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　本学では、毎年6月の環境月間に外部から講師をお迎えし、様々な観点から環境問題について
考える講演会を開催しています。
　2012年度の「環境月間特別講演会」では、大岡山キャンパス・すずかけ台キャンパス（中継）
において、名古屋大学 減災連携研究センター教授 福和伸夫氏をお迎えし、「被害地震と歴史に
学ぶ足下からの地震対策」と題してご講演いただきました。この先起こるであろう震災の対策
について、先人たちがたどった道とその記録を詳細に検証し、人間の行動特性を踏まえ対応を
とることが重要であり、仮説と理論を軸とした対応に目が行きがちな現在の震災対策に警鐘を
鳴らしました。
　また、本学産業医の長尾啓一氏の講演では「環境と健康」と題して、環境と健康との密接な関係、
何気なく行われている小さな環境破壊が人体に与える影響、また喫煙による健康被害について
も警告し、あらためて地球環境保全活動の重要性を考えさせられる有意義な講演となりました。

　本学では、毎年健康及び衛生に対する認識を新たにし、より一層の職員及び学生の健康の保
持増進を図るとともに、研究教育に係る業務能力及び研究教育環境水準の向上に資することを
目的として、健康・衛生週間（2012年10月1日～ 10月7日）を実施しています。2012年度は、
10月5日に大岡山キャンパスにおいて「禁煙」をテーマに奈良女子大学 教授・京都大学医学部
附属病院禁煙外来 内科医 高橋裕子氏をお迎えして「健康・衛生週間特別講演会」を開催しまし
た。「禁煙外来へようこそ」と題した講演では、受動喫煙による健康被害、ストレスのない禁煙
をサポートする禁煙外来の紹介、誤った禁煙方法等についてご講演いただき、特に、受動喫煙
を防止する具体策については、受講者からも質問がよせられ、関心の高さが窺えました。
　また、本学の産業医 長尾啓一氏による「これで良いのか、キャンパス内喫煙」と題した講演
では、タバコの有害性とキャンパス内における健康面、衛生面、火災の危険等の観点から調査
した指定喫煙所の状況、あり方について指摘され、今後の学内・外における受動喫煙防止対策
のヒントとなる内容で、盛況のうちに終了しました。

　本学では、全構成員を対象に毎年春に安全衛生及び環
境保全に関する方針や現実的対応の習得、研究室等にお
ける事故・災害の未然防止や環境配慮の知識、それらの
活動を促進するとともに、研究室の安全衛生の向上及び
循環型社会形成への貢献等を推進することを目的として
講習会を開催しています。
　2012年度は、健康管理に関するプログラムを追加
し、実験に関する安全オリエ
ンテーションでは、化学物質・
高圧ガス・レーザーと個別に
テーマを設定して、開催しま
した。

　12月26日環境エネルギーイノベーション棟（EEI棟）
において薬品（溶媒）を使用している研究室を対象に「薬
品庫取扱いに関する説明会」が開催されました。
　講習会では、大学マネジメントセンター長谷川教授に
よる「薬品・危険物の使用全般に関するガイダンス」、大
学院理工学研究科化学専攻前田和彦准教授、森本樹助教
による「EEI棟構内での薬品の管理・運用」「薬品庫の使
用方法」等テーマ別に薬品を効率よく適正に管理するた
めの具体的な指導、説明
がされ、活発な質疑応答
が交わされました。

第5章　持続可能な社会の創生への人材育成

5－1  講演会・講習会
「環境月間特別講演会」 参加人数　77名

「健康・衛生週間特別講演会」� 参加人数　80名

「環境安全衛生講習会・研究に関する安全衛生講習会」「薬品庫取扱いに関する説明会」

本学産業医　長尾啓一氏

奈良女子大学 教授
京都大学医学部附属病院
禁煙外来内科医

高橋裕子氏

名古屋大学教授　
福和伸夫氏
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学部では
　全学生に向けて、科学と技術の視点から地球環境問題を理解し、環境と安全性に関する基礎的な知識を習得するとと
もに科学技術者としての倫理観を備えることを目的とした講義を、環境教育科目、文系科目及び総合科目として実施し
ています。また、少人数の学生を対象に文系ゼミ（環境・外交・政策）を開講しています。

