
 

【目的】   

（１）日本の科学技術の最先端の研究所を見学することにより見識を深め、日本の将来を 

担う世代として、その志を先任者との対話を通して主体的に学ぶ。 

（２） 理数科として、研究者に求められる姿勢や科学者としての素養が何であるかを理解 

  し、進路選択の一助とする。 

 

【研修地】   物質材料研究機構       茨城県つくば市千現 

        サイバーダインスタジオ    茨城県つくば市研究学園 

筑波大学           茨城県つくば市天王台 

KEK コミュニケーションプラザ 茨城県つくば市大穂 

        理化学研究所        茨城県つくば市高野台 

        防災科学研究所        茨城県つくば市天王台 

上野動物園          東京都台東区上野公園 

日本科学未来館        東京都江東区青海 

 

【旅行概要】   

 午前 午後 

１６日

（水） 

飛行機・貸切バス 

にて移動 
物質材料研究機構 サイバーダインスタジオ 

１７日

（木） 

筑波大学 

キャンパスツアー 

KEK コミュニケーション

プラザ 
防災科学技術研究所 

理化学研究所 

１８日

（金） 
上野動物園 日本科学未来館 貸切バス・飛行機にて移動 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



NIMS の技術 
松田 瑠花 

 

目的 

 【研修旅行】普段行くことができないいろいろな研究施設に行き、理数科でしか体験できないことを学

ぶ。そこで働いている人々を実際に見て、研究に対する熱意を感じる。 

【物質材料研究機構】物質材料研究機構が何をしているところなのかを知る。強く興味を持っている分野

ではなかったが、何か１つでも興味を持てるものを探す。私は化学分野が苦手なので、少しでも多くのこ

とを理解する。 

 

ＮＩＭＳが開発したもの 

ＮＩＭＳとは・・・？ 

⇒環境、エネルギー、資源などに関する問題を科学技術で解決しようと研究している公的研究機関。国

内で唯一、物質・材料科学の研究を専門としている。 

８００人の研究者がいて、そのうちの３１％が外国人。 

 

【世界の明かり】 

 サイアロン蛍光体（右図）をつくった。すでに開発されている赤色、 

黄色、緑色の蛍光体を合わせて「白色ＬＥＤ」をつくった。 

＊ＬＥＤを使用することの利点 

→・蛍光灯に比べて消費電力が３割削減される。 

 ・水銀を使用しない。 

 

 

実験と考察 

 

【実験Ａ】 金属の熱伝導 

各種の金属棒を端から５ｃｍのところを持ってもう一端を熱し、熱くなったら

金属を置く。 

金属の熱くなるはやさを調べる。 

⇒今回の実験では純銅が１番はやかった。 

＊ダイヤモンドは熱がよく伝わる。 

（理由）炭素原子が共有結合で繋がっていて、立体的な網目状の巨大分子（画

像１）をつくっているから。結合がかたくしっかりしている。 

 

 

 

 

（↑画像１） 



【実験Ｂ】 金属の強さ① 

２つの金属片を力を入れて曲げる 

⇒金属が何でできているか（化学分析）、どうやってつくられたかに 

よって金属の強さ・硬さは変わる。 

例）東京スカイツリーの鉄塔の金属の一部のハイテン（高張力鋼） 

→直径１ｍｍの金属のワイヤーで大人１人を支えられる。 

 

【実験Ｃ】 金属の強さ② 

金属を高温で熱して引っ張る。 

「金属がきれない→金属が強い」といえる。 

⇒強いほうから順に、ステンレス、純銅、ブロンズ、アルミニウムだった。 

アルミニウムは火にあてた瞬間、簡単にきれた。 

ステンレスは誰が引っ張っても、長く熱してもきれることはなかった。 

 

【実験Ｄ】 モーターのエネルギー変換 

＊モーターとは・・・電気エネルギーと運動エネルギーを変換する装置のこと。 

【実験Ｅ】 電気をためる 

みんなで手をつないでためた電気を流し、感電する実験 

一瞬で電気が通り、全体にバチンという大きな衝撃が来た。 

 

感想 

【研修旅行全体】 今回の研修旅行で、たぶんこれから先行くことがないような研究施設をたくさん訪れ

た。そこで学んだ内容は、正直今の自分には難しい話が多かったように感じたが、興味がある話も多かっ

た。私は数学や化学などの理系教科が苦手なので、理系教科が得意なまわりの理数科の人たちを見て、理

数科は私にはあっていなかったのではないかと考えていた。しかし、今回の研修で、やっぱり理系の科目

に興味があり、理数科に来てよかったと思った。 

 私が特に印象に残った場所は、理化学研究所だ。理化学研究所の方々のお話は本当に面白く、もっと聞

きたかった。バクテリアなどの細菌は私たちの目には見えないが、それらの細菌のおかげで生きていられ

ることが分かった。細胞内共生説は生物の授業の中でも好きな話だったので、理化学研究所の方からその

話について詳しく教えてもらうことができてうれしかった。施設でも見たことがない大きな機械を見る

ことができた。 

 

