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第６章　社会貢献活動

６－１　公開講座・学園祭等

公開講座等
　本学では，一般を対象とする公開講演会や自治体・小学校等と協力して，環境に関する情報提供等を行っています。

■公開講演会等
　以下の公開講演会等において，環境に関する諸活動の紹介があり，いずれも盛況となりました。

「大田区民講座」（2016年5月～6月）
　この区民講座は20年ほど前に開催されていた旧応用物理学科公開講座が基と
なっており，18年前より東工大と大田区の共催で行われています。今年は5月～
6月の毎週水曜日の夜，「私たちの社会や生活を支える科学技術・知的インフラ」
という主題で6名の教員による講座が開催されました。退職後の新たな知的活動
を楽しまれる方，仕事帰りの方が中心ですが，大学生や高校生も多く，極めて幅
広い層が参加し，講師の先生方も熱気あふれる講義で参加者も交えて活発な議論
が行われました。

「AEARU 第6回エネルギー・環境ワークショップ」（2016年8月26・27日）
　8月26～27日に大岡山およびすずかけ台キャンパスにおいて，世界で必要とされ
る持続可能なエネルギーを太陽光から作り出す「次世代太陽電池」をテーマに
「AEARU　第6回エネルギー・環境ワークショップ」が開催されました。AEARUの
参加校である東アジアの研究型大学18校から研究者と学生が参加しました。1日目
は大岡山にて講演会が行われ，2日目はすずかけ台にて参加学生による環境とエネル
ギーのポスターセッションおよび研究室訪問があり，研究についての情報交換を進
めることによりエネルギーや環境について深く考える機会となりました。

2日目に行われたポスター
セッションの様子

「大岡山健康講座」（2016年9月13日）
　リベラルアーツ研究教育院と東急病院との共催で，大岡山駅の周辺地域や東急沿線にお
住いの方々を対象に「大岡山健康講座」を開催しました。当日は200名の参加があり，よ
く噛むことの重要性，健康のためにできること，自宅で簡単にできる！簡単エクササイ
ズ！の3つの切り口から健康について考えました。

■イベント

「高校生バイオコン・教材で遊ぼう2016」（2016年10月22日）
　「高校生バイオコン」は，高校生たちが独自のアイディアで小中学生向けのバイオ
教材を開発し，その出来栄えを競うコンテストで学生サークル 東工大バイオ・クリ
エイティブ・スタッフが運営を担当します。今回は8校15チームが参加し，趣向を
凝らした教材やプレゼンテーションに会場は大いに沸きました。
　また，「教材で遊ぼう」では小学生をはじめとする来場者が実際に開発教材で遊び
ながら体験学習し，お気に入りの教材に投票します。その結果は順位にも反映し，
学外の審査委員の投票も併せて上位3チームが決定しました。

ブースに展示された教材
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工大祭・すずかけ祭

　本学の学園祭である「工大祭」（2016年10月8日，9日開催）および「すずかけ祭2016」（2016年5月14日，15日
開催）では，研究室等の協力のもと学内のみならず地域住民の方，小・中・高校生を対象とした環境に関する様々な展
示・イベントが行われました。

■工大祭（大岡山キャンパス）来学者43,300人

　工大祭2016は，「様々な色を混ぜ合わせて無限の色を作り出すパレットのよう
に，様々な個性が混ざり合うことで無限の可能性を生み出せるような場所であっ
てほしい」という思いをこめてテーマを「Palette」として開催しました。
　以下に環境に関するイベントを紹介します。

「スーパーコンピュータTSUBAME2.5」を一般公開しました。
　TSUBAME2.0の3.5倍となる17ペタフロップス（単精度）へと大幅増強された東京工業
大学のスパコンTSUBAMEは，本学の学生・教員が利用しています。同時に100社以上の
産業利用・ものづくりに貢献しており防災，環境，医療などの領域での活躍が期待されて
います。

研究室では
「流れを科学する」 工学院機械系　店橋・志村研究室
　最先端のレーザ計測とスーパーコンピュータを用いて航空機エンジン内などで生じて
いる現象の解明，エンジンの高効率化と低環境負荷を目指す研究で，人間の目では直接
観察が困難な乱流や燃焼現象を展示で紹介しました。

「太陽電池男～SOLARMAN～」工学院電気電子系　山田・宮島研究室
　エネルギー問題が脚光を浴びる中で，安全でクリーンな発電ができる太陽電池の魅力
を太陽電池マンがわかりやすく説明しました。 太陽電池マン

