ

つ先導原研設立の経緯について話があり、原子炉研で取り組んできた教育・研究の軸となる考え方を保ち、体

制をより発展させる形で先導原研を設立できたことへの感謝が述べられました。続いて、原子炉研 OB・本学

名誉教授の関本博先生より、1990年の原子炉研改組の内実と、その後のプレゼンスを高めるための革新炉研究

をコアとした COE-INES（21世紀 COE プログラム「世界の持続的発展を支える革新型原子力」）や CRINES
（革新的原子力研究センター）の取り組み、高速増殖炉用の鉛ビスマス合金冷却材プロセスの開発、超長寿命

中小型炉である CANDLE 炉の研究など当時の経緯を交えて興味深いお話をご紹介いただきました。また、近

年のノーベル賞ラッシュもさることながら、人類の発展に大きく貢献する領域として原子力に誇りを持ち、ま

さに本分野を先導する研究を推進していただきたい、とのお言葉を頂きました。次に、原子核工学専攻 OB・

IRID（技術研究組合国際廃炉研究開発機構）専務理事・元東京電力福島第一原子力発電所第 5・6 ユニット長

の吉澤厚文氏より、先の震災時に甚大な被害を受けた第一発電所の中にあって、唯一冷温停止に導くことので

きた第 5・6ユニットの指揮官としてのお話を伺いました。故・吉田昌郎所長とともに、想像を絶する過酷な状

況の中、現場の方々が叡智を結集して尽力し、命を賭して原子炉制御に取り組んでいくことで破局的結末の回

避がなされたこと、すなわち安全技術の最後の砦は人間の持つレジリエンスと五感で感じる能力であり、これ

までのシステム安全向上に加え、そうした対応力の育成が重要であるとのご講話をいただきました。最後は、

本学 OG であり ImPACT（革新的研究開発推進プログラム）リーダー・元日本原子力学会長の藤田玲子氏より、

顕在化した高レベル放射性廃棄物問題への革新的対応法への国家的な取り組みである ImPACT プログラム「核

変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化」についてのご紹介がありました。ガラス固化体や高

レベル廃棄物融液からの長寿命核分裂生成物（LLFP）元素抽出技術、LLFP の核反応データの取得および短半

減期核種または安定核種に変換する世界初の核反応経路の検討、加速器など核変換に適用する核変換システム

の要素技術開発など、各プログラムの研究の推進状況のご紹介をいただきました。今こそ他分野の参入による

原子力研究の拡がりが大切であること、原子力は工学から始まったが、実用化から 40 年が経ち、新たなフェー

ズを迎えた現在、基礎研究を見直すべきであるとのご提言をいただきました。 

後半の式典では、まず、矢野所長から今回の設立記念行事ご出席への感謝の意が述べられ、今後の先導原研

へのご指導、ご支援のお願いがなされました。本学理事・副学長（研究担当）の安藤真先生よりご祝辞があり、

エネルギー、環境といった今後さらに重要性を増す課題に総合的に取り組むためには、今回の改革で集結した

各研究所にまたがる課題設定が必要で、まさにこれからの先導原研の活動に大いに期待するとの激励を頂きま

した。科学技術創成研究院長の益一哉先生からは、今後の研究組織には国際性も加味したダイバーシティ（多

様性）が強く求められ、研究内容も含めそれを実現するための組織として先導原研の果たしていく役割につい

てのお言葉を頂戴致しました。また来賓の方々より、学生時代や原子炉研時代の人的交流など懐かしいお話の

ご披露や、今後の研究院と学院の連携のあり方への期待、原子力人材育成の大切さについてご提言を賜りまし

た。 

 1956 年に原子炉研の母体の研究施設が設立されてからちょうど 60 年、言わば還暦を迎えたこの年、新た

な体制となった先導原研の門出の集いに多くの皆様にお集まりいただき、このようなお披露目の機会を持つこ

とができましたことを、この場をお借りして関係者各位に深く感謝申し上げますとともに、今後ともご助言、

ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

（全学サイト東工大ニュースにも一部編集の上、掲載：2016年 12月 8日） 
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          国際フロンティア理工学教育プログラム担当 特命教授 津田 健 

 

はじめに 

昨年に引き続き、クリスマス・レクチャー2016を開催しました。 

これは 2016 年度からスタートした教育改革に合わせて開講された「科学・技術の最前線」や「科学・技術の

創造プロセス」などの実演・実験付き授業がお手本にした英国王立科学研究所（The Royal Institution of Great 
Britain、略称 Ri）で実施しているクリスマス・レクチャー（以後、CL）を日本風にアレンジしたものです。

今年は、昨年よりも約 2 か月早い 7 月 16日（土）、17日（日）の 2 日間、午前・午後 1回ずつの計 4回を、東

工大レクチャーシアター（TLT）にて行いました。講師は 2015 年の Ri での講師と同じ、天体物理学、医学、

宇宙航法学、宇宙工学の学位を持つ医師、Kevin Fong 氏です。本稿は東工大における CLの準備から開催まで

を記したものです。 

 

1. 視察、準備から公演実施まで 

1.1 Ri での公演の視察 

2015年 11月の副学長会議で今回の CL 実施が認められ、まずは Ri で
の公演を視察することとしました。Ri での公演まで短期間であったた

め、国際フロンティア理工学教育プログラム専門委員会から 3 名（齊藤

卓志 准教授、津田 健 特命教授、安田 樹 事務員）、第 1 類から岡田

哲男 教授、の計 4 名のみで視察を行いました。齊藤准教授は第 1、2 講

（12月 18日、19日）、岡田教授は第 3講（12月 22日）、津田 

教授、安田事務員は 3 講ともすべて参加しました。 

今回は「How to survive in space」と題し、2015 年 12 月に英国人と

して初の宇宙飛行士となった Tim Peake 氏の国際宇宙ステーション

（ISS）での生活を紹介したり彼との対話を行ったりしながら「Space as 
a place to visit」、「Space as a place to work」、「Space as a place to 
explore」の 3つの公演が行われました。 

1.2 台本、日程の決定 

2016 年 1 月 20 日に本公演を主催する読売新聞社との打ち合わせ（第

1 回）を行い、実施に向けての準備がスタートし、表１のメンバーによる実施委員会が設けられました。以後

メールでの連絡を重ねながら、4 月 28 日の会議（第 2 回）で、7 月 16 日、17 日の両日、午前・午後の一回ず

つの計 4 回実施することを最終確認しました。6月 28日に最終の打合せ（第 3回）を行い、プログラム、会場

設営、公演当日までのスケジュールの調整・確認等を行い、実施モードに突入しました。なお、今年は東工大

での実施後、8月 21 日（日）に名古屋大学でも公演を実施することになり、そのため名古屋大学との打ち合わ

せも 5月 27 日に行いました。 

台本については、Ri における 3 回の内容を約１時間半に圧縮して 1 つのストーリーとする作業が進められ、

公演タイトルを「宇宙でいかに生き抜くか」（図１）とし、4月末に初稿が提示されました。その後も台本検討

が続きましたが、最後まで決めかねたのは、ロケット燃料の燃焼に使われる液体酸素による燃焼実験を実演で

きるかどうかでした。最終的には、会場の制約、観客との距離等を考慮した安全上の観点から実演を断念する

こととし、Ri に実演の様子をビデオで撮ってもらい、それをスクリーンに映すこととしました。この間も台本

の改善が進められ、最終稿が確定したのは公演前日にずれ込むほどでした。 

第26回英国科学実験講座 クリスマス・レクチャー2016の

開催 

図 1 公演のチラシ 
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台本がほぼ固まった 6 月中旬には公演の実施を現場でお手伝いいただく学生アルバイトメンバー（11名）を