【物質材料研究機構】 私にとって苦手な分野で、講義の内容も実験の説明もとても難しかったが、１年

生のときの金属解析セミナーでやった内容がたくさん出てきた。金属解析セミナーで学んだ内容がこの

研修で生かされた。１年生のときよりも金属に詳しくなれたことが実感できた。 

私は蓄電・放電の実験に参加した。この実験は、テレビで見ていて大げさなリアクションをとっているの

かと思っていた。しかし、自分実際に体験すると、本当にあのリアクション通りだった。一瞬だったが、

本当に大きな衝撃がきて叫んでしまった。 



サイバーダインで学んだこと 

                           松尾 有紗 

 

～HAL の由来～ 

Hyrid：人とロボットをつなぐ 

Assistive：支援 

Limb：体の幹   

～HAL の仕組み～ 

皮膚に取り付けられたセンサーによって、生体電位信号を感知

し、内部にある小さなチップによって信号が解析され装着した人

を補助するスーツが動作する。ＨＡＬは電気エネルギーによって

動くため腰にとりつけた電池によって供給されモーターが電気エ

ネルギーから、運動エネルギーに変換する。障がい者の身体改善と

ともに、介護または作業補助で用いられる。海外では、骨髄損傷の

身体改善が行われた。体の下半身が動かない人でも、この HAL を

取り付けてリハビリを行えば、HAL なしでも動けるようになる。それは、脳から送る信号を１だとすれ

ば、４、５に増やしこうゆうふうに脳から信号を送れば、体がこうゆう風に動くという双方向のフィード

バックが何度も繰り返されそれを体が覚えることでＨＡＬを取り外しても感覚として残っているからで

ある。日本でも茨城県や奈良県など数多くの病院で取扱われていて、現在８つの病気に保険が適用されて

いる。 

～HAL の保険適用・海外進出～ 

HAL を使うにあたって多くのお金がかかるため、軽減するための医療保険がある。現在日本で、保険

適用となっているのは、ALS、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、シャルコー・マリー・トゥース病、

封入体筋炎、遠位型ミオパチー、筋ジストロフィー、先天性ミオパチーの８つである。ドイツでは、すべ

ての対麻痺患者に保険適用されており、ポーランドでは脊髄損傷患者を受け入れ、民間保険適用されてい

る。海外展開ではさらにアレーシ、アサウジアラビア、タイ、カナダ、米国などなど保険適用は検討中で

はあるものの発展が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の HAL 

実際に HAL を使った写真：腕を押さえつけても、腕を曲げたいと思えば曲がる



表：保険適用されている病気と症状 

病気の種類 症状 

ALS 筋肉萎縮進行すると歩行困難 

脊髄性筋萎縮症 ALS 同様 

球脊髄性筋萎縮症 遺伝子疾患、筋力低下のち筋肉萎縮 

シャルコー・マリー・トゥース病 筋肉萎縮、感覚麻痺。手にも及ぶ 

封入体筋炎 筋力低下、筋肉萎縮 

遠位型ミオパチー 腰や上腕などから筋肉萎縮 

筋ジストロフィー 筋繊維の破壊・変性によって筋力低下 

先天性ミオパチー 筋力低下が持続する 

 

～HAL の問題点～ 

・持ち物を運ぶとき、抱えるとき、リハビリをするとき、などできることは優れている半面でできること

は限られているため、やることが統一されていない仕事において扱いにくい 

・取り付け取り外しの時間がかかるため効率が悪くなる 

・HAL ロボットが重い 

・HAL を習得するのに時間がかかる 

・介護はサービス業で人間がやるべきだという考え方の人が多い 

・HAL の置き場所、管理（病院では特に） 

 

～全体の感想～ 

私は以前からサイバーダインの HAL のように、人とロボットを繋いで人を助ける仕事をしてみたいと

思っていたので、今回の体験、時間は短かったがとてもいい体験ができた。HAL は聞いたことがあった

が、近くの病院には全くないのでこのように体験できて、とてもうれしかった。 

HAL を使うことで、医師に腕を伸ばしたり曲げたりするときにどれくらい煩わしく思っているのかを

医師と患者で共有することができる。痛みは個人によって感じ方も違い、数字や外見だけで判断できない

ため、物理的な面だけでなく、心理的な面でも大いに有効である。怪我をしてからリハビリの結果がでる

には、とても時間がかかるからそれを補えると考えると、画期的で病院などで積極的に使われて欲しいと

思った。保険適用が進み、金銭面では多くの人に利用してもらえる環境が整いつつあるが、問題点も数多

くあることも今回学んだ。 

実際にサイバーダインで話を聞かせていただき、自分自身で調べて、たくさんのことを知ることができ

ました。将来私もサイバーダインのような仕事をしたいと思っているので生かしていこうと思います。 

 

