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【つくば Science Edge2016】開催趣旨

みんなのアイデアが「未来の科学」の扉を開く！
「つくばScience Edge2016　サイエンスアイデアコンテスト」は、
「未来の科学者」の芽を発掘し、育てる試みです。
科学に関するアイデアを世界的レベルの研究者・科学者の前で発表し、
その方々とディスカッションします。
開催場所は、国内外の一流の研究者も研究発表を行う、
指定管理施設 つくば国際会議場。中高生の皆さんが、“本物の空気”に触れながら、
科学に関する興味・関心を深める機会となっています。

2016 年は、3月25 日（金）・26日（土）と2日に亘って開催されました。
海外からの発表者、および見学者、協賛企業・大学、研究機関などを併せ、
来場者数は総勢1,178名となりました（２日間のべ）。

国内52 校・海外8校、合計60校（全195チーム）が参加し、
オーラルプレゼンテーション８チーム、日本語ポスターセッション141チーム、
英語ポスターセッション46チームが、科学に関するアイデアを発表しました。

参加人数推移
※2011年は参考（申込数）
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2016年は3月25日（金）・
26日（土）の2日間開催と
なりました。

１日目は英語ポスター
セッションの公開審査
と、日本語ポスターセッ
ションのプレゼンテー
ションが行われました。
夜は、海外からの参加
チームと日本の中高生と
のネットワーキングセッ
ション（交流会）が開催さ
れ、英語でコミュニケー
ションを取りながら親睦
を深めました。

2日目は選抜された８
チームによるオーラルプ
レゼンテーションが、つ
くば国際会議場の大ホー
ルで行われました。午後
は企業や大学、研究機関
の専門家によるサイエン
スワークショップが開催
され、さまざまな分野に
おける最先端の科学技
術について学びました。

プログラム

2016年3月25日（金）
時間 内容

13:00 開場・受付開始
13:30 ～ 15:30 英語ポスターセッション 公開審査
13:30 ～ 14:30 日本語ポスターセッション 奇数番号コアタイム
14:30 ～ 15:30 日本語ポスターセッション 偶数番号コアタイム
15:30 ～ 17:00 日本語・英語ポスターセッション フリーディスカッションタイム
17:15 ～ 18:45 国際交流会

18:45 終了

2016年3月26日（土）
時間 内容

8:30 開場・受付開始
9:00 ～ 9:10 オープニング・概要説明

   9:10 ～ 11:20 オーラルプレゼンテーション　8 チーム
11:20 ～ 11:50 審査委員長講評／写真撮影
11:50 ～ 12:30 昼食
12:30 ～ 13:15 日本語・英語ポスターセッション（フリーディスカッションタイム）
13:15 ～ 14:05 サイエンスワークショップ (1)
14:05 ～ 14:15 休憩・移動
14:15 ～ 15:05 サイエンスワークショップ (2)
15:05 ～ 15:20 休憩・移動
15:20 ～ 16:00 表彰式

16:00 終了

江崎玲於奈博士のご挨拶

　この、つくばScience Edge は、サイ工ンスに興味や関心を持っている中学生や、 高校生の若い皆さんが、より一層サイ工ンス
に取り組めるきっかけとなる場にしたいという思いから、2010年に第 1回を開催し、今回で7回目となります。
　皆さんも既にご存知のようにサイ工ンスの学習、すなわち科学知識を得てそれを理解することと、サイエンスの研究、すなわち
新しい科学知識を獲得することとは大きく違います。学習では「聴く、読む、覚える」など受身型で先生から一方的に教えを受ける
だけです。研究では「疑問を抱き、考える、探求する」というように、能動的かつ自らが主体性を発揮しなければなりません。
　Science Edgeでは、このサイエンスの本質である研究活動に参加することにより、皆さんの科学探求心が大いに喚起されるこ
とを願っています。
　ノーベル賞の創設者アルフレッド・ノーベルは「われわれの考える力が築いたサイ工ンスは、全人類が共有する最も重要な財
産である。 よってサイエンスに貢献 した人を表彰する」 と、創設の理由を語っています。皆さんの中から、将来ノーベル賞受賞の
チャンスに恵まれる人が出ることを期待するところです。（中略）今後、皆さんのサイエンスへの関心が一層高まり、それぞれの研
究がより深まることを 祈念いたしまして、挨拶に代えさせていただきます。皆さん、頑張って下さい。　（江崎博士）
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オーラルプレゼンテー
ション発表者とのディス
カッションを担当する審
査委員は、サイエンスの
第一線で活躍する研究
者。ポスターセッション
も、つくばサイエンス・
アカデミー会員の研究者
や、最先端の科学を研究
する企業の研究者等に
よって、厳正な審査が行
われました。

審査委員紹介

［ 物理学／つくば国際会議場館長 ］江崎玲於奈博士
東京大学理学部物理学科卒業。ノーベル物理学賞（1973年）、文化勲章（1974年）、
米国物理学会国際賞（1985年）などの受賞歴、科学分野における多大な功績を残
す物理学者。多岐にわたる業績は、特に現代のエレクトロニクスの基礎を担う半導
体物理学分野での極めて重要な成果として、「半導体のPN接合におけるトンネル効
果の発見」「半導体超格子概念の提案とその実現」がある。まったく新しい分野を
切り拓き、現代の物性物理学全般に大きな影響を与える研究者。

［ 生物化学 ］西村暹博士 東京大学理学部化学科卒業、東京大学大学院生
物化学博士過程修了。国立がんセンター研究所生物学部長、万有製薬つくば研究
所所長、筑波大学監事、客員教授を経て、現在同客員研究員。DNA、RNA 中に含
まれる修飾ヌクレオシドの構造決定とその機能の解明の研究に従事、なかでも活性
酸素によって DNA 中に生成する 8 －ヒドロキシグアニンを同定し、その突然変異、
がん化への関与を明らかにした研究は注目される。2015 年、文化功労者受章。

［ 数理物質 ］宮崎修一博士 大阪大学大学院博士課程を修了後、1979
年筑波大学 講師、1990 年 助教授、1998 年 教授。2015 年より筑波大学数理物
質系特命教授。その間、1985 年 米国イリノイ大学 客員研究員、1989 年西オー
ストラリア大学 客員上級研究員、1997 年仏国フランシュコンテ大学 客員教授、
2009 年韓国慶尚大学 WCU プロジェクト客員教授、2014 年仏国パリ化学研究
所 客員教授。

［ 生物学 ］太田敏子博士 1967 年国立予防衛生研究所 厚生技官。1991
年より筑波大学基礎医学系講師を経て助教授。1997 年筑波大学医療技術短期大学
部 教授。2002 年筑波大学基礎医学系 教授。筑波大学大学院人間総合科学研究科 
教授併任。2008 年より JAXA 宇宙医学生物学研究室 嘱託。現在 JAXA 宇宙医学生
物学研究室 プロジェクトアドバイザー。細菌学や生化学を中心として、黄色ブドウ
球菌の研究などに従事。強力な抗生物質であるメチシリンにも耐性を示す院内感染菌
MRSA の全ゲノム解析に世界で初めて成功。

［ 冶金学・金属工学 ］岡田雅年博士 東京大学工学部冶金学科お
よび大学院博士課程を修了後、1964 年に米国エイムス原子力研究所博士研究
員。1966 年科学技術庁金属材料技術研究所入所、1983 年原子炉材料研究部長、 
1995 年所長就任、2001年同定年退官、2005 年まで日本原子力研究所特別研究員。
独立行政法人物質・材料研究機構 名誉顧問。つくばサイエンス・アカデミー副会長。

伊ケ崎文和博士（化学／つくばサイエンスアカデミー　コーディネーター）
久野美和子氏（薬学／㈱常陽産業研究所　顧問）
丸山清明博士（生物／東京農業大学客員教授）
林純一博士（生命環境／筑波大学生命環境系 教授）
宮本宏博士（バイオ／つくば国際会議場　コーディネーター）
溝口健作博士（膜工学）
小玉喜三郎博士（地学／(国)産業技術総合研究所　特別顧問）

 オーラルプレゼンテーション選抜審査委員

宮本宏博士（バイオ／つくば国際会議場 コーディネーター）、根本直博士（化学・バイオ／（国）産業
技術総合研究所）、稲垣英利博士（バイオ・脳科学／（国）産業技術総合研究所）、須丸公雄博士（高
分子化学／（国）産業技術総合研究所）、南信次博士（物理／（国）産業技術総合研究所）、村本哲哉
博士（細胞生物学／日本サイエンスサービス理事、東邦大学理学部生物学科）、山口晴代博士（植物生
態学／（国）国立環境研究所）、戸井基道博士（バイオ・脳科学／（国）産業技術総合研究所）、Brian 
Landberg氏（物理／インテル㈱ シニアエンジニア）、落石知世博士（バイオ・脳科学／（国）産業技
術総合研究所）、新海陽一博士（バイオ／（国）産業技術総合研究所）、中島智彦博士（化学／（国）
産業技術総合研究所）、溝口健作博士（膜工学／つくばサイエンスアカデミー コーディネーター）、八
瀬清志博士（物理／（国）産業技術総合研究所）、萩原義久博士（バイオ／（国）産業技術総合研究所）。
審査補助：入来星衣氏（日本サイエンスサービス）

 ポスターセッション＜英語＞審査委員
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オーラルプレゼンテーション
サ イ エ ン ス ア イ デ ア コ ン テ ス ト

オーラルプレゼンテーションの持ち時間は、各チーム約10分。発表後、審査委員から
実験過程や考察結果の導き出し方に対する感想やアドバイス、また今後の課題につ
ながる問いかけが各チームになされました。「なぜ、そのアイデアを思いついたのか」

「なぜそのアイデアを掘り下げたいと思うのか」「そのアイデアは、どうすれば社会や
社会経済の発展の役に立つものに進展させられるか」など、アイデアコンテストの根
幹につながる質問にどう答えられるかも問われます。