1年次 環境教育科目 「環境安全論」

2年次 文系基礎科目 「環境・社会論」

3年次 総合科目 「有害化学物質と現代社会」 「環境計画と社会システム」

　このうち、環境教育科目である「環境安全論」は、地球と人類が共存するために求められている“持続可能な社会”
を思考できる科学技術者となるための基礎的環境教育を行うことを目的としています。また各学科において、専門に基
づいた、環境・安全に関する講義、化学物質の取り扱い、環境保全プロセス、物質とエネルギー変換、環境アセスメント、
環境計画など、環境関係講義、演習、実験を開講しています。

例えば

「地球環境科学」　（機械科学科・機械知能システム学科　1995年開講）
「安全の化学」　（化学科　1996年開講）　
「エネルギー・環境学」　（機械宇宙学科　2005年開講）
「プロセス・環境管理」　（経営システム工学科　2005年開講）
「環境の科学」　（無機材料工学科　2008年開講）
「環境アセスメント論」　（土木・環境工学科　2008年開講）
「環境政策・制度論」　（国際開発工学科　2009年開講）
「環境エネルギープロセス概論」　（化学工学科化学工学コース　2012年開講）

などがあります。

5－2  環境関連カリキュラムの充実

環境安全論「地球環境問題について」国際開発工学科・国際開発工学専攻　日野出 洋文教授の講義の様子

　本学は理工系総合大学の旗手として、21世紀の文明を創生するために欠かすことができない、地球環境
との調和を十分理解し、地球と人類が共生するという思想を持った科学者・技術者を育成し、社会に輩出
しています。
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大学院では
　全学生を対象として、地球規模の環境問題及び都市・人間環境に関わる諸事項の把握と今後の展開について、環境関
連４専攻の教員によるオムニバス方式の総合科目「環境論」を開講しています。その他、各専攻において専攻の特色をもっ
た環境問題に関する講義や専門家を養成する講義、ゼミを開講しています。とりわけ、必須科目として設定しているも
のに、環境理工学創造専攻の「環境アセスメント」と「環境学の基礎」があります。
　2012年度の環境関連科目は90科目が開講され、「化学環境安全教育」の196名を筆頭に1,731名が単位取得しています。
また、エネルギー関連科目も25科目が開講され、「グローバルCOEエネルギー エネルギー・デバイス」の204名を筆頭
に1,060名が単位取得しています。
　新たに設置された環境エネルギー協創教育院では、環境とエネルギーの両分野において高度な専門性を有し、時空間
的にその形態を変えていく問題を複眼的視点から判断できる俯瞰力、的確かつ迅速な自立的課題抽出・解決力、及び国
際的リーダーシップ力を兼ね備え、イノベーションを牽引できる2S×3E時代を担う人材を養成することを目的に、異分
野協創・産官学協創・国際連携協創の三つの協創を軸に効率的かつ機動的な修士・博士の一貫教育を実施しています。
同教育院には、38名（修士4名、博士34名）がコース編入しています。

【環境関連分野の修士・博士修了者】
　環境計画、保全・管理、環境リスク評価、環境経済・政策、エネルギー科学技術、資源の循環利用、省エネルギープ
ロセスの開発、廃棄物安全化技術などの分野を研究テーマとした博士課程及び修士課程修了者を輩出しています。特に、
総合理工学研究科においては、化学環境学専攻が博士10名・修士44名、環境理工学創造専攻が博士21名・修士35名、
人間環境システム専攻が博士5名・修士42名と多数の修了者を輩出しています。
　また、その他の研究科における環境関連分野をテーマとした博士課程修了者は、理工学研究科、情報理工学研究科、
社会理工学研究科、イノベーションマネジメント研究科合わせて13名、修士課程修了者は、理工学研究科、情報理工学
研究科、社会理工学研究科合わせて67名となっています。