ものつくり教育研究支援センターの RA を中心に募集・決定しました。以下にそのメンバーを列記します。 

杉本寛太（D1）、小畑明穂（M2）、木崎一宏（M2）、荻原知寛（M2）、相川 潤（M2）、Joeri Kiekens（M2）、
永島史悠（M1）、秦 悠人（M1）、多賀啓介（M1）、土屋陽平（M1）、国松 慧（B4） 

なお、今年は名古屋大学でも公演が予定されていたため、名古屋大学の学生が東工大公演の様子を見学に来

ており、彼らにもリハーサル段階でお手伝いに加わっていただきました。また、逆に木崎君と永島君には、名

古屋大学での公演のお手伝いをお願いすることとしました。 

 

表１ クリスマス・レクチャー実行委員会メンバー（東工大） 

   名  前        役  割 公演における役割 

齊藤 卓志 准教授 実行委員長 全体監修 舞台監督・前説・司会・講師対応 

津田 健 特命教授 実行副委員長 スケジュール管理 アルバイト総括 

大竹 尚登 教授 委員 総括・交渉 冒頭挨拶 

山田 明 教授 〃 助言 
ものつくりセンター設備・機器対

応 

細谷 暁夫 特命教授 〃 プログラム監修 トラブル時の対応 

戸倉 和 特命教授 〃 技術指導・支援 受付補助 

森澤 淳一 事務担当 〃 TLT 管理・運用 AV 機器統括、写真係り補助 

安田 樹 事務員 〃 〃 映像切り替え補助 

河村 泰樹 技術支援員 委員 オペレーション室管理 会場カメラ操作 

市村 禎二郎 特命教授 顧問 助言 講師対応・レセプション挨拶 

 

1.3 講師、Ri スタッフの来日とリハーサル 

7 月 12日に Ri スタッフの Olympia Brown さんと Natalie Blair さんが来日しました。翌 13日には Ri 側と

初めて顔を合わせ、内容について最終的な打ち合わせを行いました。14 日には Ri からの物品が運び込まれ、

Ri スタッフを中心として、公演に使われる機器、装置の準備・調整が始まりました。当初は、Ri から搬入する

機器・装置が多く、輸送中に不具合が生じる可能性や、イギリスと日本での種々の違いによる不具合等を予想

していました。案の定いくつかの不具合や、準備不足による問題が見つかりましたが、輸送中に壊れた物品の

代替部品の製作、消耗部品の秋葉原への買出し、ロケットに見立てた CO2 消火器の調整や椅子への固定等々、

アルバイト学生および職員やスタッフの協力により、いずれも対処できました。その素早い対応には Ri、読売

新聞社側からも感謝され、東工大の底力を見せつけた感があります。 

公演初日を翌日に控えた 7 月 15 日には講師 Kevin 氏を迎え、午前中に通しでリハーサルを行いました。こ

の段階でも、内容の細かな修正・追加がなされるとともに、問題点も指摘されました。午後は、午前中に明ら

かになった問題点を中心に調整・修正を行い、公演に向けての準備が整いました。 
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1.4 レセプションの開催 

7 月 15 日のリハーサル終了後 18 時から ROYAL 
BLUE 精養軒で歓迎レセプションを開きました。三島

学長による歓迎の挨拶でスタートし、途中、名古屋大学

公演の担当を代表して田中教授や、本学の実施委員会顧

問の市村特命教授のスピーチ、講師の Kevin 氏、Ri ス
タッフの 2人の挨拶を交えながら参加者全員で親交を深

めました。最後は丸山理事・副学長（教育・国際担当）

の挨拶で会を終了し、翌日からの公演に備えました（写

真１）。 

 

 

 

２．日程と公演の様子 

2.1 公演日程 

 公演は次の日程で 4 回行われました。内容は４回とも同じです。 

・第 1回： 2016年 7月 16 日（土）  10：30～12：00 

・第 2回：      同上         14：00～15：30 

・第 3回： 2016年 7月 17 日（日）  10：30～12：00 

・第 4回：      同上    14：00～15：30  

 

なお、第１回は東工大関係者枠（学生、職員、卒業生等）として 100 席配分されました。 

毎回、公演開始前には、司会役の齊藤実行委員長による注意事項やボランティア（講師の呼びかけによりス

テージで講師の実験に協力する観客）への要望などの説明が行われました。公演開始に先立ち、第 1 回目は三

島学長から、第 2、3回目は国際フロンティア理工学教育プログラム専門委員会委員長の大竹教授から、また第

4 回目は英国大使館 貿易・対英投資部ダイレクターの Chris Heffer 氏から挨拶と講師の紹介があり、公演が

スタートしました。 

  

2.2 公演の内容 

Kevin 氏が階段を走りながら登場し、エネルギッシュな公演に期待を抱かせます。 

まず、この公演のミッションが 

1）地球から宇宙へ飛び立つまで 

2）宇宙でいかに生き抜くか 

の 2つであることを述べ、ISSを目指すソユーズロケットの打ち上げ基地へ同僚のMonica Grady氏を派遣し、

発射台へ移動するロケットの映像を見せるところから公演が始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 歓迎レセプション 
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・地球から宇宙へ飛び立つまで 

