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本冊子に関するお問い合わせ
担当：久保田好美 (BAP, 0to1)
Email: yoscimi@gmail.com)

2011 年 1 月～2011 年 3 月

四季報は年４回発行する , いろいろな科学コミュニ
ケーションをしている団体をつなぐ情報誌 . 文系・理
系の学問を伝えることを目的としている全国で活躍
中の学生団体のさらなる交流を目指している .
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東大の留学生を対象とした出張授業プロジェクト「BAP for 
International Student 」(BAP for IS) の最初の授業が４月 13日に
無事成功しました。
BAP for IS の始動
昨年９月頃から、BAPの活動に興味
を持ってくれる留学生が現れていま
した。そのうちの一人に出張授業を
やらないかと声をかけてみたら、ぜ
ひやりたいという反応があった。そ
れをきっかけに、新しく留学生を対
象にした支援が始まりました。それ
がBAP for IS です。

講師第一号はマレーシア人
やりたいと手を挙げてくれたのは、
マレーシアから留学してきたシアン
さん（理学系研究科 M2）でした。
シアンさんは、日本の大学（最初は
京都大学）に留学し、それから素粒
子の研究を続けています。６年以上
日本に住んできたため、日本語も流
暢で、最初の講師としては、非常に
助かりました。

出張授業の受け入れ
シアンさんの高校との交渉は、スム

ーズに進みました。特に、シアンさ
んが積極的に動いてくれたこととも
ともとシアンさんと先生のつながり
が強かったことが、実現に向けて大
きく貢献しました。また、その先生
も出張授業に強い興味を持っていた
だき、卒業生が高校生に学問の面白
さを伝えに戻ってくることに意義を
感じてくれたようです。
さらに、実際に授業を受けた生徒も
興味津々に授業を聞いてくれたよう
で、とても満足のいく結果となりま
した。

出張授業内容
シアンさんの授業は以下の内容で実
施されました。
実施日…4月 13日
場所…マレーシアペナン島 出身校
対象…高校３年生（理系）約 140人
時間…約 60分
タイトル…A Brief Introduction of
               Particle Physics

内容…日本での大学・大学院生活
　　　質疑応答
　　　素粒子実験の研究に関して
言語…英語、中国語

今後の課題と展望
シアンさんの授業が成功できたこと
で留学生も出張授業をしたいという
ニーズがあることに手応えを感じて
います。課題としては、ホームペー
ジや資料の英語化を促進し、日本語
ができない人（特に現地の先生）に
も活動がわかるようにすることや、
旅費をいかに確保するかがあります。
一方で、第二弾が来年の１月に予定
されており、その実施を通じてさら
なる改善と発展に望みたいと思いま
す。

周りに出張授業をしたい留学生がい
ましたら、ぜひ紹介してください。

　　　　　　　　　文責　似内遼一

BAP 活動報告　2011年 1月 -４月
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ＣＡＳＴは、ドラマ「ガリレオ」の実験を監修、テレビ『世界一受けたい授業』にも何回も出演しておられる滝川洋二先生と、

岩波書店の雑誌「科学」元編集者の林衛先生が開講されていた東大教養学部でのゼミの受講生が中心となって出来

たサークルです。 

科学イベント 

学園祭や各地のイベントで、体験型実

験や展示、サイエンスショーなどを組み合

わせた企画を出展しています。 

昨年の東京大学五月祭では、約四千

人の方が来場し学内グランプリでも３位入

賞など大好評でした！また、フジテレビ「とく

ダネ！」でも単独企画として紹介されました。 

サイエンスドラマショー 

科学について楽しみながら学べるような

ステージ、サイエンスショーを行っていま

す。実験を組み合わせ、ストーリーに沿っ

て、時にはユーモアも交えつつ科学に関

する事柄を紹介します。 

日本科学未来館や電力館、東大の安

田講などでの上演実績あり！ 

私たちは、科学の面白さや身近さ、奥深さなどを子どもから大人まで多くの方々に

わかりやすく伝えることを目標として、実験開発やサイエンスショー、出張授業や科

学イベントの開催など様々な活動を行っています！ 

←団体公式のメールアドレスはこちら 

ホームページもぜひご覧ください（「東大ＣＡＳT」で Google検索！） 

出張理科教室 

 駒場キャンパスの隣にある駒場小学校
の放課後に毎月出張実験教室を行ってい

ます。依頼があれば、各地の小中学校や

市民講座、地域の祭りなどで実験実演＆

解説をしています。 

メールマガジン 

ＣＡＳＴのイベント情報や楽しい科

学情報を発信するメールマガジン「Ｃ

ＡＳＴ＠ＮＥＴ」を月一回程度配信し

ています。登録希望の方はホームペー

ジからどうぞ！ 

info@ut-cast.net 

http://ut-cast.net/ 
Twitter：@ut_cast 
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現在ＣＡＳＴがもっとも時間と労力をかけて
いるのが、東大で年２回ある学園祭への企画
出展です。今のところ、主にブース企画を出展
しています。2010年11月に行われた駒場祭では、
「状態変化」「クロマトグラフィー」「万華鏡工作」
などをテーマとしたブースがありました。普段目
にする現象や、聞いたことはあるけどよく知らな
い話などを分かりやすく実験を交えながら説明
し、子供から大人まで幅広く楽しんでもらえるよ
うにしています。興味を持ったお客さんが深い
質問をしてくることも。今年の五月祭(5/28・
29)では、ブースの他に、屋外のステージで大規
模実験を行うサイエンスショーも実施します！