 

 

 

 



筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 
                     清川 実優 

 

研修地：筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 

細胞・個体の遺伝情報やシグナル機能の解明を基盤

として環境変化へのダイナミックな応答と「生物の生

存戦略」と捉えて深化させ生命動態科学の新たな道を

切り拓くこと。 

人類が環境と調和し、持続可能な発展を、遂げるた

めに環境への応答や防御あるいは進化といった生命

の未知なる部分を解明し生物の潜在的な生存戦略を

発掘し理解すること。 

ヒトの生活の基盤 

 食・健康・医療・地球温暖化・生物の多様性 

 少子高齢化・生殖医療との関係 

 

 

【講義を受けて】 

○微生物 

私たちは池などの水辺に行くと、よく裏がヌルヌルする落ち葉を見つける。今回筑波大学で話を聞くこ

とでそのヌルヌルの正体を知ることができた。そのヌルヌルの正体は微生物だった。それらの微生物はそ

の池などの水質を浄化してくれる微生物だとわかった。筑波大学では特別な顕微鏡を使って、微生物の立

体構造がどのような原子配列なのかを調べていた。また、微生物、細菌の集合体は何かの共同体を持って

いることもわかった。 

また、ある水質を改善するために微生物の入った水槽の中にそのまま微生物だけを入れたものと微生

物と髪の毛の束を入れたものとだったら髪の毛の束を入れたものの方がより水質が良くなることがわか

った。理由は、入れた髪の毛の束の隙間に微生物が入り込み、微生物どうしが集合体になれることでより

微生物の水質改善の働きが増すのだということがわかった。 

筑波大学 生存ダイナミクスセンターにて 

代謝・老化 

循環・幹細胞 免疫 

生殖 

構造生物学 発 生 遺 伝

数理統計学 共生生物学 

生物の生存戦略 
成長と老化／環境応答 

世代交代／生物多様性 

恒常性／自己と非自己 



 疑問に思い調べた点 

・水質改善をする微生物にはどのようなものがあるのか。（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・どのような利点があるのか 

微生物を使うと安上がりであり、効率よく浄化できる。薬品を使うと、とても多くの量が必要になり、

たくさんの資源とエネルギーを使うことになる。また、微生物たちが活動しやすくなるように、餌であ

る汚れの量や呼吸に、使われる酸素の量などを管理することで、毎日大量に発生する汚れを効率よく浄

化できる。 

・実際どのように使われているのか（例） 

東京都水道局での高度浄水処理（浄水処理への応用） 

活性炭の吸着作用に加え、活性炭に付着した微生物によって、水中の有機物やアンモニアを分解

し、汚濁物質を、除去している。 

  河川浄化への応用 

礫表面に付着している微生物を利用した浄化方法。江戸川にある古ヶ崎浄化施設でこの浄化方

法が採用されている。 

 

【感想】 

今回筑波大学に行くことができる機会を得て、その見学中の講義の中でも新しい知ったこと、新たに疑

問に思ったことができ、それらについて調べることでより深くその分野について学ぶことができた。実験

に適する動物をしっかりと選んで実験することで効率よく実験のデータか得られることがわかった。線

虫を実験として使った理由が、寿命が短いことと人間と比べて全く見た目は異なっているのに DNA はあ

まり変わらないことにとても驚いた。また、研究に使われている動物にはそれぞれその動物を使う利点が

あり、その中でも全ての動物に当てはまっていたのは、どれも飼育しやすく、入手しやすいことだった。 

機械の説明を受けて、マウスの体の状況を調べるのに 4 つもの機械が使われるのが驚いた。1 つ 1 つ

の工程それぞれにしっかりとした理由があってもっとしっかりと学んでみたいと思った。これから筑波

大学のことについても生物関係の実験についてもいろいろと調べてみたいことが増えたのでこれこらし

っかり調べていきたい。また、筑波大学で学んだことも含めて将来の進路もしっかり考えていきたい。 

 

【参考文献】 

 https://www1.tara.tsukuba.ac.jp 他 

ツリガネムシ 
35～200μm 

活性汚泥が良好な
ときに出現 

エピスティリス 
70～160μm 

活性汚泥が良好な
ときに出現 

メンガタミズケムシ
70～160μm 

良好時から解体時に
かけて出現 

ヒルガタワムシ 
300～500μm 

負荷が適正なときに
出現 



筑波大学・物理 
                                                                            中山 蓮水 

 

背景 

日本の科学技術の最先端の研究所を見学することにより知識を深め、日本の将来を担う世代として、

その志を先任者との対話を通して主体的に学ぶ。理数科として、研究者に求められる姿勢や科学者とし

ての素養が何であるかを理解して、進路選択の一助とする。 

 

