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３－１　環境関連カリキュラムの充実
　本学では，科学・技術の力で世界に貢献するため，学生が自ら進んで学び，鍛錬する“志”を育み，卓越した専門性に加
えてリーダーシップを備えた理工系人材を養成することを目的として，2016年4月，学部と大学院とが一体となって教
育を行う6つの「学院」を創設しました。併せてクォーター制，科目ナンバリング制度なども導入され，学生が自らの興
味・関心に基づいて，広い視野の中で俯瞰的にかつ体系的に学ぶことを重視する教育を実現しています。新しい教育シ
ステムの中では，高い倫理観を育む環境関連のカリキュラムも重視されています。
ここでは，学士課程および大学院課程において開講されている，環境関連の主な授業科目について紹介します。

【学士課程の環境関連授業科目】　　　※（　）科目数

1年次
現在の地球環境問題を概観し，循環型社会・持続可能な社会形成を念頭におき，安全に対する意識向上と環境倫
理観を身につけるための講義が開講されています。100番台（1）

「環境安全論」

2〜4年次 各系での専門に応じたカリキュラムが開講されています。200番台（6），300番台（19）
主な環境関連授業科目は以下のとおりです。一部の科目は英語で開講されています。

理学院 化学系 「安全の化学」

工学院 経営工学系 「環境経済学」

物質理工学院 材料系 「環境の科学」

物質理工学院 応用化学系 「基礎自然共生科学」「環境エネルギー概論」「地球の化学」

生命理工学院 生命理工学系 「生命倫理・法規」

環境・社会理工学院 建築学系 「建築環境設備学」「建築環境計測」

環境・社会理工学院 土木・環境工学系 「社会基盤と環境-概論」「土木と環境の計画理論」「環境計画プロジェクト演
習」「水環境工学」

環境・社会理工学院 融合理工学系 「地球・地域生態学概論」「地域・地球環境概論」「エネルギー，環境，政策」
「エネルギーと環境」「資源・エネルギー工学概論」「社会環境政策概論」「環
境と社会」

【大学院課程の環境関連授業科目】　　　※（　）科目数
各コースでの専門に応じたカリキュラムが開講されています。400番台（42），500番台（16），600番台（1）
以下のコースの他にもエネルギーコース，エンジニアリングデザインコース，ライフエンジニアリングコース，原子核工学コース，
知能情報コース，都市・環境学コースでは，分野横断型の大学院課程として，数多くの環境関連カリキュラムを開講しています。
大学院課程では，講義（すべての専門科目）が英語で開講され，留学生の環境教育にも対応するカリキュラムとなっています。

電気電子コース 「環境・電力エネルギー特論」

経営工学コース 「環境経済・政策論」

応用化学コース 「環境化学」「化学環境安全教育」「環境調和触媒」「地球化学特論」

生命理工学コース 「環境微生物学」

建築学コース 「建築環境設備学特論」「環境保全工学」「熱環境の評価と設計」

土木工学コース 「水資源システム」「地盤環境工学」「水環境科学」

地球環境共創コース 「環境浄化・保全技術」「エネルギー・資源の有効利用技術」「メガシティーの
大気環境学」「地球環境システムと生態系のダイナミクス」「水資源保全論」「都
市環境学概論」「環境アセスメント」

エネルギーコース 「エネルギー基礎学理」「燃料電池・太陽電池・蓄電電池・エネルギーシステム
の最新技術」

原子核工学コース 「原子炉物理・放射線計測実験」「地球環境とエネルギーシステム」

都市・環境学コース 「都市景観論」「安全な都市環境特論」「熱環境工学基礎」
科目ナンバリング制度： 授業科目の学問分野や難易度，授業科目の関連・順序等を明示し，教育課程の体系性をわかりやすくする

ために，すべての科目に「科目コード」 を付けており，この仕組みをナンバリングといいます。
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【地球・地域生態学概論】学士課程：環境・社会理工学院 融合理工学系
 環境・社会理工学院 融合理工学系　准教授　中村 隆志