学園祭企画の準備は３ヶ月以上前
から始まります。やる実験や扱うテーマ
を大まかに決め、企画書を作ります。そ
して、企業に電話をかけ、企画書を送り、
協賛金をだしてくれる企業を探します。
企画内でお客さんに配布するパンフ
レットには、実験の詳しい解説と、協賛
企業の広告を載せます。学園祭企画
でかかる費用は、企業からの協賛金で
賄われています。

CASTの学園祭企画はあちこちで評価さ
れています。小学校のPTAの方が学園祭
でCASTを訪れ、CASTに出張授業の以来を
くださることもあります。また、去年の五月祭
では、朝日新聞やフジテレビ「特ダネ」から
取材を受けました。さらに、投票により学園
祭での優秀企画を決める企画で、駒場祭
では部門別３位を、五月祭では部門別・総
合共に３位を、それぞれ受賞しています。
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「サイエンスショー」とは、実験を組
み合わせ、ストーリーや時にはユーモ
アも交えつつ科学に関することを紹
介し、楽しみながら学んでもらえるよう
なステージのことです。
実験開発はもちろん、シナリオや演

出も考えます。出演するのも自分たち
です。ストーリーのあるサイエンス「ドラ
マ」ショーでは、観客を上手く引き込む
ようなストーリー作りも行います。

2009年度夏学期のゼミ生が中心となって作られたサ
イエンスショー「宇宙観（そらみ）る」では、宇宙研究の最
先端（暗黒物質・暗黒エネルギー）について簡単な実験
を組み合わせながら説明しました。大好評で、今までに
数々の再演を重ねています。
また、今年の２月にお台場の日本科学未来館で上

演した「プロジェクトEarth～明るい未来大作戦!!～」は、
初のCASTオリジナルの、本格的なサイエンスドラマ
ショーでした。環境破壊によって荒れ果てた未来の地球
を救うために2011年にやってきた主人公が、環境を守ろ
うと現代の人々に訴える……というストーリーの中で、実
験を交えながら楽しく科学に親しめるステージにしまし
た。

その他にも、小学校などからの依頼で楽しい実験を披
露するショー形式のイベントを行うこともあります。テーマ
も、「空を飛ぶもの」や「光通信」など、様々です。
多くの観客の前でステージに立って実験を行い、驚きの
声や拍手を浴びたとき、入念に仕込んだネタがうけたと
きの達成感はまさに格別です！
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科学イベントへの出展や、外部の団体と協力してのイベント
企画などを行っています。
昨年の５月には立川青年会議所の方々と一緒に、小学校の

体育館で科学イベント「世界一行きたい立川科学広場」を開催
しました。
CASTからは総勢30種類ほどの実験を紹介しました。50kgの

コーンスターチを使った、液体の上に立つ実験や、液体酸素を
使った実験など、CAST が今までできなかったような実験も青年
会議所の方のご協力のおかげで体験してもらうことができました。
また、８月には幕張メッセで行われた「モノづくり体感スタジア

ム2010」で朝日新聞ブースを担当し、工作を交えたブース実験
を行いました。様々な企業のブースが並ぶ中、最大40分待ちと
なるほどの大変な人気となりました。

もっとも頻度が高く、CAST内でも人気があるイベント。
キャンパスから徒歩1分の駒場小学校で、放課後の小
学生向けに理科教室を行っているほか、2011年度から
は中学生対象の理科教室も定期的に行われるようにな
りました。
「空気」「静電気」「光るスライム作り」など、児童の興

味を引くテーマを持ち寄り、実験を交えつつ、なぜそのよ
うな現象が起こるのかを説明します。いかにわかりやすく、
しかし間違ったことは教えずに説明するかが、腕の見せ
所。CASTメンバーにとっても、コミュニケーション能力を鍛
える良い実践の場となっています。実験を目の前で見せ
たときの子供たちの反応や笑顔は格別で、高い達成感
や満足度が得られるプロジェクトの一つです！
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色々なイベントの度に、CASTメンバーは実験開発をすることになります。面白い材料
や現象に着目してどうしたらその面白さがうまく伝わるかを考えたり、説明したい事柄
をうまく理解してもらうにはどんな実験を見せたらいいか考えたり、同じ実験でもより成
功率を高くしたり、より安い費用で実現するためにはどうしたら良いか考えたりします。
そうしてできた実験は、月に一回開かれる「総会」でメンバーに披露します。CASTメン

バーは科学実験を見るのが好きな人が多いので大変盛り上がります。実験開発を積
極的に行っていつも実験を披露する人、基本的に観客に徹する人、様々なメンバーが
CASTにいます。

総会では、実験披露以外に、各種
報告や話し合いをします。ここでメン
バーは、どんなプロジェクトがあったのか、
今どんなプロジェクトが動いているのか、
これからどんなことが始まるのかをお互
いに把握します。CAST内のシステム決
めなども全て総会で行われます。サー
クルの今後を決める重要な場なのです。