■すずかけ祭（すずかけ台キャンパス）来学者3,180人

　すずかけ祭では，研究室公開をはじめとするイベントを通じ，環境に関する最先端の研究
活動をわかりやすく紹介しました。以下に研究室公開の一部を紹介します。

研究室では
「環境にやさしいものづくり～その決め手はゼオライト～」
　化学生命科学研究所・物質理工学院　野村研究室

「無限の可能性をもつ極限環境微生物　三角菌に会いに行こう！」
　生命理工学院　中村（聡）・八波研究室

「環境交通工学の世界～自転車シミュレータ，自動車シミュレータに乗ってみよう～」
　環境・社会理工学院　屋井研究室

「水の今を知り，水とともに生きる－水環境研究の最前線を紹介します」
　環境・社会理工学院　木内研究室・中村研究室

　そのほか，博物館すずかけ台分館では，東工大発のエネルギー・環境・
バイオ・材料・情報・機能機械分野の新技術をパネル，模型，映像で説
明，装置を用いた体験コーナーでより理解を深めていただきました。ま
た，「女子高校生のための研究室ツアーinすずかけ祭2016」では，参加
女子高校生に化学・材料，電気電子・情報等11研究室の中から3つの研
究室を見学してもらい，環境分野を含む研究紹介が好評を博しました。

研究室公開展示

女子高校生のための研究室ツアーの様子

TSUBAME2.5
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６－２　学生の環境保全活動

ネパール農村部でのバイオ炭プロジェクト

国際開発サークル　バイオ炭プロジェクトチーム
工学部 国際開発工学科 学士課程4年　黒部 笙太

　ネパール国内の農村では，ガスや電気の普及が十分に進んでいないため，近隣の森林から木材を伐採し，薪として利
用している農村が多く存在します。
　キャンプファイヤーなどを想像すると分かるように，木材を直接燃焼させると目に沁みる煙が発生します。ネパール
は標高が高い地域が多く，夜間は冷え込むため，暖をとるためにもかまどが室内に設置してあります。そのため，一度
調理を始めると屋内中に煙が拡がってしまいます。
　この煙による喘息などの気管支系の病気によって，沢山の人々が苦しんでおり，世界では年間430万人が亡くなって
いるとWHO（世界保健機関）は発表しています(WHO，2012)

　私が大学2年生の頃，ネパールの農村部に滞在した際，滞在していた家の娘さんが調理の度にゴホゴホと咳き込み，涙
を流して苦しんでいるのを見て衝撃を受けました。
　そこで私は，所属している国際開発サークルの活動の一環として，友人たちとチームを組み，ネパール農村部でのバ
イオ炭生産プロジェクトを開始しました。それぞれのメンバーが異なる専門分野や得意分野を活かして活動しています。
チームメンバーは以下の通りです。

理工学研究科 国際開発工学専攻  博士課程2年
 Rajali Maharjan

環境・社会理工学院 融合理工学系 博士課程1年
 Vicka Kharisma

理工学研究科 国際開発工学専攻 修士課程1年
 Keshav Raj Pokhrel

環境・社会理工学院 融合理工学系 修士課程1年
 Yusuf Fadian

環境・社会理工学院 融合理工学系 修士課程1年
 澤村 新之介

環境・社会理工学院 第6類 学士課程（GSEP）1年
 Supatat Pongpattanayok

　バイオ炭はトウモロコシの芯や，サトウキビの搾りかす，家畜の排せつ物など，生物由来の有機性資源に空気の出入
りを制限した状態で250℃以上の熱を与えることで生産できます。バイオ炭は土壌の改良や資源の効率的な利用，環境
汚染の是正に役立てることが出来ます。（Lehmann, J., and Joseph, S, 2015)
　現地でも手に入るドラム缶の内部で農業廃材を燃焼させ，揮発成分や分解性生物からなる木炭ガスを発散させる事で，
農業廃材を炭化することができます。その後それらを，粉砕・混合・圧縮・成型・乾燥させることでバイオ炭を生産す
る事ができます。このバイオ炭は現地でも作成できる幾つかの装置と知識があれば，農村部の女性でも生産することが
出来ます。
　村民が既存の伐採した木材を直接燃焼する方式から，このバイオ炭を燃料として使用する方式に移行することにより，
健康被害の削減と木材伐採量の減少を実現することを目標としました。

国際開発サークル（IDAcademy）のネパールバイオ炭プロジェクト
チームが，環境教育に関する顕著な活動への顕彰および環境保全・
環境啓発に寄与する新しい企画への支援を行う「第23回コカ・コー
ラ環境教育賞」（公益財団法人コカ・コーラ教育・環境財団主催，読
売新聞社，コカ・コーラ環境ハウス協力，文部科学省，環境省後援）
の次世代支援部門において，優秀賞を受賞しました。
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　国際開発サークルは「技術を通じて社会に貢献する」を団体理念に掲げ，学生主体で活動している東京工業大学の公
認サークルです。インドでの安価で高機能な義足の開発や，ケニア農村部におけるバイオ炭生産プロジェクト，フィリ
ピン都市部でのコンポスト導入プロジェクト，など様々な国で技術を通じた社会活動を行ってきました。

1) World Health Organization(2012):Burden of disease from Household Air Pollution for 2012，P1.
2) Lehmann，J.，and Joseph，S. (2015). Biochar for Environmental Management: An Introduction. In: Biochar for 
Environmental Management - Science and Technology，2nd edition. J. Lehmann and S. Joseph (eds.). Routledge，P2.