筑波大学キャンパスツアー 

計算科学研究センター 

実験、観測の限界が見えてくる（例:ビックバン、宇宙の果て）。人間だけでは問題を解くことができ

ない。よって「コンピュータ」が登場。数値シミュレーションを使い、プログラム言語を翻訳する。そ

のため、普通のコンピュータだと時間がかかるため、スーパーコンピュータ（計算速度が速く、一般の

コンピュータよりも 1000 倍以上速い）を使う。研究センターでは、スーパーコンピュータを創る＆ス

ーパーコンピュータを使う組織がある。そのため、様々なスーパーコンピュータ（図１～３）がある。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図１ Cygnus          図２ Oakforest-PACS      図３ 京 

 

アイソトープ環境動態研究センター 

全学の放射性同位元素，核燃料物質，X 線発生装置およびこれらの使用施設の管理を行い，利用者の

教育訓練や被ばく管理を行う。また，これまでの管理・教育に関して蓄積した知見を生かし，除染や人

体影響低減のための情報提を行う。 

多種の放射性同位元素を用いて研究を行ってきた実績とすぐに利用できる施設を活用し，放射性同位

元素，放射線についての高感度測定法や簡便測定法さらには野外の様々な条件下での測定法など新たに

開発し，それらを物性，材料や機能評価，環境中挙動を調べるトレーサー，生体内挙動や代謝などに 

利用するための基礎的研究を行う。 

環境中に拡散した放射性物質の移行についての調査研究を行う。そのために，IAEA，IRSN(仏)，

Plymouth 大学(英)等と連携して，世界最高水準の手法および技術を用いて，水・土砂移行モニタリング

およびモデリングを行う。特に，森林・土壌に付着した放射性物質が移行するメカニズムおよび 



包括的モデルを開発する。 

局地スケール・地域スケール・全球スケールの様々な空間スケールにおける大気・河川・海洋中の 

放射性物質移動プロセスの解明をめざし、 数値シミュレーションモデルや再現実験手法の改良・開発

を行う。また、改良されたモデル・実験手法の適用により、精度の高い再現実験を行う。 

 

放射線の仕組み 

原子核（いくつかの核子が核力によって結合して出来た複合粒子）には、安定なものと不安定なもの

が存在している。（安定な原子 300 種）例えば炭素では、炭素には中性子が５から８個のそれぞれ異な

る原子核が存在する。中性子の数が６と７のときは、安定な原子核になる。存在比は不安定の原子核は

とても少ない。 

表 1 炭素の原子核について 

 陽子の数 中性子の数 安定/不安定 存在比 

炭素 11 6 5 不安定 ― 

炭素 12 6 6 安定 98.9% 

炭素 13 6 7 安定 1.1% 

炭素 14 6 8 不安定 ― 

不安定な原子核は、安全になろうとして、余分なエネルギーをなどを放出して、別の原子核になる。

放出されたものを放射線という。主な放射線の種類は、α 線:ヘリウム原子核、β 線:負の電荷を持った電

子、γ 線:電磁石である。 

また、放射線を放出する能力や強さを放射能という。 

 

感想 

筑波大学で物理である、計算科学研究センターとアイソトープ環境動態研究センターに行きました。

計算科学研究センターでは、（自然科学）自然界の現象を研究していて、計算や実験など問題が解くこ

とができないので、それをやるためにスーパーコンピュータがあることを知りました。1 番思い出なっ

た事は今は使われてない京というスーパーコンピュータがあるが、それは一般のコンピュータより 10

万倍はやくて、値段が 1000 億円ぐらいするのがとてもびっくりしました。私たちはまだ難しい計算や

実験に当たってないのでわからないけど、スーパーコンピュータを使う事でそれらがわかってくる事は

すごく達成感やスッキリするだろうなと思いました。私もそんな達成感や社会に役立つことをやりたい

と思っているで、やる事は違うけどそんな事を味わえる実験をしたいなと思いました。また、アイソト

ープ、環境動態研究センターはよくわかりませんでした。とても難しい内容で、放射能は放射線を放出

する能力またはその強さや、半減期など、難しい言葉がでて、よくわからなかったけど逆に分かりたい

という気持ちにもなりました。やっぱり難しいからやめるとか、聞かないとかじゃなくて、何事にも挑

戦し食らいつくことが大切だなと改めて感じました。今回の研修旅行で様々な実験や機器、施設に携わ

ることが出来たので、これからの進路や勉強に活かしていきたいです。 

 



図１ KEK の構造 

KEK~高エネルギー加速器研究機構~ 
武田 茉夕 

 

KEK（図１）とは電子と陽電子を光の速さにまで加速させ、それらが衝突したときにそこか

ら出てくる色々な粒子(素粒子など)の性質や物質の分子構造を調べるための巨大な装置のこと。

今回見学させていただいた KEK はつくばキャンパスの SuperKEKB(スーパーケックビー)とい

う周長約 3km の円型加速器だ。この加速器には Belle Ⅱ測定器が置かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle Ⅱ測定器 