サイエンスカフェとは、少人数で科
学者の方の話を間近で聞くイベントで
す。うまくゲストから話を引き出し、観
客とゲストとの距離を近づけるのが、
運営側の仕事です。
滝川先生をお呼びしたサイエンスカ
フェを毎年も開催しています。
2009年5月には、宇宙研究の第一

人者で、著書『宇宙は何でできている
のか』で今年の新書大賞を受賞した
村山斉先生をお呼びしたことがありま
す。そこで聞いたお話は、サイエンス
ショー『宇宙観る』に生かされました。
このように一つ一つの活動をそれだけ
で終わらせるのではなく、他の活動へ
の糧にしていっています。
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せいか

サイエンスカフェ・ガリレオ・ガリレイ × 京都大学 × 京都精華大学

Kyoto ⇄ Science Codex

名古屋市西区牛島町 6-1　
名古屋ルーセントタワー 1階

私たち学生団体 Kyoto⇄ Science Codex は

ランチョンマット “Science Codex” を作っています

“Science Codex” とは

記事の内容は？

学生団体 Kyoto ⇄ Science Codex の仕事

　サイエンス瓦版という意味を持ち、科学にまつわるエトセトラ

を月変わりで紹介するランチョンマットです。名古屋市にある

サイエンスカフェ・ガリレオ・ガリレイで使われています。

　サイエンスに関わる事なら何でも。宇宙、物理、化学、生物、

地学、農学、工学など。現役の大学院生が自分の研究のどこが

面白く、新しいのかをアピールします。

　記事を書く大学院生 ( 現在は京大生に限定 ) を募集する。記事

をわかりやすくて読んでみようという気になる構成になるよう

アドバイスする。サイエンスカフェの経営会社や京都精華大学

との連絡係をつとめ、制作に関わる報酬や著作権を管理する。

特徴１　アートとの融合！
　背景デザインと記事に応じたイラストは京都精華大学 芸術

　学科の学生さんに描いてもらっています。

特徴２　報酬ありのビジネス！
　著者だけでなく編集する我々にも報酬が出ますので、納期と

　クオリティーを守ったキチッとした仕事が求められます。

2011 年度メンバー
ホームページ　http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~ksc/

7



過去の記事紹介~2009 年度

2009 年 6 月号
“千年の時を超えた日本の天文学”

日本の X 線観測衛星「すざく」が
明らかにした超新星の残骸は、
実は今から 1000 年前に陰陽師
によって観測され、「明月記」に
記録されていたものであった。

2009 年 8 月号
“光のカーテン　ふるさとは太陽”

夜空に輝く幻想的な光のカーテンで
あるオーロラ。実は太陽風が地球の
磁気圏で加速され、大気にぶつかる
際に粒子の種類により赤や緑など
の光を発するために起こる。

名古屋市西区牛島 6-1 名古屋ルーセントタワー 1 階
Tel.052-571-3030    /     Fax.052-571-3031
ht tp : / / S c ienceCa fe . jp

　　著者： 峰山 大（京都大学 大学院理学研究科）

デザイン：岸野祐美（京都精華大学 芸術研究科）

イラスト：イクタユリエ（京都精華大学 デザイン学部）

　　監修：磯部洋明（京都大学 宇宙総合学研究ユニット）

のカーテン
ふるさとは太陽

   北欧など寒い地方に住む人々は数千年来、夜空に輝く幻想的な

光のカーテンを眺めてきました。今日ではそれはオーロラと呼ば

れています。それがオーロラという名で呼ばれるようになるずっ

と前から、さまざまな解釈がされてきました。北欧神話では「戦

死者を天の宮殿に迎え入れる戦乙女ワルキューレの甲冑の輝き」

とされ、カナダの先住民は「死者の魂を導くたいまつの灯」と言

い伝えるなど、多くが神秘的です。人々が怖いほどの美しさとス

ケールに圧倒され、ただならぬ畏敬の念を覚えたことが伺えます

     現在のオーロラの科学的な解釈は、地

球の磁気圏（宇宙空間で地球の磁場が及

ぶ範囲）で加速された粒子が大気にぶつ

かった時に放つ光というものです。そし

てそのエネルギーの源は、太陽からやっ

てくる粒子の流れ、太陽風です。光の色

はぶつかる大気の種類によって決まって

いて、酸素による赤や緑、窒素による水

色やピンクの光がオーロラの色を織りな

しています。発光が起こる高さは約 100

～500km で、これは雲よりずっと高く、

スペースシャトルが飛ぶ高度です。飛行

機が雲の中を飛ぶことがあるように、ス

ペースシャトルはオーロラの中を飛ぶこ

とがあります。宇宙飛行士の　毛利衛さ

んはその経験を、「オーロラをくぐり抜

けたとき、バッハと雅楽が同時に聞こえ

た」と語り、間近に見たオーロラの荘厳

さを伝えています。

S c i e n c e  C o d e x

!
N o .3

光

このランチョンマットはご自由にお持ち帰り下さい

http://antwrp.gsfc .nasa.gov/apod/ap070409.html

いくさ おとめ かっちゅう
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が がく

ちっ そ

 　オーロラのエネルギー源である太陽風の活発さは、太陽の黒点の

数に関係しています。太陽活動が活発になるとオーロラの見える範

囲が緯度の低い地域にも広がるので、北海道でも北の空に赤いオー

ロラが見えることがあります。黒点の数は約 11 年の周期で変化して

おり、現在は黒点が少なく太陽が不活発な時期ですが、これから太陽

活動が活発になるとオーロラの活動も活発になります。旅行の際に

は太陽活動を調べてみるといいかもしれません。

ちっ そ

い けい

ほくおう

きゅうでん

じ   き   けん

たい よう ふう

さん  そ

そう げん

たましい

じ　ば

2010 年 2 月号
“酵母の呼吸で、ワインが育つ”