早速ボランティアを募る呼びかけが行われ、大

勢の子供たちが手をあげます（写真 2）。2人を壇上

へ招き、発射装置に見立てたボランティアに、ロケ

ットに見立てた砂袋を放り投げさせました。砂袋は

当然ボランティアの近くに落ちてしまいます。砂袋

がロケットのように飛ばなかったのは、速さが足ら

なかっためであるとし、物を十分な強さで投げて、

十分なエネルギーを与えることにより、ロケットが

ISS へ到達できることを述べ、宇宙へ行くための理

論的核心を教えてくれた人物がニュートンである

と紹介しました。そこでニュートンが書いた有名な

本『プリンキピア』を紹介し、そのなかの第 3法則

を記述したページを開いた状態で見せました。 

ついで、第 3 法則すなわち作用・反作用の法則

を説明し、その法則を示す現象として、Kevin 氏が

台車に乗り、消火器から CO2ガスを噴射させて勢い

よく進むことを実演しました（写真 3）。次に、実際

のロケットにおいて CO2 ガスに替わるものとして

ロケット燃料の話しに移りました。 

まず、灯油を注いだバケツを用意します。安全メ

ガネを着用し、消火器を持った学生をそばに待機さ

せ、あたかも灯油が燃え上がることを想定したかの

ようにバケツにマッチを放りこみますが、燃え上が

りません。何度やっても同じです。灯油の引火点が

40℃以上であるため当然ですが、観客に一瞬緊張が

はしりました。このことから、ロケット燃料には、

通常の状態では安定で、必要なときにのみ大きなエ

ネルギーを生じることが求められると指摘し、燃焼

実験に移りました。燃料としてビスケットを用います。もちろんバーナーの火力でもビスケットは燃え上がり

ません。灯油の実験とこの実験から、燃焼の 3 要素（可燃物、熱、酸素供給源）について述べ、灯油が燃え上

がらなかったのは熱が不十分であり、ビスケットの場合は十分な酸素が欠けていたことを明らかにしました。

ビスケットの燃焼実験は、Ri で行われた公演では酸素ガスを液体窒素と熱交換して液体酸素をつくり、これを

ビスケットにかけて火をつけ、勢いよく燃焼させた実験を

行っていましたが、これと同じ実験を東工大でもできるか

どうか、特に安全の面から種々検討した結果、結局断念し、

Ri で作成したビデオを使用することにしました。今回のプ

ログラムの中で、派手で観客をびっくりさせる出し物の 1 つ

だったこともあり残念でしたが、ビデオでも見栄えのする

映像（実験）でした。 
次に、地球に見立てた円盤の外周と中央に模型ロケット

をセットし、ばね仕掛けで発射させます。外周に置いたロケ

ットが円盤の回転方向と同じ方向に発射される場合に、よ

り遠くまで飛ぶことを示し、各国のロケット打ち上げ場が

赤道近くに存在する理由、および東向きに打ち上げる理由

写真 3 CO2噴射による移動 

写真 4 ロケットの打ち上げモデル実験 

写真 2 ボランティア募集に手をあげる大勢の子供達 
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を分かりやすく説明しました（写真 4）。 
ここで再度ソユーズの打ち上げ場にカメラが移り、打ち上げの様子が写し

出されます。この映像から、途中でブースターが切り離される様子に注目さ

せ、その理由を説明しました。つまり、ロケット燃料を長時間燃焼させるた

めには、“多くの燃料が必要→それでは重くなる→もっと燃料が必要→さら

に重くなる･･･”という燃料と重量の関係を指摘しました。これを解消する

ためにロケットの段階的分離が有効で、まず巨大なエンジンにより大きな推

力を得たら、すぐに重いものを切り離すと軽くなり、残された部分はより速

く進んでいくことになります。このモデル実験として、2 台に連結したトロ

リー（台車）を登場させました。後方のトロリーに Kevin 氏、前方のトロリ

ーにボランティアの子供が乗り、まず Kevin 氏がトロリー上の砂袋を投げ

て連結したトロリーを進ませ、ついでトロリーを切り離し、前方に乗った子

供がトロリー上の砂袋を投げ出し、そのトロリーが目標に到達する実験を披

露しました（写真 5）。 
 

・宇宙で生き抜くには 
ここから宇宙で生き抜く際の種々の問題点に話を移します。 
ロケットは打ち上げ後すぐに、生命にとって厳しい状況に置かれることを述べ、まず、圧力の低さに言及し、

その環境に人間が置かれた状況を模擬した実験を示しました。ベルジャー（釣鐘型のガラス容器）の中に、人

間の顔に見立てたマシュマロ、肺に見立てた風船、唾液や胃液に見立てた水の入ったコップを入れ、減圧して

いくとマシュマロと風船は次第に膨らみ、風船はついには破裂します。水は常温でも沸騰することを示し（写

真 6）、宇宙ではこのような厳しい条件に曝されることから、宇宙飛行士は特別な宇宙服を着る必要があること

を説明しました。もう一つの厳しさは無重量の雰囲気に置かれることであるとし、これを体験する身近なもの

としてトランポリンを示しました。もっと長く無重量を体験で

きる方法として、航空機で、ある高さまで上昇し、そこから放物

線飛行する方法を紹介した後、Kevin 氏らが実際に搭乗し、無重

量を体験する様子を映像で示しました。ステージでは、ボランテ

ィアの子供を募り、ダンベルを用いた運動、水を箸でつかむ試み

をさせたりして、無重量状態での状況と比較して見せました。特

に水は、無重量状態では表面張力の影響で球状になり箸でつか

めるようになります。また、水のしみ込んだタオルを無重量状態

で絞ると、水がタオルにまとわりつくようになる挙動を映像で

見せ、無重量状態の不思議さを示しました。次に、無重量は人間

の体にも影響を及ぼすことに話題を移し、宇宙に滞在すると抗

重力筋や骨が急速に衰えるため、地球に帰還した際に大きな問

題となると述べました。その一例として、鹿が宇宙に滞在したと

き、骨が宇宙でどのように衰えるかをシミュレーションした結果を 3D プリンターで再現して見せました。次

に、内耳に備わっている加速度を判別する機構を説明する電子モデルを示し、加速度と運動の方向の情報と目

から得られる情報で自分がどんな状態でどこにいるかがわかるシステムが、宇宙では不具合が生じ、これが宇

宙酔いを引き起こすことにつながると述べました。 
次に、ISS のように狭く、不自由な空間で長期間生き抜いていくには、水、食べ物、酸素などが必要になり

ますが、これらをいかに確保するかに話を移します。まず水については、特殊なフィルターにより尿をリサイ

クルしていることを紹介し、実際に自分の尿をフィルターに通して飲んでみせました。空気については、水耕

栽培により土を使わず水と光だけで植物を育て、これにより CO2を酸素へと変えること、育った植物を食べ物

として利用するシステムがすでに実現していることを述べました。最後に、宇宙船に持って行けない“重力”

に着目し、遠心力を利用することにより簡単に人工重力を作りだせることを紹介し、その具体的な方法を映像

写真 5 ロケット切り離しモデル 

写真 6 沸騰した水が冷たいことを確かめる子供 
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で紹介しました。 
以上により、宇宙へ行くこと、宇宙で生き抜くのがどれだけ大きな挑戦であるかを述べ、そのために準備し

ないといけないことが沢山あることを理解して欲しいとまとめ、公演を終えました。 
 

2.3 公演の終了 
Kevin 氏の公演終了後には毎回、日本人宇宙

飛行士の山崎直子さんのビデオレターが紹介さ

れました。山崎さんは、宇宙船では上下の区別が

ないため、「あなたの上」とか「あなたの下」と

か相手の立場に立ったコミュニケーションが必

要であること、宇宙での活動は宇宙船クルーば

かりでなく地上での技術者を含め、多くの人々

の協力により成り立っていることを述べ、チー

ムワークが非常に大切であることを強調しまし

た。また、この公演を通して宇宙の面白さ、厳し

さを理解し、将来宇宙で活躍する方が現れるこ

とを期待するとのエールを送ってくれました

（写真 7）。 
すべてが終了すると、大勢の観客がステージ

の Kevin 氏を取り囲み、実演装置や展示物を間

近で見たり、記念撮影をしたり、さらには専門的

な質問をしたりと思い思いの交流がみられました。毎回順番を待つ長蛇の列ができるほどでしたが Kevin 氏も

丁寧に対応してくれました。このようなことができるのも、講師と観客席が近いという TLT ならではの効果か

と思えました。 
 

３．参加者 
参加者は、読売新聞社が公募し抽選により決定されました。その人数は、TLT の固定椅子席が 274 席である

ことを考慮し、その 8割を目安に決定したそうです。ただし、第１日目は 100席を東工大関係者に充て、残り

を読売新聞社分としました。参加者のデータを表 2に示します。 
 

表 2 参加者数 

 