加速器の衝突点となるところに設置されている。縦・横・高さが 8 メートル、総重量 1400 トンの巨大

な測定器。光速まで加速した電子・陽電子ビームの衝突反応から生まれる様々な素粒子をとらえる。7 種

類の異なるセンサーによって、さまざまな素粒子の情報を詳しく測定することができる。前身である

Belle 測定器の 50 倍のデータを収集し、粒子・反粒子の対称性の破れや新しい物理法則を探究する。 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

図２ 後ろからの Belle Ⅱ   図３ 後ろからの Belle Ⅱ 

 

ここで電子と陽電子を

衝突させている。 

素粒子の立体写真を1秒間になんと 

3 万回撮影している。 



実際に見てたくさんの配管がつながっていた。また、実験の際に熱暴走しないようたくさんの冷却装置

があった。想像以上に大きな施設であったため、どれだけ大規模な実験が行われているのかこの身で実感

した。 

 

 

実験を通じてわかったこと 

小林誠・益川敏英両氏は、B 中間子における CP 対称性の破れの検証を行った。1964 年にアメリカで

K 中間子の崩壊で対称性が破れていることはわかっていたが、どのようにしてそれが起こるのかは不明

だった。小林・益川理論で提唱された CP 対称性の破れのメカニズムでは、B 中間子で CP 対称性が大き

く破れることが予言され、それを実証した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感想 

私は、小学生の時からずっと素粒子のことについて研究したいと思っています。今回の活動で大規模な

研究施設を実際に自分の目で見ることができてとても嬉しかった、ここの施設の方々に進んで質問して、

知らなかったこともたくさん知れてより興味が湧きました。いつか私はここで実験することを夢見て、今

から勉学に励みたいと思います。 

 

 

参考文献 

https://www2.kek.jp/ipns/ja/special/belle2-nicolive/cutting-edge-detectors/ 

他 

 

 

 

 

 

 

 

二つの粒子のわずかな崩

壊の時間差から CP 対称

性の破れを実証した‼ 



理化学研究所研修 
木野村 菜々美 

 

目的 

実際の研究現場では、どのような方々がどんな研究をされて、その研究がどのように社会に還元され

ているのか学ぶ。理化学研究所の活動を知る。 

 

理化学研究所について 

理化学研究所とは、物理学、化学、工学、生物学、医科学、計算科学、数理・情報科学などの幅広い

科学分野において基礎から応用までの最先端研究と世界最高水準の研究基盤の細微を行う、国内唯一の

自然科学の総合研究所。 1917 年に財団法人理化学研究所として創立したとき、次の一万円札の図柄

に選ばれた渋沢栄一さんも関わっていたそうだ。 

 理化学研究所の拠点は全国にある。主な研究拠点は理化学研究所の本部で、ニホニウム（Ｎｈ）を発 

見した埼玉県の和光研究所や、今回研修させて頂いた筑波のバイオリソース研究センターなどがある。 

 

バイオリソースセンターについて 

バイオリソースとは、マウスなどの研究用の材料のこと。国が行っているナショナルバイオリソース

プロジェクトは、日本にとって重要だと判断された約 30 種のバイオリソースを収集・保存・提供する

事業のこと。（実験動物マウス、ラット、ニホンザル、ニワトリ・ウズラ、ネッタイツメガエル、ゼブ

ラフィッシュ、メダカ、カタユウレイボヤ、ショウジョウバエ、カイコ、線虫、シロイヌナズナ、イ

ネ、コムギ、オオムギ、ミヤコグサ・ダイズ、トマト、広義キク属、アサガオ、藻類、ゾウリムシ、 

細胞性粘菌、酵母、原核生物、一般微生物、病原真核微生物、病原細菌、研究用ヒト臍帯血細菌、ヒ

ト・動物細胞、遺伝子材料） 

バイオリソースセンターでは世界中の大学・研究所から預けられたバイオリソースを管理し、世界中

の研究機関や企業に提供している。バイオリソースセンターを経由し、リソースを提供するメリットも

沢山ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・リソースの開発者が提供業務に追われず、研究できる。 

・研究材料の問い合わせに困らない。 

・複数のリソースが欲しいとき、依頼先がバイオリソースセンターに統一できて便利。 

・研究者から直接提供されるリソースには約１０％の不具合が生じるが、バイオリソースセンターを経

由することで、不具合を完全修正して提供できる。 

 

理化学研究所バイオリソースセンターの今までの累計

提供件数は 240019 件に上り、提供先は国内の大学や研究

機関、企業だけでなく、海外の大学や企業にも提供され

ている。理化学研究所バイオリソースセンターで保存さ

れているリソースはすべて世界トップ３にランクインし

ている。理化学研究所バイオリソースセンターで保存、

提供しているリソースは 5 種類で、マウス、シロイヌナ

ズナ、遺伝子、細胞、微生物がある。 

 

 