環境系専攻　修了者数

修士

化学環境学専攻 人間環境システム専攻環境理工学創造専攻

博士 修士 博士 修士 博士

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

2012年度

60

50

40

30

20

10

0

（人）

47

39

47

51

44

1

8

7

8

10

39

44

44

47

35

7

18

10

14

21

46

37

43

46

42

4

8

6

3

5
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3．「先端科学技術入門」の中での取り組み
　授業の一環として、2012年度も株式会社ディ・エ
イチ・シー・東京の見学、講演と演習を実施しました。
  まず、技術部長の横田英靖氏に本校においで頂き、
地域冷暖房やコージェネレーション、スマートエネル
ギーネットワークなどについて講演いただきました。
　その後2班編制で見学・演習を行いました（2013年
2月18日実施）。現在、田町駅東口北地区の東側エリア
に、「スマートエネルギーセンター」の設置が予定され
ています。今後は、本校近隣の施設も含めた環境教育
を考えていく計画です。

　2012年度も東日本大震災の教訓を活かし、学校全体で節電に取り組みました。

5－3  附属科学技術高等学校における環境教育の取組

1．「課題研究」での取り組み
　本校の基幹的授業科目である「課題研究」では、
2012年度も分野を問わず環境やエネルギーに関係す
る研究テーマが多く見られ、生徒達の環境やエネルギー
に対する興味・関心の高さを窺うことができました。
以下に、その一部を紹介します。

応用化学分野
「タンタル酸ナトリウムによる水分解の検討」、「芝浦運
河の珪藻と水質Ⅱ」、「ゼオライトの合成と評価」

情報システム分野
「ポータブル点字打ち込み機の製作」

機械システム分野
「UAVの製作と実用化」「Quadcopterの開発と観測型
無人航空機としての有用性」

電気電子分野
「ソーラー発電太陽追尾システムの比較実験」

建築デザイン分野
「煉瓦建造物への耐震補強の提案」、「病院建築における
防災拠点としての空間構成」

2．「人と技術」の中での取り組み
　本校の学校設定科目「人と技術」の中で、第1学年
次に「環境と人間」と題した授業を行っています。科
学技術を志す1年生に、環境について考えさせるとと
もに、環境に配慮した科学技術の育成を目的としてい
ます。以下に、この授業の取り組みの主旨を示します。

① 　環境に関する多くの情報について、科学的な視点
で捉えることが大切であること。

② 　新しいエネルギーの開発と同時に、作ったエネル
ギーをどのようなシステムで、どのように使うかが
大切であること。また、リサイクルだけでなく広い
視点で物質の循環を捉え、資源の有効利用について
考えることが大切であること。

③ 　「持続可能な社会の構築」を目指した科学技術であ
ること。

4．安全・地域連携
　5月に1年生を対象として、東京工業大学都市地震工
学センター特任教授 梶秀樹先生から、災害時に於ける
帰宅困難者の問題、本校の避難の現状、地域避難、学
校が避難場所になった場合の対応についての講演をし
ていただきました。
　7月には、2年生を対象として、三田警察署スクール
サポーターの方から、違法薬物についての講演と、ビ
デオ放映をしていただきました。

㈱ディ・エイチ・
シー・東京の見学

11月9日に実施され
た防災避難訓練

附属科学技術高等学校
http://www.hst.titech.ac.jp/
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「ワンダーフォーゲル部」
　ワンダーフォーゲル部では、夏は、登山・沢登り、冬には、クライミング、バックカントリースキ―、徒歩旅行等四
季を通じて様々な活動を行っています。夏の沢登りでは、滝の水を浴びながら登り、川を泳ぎ、時に滝壷へ飛び込み暑
さを忘れます。冬のバックカントリースキ―では、辺り一面銀世界のなか山頂まで登り、木々の間をすり抜けるように
して滑り降ります。