酸素を必要としない呼吸がある。
ワインのアルコール分を生み出す
酵母は、酸素の代わりに２種類の
酵素を利用して糖を二酸化炭素と
アルコールに分解してエネルギー
を取り出す。

!

このランチョンマットはご自由にお持ち帰り下さい

名古屋市西区牛島 6-1 名古屋ルーセントタワー 1 階
Tel.052-571-3030    /     Fax.052-571-3031
ht tp : / / S c ienceCa fe . jp

　　著者： 加畑倫子（京都大学 大学院生命科学研究科）

デザイン：岸野祐美（京都精華大学 芸術研究科）

イラスト：イクタユリエ（京都精華大学 デザイン学部）

　　編集：大野博久（京都大学 大学院生命科学研究科）

　　制作： 学生団体 Kyoto ⇄ Science Codex

N o .

酵母の呼吸で、
　　　   ワインが育つ
S c i e n c e  C o d e x
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とう

とう

さん そ

さん そさん そ

さん そ

さん そ

さん そ

さん そ

さん そ

に  さん  か  たん  そに  さん  か  たん  そ

酵母はこの 2 種類の酵素を働かせて、糖を二酸化炭素とアルコールに

分解する反応を体内でさかんに行い、それによってエネルギーを作り

出しています。このような、酸素を使うことなくエネルギーを作り出

す一連の反応は「嫌気呼吸」と呼ばれ、酵母の場合はアルコールが産出

されるので、「アルコール発酵」とも呼ばれます。

　私たちの身体を形成する細胞は、栄養と

して糖を吸収し、それをより小さな物質で

ある二酸化炭素と水に分解することによっ

て、生きるためのエネルギーを作り出して

います。分解する過程には酸素がどうして

も必要なため、私たちは酸素が無いところ

では生きることができません。一方、酵母は、

酸素を必要とせずに糖を分解してエネル

ギーを作り出すことができるため、酸素が

無いところでも生きることができます。

　呼吸と聞くと、酸素を肺の中に取り込み、代わりに二酸化炭素を体の

外に出すという運動を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、呼

吸とは細胞で行われているエネルギー生産運動のことを表す言葉でもあ

ります。そして地球上には、酸素を取り込まなくても呼吸をしてエネル

ギーを作り出せる生き物もたくさんいます。ワインのアルコール分を生

み出す酵母も、そんな生き物の一つです。

　

顕微鏡で見た酵母

糖
二酸化炭素

水

酸素

酸素

糖
二酸化炭素

アルコール
ピルビン酸脱炭酸酵素
アルコール脱水素酵素

　酵母は、直径が 5 µm（マイクロメートル、

1 mm の 1000 分の 1）程度のたまご型をし

た、とても小さな生き物です。彼らは、私たち

には無いピルビン酸脱炭素酵素とアルコー

ル脱水素酵素という 2 種類の酵素を持って

いるため、酸素を使わずに糖を分解すること

ができるのです。酸素が不足した環境では、  

　酵母は至る所に住んでおり、ワインの原料となるブドウの果皮に

も付着しています。ブドウが十分に熟して果実が崩れると、果汁に

溺れた酵母がブドウの糖を取り込んで「呼吸」を行い、アルコールを

作り出します。このように、私たちが口にしているワインは、酵母が

生きるために行った運動から生まれたものなのです。

酸素を使う呼吸（上）と酵母の嫌気呼吸（下）

全てのバックナンバーは
http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~ksc/
download.html でご覧になれます。
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過去の記事紹介~2010 年度

2010 年 6 月号
“液晶がつくる鏡の世界 ~ ねじれ構造 ~”

右手と左手のように、鏡映しで重な
る関係にある物質を、キラルな物質
と呼ぶ。これを液晶分子に混ぜると、
ねじれ構造をもった液晶状態がで
きる。この液晶はねじれ波長に
対応した色を反射する。

2010 年 8 月号
“木の文化を支える木材の不思議”

日本は世界にもまれに見る木の文化
を誇る国である。有機物である木材
が、なぜ腐る事なく千年以上も
長持ちするのか。人工的に古い
木材を作り経年変化を解明する
研究が進められている。