『廃コンクリートの再固化技術の開発～捨てられるがれきに新たな命を～』
宮城県仙台第三高等学校／岩間公希

創意指向賞

審査員コメント：研究のモチベーションは、東日本大震災で倒壊した多くの建
物を間近にみて、それを再生させたいという意欲であったと想像する。そこに
約40年前に建てられたビル等の（コンクリートの）劣化の問題を絡めた点が
面白い。コンクリート再利用のための再固化技術を開発し、200℃という低温
でブロックを再生することに成功、強度も高まりつつあるとのことで、実用性
の高い研究だ。今後の課題は、加熱をしなくても通常のコンクリートと同様に
建築現場で使えるような再生使用の仕方（技術）。それができれば、大きな資
源利用につながる、価値ある研究だ（宮崎博士）

審査員コメント：ルミノール反応について、試薬の濃度や発光強度、それに伴
う振動との関係を明らかにした研究。非常によく勉強していて、緻密な実験を
行い、基礎研究の代表的な研究のやり方という点を評価した。また、急激な発
光時にCu２＋の濃度の増加の直接測定に成功したことなど、地味ではあるが、
新たな発見をした点において、その旺盛な探求心を評価した。今後この研究
を深めていけば、国際専門誌などに採用される論文も書けるのではないかと審
査員一同期待をもって選出した（太田博士）

『ルミノールの化学発光振動反応の反応機構の研究』
学校法人市川学園　市川高等学校／土岐恵莉佳、中村美郷、大﨑詩織

探求指向賞

審査員コメント：学校にある水族館での観察―カクレクマノミがなぜイソギン
チャクと共生するのか（刺されないのか）という“身近なところ”からテーマ
を見つけ、それを深めたことが評価された。Mg2+の重要性を発見し、クラゲ
に応用し、“刺されないクリーム”という実用品を開発したことも素晴らしい。
とりわけ評価が高いのは、その研究過程において新たに、グルタミン酸受容体
が関係することを明らかにしたこと。グルタミン酸受容体はヒトの神経系にお
いて非常に重要な役割を果たすので、今後、より幅広い方向へ研究を進めら
れるであろうし、新たな発見も期待できるのではないかと感じた。未来を感じ
させる発表であった（西村博士）

『クラゲ予防クリームの開発とクラゲにおける学習の探求』
愛媛県立長浜高等学校／重松夏帆、山本美歩

未来指向賞

【賞品】
●表彰状  ●クリスタルトロフィ  ●副賞：双眼鏡（株式会社ビクセン） シネマギフトカード（ウシオ電機株式会社）
＊「グローバル・リンク・シンガポール」招待参加権（2016年7月、シンガポールにて開催される科学・社会課題をテー
マに発表と議論を行う、アジア太平洋における中高生のアイデアコンテスト／受賞チームから代表者１名ずつ）
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オーラルプレゼンテーションでは、審査員が事前にアブストラクトを読み、発表
を聞いたうえで疑問に感じた点を、その場でどんどん質問していきます。よって、
このディスカッションの内容も審査の重要なポイントとなります。審査員の感
想・アドバイスにとどまらず、それぞれの考察過程、実験手法、実証データなどに
ついて、かなり踏み込んだ質問もなされた本回。生徒たちは、プレゼンテーション
資料では説明しきれなかった研究過程についてなど、質問意図を汲み、動揺する
ことなく堂々と答えました。中でも山口高等学校は、プレゼンテーションを英語
で行ったので、ディスカッションも概ね英語で行われました。それぞれのチーム
が発表内容・研究を自家薬籠中の物としていることが印象に残るプレゼンテー
ションおよびディスカッションとなりました。

参加校一覧

ページテーマ学校・チーム名

08
クラゲ予防クリームの開発とクラゲにおける
学習の探求

愛媛県立長浜高等学校
＜未来指向賞＞

08廃棄松葉の機能性研究静岡県立
静岡農業高等学校

09
廃コンクリートの再固化技術の開発
～捨てられるがれきに新たな命を～

宮城県仙台第三高等学校
＜創意指向賞＞

10動物への負荷を軽減する水質監視装置の開発山口県立山口高等学校
（英語プレゼンテーション）

11
ルミノールの化学発光振動反応の
反応機構の研究

学校法人市川学園　
市川高等学校
＜探求指向賞＞

09なぜひだ折りろ紙のろ過時聞は短いのか？茨城県立
並木中等教育学校

10紙を軸に巻き付けた時に見られる展開図の法則性千葉市立千葉高等高校

11雨の降り方は本当にランダムか常総学院高等学校

【Discussion】
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発表者／重松夏帆、山本美歩

発表者／増田彩香、望月桃子
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学校にある水族館での観察―カクレクマノミがなぜイソ
ギンチャクと共生できるのか（刺されないのか）という疑
問をきっかけに行った研究。目的は、イソギンチャクやク
ラゲの刺胞射出に関係する物質を特定し、その仕組みを明
らかにすること。さらに海水浴で人を刺す可能性のあるユ
ウレイクラゲを用いて、ヒトがクラゲから身を守ることの
できるクリームを開発したいと考えた。ミズクラゲのポリ
プを用い、その収縮回数を指標として、原始的な学習行動
である「慣れ」が観察されるかを明らかにしたいと考え、
実験を行った。2人は、イソギンチャクの刺胞射出（毒針
発射）には、マグネシウムイオンが関係していること、そ
れが触手のどの部分に作用するのか明らかにする過程で、
NMDA型グルタミン酸受容体の関連性を導き出した。こ

景勝地・三保松原で起きている松枯れの問題。落ち松葉
による土壌の富栄養化が原因といわれる。同チームは、松
葉の効能と有用性を化学的根拠に基づいて立証し、落ち松
葉の活用および、廃棄松葉（景観を保つための定期的な伐
採から生じる）の製品化による地域経済効果の創出までを
視野に入れた研究を行っている。「青松葉の効能分析（ケ
ルセチンの定量実験、食品への添加法の確立）」「落ち松葉
の効能分析（抗酸化作用の比較、血管弛緩作用の検証、ア
レルギー症状緩和作用）」「廃棄松葉の応用（機能性製品を
作り出し、利益や観光客・地元の人の健康増進に役立てる）」
を研究計画とする。この研究を通し＜①青松葉・枯松葉の
持つ血管平滑筋の血管弛緩作用を実証　②ケルセチンが血
管を弛緩させる物質である可能性を見いだした　③研究を

れはヒトの脳内で記憶・学習に重要な役割を持つもので、
発症したアルツハイマー病の新薬開発にもつながる研究の
端緒となるかもしれないという点で高い評価を集めた。

入浴剤の開発に生かし活用。三保松原のPRと放置松葉の
消費に繋げている＞といったことが成果。今後は新たに松
葉中のアレルギー緩和作用原因物質の検証に務める。

〒799-3401　愛媛県大洲市長浜甲480－1

〒420-0812　静岡県静岡市葵区古庄3-1-1

クラゲ予防クリームの開発と
クラゲにおける学習の探求

廃棄松葉の機能性研究

愛媛県立長浜高等学校

静岡県立静岡農業高等学校

愛媛県立長浜高等学校

静岡県立静岡農業高等学校
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東日本大震災で発生した震災がれきにより、コンクリー
トがれきの埋め立て処理場の処理能力が限界を超えようと
している。加えて、高度経済成長期に建てられたコンク
リート建造物も寿命を迎える。粉砕したコンクリートをも
とに新たなセメントを混ぜ合わせても、強度の低下により、
再生コンクリートとしては利用できないことが知られてい
る。廃コンクリートの再利用技術がないことに危機感を感
じ、再固化技術を開発する研究に挑戦した。先例がない中、
独自手法での再固化および再固化技術の開発に成功。CB
法（Concrete ＆ Borax 法）と命名した。CB法は＜質量
比より、廃コンクリートを効率よく消費できる／200℃と
いう超低温で焼成できる／サイズや形をコントロールでき
る／さまざまな用途で活用でき、高校の実験室で誰でも簡

物理分野の研究。ひだ折りろ紙については、「四つ折り
ろ紙よりも、ろ過時間が短いこと」が知られている。ひだ
折りろ紙は四つ折りろ紙と比べてなぜ、ろ過時間が短いの
か、実験観察に基づいた科学的考察は行われてこなかった。
その理由を解明することで「最もろ過時間の短いひだ折り
ろ紙を見つけることができる」と考え、ひだ折りろ紙の“ひ
だの数”に着目して研究を行った。実験から、ひだの数ご
とに、「空気の通り道と、ろ過時間に強い相関があること」
を実証。ひだ折りろ紙が四つ折りろ紙に比べて、ろ過時間
が短い理由は「空気の通り道があるから」という結論を導
き出した。また、最もろ過時間の短いひだ折りろ紙は、７
つひだであると推測した。しかし７つは折るのが大変であ
るため、８つひだの、ひだ折りろ紙が最も実用的であると

易にできる＞
といった有効
性を持つ。 今
後、 さらに理
論 的 な 現 象 ・
原因解明を行
う と と も に 、
廃コンクリー
トの再利用の
課題である「新しいセメントと混ぜ合わせて再生コンク
リートを作成すること」や、“東日本大震災の記憶を形に
残す”ことを目的に、コンクリートがれきを利用した製品
製作なども検討していきたいと述べた。

考えた。今後は、ろ紙と漏斗の隙間を空気が実際に流れる
ということを確認していくとともに、「７つひだ」の、ろ
過時間を計測し、推測を裏付ける実験を行いたいと述べた。