　このように、山は一年を通じて私たちに喜びを与えてくれます。喜ば
しいことに近年は、登山ブームにより登山者が増加しています。しかし
一方ではそれに伴い、マナーが悪化しているといわれています。
　私は、登山中に幸いにもごみを見かけたことはありません。
　これは、ごみのポイ捨て＝山の環境悪化ということが目に見えてわか
るため登山者が環境負荷に注意を払っているということと、もし落ちて
いた場合は、意識的に拾っていることが理由ではないかと思います。

　また、排水に対する意識が欠けているということもよく言われていま
す。登山中、排水は下水処理せずに流してしまうか、持ち帰るしかあり
ません。流された排水は、川へと流れ込みます。この排水による環境へ
の負荷は計り知れません。たとえば、調理後の油を1ml流してしまった
場合、魚が生存できる状態に戻すためには、200l以上の水で希釈しなけ
ればなりません。山は水源であり、水源を汚してしまうということはそ
れよりも下流すべてを汚すということに他ならないのです。そこで私た
ちは、調理方法を工夫し、排水を出さないよう努力しています。具体的
には、無洗米を使用し米のとぎ汁を出さないことや、鍋を洗わずに済む
ような食事を作るといったこと、廃油は拭き取りごみとして持ち帰ると
いったことなどです。

　ワンダーフォーゲル部として、過去に何度も合宿を行ってきた北海道、
知床国立公園でも「知床半島先端部地区利用の心得」が作られ、禁止事項
や立ち入り禁止区域が制定されました。本来であればそのようなものが

無くとも、私たちが動物・植物たちの居住地域にお邪魔させていただいている部外者であるという意識があれば自然を損
ねることはないでしょう。日ごろ地球は私たちのものであるかのように思いがちですが、あくまで私たちも自然の一部で
あることをゆめゆめ忘れてはならないと思います。
　ワンダーフォーゲル部としては、自然環境に対する謙
虚な気持ちを忘れずに活動し、その活動を通して、環境
を保全する意義について周囲に伝えていきたいと考えて
います。

（生命工学科3年　吉田　圭祐　記）

5－4  サークル活動

北アルプス　槍ヶ岳を望む

部員一同　(東京都　奥多摩　雲取山にて)

大学から2時間の葛葉川にも自然が残る
（神奈川県 丹沢 葛葉川にて）

ワンダーフォーゲル部Blog
http://tsubakura2999.blog65.fc2.com/
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「 自動車部 」

　自動車部では、自動車整備工場・運転教習用コースと様々な車両を持ち、自動車を教材とする研究活動を通じて、
環境問題に対し実践的な演習をしています。

1．環境負荷低減技術の開発
　自動車部では、主に自動車において環境負荷を低減する技術研究を行っています。

1－1．ハイブリッド車・電気自動車の開発
　既存の車両を電気自動車やハイブリッド車に改造すること
を通じて、省燃費で高性能な自動車を研究開発しています。
2012年度から引き続きモーターの開発・製作を行っていま
す。2013年度中にレース活動に実践投入し、様々な性能試
験を行ったうえで、2014年度には改造の公認を受け、公道
を走れることを目指します。
　また、ハイブリッド車に搭載するガソリンエンジンの燃費
向上に関する研究も進め、総合的な省エネルギー自動車を目
指します。

1－2．ディーゼル車の排気ガス浄化
　大学公用車のバスに排気ガスを浄化する改造を施し、国の
指定機関である（公財）日本自動車輸送技術協会の試験にお
いて、メーカー純正の状態ではNOx・PM法に適合できない
車両を、ユーザー自身が同法に適合させた第1号となりまし
た。
　また、DPFフィルター（ディーゼル車の排気ガスに含まれ
る粒子状物質を捕集し浄化するフィルター）のメンテナンス
システムを、民間企業に開発協力しました。