／

《サイエンス・コデックス》
著者：片岡章雅（京都大学大学院 理学研究科）

デザイン：岸野祐美（京都精華大学 芸術研究科）

イラスト：haruco （京都精華大学 デザイン学部）

編集：中島真也（京都大学 理学研究科）

制作：学生団体 Kyoto⇄Science Codex

運営／発行元 ：（株）ナノオプト・メディア　

●2010 年 6 月 13 日、はやぶさは約 7 年という長い飛行を終

え地球へ帰還しました。道中に多くのトラブルを経験しながら

も、小惑星イトカワのサンプルを持ち帰るという大きな成果を

上げました。このサンプルは惑星が産まれた頃の太陽系の様子

を知る手がかりになるのではないかと期待されています。

●あまり知られていない事ですが、実は地球のような惑星がど

うやって出来たのかは、まだよく分かっていません。惑星がで

きる前の太陽系（原始太陽系）は一体どんな姿をしていたので

しょうか。今回は惑星形成理論として広く受け入れられている

京都モデルに基づいて原始太陽系の姿を見て行きます。

●太陽が生まれた頃、その周りにはガスとダスト (0.1-1 ミクロ

ンの微粒子 ) で出来た円盤がありました。実は、地球などの惑

星は、この小さなダストが合体して大きくなる事でできたと考

えられているのです。ところが、ここには１つ、大きな問題が

あります。1 メートルくらいにまで成長した粒子は、ガスの抵

抗が非常に効果的に効くために渦を描きながら太陽に落ちて

行ってしまうことがわかっているのです。つまり、ガスがある

と惑星のもとが全部無くなってしまうわけです。これでは惑星

が出来ません。

《地球はどうやって
できた？》

●では、どうすれば惑星が出来るのでしょうか。この１メー

トルくらいの「危ないサイズ」をどうにかして飛び越えれば、

惑星のもとは太陽に落ちることを避けることができるので

す。そのような方法はないものか、研究者は日夜知恵を絞っ

ています。具体的なアイディアとして、ダスト同士が重力

で引き合って一気に数キロメートルまで成長するモデルや

ダストの合体成長による内部構造の変化を考慮することな

どが提案されていますが、まだ結論は出ていません。

●はやぶさの目的地であった小惑星イトカワは、ダストが

成長して出来た「惑星の種」がそのまま残って出来た可能

性があります。このような原始太陽系の

化石を調べる事で、太陽系の、ひい

ては地球の起源に迫る事ができる

かもしれません。

～はやぶさが作った足がかり～

イトカワ (540m)

= 惑星形成の手がかり

ダストの成長 微惑星 惑星

1μm              1 mm                 1m                 1 km             1000 km

げ ん し

げ ん し

げ ん し

びりゅうし

うず

2011 年 2 月号
“地球はどうやってできた ?”
　~ はやぶさが作った足がかり ~

小惑星探査機「はやぶさ」はイトカワ
のサンプルを持ち帰り、惑星の起源
に迫る手がかりを得た。実は地球
などの太陽系惑星がどのように
形成されたのかは、まだはっきり
分かっていない。

／

《サイエンス・コデックス》
著者：根本文也（京都大学大学院 理学研究科）

デザイン：岸野祐美（京都精華大学 芸術研究科）

イラスト： ）部学ンイザデ 学大華精都京（ ocurah

編集：信川正順（京都大学 理学研究科）

制作：学生団体 Kyoto⇄Science Codex

運営／発行元 ：（株）ナノオプト・メディア　

の大きさの構造が光を反射して、われわれが

感知する色もあります。これは「構造色」と呼ば

れています。ねじれ構造を持つ液晶の色も数100 nm

●液晶と聞いて、液晶ディスプレイを思い起こす人は多いので

はないでしょうか？液晶は「液」体と結「晶」(固体)の中間状

態を指す言葉で、結晶の秩序と液体の流動性を併せ持つという

すく」、「構造にある程度の秩序がある」という性質を使って、

《液晶がつくる鏡の世界～ねじれ構造～ 》

意味です。ディスプレイでは液晶の「流動性があるので動きや

画素毎に電場をかけることで、どの色の光を透過させるかコン

トロールしています。液晶分子はそれ自身よりはるかに大きな

秩序構造を形作り、生体や工業製品で機能を担っているのです。

れど、鏡映しの関係にある物質があります。これをキラルな物

質と呼びます。左右の手に当たるキラルな分子を等量混ぜる場

ると、ねじれ構造を持った液晶状態が現れます。驚いたことに、

合と異なり、片手に当たるキラルな分子だけを液晶分子に混ぜ

この液晶状態は赤や青、緑などに呈色することがあるのです！

ここには分子が作る大きな秩序が隠されています。

●世の中には、右手と左手のようにそれ自身では重ならないけ

の構造を反映した構造色なのです。結晶では高度な技術を

もちいて作られる数100 nmの秩序構造ですが、液晶ではキ

ラルな分子を混ぜるだけで分子間の相互作用により自発的に

作られます。さらに液晶の流動性のおかげで構造色は温度や

電場で容易に変化します。この性質を使って、温度計や最近

です。その他に、光の波長程度(数100 nm)