〒983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷1-19

〒305-0044茨城県つくば市並木4-5-1

廃コンクリートの再固化技術の開発
～捨てられるがれきに新たな命を～

なぜひだ折りろ紙の
ろ過時聞は短いのか？

宮城県仙台第三高等学校

茨城県立並木中等教育学校

発表者／岩間公希

発表者／軽部亮佑

宮城県仙台第三高等学校

茨城県立並木中等教育学校
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発表者／濱田尚輝、松本久也、原田要

発表者／林明日未、大豆生田瑠那

生物の授業でオオカナダモの細胞質流動（原形質流動）
を観察し、葉緑体のダイナミックな運動に感銘を受けた。
また、細胞質流動は生きた細胞でしか起こらないことを知
り、「細胞質流動は植物にとっての心拍数のようなものだ」
と感じ、それを何かに応用できないかと考え、「オオカナ
ダモの細胞質流動の観察による水質監視装置」の開発に着
手した。動物への有害物質の検出も考慮し、オオカナダモ
を中核としながら、オオミジンコ、ナミウズムシを生物検
定の対象に加えた。オオカナダモの細胞質流動、オオミジ
ンコの光走性、ナミウズムシの尾側断片の行動を観察。そ
れぞれをモニタリングしながら水質監視と検証、毒性試験
を行った。水質監視システム（装置）は、すべて自作。今
後は、有害物質の成分や濃度を推定できるよう、検定に用

いる生物種の選定や毒性試験のデータを蓄積していきた
い。また、水質監視を行うための基本部分は完成できたの
で、実用運転に向けて、水質監視の信頼性の向上とコスト
低減を図れるよう研究を
進めていきたいと述べた。

〒753-8508　山口県山口市糸米1-9-1　

動物への負荷を軽減する
水質監視装置の開発

（英語プレゼンテーション）

山口県立山口高等学校

数学・情報・コンピュータ分野の研究。人工衛星のパネ
ルの展開方法を研究する過程で生み出された「ミウラ折
り」。さらに効率的な折りたたみ方の可能性について研究
したのが、千葉高等学校の2人。「折る」という技術の機能
性と収納性に着目し、大きなシート状のものを効率的に、
平面から立体に折りたたむことのできる展開図の作成を目
的とした。材料には一辺75cmの折り紙と、中心軸となる
角材を使用。中心軸には正三角形から八角形までの七角形
を除いた5種類を用いて、それらの展開図を作成・比較し
て法則を見つけていった。法則を見つけてからは、法則性
に基づいて紙面に展開図を作成してから折る人と、展開図
をパソコンで作成する人に分かれて作業を進めた。今後は
用いる紙面の厚みによるずれの法則性も探していくととも

に、さまざまな紙面の厚みに対応した「展開図の一般式」
を導き出すことを目標とする。運搬や収納性が求められる
分野、さらには宇宙で使用されるソーラーパネルの収納や
展開に焦点をあて、遠心力を用いて展開する際に要するエ
ネルギーの能率性も視野に研究を進めていきたいと述べ
た。

〒263-0043千葉県千葉市稲毛区小仲台9-46-1

紙を軸に巻き付けた時に見られる
展開図の法則性

千葉市立千葉高等高校

千葉市立千葉高等高校

山口県立山口高等学校
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発表者／福﨑歩侑人、飯塚滉太、庄司榛己、藤井真栄

発表者／土岐恵莉佳、中村美郷、大﨑詩織

物理分野の研究。同チームでは雨滴を１粒ずつ観察する
ことで、雨の降り方の乱雑性について検証を行った。校舎
屋上に500mm四方の水槽を作り、屋上で雨を観測。水槽
の下にデジタルカメラを据えて動画撮影（30fps）。あら
かじめ水槽に50mm間隔で縦横に線を引き、観測領域を
50mm×50mmの100マスに分割、また水槽の中心から半
径50mm、100mm、150mm、200mm、250mmの同
心円を描き、円の領域と円に外接する正方形の領域を設定。
雨の弱い日と強い日に記録した動画を実験室のスクリーン
に投影して、コマ送りで再生し、雨粒の数を計測した。評
価は、①標準偏差による比較と、②円内/正方形内の雨粒
の数の比により行った。①では10秒ごとに計算した標準偏
差σと平均値mの比を求め、測定時間を長くするほどσ/m

の値が減少し、時間経過とともにばらつきが小さくなる（均
一化に向かう）ことを確認。標準偏差で、30%～50%程度、
実験値の方がばらつきが大きいという結果を導き出した。
②では、観測範囲を広げると理想値に近づくことを確認し
た。今後はさまざまな気象条件下での測定によりデータ量
を増やして精度の高い計測を行うとともに、水中に落ちた
花粉のブラウン運動の測定を並行して行い、雨の降り方と
どちらがよりランダムかを評価したいとのことだ。

〒272-0816　千葉県市川市本北方2-38-1

〒300-0849 茨城県土浦市中村西根1010

ルミノールの化学発光振動反応の
反応機構の研究　

雨の降り方は本当にランダムか

学校法人市川学園　市川高等学校

常総学院高等学校

授業で知った化学発光に興味を持ち、一定の間隔で発光
する振動反応について調べた。海外の文献にルミノールと
CuSO4を用いた化学発光振動反応が紹介されているのを
知り、さらに興味が深まったため、研究テーマに設定。酸
化されたり過酸化水素の存在下などで生成するヒドロペル
オキシルラジカルなどにより発光するルミノールは、化学
発光振動反応では何によって瞬間的に強く発光するのか？
を調べた。仮説と検証をもとに①急激な発光時にCu２＋ 

の濃度の増加の直接測定に成功　②強い発光強度は従来の
説HO2・では説明できず、フィードバックループにある 
・OS(O)CNが関係していると考えると説明できる。シミュ
レーションの結果、発光時に急激に変化するのはHO2・で
はなく・OS(O)CNである　③450nmの吸光度の振動測

定に成功。Cu+(SCN－)nがある濃度以上に増加すると、発
光強度が急激に増加する。Cu+(SCN¯)nが、ある濃度以下
になるとd[¯OS(O)CtN]/dt<0となり発光強度が急激に減
少するなどの結論を得た。

学校法人市川学園　市川高等学校

常総学院高等学校
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ポスターセッション
（英語・日本語）

サ イ エ ン ス ア イ デ ア コ ン テ ス ト

ポスターセッションの参加は全187チーム。うち、英語ポスターは46チーム（タイ、シンガ
ポール、韓国、ベトナム、台湾から参加）。英語ポスターの審査は、国際学生科学技術フェア
Intel ISEFの基準に則り、15名の研究者（本誌5ページ参照）が約2時間の協議を行ったうえ
決定。日本語ポスターの審査は、来場者の投票（協力機関の研究者、大学生、OBOGを含む）
によって決定されました。

「Decreasing Air Resistance using a Wind Lens and Dimples」
福岡県立香住丘高等学校／Naruki Ogimoto,Akane Sakamoto

「The Creation of a New Cubic Puzzle and Its Mathematical 
Properities」
千葉県立船橋高等学校／
Rie Matsuoka,Yuki Kosaka,Mio Nagoya,Chika Namiki

「Using Microwave Oven to generate Plasma for Sterilization」
Hanoi Amsterdam High School／Pham Quynh Nhi

〈イノベーション特別賞〉「Driver drowsiness detection」
Hawaii Preparatory Academy／Tung Dao

〈審査員特別賞〉「セロテープの貼り付く力（接着力）についての研究―貼り付けた物、
時間や環境条件が接着力に与える影響」
高崎市立倉賀野中学校／江口優花

「火星で農業をするには」
お茶の水女子大学附属高等学校／佐々春佳、新真澄、古賀千晶、山内みなみ

「食品廃棄物を材料にして発電装置を作製する研究」
米子工業高等専門学校／西尾有輝、藤沼絢音、岡あまね、前田千澄

「最強の建物を作るには～with耐震構造～」
岩手県立水沢高等学校／上野聖、及川勝仁、小沢成優

【日本語ポスター】

【英語ポスター】

【賞品】
●表彰状　●クリスタルトロフィ　●賞金：ナイスギフト／目録
●副賞：入場招待券と入場割引券（水戸芸術館）、入場招待券（茨城県近代美術館）
＊英語ポスターセッションの1位は、チーム代表者1名に「グローバル・リンク・シンガポール」招待参加権（2016年7
月、シンガポールにて開催される化学・社会課題をテーマに発表と議論を行う、アジア太平洋における中高生のアイ
デアコンテスト）
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ポスターセッション
英語ポスター発表チーム一覧

School Title

札幌日本大学高等学校 Effective extracting method of quercetin 

学校法人市川学園　市川高等学校 Artificial Photosynthesis  
－ Hydrogen and Oxygen generated from Water using Photocatalyst －

東京都立小石川中等教育学校 Research about making weather predictions using weather tubes 

東京都立小石川中等教育学校 The Research on dyeing using GFVCC(Glass Funnel Vacuum Column 
Chromatography)   ~Retrieving ancient purple ~

立教池袋中学校・高等学校 Why The Oscillating Period Of a Belousov-Zhabotinsky Solution When Mixed 
With Ammonia Changes?

Mahidol Wittayanusorn SYNTHESIS OF AMINE-MODIFIED SILICA AEROGEL FOR CO2 ADSORPTION 
BY AMBIENT PRESSURE DRYING METHOD

立教池袋中学校・高等学校 Improving the light output and output time of Peroxyoxalate-Chemiluminescence

立教池袋中学校・高等学校 An Examination of the Extracting Methods of Saponin from Soapnuts

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 Making the Organic EL Element

東京都立多摩科学技術高等学校 FOREST REMAINING WOOD IS NOT REMAINING WOOD!!