2－1．環境への深い教養を身につけるために
2－1－1．整備や運転から学ぶ環境
　自動車は、その時代の工学技術の結晶です。また、その時
代が自動車に要求したことを如実に反映しており、時に環境負
荷が高くあったこともあります。そして現在は、環境意識の最
も高い製品であるとも言えます。
　古今東西の様々な年代や会社の製品を知りつくし、使いつ
くすことで、当時の目的や性能を如何にして達成したかという、
技術者魂まで学ぶことができ、その軸の1つとして、自動車と
環境問題の生の歴史を体感しています。

2－1－2．ものつくりから学ぶ環境
　社会における開発者の位置付けを意
識した時、例えばメンテナンス側への
配慮を怠れば、結果的に高い技術を盛
り込んだ製品を世に送り出すことがで
きなくなります。
　自動車部では、社会構造の中での開発
者が、産業のレベルを上げていくために
配慮すべきことを考え、その1つとして、
生産してから廃棄に至るまでの環境負荷
という課題を研究テーマとしています。

2－2．環境意識の高い人材を育成するために
2－2－1．レース活動
　日々忙殺される苦しい状況の中でも努めて情報を集め、未来について冷静に判断し、
やりくりをするマネジメント力。持てうる力や時間・資金などでその時発揮できる最大
のパフォーマンスをできる能力。結果を出していけるチーム力。レース活動を通じてこ
れらの能力を養うことで、常に環境側面も配慮し、積極的に行動できる人材を育成します。

1－3．車両の低騒音化
　部で使用している自動車から発生する騒音を抑制するため、
低騒音な吸排気管への改造や、制振材料や吸音材料を用いた
部品の製作・交換を行っています。
　また、燃料や潤滑剤に高品質なものを使用し、エンジンの
騒音低減を図っています。

2．人材の育成、社会への輩出
　自動車部では、大学という教育機関の課外活動団体として、部員の人格形成・自己成長を助けることで、人材育成
をなすことが第一と考えています。技術者や科学者として社会に出たり、さらに深い研究活動を進めるための正課だ
けでは培えない教養を補完し身につけるために、自動車を教材と位置付け、様々な活動を行っています。

自動車整備工場 バス排ガス試験

第8回全日本学生フォー
ミュラ大会
オートクロス部門3位

耐久レース学生賞受賞
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3．その他の環境側面における環境負荷の低減活動
　その他さまざまな環境負荷を低減する活動をしています。

3－1．緑化・緑地の維持
　教習用コースでは緑化
を維持し、大学内の緑地
を確保しています。また、
刈った夏草を乾燥させ藁
状にし、冬季に緑地の地温
維持に活用しています。

3－2．エネルギーの使用
　電力使用を抑制するため、工場の天井にFRPを用いた透明
部分（トップライト）を多用して太陽光照明とし、晴天時の
昼間には電灯を使用していません。
また、揚貨装置など電動工機の一部を人力式に置き換えてい
ます。暖房には、自動車から廃棄される廃油をクリーンな方
法で熱源としています。

3－3．環境中への化学物質の移行
3－3－1．大気中への排出
　部で使用している車両の排気ガスを、テスターを用いて定
期的にチェックしています。塗装や洗浄工程においては、環
境負荷の低い溶剤に置き換えています。

3－3－2．廃水中への排出
　工場の廃水には油水分離槽を設置し、定期的に洗浄してい
ます。清掃作業では、環境負荷の低い洗剤を使用しています。

3－3－3．化学系廃棄物の発生・処理・搬出
　化学系廃棄物は、品目ごとに分別し、環境・安全推進室で
適切に処理しています。
　廃油を燃料として寄付しています。使用済みの冷却液の一
部を再生し、使用しています。