 

 

 

 

 
なお、東工大関係者の内訳は、教職員 25 名、学生 57名、附属高校生 2 名、卒業生 2 名でした。また、表か

らもうかがえるように、特に 3回目はスタッフの一部は立ち見となる盛況ぶりでした。 

全体を通して、小学生 19%、中学生 12%、高校生 7％、大学生 8％、教育・研究職 8％、会社員 18％、主婦 13％

であり、また、出身は東京都 58％が最も多く、関東全体で 92％でした。 

 
 
 

写真 7 山崎直子さんのビデオレター 

回 月 日 時 間 参加者 備 考 

1 7月16日（土） 10：30～12：00 185 名 うち東工大関係者86名 

2 〃 14：00～15：30 171 名  

3 7月17日（日） 10：30～12：00 222 名  

4 〃 14：00～15：30 203 名  
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４．アンケート結果 

公演終了後、アンケートへの記入をお願いしました。質問は 13項目ありましたが、ここでは次の 6項目のみ

に注目しそれらの結果を図 2 に示します。 

 

１．今まで科学や実験に興味があったか 

２．今までより、科学や実験への興味・関心が高まったか 

３．イベントの全体的な印象はどうだったか 

４．今回の講座の内容は面白かったか 

５．今回の講座の内容はわかりやすかったか 

６．会場の施設・設備をどう思ったか 

 

上記項目 1、2 に対する回答をみると、約 90％の方が科学や実験に興味があり、今回の公演によりその興味

がさらに高まったと回答しており、この公演の効果が十分発揮できたことがわかります。公演の内容に関する

上記項目 3～5に対する回答をみると、85％以上の方が、公演の質が高く、面白く、わかりやすい内容であった

と回答しています。上記項目 6の問いは、会場となった東工大レクチャーシアターについての設問でした。「大

変素晴らしい」、「素晴らしい」を併せると参加者の約 85％から高い評価をいただきました。これらの結果から、

観客の皆さんに十分満足いただける内容の公演を披露できたものと考えています。 
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おわりに 

 Ri でのクリスマス・レクチャーを視察した際、メンバーの中で、「昨年のレクチャーと比較し、実験・実演が少なく、

ビデオ映像や装置・機器等を提示するのみの項目が多いが、魅力ある内容となるのかどうか」、「近年‘宇宙’に興味を

持つ子供達が多い日本で、果たして観客の子供達を満足させられるかどうか」、さらには「水素ガスやメタンガスの入

った風船の点火・爆発実験等、東工大では到底実現が不可能と思われる実験も多く、それらを省くと公演の印象・魅力

が半減するであろう」との評価が大半を占め、公演の実現を危ぶんでいましたが、Ri と日本側の実行委員会との密な

連絡により、充実した内容の台本が完成し、アンケートからもわかるように、魅力ある講演となったため、その心配も

杞憂に終わりました。 

  また、4回の公演をほとんど大きなトラブルなしにスムーズに終了することができました。これは、Kevin 氏、Ri ス

タッフ、東工大および読売新聞社の実行委員会メンバーは勿論のこと、お手伝いを快く引き受けてくれた学生諸君の尽

力、さらには齊藤先生の軽妙な司会によるところがきわめて大でした。とくに学生の協力なくして今回の成功はなかっ

たといっても過言ではなく、改めて感謝申し上げます。 

 講師の Kevin 氏は、公演を重ねるたびに、観客の反応を見ながら細かな点で修正・変更を加えながらも、時間内にき

ちんと終了し、その対応には感心させられました。 

  最後に、公演実施に主体的に取り組むスタッフを組織してくださった読売新聞社に心より感謝申し上げます。また、

台本の検討や公演のお手伝いにご協力いただいた名古屋大学の田中先生および学生諸君、プリンキピアをお貸しいただ

いた金沢工業大学、水耕栽培装置をお貸しくださりその調整、管理にご協力いただいた千葉大学に、お礼を申し上げま

す。 

この公演を実現出来たのは、三島学長を始めとする執行部の方々のご理解と、スーパーグローバル大学創成支援事業

のご援助によるものであり、記して感謝します。 

また、種々の物品、道具、機器を快くお貸しくださったものつくり教育研究支援センター、極低温研究支援センター

の大熊研究室、講師や Ri スタッフ控室として会議室等の使用に便宜をはかってくださった物質理工学院応用化学系な

ど多くの皆様にお世話になりました。記して謝意を表します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（全学サイト東工大ニュースにも簡易版を掲載：2016年 12月 9日） 

 
 
 