National Experimental High School at Central 
Taiwan Science Park

Chitosan applications in industrial wastewater treatment system using  nano-
chitosan composite method to adsorb pollutants

Anderson Junior College The development of scalable and modular intelligent systems for natural language 
processing

Anderson Junior  College Modelling Renography Data and Formulating Indices in Differentiating Kidney 
Obstructions

Changwon Science High School A Study on the Locus of Tangential Points of Sangaku-Type Problem in Regular 
Polygons

千葉県立船橋高等学校 The Creation of a New Cubic Puzzle and Its Mathematical Properties

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 Making a Robot That Walks on Two Legs

札幌日本大学高等学校 The phenomenon of worker ants’ laying eggs

浦和実業学園中学校・高等学校 Establishment of fisheries technology in laboratort

浦和実業学園中学校・高等学校 ”Endangered Plant” Compsopogon hookeri Mont. Cultivation

Nation Nanke International Experimental  
High School Reactive oxygen species – a stress or environmental signal?

Nation Nanke International Experimental 
High School

The mesenchymal stem cells in vitro culture and differentiation induction 
technology

Nation Nanke International Experimental 
High School

The Interaction and Impact of Microalgae and calcified organisms under Ocean 
Acidification

Nation Nanke International Experimental 
High School The Physical Influence of Pineal Gland to Lizard

Nation Nanke International Experimental 
High School The Geotropism and Phototropism of Plants

Nation Nanke International Experimental 
High School The effect of Environmental changes on microbes of Eco-pool in NNKIEH

Mahidol Wittayanusorn School Production of recombinant early endosomal antigen-1 protein in bacterial cells　
Escherichia coli strain BL21 (DE3) 

茗渓学園高等学校 Development of Seedless Green peppers

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 The Great Reproduction Ability Of Sea Cucumbers
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School Title

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 Strong light increase the cabbage anthocyanin accumulation ~Innovation of new 
cultivation method for healthy vegetables~

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 Natural Illumination Plant, Haworthia obtusa, Brighten the Dark Underground of 
the World by Scattering Sunlight

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 Utricularia Sandersonii Save Agriculture from Vermin. 
~ Utricularia sandersonii is Utricularia plants that can catch underground~

東京都立多摩科学技術高等学校 The possibility of biofuel made from euglena

Hawaii Preparatory Academy Driver drowsiness detection

Hanoi - Amsterdam High School for the gifted Using Microwave Oven to generate Plasma for Sterilization

Princess Chulabhorn Science High School The Developmental Modeling of Airplane’s Landing System by Using Damped 
Harmonic Motion

東京都立戸山高等学校 Consideration of Protecting Cosmic Rays for Space Development

東京都立小石川中等教育学校 How can airplanes fly?

福岡県立香住丘高等学校 Development of a bath-support system using a shape memory alloy 

福岡県立香住丘高等学校 Decreasing Air Resistance using a Wind Lens and Dimples 

Anderson Junior College EMP IED Diffuser Concept review and Simulation Research

National Experimental High School at Central 
Taiwan Science Park How to stand steadily on buses?

Anderson Junior College The Development of an Open-Source Low Cost 3D bioprinter and standard 
protocol for bioprinting

Changwon Science High School Producing Water Quality Index along with dispersion percentage of Spirogyra

池田学園池田高等学校 Regional comparison of ants of ports in southern Japan　－ monitoring of alien 
ant species

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 The Transition of Mineral Composition by Weathering

Princess Chulabhorn Science High School Study and Find a Correlation Equation which Divide the Ellipse Area into  
Ratio m : n by a Parabolic Curve

交通に関する社会課題を解決
生徒たちにとっても身近な存在であるバスや車。便利な反面、
環境負荷や交通事故などさまざまな課題を抱えています。
National Experimental High School at Central Taiwan Science 
Park（台湾）の Chang Wei-Ting さんは、乗車可能人数の多い
低床バスが大きく揺れることから、車内での最も安定感のある
立ち方をスポーツ生体力学などから探るユニークな研究を発表。
Hawaii Preparatory Academy の Tung Dao さんは、居眠り運転
による事故防止のため、眠くなったときの脳波をとらえてスマ
ホからアラームが出るシステムを開発。交通事故で亡くなる人
を減らすため、ぜひ実用化したいと意気込みを語っていました。

自然と生まれる国際交流
ポスターセッションの特徴の 1 つは、会場での参加校同士の距
離が近いこと。そのため、審査員へのプレゼンだけでなく、生
徒同士のコミュニケーションも大きな盛り上がりを見せていまし
た。英語ポスターセッションでは、生徒たちは会場を回る審査
員に対し、合計 3 回プレゼンを行います。2 回目が終わる頃に
なるとようやく緊張が解けるのか、お隣の学校に声をかけたり、
互いの研究を紹介しあったり。気になる研究のプレゼンを聞きに
行き、持参した名刺を早くも交換する生徒たちもいました。共通
言語はもちろん英語。さまざまな国から参加した、同じく科学を
志す生徒たちのにぎやかな国際交流が広がっていました。
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ポスターセッション
日本語ポスター発表チーム一覧

学校名 タイトル
福島県立磐城高等学校 The ★ RICE GLASS
福島県立磐城高等学校 ポリアニリン電極の可能性を追い求めて
福島県立磐城高等学校 TiO2 吸着活性炭の効果
茨城高等学校 水の電気分解装置を用いた燃料電池の研究
学校法人市川学園　市川高等学校 食材を用いたリップクリーム　～ココアバター・ミツロウ～
学校法人市川学園　市川高等学校 食材を用いて人体に安全なクレヨンを作る
学校法人市川学園　市川高等学校 ゼオライトを用いた河川の浄化
千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 ひまわりエコプロジェクト～ヒマワリ油入りろうそくの燃焼実験～
千葉県立安房高等学校 人工イクラ形成技術を応用した宇宙食の容器開発
千葉県立安房高等学校 新型燃料電池の開発
千葉県立安房高等学校 アルギン酸カルシウム膜を用いた金属イオンの吸着について
千葉県立安房高等学校 燃料電池触媒の層状メッキについて
千葉県立安房高等学校 色素を用いた光触媒の能力評価
千葉県立安房高等学校 ペチュニアに含まれる色素の分析
千葉県立安房高等学校 光触媒を用いた人工光合成の研究
千葉県立安房高等学校 ビタミン C を利用した燃料電池触媒の下地処理
立教池袋中学校・高等学校 効率の良い木材糖化法の検討
立教池袋中学校・高等学校 蛍光物質 CaS の精製と色変化の確認
立教池袋中学校・高等学校 ビタミンの結晶の研究
立教池袋中学校・高等学校 ルミノール発光の試薬の量による発光強度変化
立教池袋中学校・高等学校 TiO2 を用いた色素増感型太陽電池の作製
立教池袋中学校・高等学校 カメレオンエマルションの研究
立教池袋中学校・高等学校 低融点合金作り
東洋英和女学院高等部 長ネギの加熱による甘味変化の原因解明
明治大学付属中野中学校 時計反応（発光・変色）の研究
順天高等学校 白金触媒に変わるもの
順天高等学校 より良い癌治療
順天高等学校 日本人の国民病　偏頭痛
順天高等学校 重曹による麺の変化
順天高等学校 地球の温度変化の原因解明
文京学院大学女子高等学校 コメのとぎ汁の酸化防止効果
文京学院大学女子高等学校 ごぼうを使って緑色米を作ろう！
文京学院大学女子高等学校 ホタルの光を調べよう！～ルシフェリン ‐ ルシフェラーゼ反応における最適発光条件の探求～
文京学院大学女子高等学校 ～脱色＆染色～髪の毛に与えるダメージの調査
三田国際学園高等学校 金の輝きを取り戻す！
三田国際学園高等学校 バファリンからサロンパス、サロンパスからバファリンを作る効率の良い触媒の選択
神奈川県立弥栄高等学校 グルコースを用いた酵素型バイオ電池の試作
神奈川県立弥栄高等学校 冷却方法の違いによる青銅鏡への影響
神奈川県立弥栄高等学校 天然素材で絵の具を製作しよう
茨城県立水戸第二高等学校 閉鎖系 Belousov-Zhabotinsky 反応の長時間挙動を紐解く
茨城高等学校 茶の抗酸化作用
学校法人市川学園　市川高等学校 新規 Ce 触媒による BR 振動反応の発見と反応機構の研究
米子工業高等専門学校 食品廃棄物を材料にして発電装置を作製する研究
神奈川県立弥栄高等学校 水ガラス製スーパーボールの高反発化へ向けた研究
千葉県立安房高等学校 オール・オリジナル色素増感太陽電池の性能向上に向けて
千葉県立安房高等学校 燃料電池研究の新メソッド　～インジゴカルミンを利用した触媒の能力評価～
岩手県立水沢高等学校 最強の建物を作るには～ with 耐震構造～
東京都立戸山高等学校 雨滴発電
東京都立科学技術高等学校 温度が LED の色を変える !
城西大学附属城西中学高等学校 値段の高い電池と安い電池の差は何か
東京都立科学技術高等学校 ホバークラフトでの大型リニアの開発
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学校名 タイトル
三田国際学園高等学校 ３秒ルール発展 ver
三田国際学園高等学校
三田国際学園高等学校 劣化したガソリンの再生
三田国際学園高等学校 低酸素あるいは無酸素状態におけるミトコンドリアの機能について
三田国際学園高等学校 筋肉の電位を用いて、多関節のロボットを動かす
順天高等学校 伝統的な機械式時計の構造を知ろう。
順天高等学校 旅客や貨物をのせた自動車を運ぶ飛行機
順天高等学校 パンタグラフを自作する
順天高等学校 自作で骨伝導イヤホン
順天高等学校 エセ科学本を論破する
順天高等学校 災害救助、探索ロボットの構造について考える
愛知県立刈谷高等学校 跳ね返るシャトルコック
学校法人市川学園　市川高等学校 音色と倍音の関係
学校法人市川学園　市川高等学校 光触媒による水の浄化
宮城県多賀城高等学校 電気自動車の製作およびモータ性能の比較の検討
高崎市立倉賀野中学校 セロテープの貼り付く力( 接着力)についての研究・・貼り付けた物、時間や環境条件が接着力に与える影響・・
文京学院大学女子高等学校 反磁性が水の蒸発に与える影響
明治大学付属中野中学校 水上における抵抗を軽減するための船体構造について
育英西高等学校 No more チコク　～遅刻回避のためのルートの発見～
札幌日本大学高等学校 入射球が磁石球であるガウス加速器の加速メカニズム 
札幌日本大学高等学校 球体／レール間の摩擦
札幌日本大学高等学校 金属パイプ内を落下するネオジム磁石球の速度
札幌日本大学高等学校 磁石球間及び磁石球／鋼球間における磁気力と距離の関係
早稲田大学本庄高等学院 ソノプロセスによる殺菌
文京学院大学女子高等学校 ダイラタンシーの衝撃吸収実験
文京学院大学女子高等学校 シャボン玉の割れる時間　～シャボン玉液の濃度による割れる時間の変化～
北海道札幌開成高等学校 エビの好物を探せ！
茗渓学園高等学校 生物における糖の役割～ミジンコに尋ねる～
東京大学教育学部附属中等教育学校 粘菌による餌の摂取について
東京大学教育学部附属中等教育学校 ハツカネズミは仲間から学ぶのか
順天高等学校 テニスにおけるフォームと力の伝え方
順天高等学校 食虫植物は本当に虫を食べて生きているのか？
順天高等学校 タマネギによる目への刺激の緩和
順天高等学校 味覚分布図の正当性の検証
順天高等学校 バイオミメティクスによる皮膚の炎症の緩和
順天高等学校 顔の構造と認識
文京学院大学女子高等学校 粘菌はわたし色に染まるか
文京学院大学女子高等学校 光が菌の成長に与える影響
文京学院大学女子高等学校 植物の再生
文京学院大学女子高等学校 高校生女子にみられる外反母趾発症率について
山村学園　山村国際高等学校 天然精油の皮膚一過性細菌叢におよぼす抗菌効果
山村学園　山村国際高等学校 ミントタブレットの抗菌効果
山村学園　山村国際高等学校 除菌スプレーと合成洗剤による除菌効果
神奈川県立追浜高等学校 未来のエネルギーでがん治療を変える !
神奈川県立弥栄高等学校 土壌生物を用いた環境評価の正確性について