3－4．資源の消費
　書籍・書類の電子化を進めています。
　各機器・自動車の適切な定期整備により、長寿命化と環境
負荷を最小限とする保守管理を徹底しています。
　部で使用している教習車の教官用油圧ブレーキを、順次、
機械式ブレーキに改造し、廃液を削減しています。
　車両や機器に使用するオイル類・冷却液は長寿命型を使用
しています。
　トナーはメーカーが回収を行う再生可能品を使用していま
す。
　徹底した物品の耐震対策で、東日本大震災でも落下物・破
損物ゼロを達成しました。

3－5．一般廃棄物の発生・処理・搬出
　徹底した分別を行っています。金属類は物質ごとに、廃棄
物業者に引き渡し、リサイクルしています。古紙や段ボール
もリサイクルのための分別・回収を徹底しています。

2－2－2．事故防止の徹底
　事故は、環境負荷の大きな要因となり得ます。
　実際の運行・整備などでは、自分たちの行動に大きな責任
が伴います。運行中の安全を担保し、整備不良による事故は
絶対に起こさないという信念の下、責任を肌で感じ、応えて
いく活動をすることで、また、大学や仲間の看板を背負って
恥ずかしくない行動を心がけることで、信頼される人材を育
成します。

2－2－3．健康意識の醸成
　作業環境に存在する危険から身を守ることも重要視してい
ます。作業時は、法令に定めるところはもとより、資格や体
調について点呼をし、適切な保護具を使用、作業・運行時間
の管理を徹底しています。これらを当然視することで、レベ
ルの高い就業環境を実現する人材を育成します。

自動車部運転練習コース

　自動車部を支え、活動の機会を与えてくださる皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
　さらなる発展を目指してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

（自動車部 主将　二宮　崚　記）

東京工業大学 自動車部
http://www.titac.jp/
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　学勢調査は、本学における教育改善や施設建設・整備、学内サー
ビス向上と言った大学の事業に学生の声を取り入れ、本学をより
魅力ある大学とすることを目的とした全学的アンケート調査です。
学勢調査は本学独自の取り組みであり、国勢調査になぞらえて「学
勢調査」と名付けられました。
　学勢調査は、2004年の試行を経て、2005年より本格実施とな
り、学生が分析と提言を行うシステムとなりました。今回の「学勢
調査2012提言書」は、このシステムとなってから4回目となります。
過去3回の調査では、学生の意見を大学側に伝えた結果、講義室の
改修、電子掲示板の設置、リフレッシュルームの拡充、コンビニエ
ンスストアの出店などが実現されました。また、本調査での意見
交換等により、教職員の意識改革も進みつつあり、教職員と学生
のすれ違いや不満足を解消する役割を果たしつつあります。

　他大学でも我々のような調査は行われています。しかし、それらと決定的に違うのはアンケートを考えることも、それ
らを集約してまとめて大学に提言することも、すべて東京工業大学に在籍している学生が行っているということです。そ
れにより、本学の学勢調査はアンケートに答える学生にとっても、回答していただいたアンケートを集約してまとめ提言
する我々学生スタッフ自身にとっても、未来の大学の在り方を大学運営の素人である学生が考える数少ない機会のひとつ
です。このような機会を得られたことにより、学生が考えている大学の諸問題について関心が高まりました。それに加え、
大学の様々な部署にお話しを伺いに行き、教職員の皆様が、今の学生はもちろんなのですが、未来の学生のために様々な
ことに取り組まれていることを知ることができ、東京工業大学はこれから益々良くなっていくのだろうと感じました。

　現在は、本学だけではなく他大学においても、学生が大学運営について議論をしたり、
考えたり、提言したりする機会はほぼありません。これからも学勢調査を続けていくこ
とにより、大学が改善されていくだけではなく、学生が主導となっている活動なので、
大学をはじめ身の回りの出来事について深く考え、様々なことに自主的に活躍する学生
が増えていくであろうと考えます。僕自身もこの学勢調査をきっかけに、様々なことに
積極的に参加していくつもりです。