　融合理工学系では，「地球・地域生態学概論」と題して生態系に関する
講義を行っています。生態系とは，生物群集とそれを取り巻く環境を含ん
だ系を指すものであり，人間活動も含めた生物活動と環境は切っても切れ
ない関係にあります。講義の前半は座学で地球環境システムの理解や地球
規模の物質循環といったグローバルスケールの環境および生態系の役割か
ら，ローカルスケールの生態系およびそれにかかわる環境問題について俯
瞰的に学ぶとともに，人間・社会システムも含めた生態系の持続可能な利
用のあり方について議論します。後半では数名ごとの班に分かれてグルー
プワークを行います。
　今年度は，沿岸環境／生態系保全を目的としたプロジェクトもしくは沿岸環境／生態系保全との両立が課題となるプ
ロジェクトの例を取り上げ，その特徴や問題点などについて議論を行うことをテーマとしました。そして，講義の最後
にグループごとに議論した内容について発表会を行いました。グループワークの議論の中では，特にプロジェクトの概
要やプロジェクトを実施するうえでのステークホルダー間のconflictの構造と，それを踏まえたプロジェクト実現上での
諸課題などの観点を重点的に考えてもらいました。このグループワークを通して問題構造を多角的に捉えることや，そ
れを解決するために広域的・統合的な取り組みが必要になるといったことを理解する良いきっかけになったのではない
かと思います。次年度のグループワークでは，サンゴ礁生態系やそれを取り巻く環境問題などについて，サンゴ礁生態
系について楽しみながらも学べるゲームを作るといった題材で，環境教育教材を作ることにチャレンジしたいと思って
います。グループワークを通して生態系や環境問題について学生自身が楽しみながらも自主的に学べるように，更なる
工夫をしていきたいと思っています。

【環境微生物学】大学院課程：生命理工学コース
 生命理工学院 生命理工学系　准教授　八波 利恵
　地球上には様々な微生物が存在し，物質とエネルギーの循環に関わっています。
　生命理工学院では，大学院課程：生命理工学コースにおいて「環境微生物学」を開講しており，講義内容は以下のと
おりです。
1）地球表面における物質とエネルギー循環が環境に与える影響
2）微生物の機能を環境浄化，農業生産，物質生産に応用する手法
3）極限環境に生育する微生物の機能とその有効利用法
4）環境中の微生物群集の構造と機能の解析手法

　3）の「極限環境に生育する微生物」では，元国立研究開発法人海洋研究開発機構上席研究員，現NPO法人チームク
ジラ号機関長である加藤千明博士をお招きし，深海に生息する好圧生物（上左写真）などの生理・生態・その耐圧機構
や好圧生物が生産するタンパク質の特徴などを教授していただきました。また，講義の後半では，加藤博士が現在取り
組まれている社会活動についてお話をいただきました。この活動は，未来の地球を担う子供たちの健全育成を目的とし
て，小・中・高校生などの子供たちに対して，自然科学教育に関する事業を行われているものです。本講義では， “海洋
環境問題とその対策”についての活動を紹介していただきました。現在世界中で取り上げられているプラスチックゴミに
よる海洋汚染についてのお話です。深海で見つかったプラスチックゴミ（上右写真），被害を受けた生物，また海に流れ
出たプラスチックからマイクロプラスチックに至る生成過程など，写真・実験データを交えて教えていただきました。
さらに，プラスチックを分解する微生物のスクリーニングについてもお話をいただきました。学生にとっては，地球規
模で取り組まなければならない環境問題を学ぶとともに，微生物の限りない可能性を知るまたとない機会となりました。
　学生は，終始熱心に話に聞き入り，また，講義終了後も質問する学生が多く見られました。本学で学んだ学生が大学
院課程を修了した後，社会に大きく貢献できる人材となることを願うとともに，今後も単に知識を教授するだけではな
く，常に社会との接点を考えながら授業を行っていきたいと思います。

「地球・地域生態学概論」講義の様子

深海に生育する
カイコウオオソコエビ

深海で見つかった
プラスチックゴミ
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【環境・安全推進室の環境教育】
　環境・安全推進室では，毎年4〜5月に実験系の研究室お
よび新規採用者を対象に，本学の安全・環境保全についての
基本的な考え方，意識の向上を目的として「環境安全衛生講
習会」を実施しています。環境保全については，関連法令，
化学実験で発生した廃液・廃棄物の分別方法，実験系廃水へ
の化学物質の混入防止のための注意点など，具体例を示して
講習を行っています。2018年度は，大岡山・すずかけ台両
キャンパスで計3回実施し，計813名が受講しました。さら
に，受講後に環境保全についての理解度を確認するため，e-
ラーニングの確認テストに研究室で1名以上合格することを
義務づけました。
　化学物質を使用する修士課程の新入生に対しては，「大学院講義―化学環境安全教育第二」の中で，さらに学士課程の
化学系の学生に対しても環境保全に関する講義「安全の化学」を行っています。その内容は，下水道法，土壌汚染防止法，
PRTR法，マニフェスト制度などについて，本学の実情と関連づけて講義しています。これにより，学生が環境汚染を身
近な問題として認識し，環境保全についての素養を備えることを目的としています。