以外の光を色素分子が吸収しているから

しているからですし、葉の緑色は緑色

(大きさ約1 nm)が青い光を強く散乱

ります。空が青いのは空気の分子

●「色」にはさまざまな起源があ

では電子ペーパーの色反射膜

としても使われています。

で ん  ば

て い しょく

さ ん ら ん

液体 液晶 固体

位置がバラバラ 位置がバラバラだが
向きは大体揃っている

位置も向きも決ま
っていて動かない

数nm

キラルな分子で
ねじれを導入

数100nm

い ろ は ん し ゃ ま く

／

●奈良時代に編纂された『日本書紀』には、「スサノオノミコト

が髭を抜いて撒くと杉になった。胸の毛は檜に、尻の毛は槙に、

眉毛は樟になった。スサノオノミコトは、杉と樟で舟を、檜で

宮殿を、槙で棺を作るとよいと言った」と記されています。日

本の歴史的建造物のほとんどは木造ですし、また、現在でも日

本の新築住宅の半数近くは木造、日本人の 8 割以上は木の家に

住みたいと思っている、という統計結果があります。日本は世

界にもまれに見る木の文化を誇る国なのです。今回は、わたし

たちにとって身近な材料・木材についてのお話です。

●動物や植物は、死んでしまうとすぐに腐り出しますが、木材

はちゃんとメンテナンスをすれば、生命としての活動を終えた

にも関わらず、非常に長持ちします。現存する世界最古の木造

建築群である法隆寺では、今から約 1400 年前に伐採された檜

が現役で建物を支えています。しかしながら、長く使われてい

る間に木材にどのような変化が起こっているのか、実は完全に

は解明されていません。色が変わる、吸湿性が落ちる、強度が

上がる、などの報告がありますが、何しろ残っている古い木材（古

材）が貴重ですから十分な実験ができておらず、今でも慎重に

研究が進められています。

ほうりゅうじ　ごじゅうのとう しんばしら

京都大学生存圏研究所

材鑑調査室保存( )ざいかんちょうさしつ

 写真　法隆寺五重塔　心柱

●一方で、木材を高

温で処理すると、古

材と似たような木材

ができます。一般的に化学

反応は温度を上げると速く進む

ため、短期間で古材ができたと考

えられるのです。研究では，本物の

古材を調べると同時に人為的に作った

古材と比較して、木材の経年変化のメ

カニズムを解明する取り組みが進めら

れています。

また、熱処理をした木材が古い仏像の修理

に使われた例もあります。伐採後の樹木がどの

ように変化するのか。このメカニズムを解明でき

れば、木材がどうして 1000 年も長持ちするのかと

いう謎が解けるだけでなく、それを活かした新しい材料

の開発につながるかもしれません。

ばっさい

へんさん

ひのき

ひのき

ひのき

くすのき くすのき

まき

ひげ

ひつぎ

ま

ばっさいほうりゅうじ

きゅうしつせい

まき

《サイエンス・コデックス》
著者：松尾美幸（京都大学 農学研究科）

デザイン：岸野祐美（京都精華大学 芸術研究科）

イラスト：haruco （京都精華大学 デザイン学部）

編集：田村隆哉（京都大学 理学研究科）

制作：学生団体 Kyoto⇄Science Codex

運営／発行元 ：（株）ナノオプト・メディア　

《 木材の不思議 》木の文化を支える

全てのバックナンバーは
http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/~ksc/
download.html でご覧になれます。
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CoSTEPの活動 2010年１０月～３月
第6期生の活動の成果をご紹介します！

科学館通信企画科学館通信企画科学館通信企画科学館通信企画・・・・制作制作制作制作

私たち受講生は広報メディア企画・制作、音声・映像メディア、

グラフィックデザイン、科学館通信企画・制作班に分かれ、1

年間実習を行いました。その中でもCoSTEP初の試み、科学館

通信企画・制作実習班では札幌市青少年科学館とタッグを組

み、今までになかった表現で科学や科学館の面白さを伝える

通信の制作に取り組みました。完成までには様々な苦労があり

ましたが、様々な場所の科学館やカフェに配布した広報誌を

手にしてくれた方々から面白い！、第2弾は発刊しないのです

か？といった好評価もいただくことができました。

サイエンスカフェ・サイエンスカフェ・サイエンスカフェ・サイエンスカフェ・札幌札幌札幌札幌

11月13日は森と土の魅力 、1月23日はシベリアを環る

水、2月26日は粘菌と知性をテーマにサイエンスカフェを

紀伊国屋書店札幌本店にて行いました。どの回も様々

な工夫がなされ、会場に溢れんばかりのお客さんはもち

ろん、イベントを行った受講生、ゲストの先生も楽しい充

実したサイエンスカフェを開催できました。2011年のサイ

エンスカフェも中身の濃い楽しいものとなることが楽しみ

ですね！ 1月23日に開催された第53回サイエンスカフェ札幌の様子

広報誌の完成を喜ぶ科学館通信企画・制作実習班のメンバー

鈴木章先生鈴木章先生鈴木章先生鈴木章先生ノーベルノーベルノーベルノーベル賞受賞賞受賞賞受賞賞受賞

2010年10月6日、この日は私たちにとって忘れらない一日でした。

鈴木章名誉教授がノーベル化学賞を受賞されたのです。受賞記

者会見への取材、鈴木先生のインタビューと番組制作といった貴

重な経験をすることができました。その他、CoSTEPの全員が先生

の受賞を喜び、書籍や広報誌といった様々な形で先生の研究や

人柄を紹介しています。その詳細はCoSTEPのホームページから

ぜひご覧ください。 (http://costep.hucc.hokudai.ac.jp/costep/)