写真 8 公演終了後全員で記念撮影 
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	救急業務を普及する一環として、長年、保健管理センターでは、大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスの教職員および学生を対象に、消防署と共催でAEDや心肺蘇生法を学ぶ普通救命講習を行ってきました。突然起こる非常事態において、バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）として積極的に手を差し伸べ人命救助を行う「東工大救命クルー」が一人でも増えることを目指し、今後も本学総合安全管理センターを始め、他部署との連携を強化し、救命の輪を広げる活動に邁進していきます。
	（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：保健管理センター　2016年10月4日）
	東京工業大学は、南洋理工大学（シンガポール）と2009年に学術交流協定を締結し、学生の派遣・受入れ、共同研究の実施、ワークショップの開催など、様々な連携活動を行ってきました。このたび両大学は、研究交流の促進を目的とした覚書を締結することについて合意に至り、9月28日、国連大学（東京都港区）で開催された日本・シンガポール国交50周年記念シンポジウムの席上、覚書の調印式が行われました。
	また同日夕刻には、赤坂迎賓館において安倍晋三内閣総理大臣とリー・シェンロンシンガポール共和国首相の立会いのもと、本学三島良直学長と南洋理工大学副学長ラム・キンヨン副学長による覚書交換式が行われました。
	11月には、第2回東京工業大学・南洋理工大学ジョイント・ワークショップの開催も予定されており、本覚書の締結により、両大学間における研究交流が今後ますます深化していくことが期待されます。
	（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：国際部 国際連携課　2016年9月30日）
	東工大は、産学連携活動の推進に向け、5月に株式会社みらい創造機構（代表取締役：岡田祐之、以下「みらい創造機構」）と組織的連携協定を締結しました。このたび、組成の準備を進めていた本学関連の研究成果及び知的財産の事業化を推進し、本学に関連する研究者・卒業生等の人材や最先端技術を利活用するベンチャー企業を中心に投資・経営支援を行うベンチャーキャピタルファンド※「みらい創造一号投資事業有限責任組合（以下、本組合）」が設立されました。
	本組合はみらい創造機構が中心となって設立するもので、本学が強みを有するビッグデータ解析、人工知能、IoT、ロボティックスや新材料領域の技術・ノウハウを活用しながら、環境・エネルギー、ライフ&ヘルスケア、海洋開発等、各種マーケットニーズを捉えた新たな事業化とベンチャーの創出を行っていくものです。
	本学は、本組合を通して、技術系ベンチャーの創出を加速する取組みをより一層推進していきます。
	本組合概要
	※ベンチャーキャピタルファンド
	ベンチャー・キャピタルとは、上場（株式公開）前のベンチャー企業に投資し、投資先企業が上場した後に、株式などを売却して利益を得る会社のことである。ベンチャー・キャピタルによる投資は出資金の出所によって、ベンチャー・キャピタルの自己資金により投資するものと､個人投資家や機関投資家などから出資を募り、ファンド（投資事業組合）を組成し、これを元手に投資するものの2種類に分けることができる。
	（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：広報センター　2016年10月28日）
	東京工業大学基金では、経済的な理由により修学に困難がある学生を支援するため、「修学支援基金」を設置し、このたび募集を開始しました。
	「修学支援基金」は、平成28年度税制改正（個人所得課税）により、新たに創設された税額控除制度の対象となる特定基金で、次の事業に充てられます。
	● 授業料減免事業
	● 奨学金事業
	● 留学支援事業
	● TA（ティーチング・アシスタント）、RA（リサーチ・アシスタント）事業
	学ぶ意欲と能力のある学生が希望する教育を受けられるよう、ぜひ「修学支援基金」へのご支援をお願いいたします。
	ご寄附は1口1千円から、ゆうちょ銀行を含む銀行からの振り込み、またはインターネット募金（クレジットカード、インターネットバンキング、コンビニエンスストア）のいずれかの方法からお選びいただけます。
	（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：基金室　2016年10月26日）
	東京工業大学とその同窓会組織である一般社団法人蔵前工業会（理事長 石田義雄氏）は、4月14日に発生した熊本地震により被災された方々の復興に向けた支援策の一環として、共同で義援金を募集しました。
	4月25日から7月31日にかけてご寄附いただいた義援金は、おかげさまで、666,008円（預金利息を含む）となりました。
	9月1日に、蔵前工業会の本房文雄理事・事務局長と本学の黒澤広一総務部長が、日本赤十字社本社に義援金をお届けし、「義援金はすべて被災地に届けられ、被災県において配分される」旨の説明がありました。
	改めまして、ご支援いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
	（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：総務部総務課　2016年9月14日）
	東京工業大学 端艇部（ボート部）が、6月5日に埼玉県戸田市の戸田ボートコースで開催された関東理工系レガッタに出場し、男子シングルスカル、男子舵手付きフォアにて優勝しました。
	関東理工系レガッタは東京工業大学、東京海洋大学などの関東の理工系大学や理工系学部のボート部で構成される大会で、ボートに乗って行われる1,000mレースの大会です。
	今回東工大が優勝したのは、1人乗りボートのシングルスカルと、1人1本のオールを持ち、舵きり専門で漕がない舵手（コックス）を合わせた5人で乗る舵手付きフォアです。
	両種目ともに、東工大は予選から1位を取り、決勝でも1位でゴールし、見事優勝を果たしました。
	● 男子シングルスカル優勝者のコメント
	チーム HANNIVAL 井上裕達さん（所属：物質理工学院 応用化学系 修士課程1年）
	結果を残すという意志を持ちながら続けてきたので、今大会で優勝することができたことを大変嬉しく思っています。どんな大会であっても一位になることは貴重な経験であり、こういった積み重ねが大きな結果に繋がると信じています。これからも応援よろしくお願いいたします。
	● 男子舵手付きフォア優勝メンバーのコメント
	チーム Rondine　菅野康平さん（所属：工学部 機械宇宙工学科 4年）
	馬場俊輔さん（所属：工学部 経営システム工学科 3年）
	池田郁也さん（所属：生命理工学部 生命工学科 3年）
	舩岡知広さん（所属：理学部 地球惑星科学科 2年）
	中島雪暢さん（所属：工学部 電気電子工学科 2年）
	主将の菅野です。この大会は全日本級ではなく、強豪大学が全て出場している訳ではありません。しかし、全国の強豪私立大学も出場している中、花形のフォア種目で我ら東京工業大学が理系で一番強いことを証明できたのは嬉しいです。この勝利に慢心せず、部の絶対目標である全国1位を達成するために日々全力で練習に取り組んでまいります。皆様何卒ご声援よろしくお願いいたします！
	この日はこれらの他に東工大端艇部1年生初の試合である新人レースも行われ、他大学の1年生とともにレースを行いました。
	（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：端艇部　2016年10月17日）