　本校における環境教育の取り組みは，科学技術に関する専門教科「工業」を通じて，科学技術と環境の関係を理解し，
科学的な視点で環境を捉える姿勢を育成することを目的に授業を展開しています。

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，2018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，生徒たち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，一部を紹介し
ます。

応用化学分野
「担持金属の異なる光触媒性酸化チタン（Ⅳ）膜を用いた二酸化炭素還元の生成物比較」，「環境要因が与える微
生物の成長への影響に関する研究」，「食品廃棄物を用いた水環境の改善〜カキ殻を用いた水質の浄化〜」，「N-
イソプロピルアクリルアミドを基材としたpH応答性ゲルの合成」

情報システム分野 「トリガ無し音声認識を実装したスマートハウスシステムの開発」，「孤独死防止のための高齢者見守りサービ
スの研究」，「住み続けられるまちづくりへの一提案〜IoTによる都市部の緑化〜」

機械システム分野 「自律移動型ごみ箱の開発」，「圧縮空気を貯蓄し利用する機能を備えたパワーアシスト自転車の製作」，「坂・
段差を上るオムニホイールロボットの開発」，「盲導犬ロボットの開発」 

電気電子分野
「離れて暮らす高齢者と家族を繋げるシステム〜ドアの開閉を用いた安否確認〜」，「視覚障がい者のための旅
行補助装置の製作」，「都市水害を未然に防ぐ水位測定器の研究〜非接触型水位測定器の製作〜」，「食品ロス
削減のための賞味期限管理システム」，「階段安全サポーター〜階段転倒事故減少システムの製作〜」

建築デザイン分野「コンクリートの中性化とそれにおける鉄筋のさびについての研究」，「準防火地域に建てられた木造住宅の外装
材料についての分析」，「仮設住宅におけるコミュニティ形成の提案」，「貝殻の骨材への有効利用に関する研究」

２．「グローバル社会と技術」の中での取り組み
　本校の学校設定科目「グローバル社会と技術」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年生に共通するテーマとして，「科学技術」と「環境」の関係について図を書かせ，その関わりを理解
させると共に，環境に配慮した科学技術者の育成を目的としています。2018年度も，「ペットボトルからみた環境」お
よび「地球のエネルギー収支からみた環境」という授業を行いました。テキストの改訂により教育目標を明確にし，「持
続可能な社会の構築」を目指した科学技術を育成することを目指しました。

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，2018年度も株式会社ディ・エイチ・シー・東京の見学を実施
しました。技術部長の吉川貴美男氏他のご協力により，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説明いただき，その後2班編
制で見学を行いました。

附属科学技術高等学校　http://www.hst.titech.ac.jp/

2018年4月16日�東工大蔵前会館
くらまえホールにて開催の様子

株式会社ディ・エイチ・シー・東京の
見学の様子（2019年2月28日）

３－２　附属科学技術高等学校における環境教育
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　普段，私たちが当然のように口にしている水。人体の60％以上を占め，生命維持には欠かすことができません。
もし喉が渇いたら，日本では簡単に「安全な水」を飲むことができます。一方で，発展途上国のような衛生環境が
整備されていない地域では「安全な水」は希少な存在であり，川や池，野ざらしの井戸などから汲んだ水を飲むし
かないこともあります。しかし，多くの場合，そのような水は食中毒菌に汚染された「危険な水」です。
　食中毒菌の中でも特に危険なものの一つが，腸管出血性大腸菌O157などに代表される「病原性大腸菌」です。こ
れに感染すると下痢を伴う腹痛を起こし，重症の場合は脱水症状に陥ります。発展途上国では，栄養不足で免疫力
が低下した小児の間で重症化することが多く，死に至ることも少なくありません。さらにO157のような強毒性の大
腸菌の場合，腹痛以外にも重篤な合併症を引き起こす可能性があるため，日本を含めた先進国においてもその感染
予防対策が進められています。しかし，それでも日本国内の感染報告数は年間4,000件（無症状病原体保有者を含
む）にも上り，死者を含む集団感染が度々発生しています。
　以上の背景から，近年，病原性大腸菌の感染予防は益々
重要となっています。私たちの研究室では，そのような観
点から病原性大腸菌が持つ「胃酸耐性システム」の研究を
行っています。病原性大腸菌の主な感染経路は，それらが
混入した飲料や食物を摂取してしまう経口感染ですが，こ
の過程で，病原性大腸菌は必ず胃酸に曝されることになり
ます。胃酸は強力な酸であるため，ほとんどの微生物はこ
こで死滅します。しかし，恐るべきことに病原性大腸菌は