感想 

私は今回の研修で、特に万能細胞と微生物につい

て興味がわいた。この 2 つが、今まで有効な治療法

が無かったパーキンソン病や ALS、アルツハイマ

ー病などの病気の治療法になるかもしれないと聞い

て、とても感動し、微生物はあまり普段の生活で意

識したことはなかったけれど、私たちの生活に密接

に関わっているのだと感じた。また、理化学研究所

の職員の方が私たちに説明して下さったとき、とて

も楽しそうに、いきいきしていて、本当にその分野

が好きで、研究が楽しいのだな、と思った。私も、課題研究をしているので、理化学研究所の職員の

方々のように研究が本当に楽しいと思えて、もっとその分野が好きになれるように頑張りたいと思っ

た。 理化学研究所の皆様、貴重な経験とお話、ありがとうございました。 

 

参考文献 

公益財団法人渋沢栄一記念財団 

https://www.shibusawa.or.jp/eiichi/eiichi.html 

他 

 

 

 

 



防災科学技術研究所レポート 
岡本 向夏 

＜災害の現状＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊被害地震…被害の種類や程度に係わらず、何らかの被害を及ぼした地震のこと。大きな被害を及ぼした

地震は、海溝型地震では約 20 年に 1 度、内陸の活断層で発生する地震では 10 年に 1 度の割

合で発生している。 

 

＜現在の災害対応に関する課題＞ 

１．前提条件の不一致 

 →1995 年の阪神・淡路大震災をもとに今日の日本の災害対応のスキームは整備されてきたが、社会の

変化に伴い、その方法では上手くいかないことが多くなってきた。原因は主に 3 つある。 

    原因①少子高齢化による避難所での相互扶助や自治の崩壊・自治体職員の減少 

    原因②経済の低迷による支援の質の低下・ボランティアの変化 

    原因③想定される災害(マニュアル・避難訓練)と現状災害との違い 

２．公助の限界 

 ①自治体職員の人手不足  

  →必要な知識と情報を持つ人材が適切に配置されていないということが起きている。 

 ②人手不足による自治体職員の業務の煩雑化・複雑化(物資対応) 

  →支援物資が届いてもそれを仕分けし配分するのが困難であり、それが必要な人に届かないという

状況にある。また、個々の事情に合わせた物資を何万人分も、何年も保管する場所が用意するのが

難しいため、行政はきめ細やかな支援を出来ずにいる。 

 ③人手不足による自治体職員の業務の煩雑化・複雑化(要援護者対応) 

  →高齢化に伴い避難行動要援護者は増加しており、また、多様化している。たとえば、災害時には、

自力で移動できない要援護者を迅速に避難所へ移動させる必要があるが、それを実現するための

具体的なしくみもリソースも不足している。 

 

図１ 日本付近で発生した主な被害地震 

   平成 28 年以降 

図２ 日本付近で発生した主な被害地震 

   平成 18 年～平成 27 年 



＜主な研究施設・実験施設＞ 

○E-ディフェンス 

実際の地震と同じ三次元の揺れを再現できる世界最大の実大

三次元振動破壊実験施設。15ｍ×20ｍの震動台に最大 1200ｔの

構造物を載せ、実際に起きた地震を再現できる。 

○大型耐震実験施設 

構造物の耐震安全性向上に貢献するため、様々な構造物の実物

や大型模型の振動実験を行っている。 

○地震津波火山ネットワークセンター 

陸域(Hi-net・F-net・K-NET・KiK-net)、海域(S-net・DONET)

の基盤的地震津波観測網と基盤的火山網(V-net)からなる全国を網羅する陸海統合地

震津波火山観測網(MOWLAS)を安定的に運用し、様々な現象を確実に捉え、関係各

機関の観測データも含めたデータを公開し、観測データをリアルタイムで解析処理

し、より的確に情報発信をする。 

○防災情報システム 

大規模並列計算機を核とした情報基盤で、防災情報システムを運用している。 

広域複合災害への対応など分野横断的な戦略的情報発信の推進も行っている。 

○大型降雨実験施設 

毎時 15ｍｍ～300ｍｍの降雨を再現できる、世界最大の規模・能力を誇る散水装置。ゲリラ豪雨に近い

雨を降らせることが出来る。 

○積乱雲観測システム 

極端気象を引き起こす積乱雲を発生前から高精度に観測できる雲レーダー、ドップラーライダー、マイ

クロ波放射計をＸバンドＭＰレーダーと組み合わせて、極端気象の観測技術と 1 時間先の予測手法を開

発している。 

○総合防災情報センター 

防災に取り組むすべての方々の予防・対応・回復に役立つよう、多種多様な自然災害に関する過去(災

害記録)・現在(災害状況)・未来(災害予測)の情報を、情報共有システム「ＳＩＰ４Ｄ」や防災科研のクラ

イシスレスポンスサイト等を活用し、収集・整理・保管・提供している。 

 