	9月4日に東京都調布市の電気通信大学体育館で開催された第101回国公立大学学生競技ダンス選手権大会（東部日本学生競技ダンス連盟主催）に、本学舞踏研究部が出場し、団体の部において総合準優勝を果たしました。同部から出場した22組のうち、ラテンアメリカン・ルンバ 1年生の部とラテンアメリカン・チャチャチャ 1年生の部に出場した佐藤大樹（工学部第5類1年）・木村ノイ（杉野服飾大学） 組が両部門共に見事優勝、その他にも8組が決勝進出を果たしました。
	競技ダンスとは
	男女がペアになって踊る社交ダンスとほぼ同じものですが、社交ダンスが社交を目的としているダンスであるのに対し、競技ダンスは競技会にて技術を競うことを目的としています。
	学生の競技ダンスには、大きくスタンダードとラテンアメリカンにわかれており、それぞれ4種目ずつ、全部で8種目のダンスがあります。
	スタンダード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラテンアメリカン
	男女が組んで踊ります。　　　　　　　　　　　　　　基本的に男女が離れて踊ります。
	● ワルツ　　　　● スローフォックストロット　　　● チャチャチャ　　　● サンバ
	● タンゴ        ● クイックステップ   　　　　　● ルンバ    ● パソドブレ
	今大会の上位入賞者
	今回の国公立大学選手権の東工大チームの決勝進出者をご紹介します。（写真提供／百川美彩）
	主将 重原悠太郎さん（地球惑星科学科 3年）のコメント
	今大会において個人の部で優勝者を出すことができただけでなく、団体成績でも2位入賞できたのは、日頃の練習の成果だと思います。日々の練習では3年生が主体となって1年生を教えていくのですが、その1年生が非常に良い結果を残してくれたことがとても嬉しかったです。10月以降も多くの試合が続くので、いい成績が残せるよう部員一同練習に励んでいきます。
	東工大 舞踏研究部について
	東京工業大学舞踏研究部は、学生競技ダンス連盟に所属している大学公認の部活です。共同加盟校として、白百合女子大学と杉野服飾大学と共に活動しています。部員数は、東工大生25人、白百合女子大生12人、杉野服飾大生9人（2016年9月現在）です。
	競技会にむけて日々練習しています。
	（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：舞踏研究部　2016年10月4日）
	東工大公認ロケットサークルCREATE（以下、クリエイト）が、8月18日から25日に開催された第12回能代宇宙イベントにて、大学生ロケット海打上実験に参加しました。25日に打ち上げが成功し、その当日のオペレーションなどが評価され、「ハイブリッドロケット海打ちの部」において、翌26日に三菱重工業株式会社（MHI）よりMHIアワード最優秀賞を受賞しました。
	能代宇宙イベントとは
	今回で12回目となる能代宇宙イベントは、秋田県能代市で毎年8月中旬に行われる日本最大規模の学生、社会人によるロケット打上及び自律ロボット制御のアマチュア大会です。ハイブリットロケットと呼ばれる爆発物を使わない全く新しいタイプのロケット打上や缶サットと呼ばれる自立制御型のロボットが気球から落下され、目的地を目指す競技などが行われます。今年は悪天候で厳しいスケジュールとなりましたが、多くの学生や能代の方の協力によってイベントは盛況のうちに幕を閉じました。
	東工大ロケットサークル　クリエイトの紹介
	クリエイトは、ハイブリッドロケットの打ち上げ、および缶サットの製作を行っているサークルです。まだ2014年に公認サークルとなったばかりの比較的新しいものつくり系サークルで、現在20人弱で活動しています。ロケットに関するミッションを自分たちで定め、それを達成するために年3回の打上を行っています。
	受賞コメント
	プロジェクトマネージャー　中込航さん（工学部機械宇宙学科 2年）
	今回このような賞を頂けたことを光栄に思います。ただ、プロジェクトを進める上での反省点は多く、改善すべき点の指摘もあったので、これに慢心することなく今後に生かしていきたいと思います。
	（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：ロケットサークルCREATE　2016年10月3日）
	東工大のラテンジャズビッグバンドサークル「ロス・ガラチェロス」が、8月14日に開催された山野楽器主催の「第47回ヤマノ・ビッグ・バンド・ジャズ・コンテスト」において、強豪校を凌ぎ、第3位「優秀賞」を獲得しました。これは「ロス・ガラチェロス」の50年以上に及ぶ長い歴史の中でも2番目に高い順位となります。
	「ヤマノ・ビッグ・バンド・ジャズ・コンテスト」とは
	年に一度、全国から予選を勝ち抜いた全35大学のビックバンドジャズサークルが集まって腕を競い合う、「学生ビッグバンド界の甲子園」です。一口にジャズといってもバンドごとに様々なカラーがあり、チケットも一般販売され、毎年通うファンの方もいるほど注目度の高いコンテストです。また、過去の大会出場者には、現在、プロ活動をされている方もおり、アマチュアジャズ界では最高峰の歴史と伝統を持つコンテストといえます。10月には、上位10バンドの演奏を収録したハイライトCDも一般販売されます。
	東工大ラテンジャズビッグバンドサークル「ロス・ガラチェロス」の紹介
	ロス・ガラチェロスは、「ラテンジャズビッグバンド」というジャンルの、50年以上の歴史を有する音楽サークルで、OBの方々やサークルメンバーの間では通称「ロスガラ」と呼ばれています。ラテンジャズとは、通常のジャズ編成とは幾分異なり、主にカリブ海に面した国々で生まれたラテン音楽をベースに、ジャズの要素を加えた陽気な音楽を指します。ときには、カリブの国々に由来する宗教的な音楽に近い曲目を演奏することがあります。 学内外合わせて約70名のメンバーで構成されており、学部3年生を中心とした「レギュラーバンド」と...
	バンドのこだわりとして、演奏の際には必ずステージ衣装としてアロハを着用しています。他の大学のバンドはスーツできめたりしていますが、ロスガラは冬でもアロハで通しています。見た目も華やかで、観客にも陽気なバンドという印象を与え、楽しんでいただくことに一役買っています。 演奏披露の場として、今回のようなコンテストの他に、一年の集大成である定期演奏会、学園祭での演奏、他大学とのジョイントコンサート、結婚式や式典といった学内外での依頼演奏など多岐にわたっています。
	受賞コメント
	新城陸さん／バンドマスター（工学部 無機材料工学科 3年）
	今回、学生ビックバンドの全国大会であるヤマノ・ビック・バンド・ジャズ・コンテストにおいて、第3位「優秀賞」という結果を取ることが出来、とても光栄に思っています。東工大の、外でも自由に音出しができるという環境があったことや、学務部学生支援課の方々、応援してくださる東工大OBの方々などの支援にも恵まれた結果だと思います。これからもより良い音楽を届けるために精進していきますので、応援をよろしくお願いいたします。
	山下拓也さん／マネージャー（工学部 化学工学科 3年）
	今回このような素晴らしい結果を残せたのは、これまで支えてくださった学校関係者の皆さま、指導してくださったロスガラOBの皆さま、いつも応援してくれた後輩たち、そして何より日々私たちの演奏を楽しみにしてくださっている皆さまのお陰です。ロスガラは、今後も年末の定期演奏会を始めとして様々な場所で演奏活動を行っていきますので、是非お気軽に足を運んでいただければと思います。
	澤野暁さん／コンサートマスター（工学部 化学工学科 3年）
	私たちロスガラはヤマノ・ビッグ・バンド・ジャズ・コンテストに向け、今年の1月から活動してきました。この15分間の演奏のために、曲を自分達で探し、曲のアレンジをプロの方に頼み、直前は合宿に行ったりと、この夏を捧げるくらいメンバー一同奮闘してきました。大会本番ではその成果もあって最高の演奏をすることができ、素晴らしい結果もついてきて、本当に感無量の思いです。関わってくださった全ての方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
	（全学サイト東工大ニュース投稿者・掲載日：Los Guaracheros　2016年9月15日）