高度な研究にチャレンジ！
ポスターセッションの研究テーマの中には、中学・高校での学習
範囲を超える高度な内容に挑戦したものが多くあります。
Anderson Junior College（シンガポール）の Gao Ming さんは、
国立大学の付属プログラムに参加して腎臓の画像診断法を研究。
学校との両立は大変だったけれど、指導教官とメールでやりとり

しながらの研究はとても楽しかったと話していました。数学を用
いた立体パズルの考案に取り組んだ千葉県立船橋高等学校の
チームは、高校の範囲を超える代数に苦戦。参考文献を読んだり
先生の助言を受けたりしてようやく完成したと語るメンバーから
は、全員で壁を乗り越えた大きな充実感が伝わってきました。
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学校名 タイトル
神奈川県立弥栄高等学校 クマムシの熱耐性と保存期間に対する蘇生率
静岡県立掛川西高等学校 カケガワザクラのルーツを探る
熊本マリスト学園中学校・高等学校 水前寺公園のササゴイの撒き餌漁と環境Ⅱ
札幌日本大学高等学校 北広島市のゴマシジミ生息地の特徴
福島県立磐城高等学校 アリの味覚と嗅覚を探る
福島県立磐城高等学校 腹足類の学習と記憶について
茨城高等学校・中学校 固定化微生物によるアルコール発酵の研究
茨城県立土浦第三高等学校 ユレモの運動と形態
茨城県立土浦第三高等学校 ゴキブリの交替性転向反応について
茗溪学園高等学校 漢方は線虫の寿命を変化させる
浦和実業学園中学校高等学校 歩行虫の調査から自然環境を探る
浦和実業学園中学校高等学校 透明骨格標本を用いたカエルの骨形成過程観察
浦和実業学園中学校高等学校 ミニ生態系の作成
浦和実業学園中学校高等学校 埼玉県川越市内で 66 年ぶりに発見されたオオイシソウの調査と種の保護を目的とした培養
お茶の水女子大学附属高等学校 火星で農業をするには
三田国際学園高等学校 身近な食品についての簡便な遺伝子解析
三田国際学園高等学校 植物工場水耕栽培による糖度の高い野菜栽培
三田国際学園高等学校 ホタルミミズの生態と発光の仕組みを解明する
三田国際学園高等学校 粘菌の立体迷路における学習能力
茨城県立坂東総合高等学校 光の有無と光色が植物の生育に与える影響
茨城県立並木中等教育学校 cis-DME の高純度結晶化とそのバイオアッセイ
茨城高等学校 絶滅が危惧されるシャジクモ類復活への挑戦
広尾学園高等学校 低酸素条件が培養細胞に与える影響
山村学園　山村国際高等学校 マヌカハニーのマウス腸内フローラにおよぼす影響
神奈川県立弥栄高等学校 セイヨウミヤコグサは共生関係がないといわれる根粒菌と共生できるのか～厳密と言われる宿主特異性の検証～
宮城県仙台第三高等学校 「どんこ」と発光細菌の共生のしくみに迫る
宮城県仙台第三高等学校 虫えいを形成するヨモギタマバエの分子系統解析
東京大学教育学部附属中等教育学校 気孔開閉運動からみる植物の環境適応
文京学院大学女子高等学校 梅干しの塩分濃度がもたらす制菌効果
文京学院大学女子高等学校 菌体の融合と反発
文京学院大学女子高等学校 ～ギムネマ茶 VS ミラクルフルーツ～味を変える 2 つの物質は舌で何をしているのか？
神戸大学附属中等教育学校 クレーターカウントによる火星の年代測定
茨城県立土浦第三高等学校 長焦点レンズと簡易ヘリオスタットによる太陽観測装置の有効性
茨城県立並木中等教育学校 銀河におけるガスの濃淡と誕生する恒星の色の関係性　－渦巻銀河と衝突銀河の色指数を比較して－
東京都立科学技術高等学校 目指せ！世界共同研究～マングローブ域の土壌環境の調査研究～
千葉市立千葉高等高校 紙を軸に巻き付けた時に見られる展開図の法則性
順天高等学校 ２次方程式と循環連分数
順天高等学校 人口推移シミュレーションプログラム
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 避難時間を最小にする避難経路に関する考察～命を守る行動を～
札幌日本大学高等学校 雨・雪力発電装置
順天高等学校 Tisangalale Sayansi!!（=Let’s enjoy science!!）－ アフリカの子供達を対象とした科学実験考案
順天高等学校 科学でつなぐガーナと日本 – 共同実験を通じて－
山形県立上山明新館高等学校 大豆の育種　　～伝承大豆からの育種～
文京学院大学女子高等学校 音楽が学習作業に与える影響
神奈川県立弥栄高等学校 炎色反応を利用したレインボーキャンドルの製作

先輩から引き継ぐ息の長い研究
ポスターセッションで発表される研究テーマは多岐にわたりま
すが、中には研究期間が長く、先輩から後輩へと代々引き継がれ
ている研究もあります。札幌日本大学高等学校は、地元・北海道
が消費量日本一を誇るタマネギの皮に含まれるケルセチンの抽
出法を 3 年前から研究。港での外来アリのモニタリングを 4 年

にわたり継続中の池田学園池田高等学校（鹿児島県）は、昨年は
沖縄県の港を調査。ウスヒメキアリという外来種を南西諸島で初
めて確認しました。一方審査員からは、中には主体性が薄れてし
まっている研究もあるとして、継続研究においても、現メンバー
の創造性と主体性が重要との認識が改めて示されました。
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サイエンスワークショップ
サ イ エ ン ス ア イ デ ア コ ン テ ス ト

毎年好評の、「サイエンスワークショップ」。最先端の科学を研究する企業、団体、
大学等の協力により、化学、生物学などの自然科学から応用的な医学分野まで、 
全12の多彩なワークショップが開催されました。

ウシオ電機株式会社
「光の接着剤！？　～なぜ？　モノとモノを、紫外線だけでくっつける『光接合！』～」

タンガルーマ海洋教育保護センター
「科学で海洋動物の理解を深め、自然界との共存を計る－自然環境への害を
最小限に抑えた、オーストラリアのエコツーリズム感動の心を自然保護の力へ－」

日本科学未来館
「ジオスコープで地球を探ろう！気候変動から考える未来の地球」

東京工業大学
「21世紀の新しいサイエンス人工知能の次に来る「自然知能」とは何か？」

お茶の水女子大学
「暗号のしくみと作り方  オリジナルの暗号を作りましょう」

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構（KEK）
「素粒子ニュートリノと宇宙のはじまり」

東京農業大学
「先端的脳科学に挑戦する　ー農学の新しい可能性である生命科学ー」

大日本印刷株式会社
「デジタルデータ活用で『医療分野の未来のあたりまえをつくる』！」

筑波大学　藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター
「思い描こう！資源を自給自足する未来を～微細藻類に秘められた可能性～」

インテル株式会社
「高校生世界最高水準のサイエンスプレゼンテーションを目指して」

国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構（JAXA）
「衛星の"中"をのぞいてみよう!～スマホは宇宙に行ける!?～」

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
「暮らしや医療、こんなところにも広がる放射線の利用－発電だけじゃない原子力－」