5－5  在学生からのメッセージ

理学部化学科

木口研究室　学部4年　金　相殷
（東京工業大学 学勢調査2012学生スタッフ代表）

学勢調査

全体ミーティングの様子

完成した提言書の表紙

教育推進室　学勢調査結果
http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/
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　「世界からプラスチックが消えたならば、私達が過ごしているような快適な社会はもはや成り立たない！」と断言できる
ほど社会に浸透したプラスチックですが、現在のプラスチックの多くは石油などの化石燃料に由来する原料から合成され
ているため、“このまま” では遠からずプラスチックを使えない社会が訪れます。また、石油由来プラスチックは焼却処分
時の二酸化炭素排出に起因する地球温暖化や、自然界ではほとんど分解されないことに起因するごみ問題など便利さのみ
ならず多くの問題を抱えています。
　“このまま” を打ち壊し、やがて訪れるプラスチックが使えない社会を回避するために私達の研究室では『微生物を工場
として用い、自然界で分解する（生分解性）プラスチックを合成する』研究を行っています。

　一部の微生物は、人間で言う脂肪の代わりにある種のプラスチックを体内に蓄積してエネルギーとして用いています。図
1にプラスチックを体内に蓄積した微生物の電子顕微鏡写真（白い部分がすべてプラスチック）及びそこから作られた製品
の写真を示します。このプラスチックは生体内でエネルギーとして利用される物質であるため、自然界に存在する微生物に
より水と二酸化炭素まで分解されます。（図2）また、合成の際もある種の微生物に糖や植物油などの天然材料由来の餌を
与えるだけで合成可能です。これらの特徴から、『微生物を工場と
して用い、生分解性プラスチックを合成する』ことで図3のような
環境調和型サイクルが創生できます。このサイクルならば化石燃
料を用いずにプラスチック製品を生産し、かつ自然界でほとんど
分解されないプラスチックごみの排出をなくすことが可能です。

　現在、この環境調和型サイクルを実現する上で問題となってい
るのが「微生物を用いたプラスチック合成コストが高い」ことと

「得られたプラスチックの物性が石油由来プラスチックに劣る」こ
とです。当研究室では、このプラスチックの生合成経路を人工的
に改変するなどの手法で生産性や物性の向上を行い、本プラスチッ
クの汎用化を目指しています。実際、当研究室と企業の共同研究
成果から微生物由来の高物性プラスチックの実用化が進みつつあ
ります。

　私自身はこのプラスチックを合成する際に働く生体触媒（酵素） 
の反応効率向上に関する研究を行っています。
　私のこれまでの研究でこの酵素の反応効率を向上させる因子を
いくつか見出しており、これらの因子の導入・制御による生産性
の向上や高物性化を進めています。これと合わせて反応効率向上
のメカニズム解析も行っており、これらの知見が本プラスチック
の普及、ひいては便利な社会と循環型社会の両立を成し遂げるた
めの橋頭堡となることを目指して研究を進めています。

大学院総合理工学研究科　物質科学創造専攻

柘植研究室　博士2年　牛丸　和乗

微生物がプラスチック工場に！　
－環境調和型プラスチックの普及を目指して－

図1　生分解性プラスチックを蓄えた微生物の
電子顕微鏡写真（左）とその製品例（右）

図2　生分解性プラスチックの分解の様子
（日本バイオプラスチック協会HPより）

図3　本研究が目指す環境調和型サイクル

柘植研究室
http://www.iem.titech.ac.jp/tsuge/
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周辺環境制御による屋外文化財の保存対策