「胃酸耐性システム」により，生きたまま胃を通過してしま
うのです。このシステムは，普段は発現しておらず，胃酸
に曝されるなどして周囲のpHが酸性化すると発現します。
　私は，特にこの「胃酸耐性システム」が周囲のpHに応答
して発現することに興味を持ち，そのメカニズムの解明を目
指しています。これまでの研究では，4,600ある大腸菌全遺
伝子の発現パターンを解析し，周囲のpHによって発現が変
動する遺伝子を見出してきました（図1）。さらに，その中
から「胃酸耐性システム」の発現をコントロールしていると
考えられる重要な遺伝子を発見し，今まさに，大腸菌が胃に
到達したときにどのようにして胃酸への耐性を獲得するの
か，その謎の一端を解明できる段階に差し掛かっています。
　将来的に，本研究成果を応用して病原性大腸菌の「胃酸
耐性システム」の発現を人為的に阻害できるようになれば，
胃酸による殺菌を促進することで感染を予防できるのでは
ないかと期待しています（図2）。

和地研究室　http://www.celltech.bio.titech.ac.jp/

３－３　在学生からのメッセージ

「病原性大腸菌に備えられた『胃酸耐性システム』の解析」

生命理工学院 生命理工学系 生命理工学コース
和地研究室 博士課程2年　神田　健

図1　周囲のpH変化に伴う大腸菌全遺伝子の発現パターンの解析

図2　本研究により期待される病原性大腸菌の新たな感染予防策
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　私たちが暮らしている日本列島では，毎日どこかで地震が発生しています。その多くは揺れを感じない小さなも
のですが，しばしば甚大な被害をもたらす大地震が発生します。2011年東北地方太平洋沖地震や2016年熊本地震
などは皆さんの記憶に新しいでしょう。また，日本列島には111の活火山が存在しており，2014年御嶽山噴火のよ
うな人的被害を伴う火山噴火が度々発生しています。噴火で放出される火山灰によって，交通網の麻痺，精密機器
類の故障，呼吸器系の疾患などが引き起こされることもあります。このように，地震活動や火山噴火は我々の生活
環境に直接的な影響を及ぼす自然現象ですが，現在の知識ではこれらの発生を実用的なレベルで予知（予測）する
ことは不可能です。将来的に予知を実現するためには，地震活動の舞台であり，マグマが通過・滞留する地下の構
造について理解を深めることが必要です。しかし，地下を直接見ることはできません。例えば天文学では，可視光
や電波を用いて遠方の天体を観察できますが，私たちの足下にある地球内部を同様の方法で観察することはできま
せん。

　そこで我々は，電磁波の代わりに地震波を用いて地下構造を探っています。研究室のテーマは，「地震波を使って
地球内部を視る」です。日本列島には1,000点以上の地震観測点が整備されており，列島のほぼ全域を覆う稠密な観
測網が敷かれています。それらの観測点で観測された地震波形は，地震波が通過してきた経路（媒質）の情報を含
んでいます（図1）。皆さんが理科の教科書などで目にした地震波形は，断層運動で放出されたシンプルな波が，伝
播する過程で様々な影響を受け，複雑に変化したものだったのです。これら地震波形をコンピューターで解析し，
媒質に関する情報を抽出することで，地球内部の詳細を明らかにします。
　私は地震波形から得られる情報のうち，「地震波減衰」に注目した研究を行っています。減衰は，地震波が伝播す
る際に振動エネルギーが媒質に吸収されることで生じる現象で，主に地下の温度や流体の存在を反映する指標の一
つです。例えば，地下に温度の高いマグマが存在すると，そこを通過してきた地震波形は大きく減衰します。大量
の地震波形を解析し，地下の3次元的な減衰構造を推定することで，マグマと考えられる減衰の大きい領域が地下深
くに存在すること，その領域が火山の直下まで連続していることなどが分かりました（図2）。今後，イメージング
の空間分解能を向上させていくことで，もっと詳細な地下構造を得ることができるでしょう。このような研究を地
道に積み重ね，我々の持っている知識を少しずつ増やしていくことが，地震，火山噴火の不安を少しでも軽減し，
我々の生活環境をより良いものに変えることに繋がると考えています。