＜感想＞ 

今までの災害の対策は整っていると思っていた。しかし、現状は課題が多くあり被災害者側の目線に立

って考えることができた。今日の日本の災害の課題に防災科学技術研究所が行っている研究や取り組み

が対応している部分が多いと感じた。そして、防災科学技術研究所が対応していない精神的な面などは行

政が速やかに対応すべきであると思う。災害が以前に比べて、あまり災害の少ない福岡に住んでいる私に

もわかるほど頻繁に、さらに大きく激化しています。だから、防災科学技術研究所もハード面でなく、ソ

フト面（衛生的な分野）においても研究を進めていく必要があると思う。 

 

 

大型耐震実験施設 

実験の様子 



上野動物園レポート 
                          久保 優音 

 
≪上野動物園を選んだ理由≫ 

 私は将来、動物看護士の資格を取り、動物園で働きたいと思っている。今までも、福岡市動物園や到津

の森公園、海の中道海浜公園、大分県のアフリカンサファリ、長崎県のバイオパーク、北海道の旭山動物

園など様々な動物園に行ってきた。しかし、上野動物園は行ったことがないうえ、日本でもパンダでとて

も有名な動物園で、研修旅行前から一度行ってみたいと思っていたから。又、今回の研修旅行の行き先の

中で、私が一番興味があったのは上野動物で、将来の夢にも繋がり参考になると思ったから。 

＊一部上野動物園と福岡市動物園を比較している（福岡市動物園は身近でよく行くから） 

≪上野動物園について≫ 

 上野動物園には、約３５０種２５００点の動物がいる。園内は東園と西園に分かれている。東園と西園

の配置は以下の通りである。 

東園：ジャイアントパンダ舎・日本の動物・ゴリラやトラの住む森・ゾウの住む森・クマたちの丘・ホッ

キョクグマとアザラシの海・歴史的建造物 

西園：小獣館・両生爬虫類館（ビバリウム）・アイアイの住む森・子供の動物園すてっぷ・キリン、カバ

エリア・不忍池 

上野動物園は、日本で注目されているジャイアントパンダや日本の動物園で唯一みられることができる

アイアイを飼育していることで有名である。 

≪福岡市動物園について≫ 

 福岡市動物園は、１０９種４５６点（２０１９年９月末）      

上野動物園のゾウ→ 

打ち分け：哺乳類３７種１８３点 鳥類５８種２１８点 爬虫類１４種５５点 

 

以上のことより、飼育動物数は 上野動物園＞福岡市動物園 となっていた。ちなみに、上野動物園には

ゾウがいたが、福岡市動物園にはゾウがいなかった。 

（平成２９年９月２７日ゾウのはな子死亡・推定４６歳） 

 

≪活動≫ 

１、動物園側からもらった観察シートを埋めに散策をした（主に動物の足について） 

２、動物の足についての講義を受けた（エゾシカ・アジアゾウ・スマトラトラ・カリフォルニアアシカ・

ホッキョクグマ・ニホンザル） 

３、自由に動物園を散策した（１で見ていない動物観察およびお土産購入） 

 

≪講義について≫ 

 飼育員さんの方が２で表記した動物の足についてお話してくださった。主に、人間の膝や足首手首、ひ

じや指、かかとなどと比較しながら説明してくださった。講義内容は以下の通りである。 

 



① エゾシカ～敵から逃げる～ 

エゾシカとは、日本列島とユーラシア東部に自然分布する二ホンシカに属する１３亜種の内、国内最大の

亜種であり、野草や木の葉、農作物などを食べているシカ科である。

（寒い冬を過ごすエゾシカ） 立派な角が生えている→メスをめぐっ

てバトルする際に使用する 

＊約一歳から生え始め、翌年の春頃に抜け落ちる。そして新しい角は

二又に生え、その次の年は三又、その翌年は四又と年を重ねるごとに

又が増えていく。 

＊大人のシカの角は六〇日ほどで、五〇～六〇センチも伸び、毎年太

く長く、大きな角に生え変わる。 

 

 

（人と犬、馬の骨の位置を表した図） 今回は、エゾシカと人の足の作りを表した図がなかったため、指

以外の作りが一緒な犬の図を用いた。 

図のように、人のかかととエゾシカのかかとを照らし合わせると、エ

ゾシカは常につま先立ちしていたことが分かった。 

つま先立ちすることで、力を一点に集中させることができ、自然界で

襲われそうになった時により早く走ることができる。 

 

 

（エゾシカの足の様子）    エゾシカの足は二本のヒズメで形成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

≪感想≫ 

初めて上野動物園に行ってみて、はじめはパンダを見たいと強く思っていたが、福岡にはいない動物が

たくさんいて、オカピーなど初めて生で見る動物たちもいてとても楽しかった。普段、動物園に行っても

動物全体を眺めて終わりだったけど、今回は動物の足に注目して見ることで今まで気づくことがなかっ

た象の足の膨らみやひづめの数、サルの足の裏には毛がないことなどたくさん知れたからとても参考に

なった。また、飼育員さんとお話できる機会はそうないので、将来の夢である方の近くでお仕事を見れ、

たくさん質問できたことがとても嬉しかった。１番驚いたことは東京という町の真ん中にホッキョクグ

マがいたことだ。普通、とても寒い地域にいるはずのクマが東京にいたことは驚きで、同時に夏の暑い季

節はどう対応しているのかが興味深いので、これから勉強していこうと思った。 

 