経歴

1995年4月　東京工業大学第6類　入学
1999年3月　東京工業大学工学部土木工学科　卒業
2001年3月　東京工業大学大学院情報理工学研究科
	 情報環境学専攻(建設系)修士課程	修了独立行政法人 国立文化財機構

東京文化財研究所 保存修復科学センター

主任研究員　森井　順之

5－6  卒業生からのメッセージ

　私が2001年より所属している東京文化財研究所では、文化財に関する情報収集や発信、美術工芸品（絵画・彫刻など）
や無形民俗文化財（伝統芸能・民俗）に関する基礎研究、文化財の保存修復研究、海外の文化財専門家養成などを行って
います。そのなかでも保存修復科学センターは、文化財保存修復のナショナルセンターとして、文化財の材質調査、劣化状
態やその原因に関する調査、また修復材料や技術に関する調査を行っています。
　タイトルにある「周辺環境制御による屋外文化財の保存対策」について説明します。
文化財建造物や遺跡などは露出状態で展示されていることが多く、風雨や温湿度変
化など屋外環境の影響を強く受けます。私たちには、対象となる文化財において、周
辺微気象の観測結果から劣化を引き起こす環境要因を解明し、さらには劣化防止策を
講ずることが求められています。現在私たちは、大分県臼杵市にある国宝及び特別史
跡・臼杵磨崖仏（磨崖仏…自然崖面に直接彫刻された石仏、写真1）において、近い
将来実施される新しい保存修理事業のため必要な調査研究を行っています。そのうち、
タイトルにあるような「周辺環境制御」について、私が関わっている事例を紹介します。

【磨崖仏表面の凍結防止】
　臼杵磨崖仏では過去、10年に1度の大寒波到来時に磨崖仏の表面が凍結し、その後大規模な崩落が起こっています。私
たちは原因解明のため、現地に気象ステーションや温湿度データロガーなどを設置し観測を行いました。その結果、現在
設置された覆屋（磨崖仏の保護施設）のおかげで、温湿度ともに外気に比べて安定しており良好な保存環境ではあるので
すが、年に十数日程度、覆屋内気温がわずかとはいえ氷点下となるなど、凍結のリスクが未だ残されていることが明らか
となりました。また、凍結が起こりやすい時期に、超音波風速計を用いて覆屋内の気流を計測した結果、覆屋内の気温低
下は北側からの冷たい風の浸入によるものが明らかとなりました。
　そこで私たちは、年に十数日程度の凍結リスクを軽減するため、覆屋の開口部にテント生地のロールカーテンを施工し、

予報等で翌朝の気温低下が予想される場合の夜間のみ、ロールカーテンを閉め
て冷たい風の浸入を防ぐことを考えました。臼杵磨崖仏の一部分であるホキ石
仏第二群の覆屋にて実験的に施工し、超音波風速計や温度計を用いて現地観測
を行った結果、閉鎖した覆屋は開放したときに比べて3℃程度気温が高く、ロー
ルカーテンによる覆屋閉鎖は凍結防止に効果があることが明らかとなりまし
た。2013年より、臼杵磨崖仏では覆屋改築工事が行われており、臼杵磨崖仏
のなかにある他の3つの群においても同様の施工が行われる予定です。
　このように、「凍結」という周辺環境が引き起こす問題に対して、過去は合
成樹脂による石材の強化など直接文化財にさわる対策が施されていましたが、

現在では、周辺環境計測を行うことで劣化要因を特定し、それらを周辺環境の改変により制御することで、文化財そのも
のに手をかけず劣化速度をより遅くする方法もとられています。

　みなさまには、今まで通り興味深く文化財を鑑賞していただきたいですが、もし時間があるようでしたら、このような
文化財を保護するためにとられている対策などについてもご覧いただき、より一層文化財に興味を持っていただければと
考えています。

写真1　臼杵磨崖仏（ホキ石仏第二群）

写真2　覆屋閉鎖による凍結対策

東京文化財研究所
http://www.tobunken.go.jp/