鈴木章名誉教授の受賞記念記者会見を取材する千葉里英子 さん
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3月26日、CoSTEP第6期生の一年間の成果を発表し、

た自主成果発表会が行われました。各受講生がお互

いの成果を知り、これからの科学技術コミュニケーショ

ンについて考える充実した時間となりました。

私たちCoSTEPは3月13日に一般市民の方も含めた

第6期生の成果発表会を予定していました。その直前、

3月11日に東北地方太平洋沖地震が起こりました。

大きさ被害をもたらしたこの震災に対して、今私たちに

できることは何かを考えようと、13日は「今回の震災と

科学技術コミュニケーションについて考えるディスカッ

ション」 を行うことになりました。その場では様々な意

見を交わすことができました。私もこの震災をきっかけ

に、正しい情報を必要な人に伝えることの重要性につ

いて考えさせられました。

CoSTEP第6期生は鈴木章先生のノーベル賞受賞、

東北地方太平洋沖地震という2つの大きな出来事を

経験しました。このような経験をした私たちだからこそ、

これからも様々な視点を大切にしながら多くの人々と

科学とをつなぐ科学技術コミュニケーションを盛り上げ

ていけると考えています。

植物や花を育てるのと同じように科学技術コミュニ

ケーションもじっくり手をかけ、育て方を工夫することに

よって、科学の専門家と市民との間に新しい出会いや

交流の場を創り出すことができると思います。私たちＣ

ｏＳＴＥＰはこれからも様々な活動を通して科学技術コ

ミュニケーションという種をいろんな場所に撒き続けて

いきます。そして、2011年5月7日からスタートした

CoSTEP第7期生、そして第1～6期修了生の活躍に

もご期待ください！

CoSTEPの活動
これからもCoSTEPは様々な視点を持って科学コミュニケーションに取り組みます！
-第6期生による自主成果発表会-

3月26日に行われたCoSTEP第6期生による自主成果

発表会にて、広報誌リテラポプリの完成までを発表する

広報メディア企画・制作班の皆さん

今回紹介したもの以外にも、私たちCoSTEPは科学技術

コミュニケーションに関する様々な活動・イベントに取り組

んでいます。これまでの活動内容や実習制作作品につい

てはCoSTEPのホームページからご覧ください。

(http://costep.hucc.hokudai.ac.jp/costep/)

CoSTEP第6期生による自主成果発表会にて展示され

たグラフィックデザイン実習班の成果物
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柏の葉サイエンスエデュケーションラボ

　「あそこに行けば、何か楽しそうなことを語らっている」と思っ
ていただける空間づくりを目的とした企画です。KSEL メンバー
が各自の専門分野から、「ぜひ読んで欲しい！」という本をセレ
クトし、オリジナルの本棚を作りました。本棚は現在、柏の葉キャ
ンパス駅前のカフェレストラン Agora に設置してあります。ひ
とりでも多くの方に手にとっていただければと思います。

　KSEL メンバーが本の紹介を通して、科学の魅力や専門分野の最新情報を伝えます。世代、立場
を超えた豊かな「だんらん」コミュニケーションの場を構築していきます。第１回は「かわること
はわかること」と題し、KSEL メンバーの江本（新領域創成科学研究科）が科学の魅力について語
る予定です。

｜講演会（1月27日）

｜Select Book Cafe だんらん（2月～）

｜News

 柏の葉高校にて研究紹介
　普通科・情報理数科の高校生 320 名を対象にした研究紹介講演会を行いました。当日は KSEL
メンバーの古林（新領域創成科学研究科）が高校へ赴き、大学院での生活や自身の研究内容を 40
分間のスライドにまとめて紹介しました。講演終了後のアンケートでは、内容がやや難しかったが、
研究の面白さが感じられたという感想が目立ちました。研究の魅力をどのように伝えていくか、
KSEL ではより良い方法を今後も模索していきます。

 科学の本をセレクト

 2010 年度の KSEL の活動が認められました！
　KSEL は 2010 年度東京大学大学院 新領域創成科学研究科研
究科長賞（地域貢献部門）を受賞致しました。2010 年の結成か
らわずか 9 カ月での受賞となりました。これまで KSEL では、
柏の葉地域の様々な方のご協力を得て活動を行ってきました。活
動に関わって下さった全ての方に心から感謝申し上げます。
KSEL では今後も「科学の持つ夢の力で地域を活性化する」こと
を目指して努力していきます。

 高校生・社会人との共同運営が始まりました！

　KSEL 結成 1 周年を迎える 2011 年度からは大学院生だけではなく、社会人の方や高校生の方々
とも一緒に各プロジェクトを進めていくことになりました。現在は、KSEL の高校生メンバーと
一緒に夏の講座の準備を進めています。この講座では高校生メンバーが先生役となり、小学生を
対象とした実験教室を行う予定です。定期ミーティングや ML などを活用し、高校生メンバーと
の議論を進めています。KSEL では高校生・大学院生・社会人の全てのメンバーが力を併せてお
互いに学び合い、より良いネットワークをつくりあげていきたいと考えています。