19

光の接着剤～なぜ？　
モノとモノを、紫外線だけでくっつける『光接合！』～

科学で海洋動物の理解を深め、自然界との共存を計る
－自然環境への害を最小限に抑えた、オーストラリアのエコツーリズム感動の心を自然保護の力へ－

「光」の研究を行うイノベーションカンパニー、ウシオ電機
株式会社。ワークショップのテーマである「光接合」とは、紫
外線が持つ化学エネルギーにより、物質の表面を活性化させ
ることで、まるで接着剤を使ったかのように、異なる材料同士
を原子レベルでくっつけることができる技術です。今回の実
験ではガラスとPDMSという材料を「エキシマランプ」という
放電ランプを使って接合しました。講師の説明を聞きながら、
グループごとに分担して作業を進める生徒たち。接合が確認
できた瞬間は、あちこちから歓声が上がりました。また“どう
して接合できたか”をディスカッションしながら、日頃あまり
考える機会のない「光の可能性」についても学びました。医

オーストラリアの国立公園モートン島の中心に位置する、
世界で三番目に大きい砂の島・タンガルーマ。豊かな緑に囲
まれたその島は、多くの珍しい海洋生物が生息する人気の観
光スポットです。タンガルーマでは、観光や旅行を通じて自
然保護や環境保全への理解を深めようという「エコツーリズ
ム」をいち早く取り入れており、タンガルーマ海洋教育保護
センターは、この島でエコ・スタディプログラムを行ってき
ました。ワークショップでは、その活動内容が紹介されまし
た。中でも生徒たちが熱心に見入っていたのが、島に生息す
る海洋生物たちの貴重な映像や写真の数々。またビデオ通話
で、リアルタイムに現地の研究員から島の状況や活動内容に

療やバイオ、ウェアラブルコンピューターなどの先端デバイス
製造分野で注
目を集める同
社の技術。最
先端の技術を
間近で体験で
きるとあって、
多くの生徒が
集まりました。

ついて説明してもらうプログラムも実施。リゾート開発と共
に行われる海洋教育保護活動について学び、野生動物の保
護に科学研究
が貢献してい
ることを知る
貴重な経験に
なったようで
す。

半導体や液晶といった「エレクトロニクス分野」、医療やバイオといった「バイオメディカル分野」、そしてシネマ、照明などの「ビ
ジュアルイメージング分野」に光のユニット、光の装置、光のシステム、さらには光のソリューションを広く提供している

リゾート開発・運営業務。海洋専門研究

ウシオ電機株式会社

タンガルーマ海洋教育保護センター

ワークショップに参加した生徒の感想

ワークショップに参加した生徒の感想

システムソリューション事業部　機能部品開発部
山田剛氏

タンガルーママリンエジュケーションセンター＆
コンサバーションセンター所属担当員

事業
内容

事業
内容

「光」に対する概念が変わった。実験によって、より内容を理解できたのが良かった（高1）
光で物がくっついたり、洗えたりするなんて知らなかったので、新しいことを知ることができて良かった（高1）

イルカやジュゴンの生態に沿った研究やふれあいとリゾート開発が共存している点が印象的だった（高1）
ビデオ通話を通じて、リアルの研究者さんに会えるのがすごいと思った（高2）
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ジオスコープで地球を探ろう！気候変動から考える未来の地球

21世紀の新しいサイエンス
人工知能の次に来る「自然知能」とは何か？

国内外の科学者や研究機関から集めた、世界中の地球観測
データにアクセスできるインタラクティブボード「ジオ・ス
コープ」。この「ジオ・スコープ」を使って気候変動、中で
も地球温暖化について理解を深め、地球の過去・現在・未来
の姿について考えていきました。
「地球温暖化は本当に起こっているのだろうか？」という

問いかけから始まり、科学コミュニケーターによる解説をま
じえながら、「ジオ・スコープ」にある様々な地球観測デー
タを読み解き、生徒一人一人が地球の移り変わる様子を多角
的に捉え直していきました。

その後、グループに分かれ、「誰が何をする」という形式

「人工知能」に続き、注目を集め始めているのが「自然知
能」です。コンピュータや人工知能だけではできないこと
がある一方で、自然界に存在する生物や物質には、回路の
ような構造を持たなくても、社会的に共通の価値をもたら
す情報処理や機能変換などの知的機能を発現する可能性が
あるといわれています。つまり、自然知能とは人工知能の
上位概念で、「21世紀の新しいサイエンス」ともいうべき
ものなのです。ワークショップでは、この自然知能のこれ
からの方向性について考えるとともに、既存の学問分野の
枠内や延長線上にはない、社会的価値を創出する自然知能
の持つ可能性について、さまざまな角度から考察しました。

で多様な立場の人たちが取り組むCO2削減に向けたアクショ
ンプランをまとめ、発表しました。地球規模課題を自分事と
して捉えた日々の暮らしに関わる提言から、発想力に富んだ
面白い提言まで、多くのアイディアが出されました。また生
徒たちは、提言だけで終わらせずに実際の行動につなげたい
と、意気込みも語っていまし
た。

なお、海外からの生徒の受
講も多く、2回行われたワー
クショップのうち1回は、英
語で講義を行いました。

自然知能が文化芸術に及ぼす影響についての分析という興
味深い考察もあり、21世紀の最先端サイエンスに触れ、生
徒 た ち は 大
い に 想 像 力
を 刺 激 さ れ
たようです。

いま世界に起きていることを科学の視点から理解し、私たちがこれからどんな未来をつくっていくかをともに考え、語り合う
場を提供。日々の素朴な疑問から最新テクノロジー、地球環境、宇宙の探求、生命の不思議まで、さまざまなスケールで現在
進行形の科学技術を体験することができる。

1881年設立。歴史を誇る理工系総合大学で、3つのキャンパスに学士課程約5,000人、大学院課程約5,000人、合計約1万人の学生が学ぶ。世界を舞台
に科学技術の分野で活躍できる人材の輩出と地球規模の課題を解決する研究成果によって社会に貢献し、長期目標である「世界最高の理工系総合大学」
の実現を目指す

日本科学未来館

東京工業大学

科学コミュニケーター
沈晨晨氏

物質理工学院、WPI 地球生命研究所、理化学研究所兼務　
教授　原正彦氏

事業
内容

事業
内容

ワークショップに参加した生徒の感想

人間によるCO₂排出量が予想以上に多かったこと、CO₂削減に関して、同じ学校の友達ではなく、
隣の席にいた他の学校の人と議論できたことが印象深かった（高2）

ワークショップに参加した生徒の感想

この講義を通じ、常に新しいことを求め続ける科学者の姿が少しずつ見えてきた気がする（高1）
私たち自身が、研究活動を行う際の心構えなどを学ぶことができた（高2）
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暗号のしくみと作り方  オリジナルの暗号を作りましょう

素粒子ニュートリノと宇宙のはじまり

ニュートリノとは、物質を構成する素粒子のうち、電荷
を持たない中性レプトンのこと。1956年にアメリカの研
究者が初めて検出に成功して以来、世界中であらゆる研究
が続けられてきました。2015年のノーベル物理学賞では
ニュートリノに関する研究が選ばれており、注目が高まる
中、最先端ニュートリノ研究を続けてきたKEKが、その成
果について紹介しました。

まずはニュートリノについての基本的な説明からスター
ト。粒子の検出の仕方や見分け方など、研究現場で実際に
行われていることについての紹介があった後、「ニュートリ
ノと宇宙の始まり」に関する講義がありました。学校の授

業ではなかなか聞くことができない、専門分野の最先端研
究が分かりやすく学べるとあって、必死にメモをとる生徒
の姿も。KEK
の最新の研究
成果発表の際
も、じっくり
と耳を傾けて
いました。

高度な専門教育と並んでリベラル・アーツ教育を重視する理念を基に、人文科学・自然科学・社会科学の素養やセンスを広く
備えた知性を育むことを目指す。長年の蓄積を生かし、それを発展させ、一人ひとりに豊かな学びの可能性を拓いてゆく

高エネルギー物理学・加速器科学・物質構造科学などの総合研究機関。最先端の大型粒子加速器を用いて、宇宙の起源、物
質や生命の根源を探求し、研究者の自由な発想による「真理の追究」を目指して研究開発を推進している

お茶の水女子大学

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構（KEK）

基幹研究院自然科学系准教授
萩田真理子氏

素粒子原子核研究所　広報コーディネータ
高橋将太氏

事業
内容

事業
内容

ワークショップに参加した生徒の感想

簡単な暗号化は授業でやったが、自分たちで作って解き合うのは初めてで、とても楽しかった（高2）
暗号作りと解読、他グループとの意見交換では自分たちと違う考え方があるのを知って面白かった（高1）

ワークショップに参加した生徒の感想

最近よくニュースで見る素粒子についてだったので、友達に自慢できる内容だと思う（中2）
素粒子が好きで参加したが、カミオカンデの仕組みなど詳しく知ることができて楽しかった（高1）

暗号と聞いて、ワクワクしない人はいないはず！　この
ワークショップでは、有名な暗号を題材に変換の仕組みを
学び、実際にオリジナルの暗号づくりにチャレンジしまし
た。古典的な暗号の代表として取り上げたのが、文字をず
らして暗号化する「シーザー暗号」。この暗号の安全性や弱
点について考えながら、「強い暗号」の条件を導きだします。
その後はグループに分かれてオリジナルの暗号を作り、グ
ループごとにお互いの暗号を解読し合います。実験という
より、クイズやパズルに挑戦するような感覚で楽しむ生徒
たち。「暗号を解読してやろう！」と一致団結する姿から、
楽しみながら学ぶ様子が伝わりました。制限時間が来てし

まい、「あと少しで解けそうだったのに」と本気で悔しがる
生徒の姿も。

言語の特性や法則性を見抜き、統計的な側面から回答を
導き出すという作業
を通じて、生徒たち
は論理的思考力を大
いに鍛えることがで
きたようです。
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先端的脳科学に挑戦する　
―農学の新しい可能性である生命科学―