 国際開発サークル：http://idacademytokyotech.org/

東工大VG（学生ボランティアグループ）の環境保全活動

　2016年度の東工大VG（ボランティアグループ）は，活動の一つとして今までの
東北物産展に加え，2016年4月14日にあった熊本地震を受けて熊本物産展も開催し
ました。この活動は，震災の復興支援として2013年のホームカミングデイから行っ
ており，地元の特産品を取り寄せ東工大内で販売し，売り上げをそのまま地元にお
送りするというものです。震災を受けた被災地の復興を願い支援すると同時に，震
災の記憶を風化させないという狙いもあります。2016年度は，5月に行われたホー
ムカミングデイと10月に行われた工大祭の2つのイベントで物産展を行い，合計で
約12万円分の商品を売り上げました。また，ホームカミングデイでは熊本への義援
金の募集も行い，8,019円が集まりました。

　これらの活動を通じて，「身近なところで復興支
援活動に間接的にでも協力できる機会があってうれ
しい」という声を何名もの方から頂戴し，活動を継
続していくことの大切さや支援活動へのハードルを
下げることの重要性を改めて感じました。

　東工大VG発足のきっかけである東日本大震災から6年が経ちました。震災関連のニュースがメディアで取り上げられ
る機会は減り，人々の関心も薄れているように感じます。そんな状況だからこそ，このように大勢の目に触れる場所で
参加しやすい支援活動を展開することは有意義であると考えます。また，支援という面だけでなく防災意識の向上とい
う意味でもこれからも活動を続けたいと思っています。

東工大VG：https://www.facebook.com/TitechVG

　2016年の夏休みにメンバー5人でネパールに渡航し，バイオ炭に関連した政府機関やNGOを訪問しました。また，農
村にも2週間程滞在し，煙による健康被害の認識やバイオ炭の需要などの聞き取り調査を行いました。ネパール出身の仲
間の通訳に非常に助けられました。バイオ炭の生産実験も実際に行い，最終日には女性コミュニティに生産方法を教え
るワークショップを開催し，必要な装置を譲渡しました。
　今回の滞在における活動を通じて得た実験結果や調査結果をもとに，今後もさらなる活動を進めていきたいと思います。

薪を用いた調理前後の屋内の大気汚染の様子 バイオ炭生産実験の様子

東工大VG代表から義援金8,019円を本学
の義援金事務室へお渡ししました。

ホームカミングデイ当日の様子と工大祭の様子

調理前 調理後
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　多岐に渡る班活動の筆頭は，オープンキャンパスと工大祭にて行われた参考書の再利用でした。事前にメンバーから
大学受験時に使用した不用の参考書を回収し，訪れた受験生と保護者の方にメッセージを添えて配布しました。
　ゴミ拾いは3回，武蔵小杉駅周辺および東工大北地区周辺で行いました。風が強く寒さが厳しかったですが，その分定
期的なゴミ拾い活動の大切さを実感することができました。
　水質調査班のメンバーは，多摩川の現状を調べた後実際に多摩川の2箇所に於いて水質調査を行いました。当日は天気
に恵まれ，簡易水質調査キットを用いた化学的調査と網等を用いた生物学的調査を並行して行いました。取得したデー
タを基に多摩川の水質状況について考察し，レポートを作成しました。水質調査は2017年度も継続予定です。

　森林班のメンバーは，日本の森林保全状
況を調べていました。その流れで，8月に
つくば市の森林総合研究所を訪問し，森林
保全の概況を伺いました。日本の森林の抱
える問題は，いかに乱伐を防ぐかといった
ことではなくどう保全のサイクルを回して
行くかである，と教わりました。

　エネルギー問題に関心を持っていたメンバーは，バイオマス・エネルギーを研究されている吉川邦夫先生の研究室を
訪問しました。新技術が社会に浸透して行くためには経済的説得性の有無が重要であるという事を教わりました。訪問
後に訪問報告書を完成させて行く中で，実際にバイオマス・エネルギーの経済的説得性を概算しました。
　また，2月には上智大学で開催されたエネルギー関連のイベント「次世代エネルギーワークショップ2017」に参加しました。