	科学技術創成研究院 先導原子力研究所　教授　小林　能直
	2016年4月の教育改革、研究改革により、東工大の組織は大きく変わりました。4研究所と研究センターおよび研究ユニットから構成される科学技術創成研究院が創立され、その中で旧・原子炉工学研究所（原子炉研）を主な母体とする「先導原子力研究所（先導原研）」が新たにスタートを切りました。
	去る10月14日、この新研究所設立を記念した行事として、東工大蔵前会館くらまえホールにて講演会および式典を行いました。講演会には約150名、式典には約70名の研究所内外の方においでいただき、現在も第一線でご活躍される本学または本研究所のOB・OGの方々からのご講演を頂戴し、また学内外の来賓の方々よりお祝いのお言葉を賜り、盛会と相成りました。
	前半の講演会では、まず先導原子力研究所所長の矢野豊彦先生より原子炉研のこれまでの歩みを振り返りつつ先導原研設立の経緯について話があり、原子炉研で取り組んできた教育・研究の軸となる考え方を保ち、体制をより発展させる形で先導原研を設立できたことへの感謝が述べられました。続いて、原子炉研OB・本学名誉教授の関本博先生より、1990年の原子炉研改組の内実と、その後のプレゼンスを高めるための革新炉研究をコアとしたCOE-INES（21世紀COEプログラム「世界の持続的発展を支える革新型原子力」）やCRINE...
	後半の式典では、まず、矢野所長から今回の設立記念行事ご出席への感謝の意が述べられ、今後の先導原研へのご指導、ご支援のお願いがなされました。本学理事・副学長（研究担当）の安藤真先生よりご祝辞があり、エネルギー、環境といった今後さらに重要性を増す課題に総合的に取り組むためには、今回の改革で集結した各研究所にまたがる課題設定が必要で、まさにこれからの先導原研の活動に大いに期待するとの激励を頂きました。科学技術創成研究院長の益一哉先生からは、今後の研究組織には国際性も加味したダイバーシティ（多様性）が強く...
	1956年に原子炉研の母体の研究施設が設立されてからちょうど60年、言わば還暦を迎えたこの年、新たな体制となった先導原研の門出の集いに多くの皆様にお集まりいただき、このようなお披露目の機会を持つことができましたことを、この場をお借りして関係者各位に深く感謝申し上げますとともに、今後ともご助言、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
	（全学サイト東工大ニュースにも一部編集の上、掲載：2016年12月8日）
	国際フロンティア理工学教育プログラム担当　特命教授　津田 健
	はじめに
	昨年に引き続き、クリスマス・レクチャー2016を開催しました。
	これは2016年度からスタートした教育改革に合わせて開講された「科学・技術の最前線」や「科学・技術の創造プロセス」などの実演・実験付き授業がお手本にした英国王立科学研究所（The Royal Institution of Great Britain、略称Ri）で実施しているクリスマス・レクチャー（以後、CL）を日本風にアレンジしたものです。今年は、昨年よりも約2か月早い7月16日（土）、17日（日）の2日間、午前・午後1回ずつの計4回を、東工大レクチャーシアター（TLT）にて行いました。講師は20...
	1. 視察、準備から公演実施まで
	1.1　Riでの公演の視察
	2015年11月の副学長会議で今回のCL実施が認められ、まずはRiでの公演を視察することとしました。Riでの公演まで短期間であったため、国際フロンティア理工学教育プログラム専門委員会から3名（齊藤卓志 准教授、津田　健 特命教授、安田　樹 事務員）、第1類から岡田哲男 教授、の計4名のみで視察を行いました。齊藤准教授は第1、2講（12月18日、19日）、岡田教授は第3講（12月22日）、津田
	教授、安田事務員は3講ともすべて参加しました。
	今回は「How to survive in space」と題し、2015年12月に英国人として初の宇宙飛行士となったTim Peake氏の国際宇宙ステーション（ISS）での生活を紹介したり彼との対話を行ったりしながら「Space as a place to visit」、「Space as a place to work」、「Space as a place to explore」の3つの公演が行われました。
	1.2　台本、日程の決定
	2016年1月20日に本公演を主催する読売新聞社との打ち合わせ（第1回）を行い、実施に向けての準備がスタートし、表１のメンバーによる実施委員会が設けられました。以後メールでの連絡を重ねながら、4月28日の会議（第2回）で、7月16日、17日の両日、午前・午後の一回ずつの計4回実施することを最終確認しました。6月28日に最終の打合せ（第3回）を行い、プログラム、会場設営、公演当日までのスケジュールの調整・確認等を行い、実施モードに突入しました。なお、今年は東工大での実施後、8月21日（日）に名古屋大...
	台本については、Riにおける3回の内容を約１時間半に圧縮して1つのストーリーとする作業が進められ、公演タイトルを「宇宙でいかに生き抜くか」（図１）とし、4月末に初稿が提示されました。その後も台本検討が続きましたが、最後まで決めかねたのは、ロケット燃料の燃焼に使われる液体酸素による燃焼実験を実演できるかどうかでした。最終的には、会場の制約、観客との距離等を考慮した安全上の観点から実演を断念することとし、Riに実演の様子をビデオで撮ってもらい、それをスクリーンに映すこととしました。この間も台本の改善が...
	台本がほぼ固まった6月中旬には公演の実施を現場でお手伝いいただく学生アルバイトメンバー（11名）をものつくり教育研究支援センターのRAを中心に募集・決定しました。以下にそのメンバーを列記します。
	杉本寛太（D1）、小畑明穂（M2）、木崎一宏（M2）、荻原知寛（M2）、相川　潤（M2）、Joeri Kiekens（M2）、永島史悠（M1）、秦　悠人（M1）、多賀啓介（M1）、土屋陽平（M1）、国松　慧（B4）
	なお、今年は名古屋大学でも公演が予定されていたため、名古屋大学の学生が東工大公演の様子を見学に来ており、彼らにもリハーサル段階でお手伝いに加わっていただきました。また、逆に木崎君と永島君には、名古屋大学での公演のお手伝いをお願いすることとしました。
	1.3　講師、Riスタッフの来日とリハーサル
	7月12日にRiスタッフのOlympia BrownさんとNatalie Blairさんが来日しました。翌13日にはRi側と初めて顔を合わせ、内容について最終的な打ち合わせを行いました。14日にはRiからの物品が運び込まれ、Riスタッフを中心として、公演に使われる機器、装置の準備・調整が始まりました。当初は、Riから搬入する機器・装置が多く、輸送中に不具合が生じる可能性や、イギリスと日本での種々の違いによる不具合等を予想していました。案の定いくつかの不具合や、準備不足による問題が見つかりましたが、...
	公演初日を翌日に控えた7月15日には講師Kevin氏を迎え、午前中に通しでリハーサルを行いました。この段階でも、内容の細かな修正・追加がなされるとともに、問題点も指摘されました。午後は、午前中に明らかになった問題点を中心に調整・修正を行い、公演に向けての準備が整いました。
	1.4　レセプションの開催
	7月15日のリハーサル終了後18時から ROYAL BLUE 精養軒で歓迎レセプションを開きました。三島学長による歓迎の挨拶でスタートし、途中、名古屋大学公演の担当を代表して田中教授や、本学の実施委員会顧問の市村特命教授のスピーチ、講師のKevin氏、Riスタッフの2人の挨拶を交えながら参加者全員で親交を深めました。最後は丸山理事・副学長（教育・国際担当）の挨拶で会を終了し、翌日からの公演に備えました（写真１）。
	２．日程と公演の様子
	2.1　公演日程
	公演は次の日程で4回行われました。内容は４回とも同じです。
	・第1回：　2016年7月16日（土） 　10：30～12：00