「地震波を使って地球内部を視る」

理学院 地球惑星科学系 地球惑星科学コース
中島研究室 修士課程2年　柏木　広和

中島研究室　http://www.geo.titech.ac.jp/lab/nakajima/index.html

図1　中島研究室の研究内容

中島研究室：地震波を使って地球内部を「視る」

震源過程地球内部構造観測波形

散乱・減衰 断層運動により
地震波が励起

内部構造の情報を抽出

 地震，火山活動を理解するために，
地震波を使って地下構造を解明．

 地震学，地質学，岩石学といった
諸分野の知識を総動員．

内部構造の影響で
波形が複雑化

図2　�富士山を通る測線における地震波減衰構造。�
暖色系の領域ほど減衰が大きいことを表す。
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自然電力株式会社　http://www.shizenenergy.net/
「自然電力のでんき」　https://shizendenryoku.jp/

　私が自然電力に入社するきっかけは，博士課程時代のドイツでの研究でした。私は，再生可能エネルギー（再エネ）
の政策を研究していたため，「再エネと言えばドイツ！」という思いからドイツに渡航し，行政機関，環境NGO，再エ
ネの事業者へのアポ取り・訪問・インタビューを繰り返すという飛び込み的な研究活動をしていました。私の依頼を快
諾してくれたjuwi（ユーイ）という世界トップレベルの再エネ会社から「日本に自然電力というパートナーがいます」
と教えてもらったのが自然電力との出会いでした（自然電力と
juwiはジョイントベンチャーを2社設立しています）。まさに
ご縁でした。
　自然電力は，「自然エネルギー（再エネ）100％の世界をつ
くる」ことを掲げ，太陽光・風力・小水力等の再エネ発電所の
プロジェクト開発，資金調達，EPC（設計・調達・建設），
O&M（運営・保守），それら再エネ由来の電力の販売を一貫し
て行っています。先に述べたjuwiとの協業もそうですが，自然
電力の特徴として「多様性」があり，国籍，性別，年齢，バッ
クグラウンドの多様性が組織力を高めるというカルチャーから
くるものです。例えば国籍については，海外からのインターン
も含み（過去2年間で10か国以上，約40名のインターンを通
年で受け入れ）累計約20か国のメンバーが自然電力グループで勤務しています。この多様性は自然電力の強みであると
ともに，さらに組織を成長させていていくドライバーになると考えています。
　私は現在，風力発電所のプロジェクト開発（具体的には，地権者及び地域からの合意，環境アセス，許認可手続，資
金調達等）を担当しています。プロジェクトを客観的に観察し，よりよい政策や計画を「提言」する研究者としての立
場から，今は事業の当事者としてよりよいプロジェクトを考え「実現」していく立場へと変化しています。この変化に

は多くの挑戦を伴いますが，新しい視点から得るものは多く非
常に学びが多い毎日です。よりよいプロジェクトを実現するた
めの自然電力の取り組みの一例として「1% for Community®」
というコンセプトがあり，例えば私がプロジェクト開発に関わっ
た佐賀県唐津市の風力発電所においては，その発電所の売電収
入の1％を地域農業に還元する事業計画としています。発電所を
つくるだけではなく，それを維持するための仕組みや地域コミュ
ニティ，地域産業のことまで考えることを「エネルギーデザイ
ン」と呼び，自然電力のミッションとしています。

　2011年6月に3人から始まった自然電力グループは，現在約200名を超えるメンバーが，それぞれの経験や知識・技
能をもとに多岐にわたる業務についています。私個人としても，また自然電力としても，再エネのプロフェッショナル
として，よりよいプロジェクトを創造し，また業界や地域社会を活性化し続けられる存在として貢献できるよう，引き
続き切磋琢磨していきたいと思います。

３－４　卒業生からのメッセージ

「研究者から事業者へ」

自然電力株式会社
風力・水力・バイオマス事業部　畦地　啓太 さん

筆者経歴
2009年3月 東京工業大学 工学部 電気電子工学科 卒業
2012年3月  東京工業大学 大学院総合理工学研究科  

環境理工学創造専攻　修士課程修了
2013年4月 日本学術振興会特別研究員DC2・社会科学

（〜2015年3月）
2013年8月  ドイツベルリン自由大学 環境政策研究

（〜2014年2月）センター客員研究員
2015年3月  東京工業大学 大学院総合理工学研究科  

環境理工学創造専攻　博士後期課程修了
2015年3月 自然電力株式会社入社

自然電力グループ全体研修写真（2018年6月）

自身がプロジェクト開発に関わった
佐賀県唐津市湊風力発電所と自然電力のメッセージ