平成 22 年度第 4四半期短信

 KSEL メンバーによる講演会（第 1回：5月 21 日）

柏の葉サイエンスエデュケーションラボ 代表：羽村太雅（東京大学大学院新領域創成科学研究科）

メンバー数：20 名（H23.5 現在）
Mail：sci_edu＠googlegroups.com

HP：http://udcx.k.u-tokyo.ac.jp/KSEL/index.html
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サイエンスアゴラでの
ワークショップ開催

2010年度後半　0to1 活動報告 (1)

アゴラまでの流れ

６月 ブレインストーミング
今回は、中村史一さん（M2)の素朴な思い
から発した。

具体的なアプローチを検討
東大、理学系研究科と科学博物館に所属
するの８つの分野で分野を代表する先生
と広報室へのアンケートとインタビューを
実施することを決定。

７月

８・９月 アンケートやインタビューの項目作りや、
考察の仕方を考える。結構苦労した。

アンケートとインタビューの実施
１分野につき２人がインタビューに行
った。その結果に基づき、分野の特徴と
ふさわしい科学コミュニケーションのあ
り方について考察。

10月

11月 発表準備

　７月30日　応募締め切り

11月21日　発表

“物性物理学をもっと多くの人に知ってもらうにはどうしたらい
いんだろう？”
そんな素朴な疑問から今回のワークショップは出発した！

私が学んでいる物性物理学の研究成果は、パ
ソコンの情報記録媒体や液晶など身近な製品
に使われている一方で、実際の研究内容につ
いては社会における認知度が高くないように
感じます。それに対して例えば天文学などは一
般にかなり親しまれている学問分野のように思
いま
す。物性物理学も天文学のように多くの方々に
興味を持ってもらいたいという願望がありまし
た。
0to1には地震学や古生物学、素粒子物理学な
ど様々な分野を専攻しているメンバーがいます
。他専攻の大学院生と話す機会に恵まれ、研究
手法はもちろん、研究に対する姿勢や研究と社
会との関わり方なども分野ごとに差異があるこ
とに気付きました。
研究内容に対する社会における興味や、研究
費・人材の獲得に対する危機感などが分野に
よって異なるとすれば、これらは分野において
実施されるアウトリーチ活動にも大きな影響を
与えるのではないか？物性物理学が置かれて
いる状況を知るために他の分野と比較してど
んな位置づけにあるかを調べたいという発想
が、分野間の差異に焦点をあてたワークショッ
プのテーマに結びつきました。
　会場との議論を通じて、各分野によりマッチ
したアウトリーチ活動を考えていきたいと思い
企画しました。

企画代表　中村史一さん

（当時）東京大学大学院
理学系研究科　物理学専攻

♬
10 30
10 40  
10 55

11 10
11 45

12 00

当日のプログラム

数学 
物理 

化学 

地学 

生物 

分子生物学 

古生物学 地震学 

物性物理学

天文学・宇宙惑星科学
素粒子物理学

調査対象の８分野（黒字）は、アウトリーチが盛んな天文学
、古生物学と地震学とそれ以外の分野を比較する。
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議論・調査に参加：
 岩崎 渉・小寺 千絵・古林 宏之・手塚 真樹・寺澤 麻子・
浜地 貴志・平沢 達矢・松尾 信一郎・ 野田 浩司

これが、私達0to1(ゼロトゥワン)が今回のイベントを通して皆様と考えてゆきたい疑問です。
0to1は生物学、物理学、天文学、地球惑星科学など幅広い分野から集ったメンバーによって
構成されています。メンバーの専門や、0to1に参加したモチベーションは様々ですが、自分
が楽しいと思って研究している事を皆に知ってもらいたい！と言う思いは共通しています。

では、それぞれが自分の専門を広く知ってもらいたいと考えた時、より有効な科学コミュニ
ケーション活動とは何でしょうか？こういった疑問を考える場を提供しました。

780名の成人男女の方々を対象に、webアンケー
トを用いて各研究分野への興味関心の度合いを調
査しました。また、関心の有る理由・無い理由、
期待の度合いについても調査し比較を行い、

その背景について考察しました。

　「分野のこれまでの10年間とこれか
らの10年間、人材や予算、アウトリー
チの在り方はどう変わると思います
か？」各業界を代表できる先生方に、

率直なご意見を伺いました。

国立天文台や高エネルギー加速研究所
（ K E K ） 、 物 質 ・ 材 料 研 究 機 構
（NIMS）、国立科学博物館、東京大学地震
研究所、基礎生物研究所、京都大学iPS細胞
研究所(CiRA)といった日本を代表する研究機
関の広報専任スタッフの方々にご協力を頂
き、現在行われているアウトリーチ活動の頻
度やターゲットとしている市民層を調査しま
した。また、機関でアウトリーチを行う際
の動機や目的についてもご回答頂きま
した。

メンバー数：約70名
代表：久保田好美（理学系研究科）
yoshimi@eps.s.u-tokyo.ac.jp
顧問：横山　広美（理学系研究科 准教授）
yokoyama@sp.s.u-tokyo.ac.jp
http://sc.adm.s.u-tokyo.ac.jp/0to1/

ワークショップの主旨

当日の様子

2010年度後半　0to1 活動報告 (2)

編集：久保田好美・一方井祐子・徳田周子・中村史一
写真：手塚 真樹
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