デジタルデータ活用で
「医療分野の未来のあたりまえをつくる」！

脳にはまだまだ謎が多く、これまで以上に基礎研究が進歩し
なければ、その先の医学的な研究は進まないといわれています。
このワークショップでは、脳の「記憶研究」を題材にし、研究で
得られた成果をどのように医学的研究に発展させるかを学びま
す。

最初に「脳とは何か」「遺伝子とは何か」といった基本的な説
明があった後、その応用実例が紹介されました。例えば「テス
ト前はいつ記憶すると効果的か」というテーマで、記憶と睡眠
のメカニズムについて解説。また「ストレスに強い脳の作り方」
について検証するなど、生徒たちにとっても興味深い話が続き、
ぐいぐいと引き込まれている様子でした。「先端的脳科学では、
記憶がコントロールできるようになっている」という、にわかに

高度な印刷技術を持つ大日本印刷株式会社（DNP）。同
社では、長年培った印刷や情報の技術・ノウハウを、医療
分野で活用しようという取り組みが進められています。ワー
クショップでは「病院におけるAR（拡張現実）技術の応用」
や、DNPが開発した「臓器立体模型を３Dプリンターで作
製する手法」などについて分かりやすく説明しました。

特に盛り上がったのが、「三次元データ」の作製体験。グ
ループに分かれ、簡易３Dスキャナーとパソコンのデータ
加工ソフトを使って、各グループでメンバー1人の顔の三次
元データを作り、発表し合いました。慣れない手つきで立
体の人間をスキャンする生徒たち。苦戦しつつも、初めて

信じられないような話も多く、生徒たちは興味津々。このワー
クショップの参加者の中から、医学応用を目指すような脳学系

“農”科学者
が誕生する
かも!?

取り組む三次元データの世界に夢中の様子でした。未来の
病院では、こうして作られた、臓器模型を使った説明があ
たりまえにな
るかもしれま
せんね。

出版印刷（書籍・雑誌・電子書籍等）、商業印刷（チラシ・カタログ等）、ICカード、包装、建材、光学フィルム、エネルギー関
連部材、エ レクトロニクス製品、ライフサイエンス分野、農業分野など多分野で事業を展開

東京農業大学

大日本印刷株式会社

生物応用科学部　バイオサイエンス学科長
　教授 喜田聡氏

技術開発センター プリメディア研究所
山田満輝氏

事業
内容

事業
内容

ワークショップに参加した生徒の感想

農学部が脳研究という、医学部でできない基礎研究を代行する考え方が新鮮だった（高2）
記憶のメカニズムがよく分かり、自分の生活を見つめ直す必要性があるなと思った（高2）

ワークショップに参加した生徒の感想

3Dプリンターの現物が見られた！社員の方々も面白くて親切だった！（高1）
この会社が印刷だけじゃなく、最先端の科学技術を研究しているのに驚いた（高2）

1893年、農業発展を目的に設立。学問のための学問を徹底して排した、実際から学ぶ「実学主義」を教育理念としている。 
生命科学、環境科学、情報科学などの分野においても深い専門の教育研究を行うほか、21世紀の人類が直面するであろう食料、 
環境、エネルギー、健康に係る問題への取り組みにも力を入れる
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高校生世界最高水準の
サイエンスプレゼンテーションを目指して

高校生を対象に、毎年開催される世界最大の科学コンテ
スト「インテル国際学生科学技術フェア（Intel ISEF）」。
2015年は米国ペンシルベニア州ピッツバーグで開催され、
75以上の国・地域の合計1,700人参加しました。多くの学
生に支持されるこのコンテストでは、これまでも多くの素
晴らしい発表がされてきました。そうしたIntel ISEFの日
本代表経験者が、その経験をもとに、プレゼンテーション
のコツを伝授するのが、このワークショップの特徴です。「研
究テーマの絞り方」「ポスターのまとめ方」など、「海外プ
レゼンテーションのポイント」をレクチャーしました。科
学に関する発表内容に限らず、グローバルに通用するプレ

ゼンテーション技法が参考になるとあって、生徒たちは熱
心に耳を傾けていました。世界で活躍する同世代の姿に刺
激を受け、「次
は自分も！」
と目を輝かせ
る生徒たちの
熱気が会場内
に溢れていま
した。

半導体を通じて、人々の仕事と生活をさらに豊かにする先進的な技術と製品を開発、提供 
*特定非営利活動法人日本サイエンスサービス(NSS)は、国際学生科学フェア(Intel ISEF)経験者が中心となって活動している
団体(インテルなどが支援)

インテル株式会社 日本サイエンスサービス（Intel ISEF 代表経験者）
西川功氏　本松千波氏　久保裕亮氏

事業
内容

ワークショップに参加した生徒の感想

Intel ISEFだけにあてはまることではなく、すべてのプレゼンにおいて重要なことを知ることができた（高1）
「プレゼンテーション3分、12分は質問にあてる」は、新たな気付きだった（高1）

思い描こう！資源を自給自足する未来を
～微細藻類に秘められた可能性～
「藻類」は、非常に多様で未知の生物といわれます。植物

と同様に光合成を行うことが分かっており、顕微鏡を使わ
ないと観察ができない微細藻類の中には、石油と似た成分
や、化粧品などに使われる成分を産出する種類もあります。
筑波大学では、このような藻類に秘められた可能性を最大
に引き出すことで、未来の資源枯渇に備え、持続可能な地
域社会をつくることを目指しており、ワークショップでは
その研究の数々が紹介されました。

まずは、スライドで実際の藻類の写真を見ていきます。
特徴的な形をしたカラフルな藻類の姿に驚く学生たち。そ
の後は、地球の変化や生物の進化について考えながら、藻

類が果たしてきた役割を考えます。そして、エネルギーや
環境問題など現在の地球の課題を取り上げながら、藻類の
次世代バイオマス
エネルギーとして
の可能性について
解説。微細藻類の
持つ力を知り、そ
の可能性について
考える貴重な時間
になったに違いあ
りません。

1973年開学。茨城県つくば市にキャンパスを置く。基礎および応用諸科学についての教育・研究に力を入れるとともに、創造
的な知性と豊かな人間性を備えた人材の育成を通じて、学術文化の進展に寄与することを建学の理念としている

筑波大学　
藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター

名誉教授  井上勲氏
主任研究員  出村幹英氏

事業
内容

ワークショップに参加した生徒の感想

今後、この研究が進み、化石燃料にとって代わる日がくるのが楽しみになった（高2）
藻類が多くの植物の原点であること、その藻類がエネルギー資源になることに驚いた（高2）
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暮らしや医療、こんなところにも広がる放射線の利用
－発電だけじゃない原子力－

私たちの体も、地球も、宇宙にある全てのものは原子で
できています。その原子に秘められたエネルギーを取り出
したものが原子力で、発電に利用されていることは皆さん
もご存知のとおりです。原子から生み出されるエネルギー
の一つに「放射線」がありますが、これは私たちの暮らし
に役立つものや、生活を豊かにするもの、命を守る医療の
現場など、さまざまな場面で活用されています。利用しや
すいよう、制御されて人工的に生み出される放射線は「量
子ビーム」と呼びますが（レーザーも量子ビームの一種）、
これは例えばがん治療や植物の育種などに使われています。

その放射線や量子ビーム
の活用実態について学ぶの
が今回のワークショップ。
ワークショップの後半で
は、放射線を照射した樹脂としていない樹脂の違いを観察
する実験も行いました。この実験では、放射線を照射する
と形状記憶性を持つという具体的な現象を見ることができ、
放射線の作用を学習する事が出来ました。生徒たちにとっ
て、日頃よくニュースなどで聞く原子力、放射線などの本
当の力を知る良い機会となりました。

日本で唯一の原子力に関する総合的研究開発機関。「原子力の未来を切り拓き、人類社会の福祉に貢献する」をミッションとし、
原子力の基礎基盤研究や福島原発事故への対応、原子力の安全性向上研究、核燃料サイクルの研究開発、放射性廃棄物の処理
処分に関する研究開発等を行う。

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 広報部長
鈴木國弘氏

事業
内容

ワークショップに参加した生徒の感想

モノに放射線をあてるだけで、熱への強度が上がることが、とても印象に残った（高1）
これまで原子力に対して持っていたイメージと全然違ったので、面白かった（高1）

衛星の“中”をのぞいてみよう!
～スマホは宇宙に行ける!?～

CPU、メモリ、DCDCコンバータ、PowerMOSFETな
ど、多くの電子部品で構成される衛星。このワークショッ
プでは、衛星に実際に使われている電子部品について学ぶ
ことで、「衛星の“中”をのぞいてみよう！」というもので
す。実際の模型を見て、触ったりしながら、衛星ならでは
の特徴について説明を受けました。例えば「衛星が分離す
る際の衝撃に耐えられるもの」「宇宙空間で放射線に晒され
ても耐えられるもの」など、求められる条件について考え
ながら、部品の特徴を詳しく知ることができるワークショッ
プでした。

後半の実験では、真空状態にした部品の温度上昇を測定。

未知の宇宙環境を想像しながら、上下する数値を興味深く
見守る生徒たち。あらためて、宇宙空間が過酷な環境であ
ることを実感
したようです。

宇宙科学研究所（ISAS）、航空宇宙技術研究所（NAL）、宇宙開発事業団（NASDA）が１つになり、宇宙航空分野の基礎研究
から開発・利用に至るまで一貫して行う中核的実施機関。宇宙・航空が持つ大きな可能性を追求し、さまざまな研究開発に挑む。

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA） 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）　研究開発部門
第一研究ユニット　研究開発員　土屋佑太氏

事業
内容

ワークショップに参加した生徒の感想

衛星とスマートフォンの部品を比較しながらの講義で、衛星への理解が深まった（中2）
放射線の影響で電子部品が誤作動を起こす反応に関する講義が興味深かった（高2）



一昨年、ポスターセッションで
入賞した長倉冴里さんと橋田鈴
菜さん（文京学院大学女子高等
学校卒業。現在、大学生）は、「コ
ンテストが楽しかったので、ぜ
ひお手伝いしたいと思いまして。
また、後輩たちが私たちの研究
を引き継いでくれているのも嬉
しいです」と語ってくれた。
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当日参加してくれた皆さんが答えてくれたアンケート結果をご紹介します。参加者DATA
※回答枚数158枚