日本科学未来館 
太田 美咲 

 

１．展示物の紹介 

研修旅行では時間が限られておりすべて回ることが出来なかったので、ここでは私が回った展示物の

紹介を書こうと思う。 

【こちら、宇宙ステーション】 

ここでは宇宙飛行士の実験や暮らしを紹介していた。展示のされ方は、モジュールという滞在する宇宙

飛行士の居住作業の空間で、内部が地球上と同じで 1 気圧の空気で満たされているものがそのまま置か

れている（写真 1）。モジュールの中には東京出身で JAXA 宇宙飛行士の大西卓哉さんの写真や飛行記念

メダル、飛行記念パネルが飾られていたり、宇宙食のサンプル（写真 2 参照）やその他のモジュールにあ

る機械など（写真 3, 4）が置かれていた。モジュールの側面には日本科学未来館を訪れた宇宙飛行士たち

のサインがあり、たくさんの宇宙飛行士が訪れているようであった。モジュールの中は天井にも捕まる事

の出来るように手すりがついていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ともに進める医療】 

このコーナーでは先端の医療技術や未来の医療を支える基礎研究を紹介していた。文章や写真だけで

なく動画なども用いてわかりやすいようにしていた。研究用 DNA マイクロアレイという（ヒトが持つす

べての遺伝子の働きを調べるための DNA 配列が等間隔に固定されている）（写真 5）ものや、未来のア

イテム/未来のドラッグストア（写真 6）などのはじめてみたものがたくさんあった。また、医療の事がま

だ難しいこどもたちでも楽しめるパズルのような形に合った薬を選ぶゲーム（写真 7）や、VR 手術など

を体験できる機械（写真 8）があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 モジュール

写真 3 モジュール内の椅子 写真 4 モジュール内の機械写真 2 宇宙食サンプル

写真 5 マイクロアレイ

写真 6 未来のアイテム 
 ／未来のドラッグストア 

写真 7 薬を選ぶゲーム
写真 8 VR 手術体験 



【ノーベル Q－ノーベル受賞者たちからの問い】 

このコーナーでは私が生まれる前に受賞した方々から生まれた後に受賞した方々からの問いが展示さ

れていた。日本人の受賞者のメッセージを下で紹介しようと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．感想 

【こちら、宇宙ステーション】 

モジュールの中を見たことがなかったので、わくわくして入った。入ってみると思っていた通り知らな

いものばかりであった。椅子のようなものがあったが、無重力空間で座ることができるのかそれとも違う

使い方をするのか疑問に思った。 

【ともに進める医療】 

私は将来医療系の道に進みたいと思っているので、最も興味を持って見た。医療が次々進化し、たくさ

んの人の命を助けることができるようになっていっていることが感じとれました。私も他の人の命を助

けることができるような人になりたいという気持ちがもっと大きくなり、行って良かったと思いました。 

【ノーベル Q－ノーベル受賞者たちからの問い】 

ここを見たとき一番初めに思ったことはこんなにも多くのノーベル賞受賞者が協力してくれているの

がすごいと思いました。多くの受賞者が言っていた言葉の中で私が最も心に残ったものはノーベル物理

学賞を受賞された赤崎勇さんの言葉で「あなたが本当にやりたいことはなんですか？」です。これを見て

自分に問いかけてみると一応答えは出るけど、友達などを見ていると自分のしたいことをする夢に向か

って今から調べたりしているのをみて自分と比べてみて私はまだ夢に向かってまだ何もできていない事

がわかった。もしかしたら今やりたいと思っていることが深く学んでいるうちにほんとは自分がやりた

いことではなかったという事にもなるかも知れない。だから私は、少しずつでも今から現在やりたいと思

っていることに向けて準備をしていこうと思う。 

 

３．参考文献 
・日本科学未来館‐Wikipedia 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%9C%AA%E6%
9D%A5%E9%A4%A8 

・開館時間・入館料｜日本未来科学館（Miraikan） 
https://www.miraikan.jst.go.jp/m/guide/ 

・常設展｜日本未来科学館（Miraikan） 
https://www.miraikan.jst.go.jp/exhibition/ 

自然界に起る様々な現象をご自身がこれまでに得た知識でどのように説明できるだろう

か。考えてみてください。説明できないことが多いと思いますが、そこからサイエンスが

始まります。 

調べてみる、聞いてみるという中でさらに自分が知りたいことを明らかにするにはどう

したらよいかを考えてみて下さい。 

生理学・医学賞受賞 大村 智さん 