■環境プロジェクトの活動をとおして
飯田　美歩（4類，水質調査班）

　私は，水質調査班の一員として1年間活動してきました。前半は水質調査を目標に活動し，後半
にその調査結果に対する考察を行いました。活動の目標を見失うこともありましたが，調査結果に
ついてメンバーで考察しているうちに様々な興味が湧いてきて「勉強する楽しさ」を学ぶことがで
きました。またメンバー全員が会議の進行の仕方を学び，意見を主張するようになったと思います。
これからもメンバーと共に水質調査活動を継続していく予定です。

環境プロジェクトの環境保全活動

　環境問題を学び行動するという目標の下，2016年7月に「環境プロ
ジェクト」を立ち上げました。
　初年度は，1年生約18名が全員で集まって環境問題の勉強会をする傍
で，関心のあるトピック毎に班活動を行いました。おおよそ月2回のペー
スで行われた全体での勉強会では，大気汚染・地球温暖化・ゴミ問題な
ど重要なテーマについてディスカッションやディベートをしました。事
前に課題を設定してレポートを持ち寄ったり，図書館内で参考資料を探
す時間を設けたりして，より質の高い論議を模索しました。

環境プロジェクトの集合写真

勉強会の様子
（低炭素社会を実現するには）

参考書のリユース
（オープンキャンパス）

キャンパスの美化活動
（大岡山キャンパス）

一橋大学のイベント「ごみ拾いは夢拾い
～ITの力でポイ捨てを解決～」に参加

森林総合研究所に訪問の様子 すずかけ台吉川研究室訪問の様子
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宮崎 翔（7類，水質調査班）
　9月に一橋大学公認サークルの国立あかるくらぶと共同で，一橋大学周辺地域のゴミ拾いを行い
ました。国立あかるくらぶが作成したゴミ拾いアプリを使い，タバコから車のミラーまで様々な
ゴミを回収し，その後，ゴミの落ちていた場所や原因に関して考察したうえで，今後のゴミのポ
イ捨てに対する解決策を出し合いました。白熱した議論を行うことができたため，非常に実のあ
る経験となりました。多くの人と触れ合い様々な意見を聞くことで，自分の学びたい分野の幅を
広げることができたと思います。

糸川 海斗（4類，エネルギー班）
　エネルギー班では，班員が各々興味あるエネルギー供給源について調べ理解を深めることが主
な活動で，より詳しく知りたいと思った分野については研究室に訪問させていただいたりもしま
した。1年間活動していく中で，新たな知識を得たこともそうですが，様々な興味を持つメンバー
と共に活動することで自分だけでは気付かなかった事や出来ないことがあるのだと知ることがで
きたことが最大の収穫だと思います。メンバーと共に研究室訪問をし，そこで得られた知識の実
現可能性について議論することは大変ですがとてもやりがいのある活動でした。

屋嶋 悠河（環境プロジェクト代表）
　昨年の活動を通して私自身感じたことは，環境問題を理解するための横断的素養および自分
の思考を発信し他者の意見に耳を傾ける能力が重要であるということです。この点については，
他のメンバーにも共感してもらえるところが大きいと思います。来年度はこの学びを生かして，
各個が関心を持つ分野を十分に学習しながらお互いにコミュニケーションを図り，横断的素養
の獲得に努めたいと思っています。

環境プロジェクト：https://www.facebook.com/TokyoTechEnvironmentalProject/

６－３　構内事業者の取組
　東京工業大学生活協同組合（東工大生協）では，2015年度に引き続き環境に配慮した事業活動を行いました。
以下に2016年度の主な環境配慮活動を紹介します。

　・ 大岡山とすずかけ台にて「トナーの日
（毎月17日）」を設定し，使用済トナー4
本回収につきリサイクル用紙（500枚）
と交換するリサイクル促進活動をしまし
た。（トナー価格も25％オフとしまし
た）

生協食堂では
・ 大岡山キャンパスの生協食堂で作ったお弁当をリサイクル容
器（リリパック）で提供をしました。

・食堂や購買でエコバシを使用しました。
　「エコバシ」とは？　間伐材や端材，植林木を使用した割り箸
のことで，森林を育てることに役立っています。広告料の一部
を「緑の募金」に寄付して植林活動や森林保護に役立てる活動
に協力しました。

・ 食堂で提供する中華麺類のスープ量を変更（減量）しました。2015年版日本人の食事摂取基準で，1日当たりの塩分
摂取量の目安が減塩の方向で見直されたこと，また中華麺類の飲み残しスープに含まれる油脂等が排水に影響を与え
ることを考慮したことが主な変更理由です。具体的には，これまでスープ量500ccを360ccに変更しました。

東京工業大学生活協同組合：http://www.univcoop.jp/titech/

使用済トナーとカートリッジの回収の様子

食べ終わったらフィルムをはがして容器を再利用できる
リリパック