Presentation
Booth

アイデアコンテストでは、各プレゼンテーションのほか、研究成果物の展示、
各種団体のＰＲブース＊などが設けられています。
目玉は、今年で4回目となる茨城県立土浦一高の地学部の皆さん作の

「プラネタリウム」毎回、上映会は毎年大盛況で、人気の恒例展示となっています。
＊シンガポール政府観光局／セグウェイシティツアーinつくば

また、過去ご参加いただいた先輩の方々＊に、サポー
トメンバーとして、ポスターセッション審査や会場案
内、およびネットワーキングセッション、表彰式など
でのお手伝いをいただきました。一昨年、ポスターセッ
ションで入賞した長倉さんと橋田さんは「コンテスト
が楽しかったので、ぜひお手伝いしたいと思いまして。

また、後輩たちが私たちの研究を引き継いでくれてい
るのも嬉しいです」と語ってくれた。

＊湯本景将さん（茨城県立並木中等教育学校卒、筑波大学
在学中）、村田篤志さん（常総学院高等学校卒、筑波大学在
学中）、長倉 冴里さん（文京学院大学女子高等学校卒、東
洋大学在学中）、橋田鈴菜さん（文京学院大学女子高等学校
卒、東京理科大在学中）

参加者 満足度
後輩に

伝えたいですか

中学１年生 1%
中学2年生 2%
中学3年生 6%

高校1年生
42%

高校3年生
3%

高校
2年生
46%

大変満足した
28%

はい
88%

いいえ
12%

満足した
54%

悪い 1%

普通
16%

●  同じくらいの学年の人たちが多様な興味を持ち、様々な実験を実線していることを学べて良かった（高1）
●  他の参加者の研究がどれも興味深く、自分の知らない分野の世界も見ることができて、有意義で楽しい時間を過ごせた。先生方からい

ただいたアドバイスをもとに、さらに自分の研究を深めていこうという意欲がわいた。海外の生徒との交流会もとても楽しかった（高1）
●  ポスターセッションのプレゼンタイム3分は内容を理解してもらうには短すぎる。せめて5分～10分あればと思う（高2）
●  海外のプレゼンテーマより、日本のテーマは総じてカタイように感じた。海外からきている生徒も楽しめるようなポスターの作り方を

知りたい（高1）
●  生徒間のディスカッションの時間をもっと多く取ってほしい（教員）
●  プレゼン技術が高いにこしたことはないが、多少稚拙でも生徒自身のオリジナルの発想・発見が感じられる研究発表が評価されること

を願う（教員）

意見・感想



26

つくば Science Edge2016  Networking Session（国際交流会）

各国生徒の混合チームでゲームを行い、親睦を深める

　2016年5月15（日）～17日（火）に開催される、G7茨城・
つくば科学技術大臣会合。その開催にあたり、茨城県およ
びつくば市の魅力を発信することなどを目的に、さまざまな
エクスカーション（体験型の見学会）を実施。このうち海外
メディアを対象としたエクスカーションで、本コンテストの
視察が行われました。
　台湾、カザフスタン、リビア、カタール、アメリカなどの、

テレビ局、新聞社、雑誌社の記者が、日本のオーラルプレ
ゼンテーション参加者（愛媛県立長浜高等学校、常総学院
高等学校の生徒たち）にインタビューを敢行。「なぜその研
究テーマを選んだのか」「チームの役割分担はどうしている
のか」「日本にはアニメなど楽しめるエンタテイメントコン
テンツがあるのに、なぜ科学に没頭するのか」といった質問
がなされ、生徒たちは自分たちの考えを堂々と述べました。

　英語ポスターセッション公開審査日の夜、タイ、シンガポー
ル、韓国、ベトナム、ハワイ、中国、台湾、日本の生徒一堂に
会する国際交流会が開催されました。国際交流会の間は、英語
でコミュニケーションをとり、親睦を深めました。
　ホストは、順天高等学校と広尾学園高等学校の生徒。参加
生徒は受付時に振り分けられ、“各国混合チーム”を結成。チー

ムごとに、さまざまなクイズ・ゲームなどで点数を競い合いま
した。参加した日本の生徒からは「日常的な英会話力を、緊張
せずに試せる良い機会だった」「科学という分野での興味を共
有できる、海外の友人ができた」（高校生）といった感想が寄
せられました。

協力／PICO factory Japan（ピコファクトリージャパン　古澤輝由氏、新 江梨佳氏）　

G7茨城・つくば科学技術大臣会合開催記念
海外メディアの記者たちがコンテストを視察！

G7茨城・つくば科学技術大臣会合は
2016年5月15（日）～17日（火）の3日間、
つくば国際会議場で開催。

Column
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発表、参加したみなさん、すばらしいプレゼンテーションをありがとうございました！
つくば ScienceEdge2016
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2016 REPORT

第７回は、2017年3月21日（火）～22日（水）の2日間で開催（予定）

中高生国際科学アイデアコンテスト
つくばScience Edge2017

■ 参加条件 ① アイデアコンテスト（オーラルプレゼンテーション）
　 ・  アイデアをご応募いただいた中から、選考を行います。
　 ・  選抜された8チームに、3月22日（水）の本選で、オーラルプレゼンテーションを行っていただきます。
　 ・   審査委員による審査により、優秀作品を選定し、表彰いたします。なお、書類による選考にもれたチームについては、 

ポスターセッションにご参加いただきます。 
※オーラルプレゼンテーションは英語での発表も可

② サイエンスアイデアや、普段の研究活動のポスター発表（日本語）
　 ・  ポスター展示場での発表・紹介をしていただきます。
　 ・   ポスターセッション審査委員、来場者による投票・審査により優秀作品を選定し、表彰いたします。 

※１日のみのご参加も可能です。
③ 英語によるポスター発表（10分単位 ※Intel ISEF の発表方式に準ずる）
　 ・   ポスター展示会場にて、英語での発表、紹介をしていただきます。※3月21日（火）午後を予定 
　 ・  審査委員による審査により、優秀作品を選定し、表彰いたします。 
④ アイデアコンテスト・ポスター発表・ワークショップの見学（無料）
　 ・   ワークショップのご参加のみでも受付をしています。当日見学のみのご参加もできます。 

※各チーム、4つの参加形態から、いずれかを選択いただきます。

■ 発表内容 中高生の個人・団体が、主体的に考えたアイデアであること（今すぐの実現性は問わないので、夢のあるアイデアであること）
／研究・技術アイデアを含め、可能であれば実現するための計画も示すこと／科学的な知見・証拠は必ず参考文献（論文等）を
引用していること ※本選考後の「つくば国際会議場」での発表は、パワーポイントによるスライドプレゼンテーションです。

■ 参加手順 募集期間：2016年10月中旬～2017年1月中旬（予定） ※詳細はWebサイトを御覧ください
アイデアコンテスト（オーラルプレゼンテーション）にご参加／サイエンスアイデアや、普段の研究活動のポスター発表（日本
語）の場合／ワークショップのみ、または見学のみでご参加の場合 それぞれ、お申込後の手順が異なります。
※ ご参加は基本、無料ですが、オーラルプレゼンテーション（以下／OP）、英語でのポスター発表にはお申込み時、1チーム8,000円の審査料が必要となります（OP の予備
選考にもれて日本語でポスター発表をするチームには、ポスター発表参加後、「評価表」を送付します。お申込代金の払い戻しはございません）。

■ 選考 ご応募いただいたアイデアの中から選考を行い、選考されたチームに詳細を通知します。
ポスター発表でご応募いただいた場合、ご参加決定したチームに詳細を通知します。

■ 本選：2017年3月22日（水） ※オーラルプレゼンテーション

アイデアコンテストに参加する８つの選抜チームには、「つくば国際会議場」にて、パワーポイントによる発表を行っていただきます。
※ 1チームの持ち時間10 分程度。発表後、質疑応答( ディスカッション）。
※ポスター発表で参加するチームは、別会場での発表がございます。
※アイデアコンテスト、ポスター発表ともに、表彰式にご出席いただきます。

■ 表彰について 「科学の研究者にとって必要な視点を伸ばしてほしい」という審査委員の思いから、本コンテスト独自の視点では３つの賞を
設定しています（創意指向賞、探究指向賞、未来指向賞／オーラルプレゼンテーションの賞）。記念の楯や賞状の授与のほか、
副賞もご用意しています。ポスターセッションおよび研究成果の展示の表彰も、別途ございます。

■   開催日時：2017年3月21日（火）～22日（水） 
開催場所：つくば国際会議場（茨城県つくば市竹園2-20-3）

■ 募集要項・詳細：（2016年10月中旬公開予定）

（2016年実績）
● 後援  茨城県、つくば市教育委員会、つくばサイエンス・アカデミー、文部科学省、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）
● 協賛 インテル株式会社、ウシオ電機株式会社、タンガルーマ海洋教育保護センター、大日本印刷株式会社、国立研究開発
法人 日本原子力研究開発機構、お茶の水女子大学、東京農業大学、東京工業大学、シンガポール政府観光局、株式会社ビクセ
ン、水戸芸術館、茨城県近代美術館
● 協力  国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）、日本科学未来館、大学共同利用機関法人 高エネルギー加速
器研究機構（KEK）、筑波大学・藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センター、茨城大学

主催：つくば Science Edge 2017 実行委員会  共催：株式会社JTB関東

http://www.jtbbwt.com/ScienceEdge/
またはつくばサイエンスエッジ つくばサイエンスアイディアコンテスト 検索