	・第2回：　　　　　　同上　　　　　　　　 14：00～15：30
	・第3回：　2016年7月17日（日） 　10：30～12：00
	・第4回：　　　　　　同上    14：00～15：30
	なお、第１回は東工大関係者枠（学生、職員、卒業生等）として100席配分されました。
	毎回、公演開始前には、司会役の齊藤実行委員長による注意事項やボランティア（講師の呼びかけによりステージで講師の実験に協力する観客）への要望などの説明が行われました。公演開始に先立ち、第1回目は三島学長から、第2、3回目は国際フロンティア理工学教育プログラム専門委員会委員長の大竹教授から、また第4回目は英国大使館 貿易・対英投資部ダイレクターのChris Heffer氏から挨拶と講師の紹介があり、公演がスタートしました。
	2.2　公演の内容
	Kevin氏が階段を走りながら登場し、エネルギッシュな公演に期待を抱かせます。
	まず、この公演のミッションが
	1）地球から宇宙へ飛び立つまで
	2）宇宙でいかに生き抜くか
	の2つであることを述べ、ISSを目指すソユーズロケットの打ち上げ基地へ同僚のMonica Grady氏を派遣し、発射台へ移動するロケットの映像を見せるところから公演が始まりました。
	・地球から宇宙へ飛び立つまで
	早速ボランティアを募る呼びかけが行われ、大勢の子供たちが手をあげます（写真2）。2人を壇上へ招き、発射装置に見立てたボランティアに、ロケットに見立てた砂袋を放り投げさせました。砂袋は当然ボランティアの近くに落ちてしまいます。砂袋がロケットのように飛ばなかったのは、速さが足らなかっためであるとし、物を十分な強さで投げて、十分なエネルギーを与えることにより、ロケットがISSへ到達できることを述べ、宇宙へ行くための理論的核心を教えてくれた人物がニュートンであると紹介しました。そこでニュートンが書いた有名...
	ついで、第3法則すなわち作用・反作用の法則を説明し、その法則を示す現象として、Kevin氏が台車に乗り、消火器からCO2ガスを噴射させて勢いよく進むことを実演しました（写真3）。次に、実際のロケットにおいてCO2ガスに替わるものとしてロケット燃料の話しに移りました。
	まず、灯油を注いだバケツを用意します。安全メガネを着用し、消火器を持った学生をそばに待機させ、あたかも灯油が燃え上がることを想定したかのようにバケツにマッチを放りこみますが、燃え上がりません。何度やっても同じです。灯油の引火点が40℃以上であるため当然ですが、観客に一瞬緊張がはしりました。このことから、ロケット燃料には、通常の状態では安定で、必要なときにのみ大きなエネルギーを生じることが求められると指摘し、燃焼実験に移りました。燃料としてビスケットを用います。もちろんバーナーの火力でもビスケットは...
	次に、地球に見立てた円盤の外周と中央に模型ロケットをセットし、ばね仕掛けで発射させます。外周に置いたロケットが円盤の回転方向と同じ方向に発射される場合に、より遠くまで飛ぶことを示し、各国のロケット打ち上げ場が赤道近くに存在する理由、および東向きに打ち上げる理由を分かりやすく説明しました（写真4）。
	ここで再度ソユーズの打ち上げ場にカメラが移り、打ち上げの様子が写し出されます。この映像から、途中でブースターが切り離される様子に注目させ、その理由を説明しました。つまり、ロケット燃料を長時間燃焼させるためには、“多くの燃料が必要→それでは重くなる→もっと燃料が必要→さらに重くなる･･･”という燃料と重量の関係を指摘しました。これを解消するためにロケットの段階的分離が有効で、まず巨大なエンジンにより大きな推力を得たら、すぐに重いものを切り離すと軽くなり、残された部分はより速く進んでいくことになります...
	・宇宙で生き抜くには
	ここから宇宙で生き抜く際の種々の問題点に話を移します。
	ロケットは打ち上げ後すぐに、生命にとって厳しい状況に置かれることを述べ、まず、圧力の低さに言及し、その環境に人間が置かれた状況を模擬した実験を示しました。ベルジャー（釣鐘型のガラス容器）の中に、人間の顔に見立てたマシュマロ、肺に見立てた風船、唾液や胃液に見立てた水の入ったコップを入れ、減圧していくとマシュマロと風船は次第に膨らみ、風船はついには破裂します。水は常温でも沸騰することを示し（写真6）、宇宙ではこのような厳しい条件に曝されることから、宇宙飛行士は特別な宇宙服を着る必要があることを説明しま...
	次に、ISSのように狭く、不自由な空間で長期間生き抜いていくには、水、食べ物、酸素などが必要になりますが、これらをいかに確保するかに話を移します。まず水については、特殊なフィルターにより尿をリサイクルしていることを紹介し、実際に自分の尿をフィルターに通して飲んでみせました。空気については、水耕栽培により土を使わず水と光だけで植物を育て、これによりCO2を酸素へと変えること、育った植物を食べ物として利用するシステムがすでに実現していることを述べました。最後に、宇宙船に持って行けない“重力”に着目し、...
	以上により、宇宙へ行くこと、宇宙で生き抜くのがどれだけ大きな挑戦であるかを述べ、そのために準備しないといけないことが沢山あることを理解して欲しいとまとめ、公演を終えました。
	2.3　公演の終了
	Kevin氏の公演終了後には毎回、日本人宇宙飛行士の山崎直子さんのビデオレターが紹介されました。山崎さんは、宇宙船では上下の区別がないため、「あなたの上」とか「あなたの下」とか相手の立場に立ったコミュニケーションが必要であること、宇宙での活動は宇宙船クルーばかりでなく地上での技術者を含め、多くの人々の協力により成り立っていることを述べ、チームワークが非常に大切であることを強調しました。また、この公演を通して宇宙の面白さ、厳しさを理解し、将来宇宙で活躍する方が現れることを期待するとのエールを送ってく...
	すべてが終了すると、大勢の観客がステージのKevin氏を取り囲み、実演装置や展示物を間近で見たり、記念撮影をしたり、さらには専門的な質問をしたりと思い思いの交流がみられました。毎回順番を待つ長蛇の列ができるほどでしたがKevin氏も丁寧に対応してくれました。このようなことができるのも、講師と観客席が近いというTLTならではの効果かと思えました。
	３．参加者
	参加者は、読売新聞社が公募し抽選により決定されました。その人数は、TLTの固定椅子席が274席であることを考慮し、その8割を目安に決定したそうです。ただし、第１日目は100席を東工大関係者に充て、残りを読売新聞社分としました。参加者のデータを表2に示します。
	なお、東工大関係者の内訳は、教職員25名、学生57名、附属高校生2名、卒業生2名でした。また、表からもうかがえるように、特に3回目はスタッフの一部は立ち見となる盛況ぶりでした。
	全体を通して、小学生19%、中学生12%、高校生7％、大学生8％、教育・研究職8％、会社員18％、主婦13％であり、また、出身は東京都58％が最も多く、関東全体で92％でした。
	４．アンケート結果
	公演終了後、アンケートへの記入をお願いしました。質問は13項目ありましたが、ここでは次の6項目のみに注目しそれらの結果を図2に示します。
	１．今まで科学や実験に興味があったか
	２．今までより、科学や実験への興味・関心が高まったか
	３．イベントの全体的な印象はどうだったか
	４．今回の講座の内容は面白かったか
	５．今回の講座の内容はわかりやすかったか
	６．会場の施設・設備をどう思ったか
	上記項目1、2に対する回答をみると、約90％の方が科学や実験に興味があり、今回の公演によりその興味がさらに高まったと回答しており、この公演の効果が十分発揮できたことがわかります。公演の内容に関する上記項目3～5に対する回答をみると、85％以上の方が、公演の質が高く、面白く、わかりやすい内容であったと回答しています。上記項目6の問いは、会場となった東工大レクチャーシアターについての設問でした。「大変素晴らしい」、「素晴らしい」を併せると参加者の約85％から高い評価をいただきました。これらの結果から、...
	（全学サイト東工大ニュースにも簡易版を掲載：2016年12月9日）

