
団体名

宇宙はどこまで解ったか?

20世紀の初め、私たちが知っている宇宙とは太陽系と太陽系の属する銀河系だけでした。
その後の観測の進歩により、銀河系の外にも無数の銀河が存在することが分かってきました。
さらに、遠くの銀河ほど早く遠ざかっていることから、宇宙全体が膨張していることもわかりました。

一方、理論面ではアインシュタインの一般相対性理論の発見により、ブラックホールとう奇妙な
天体の存在が予言されました。また、宇宙全体が膨張していることが、アインシュタインの理論か
ら導かれることから、現在のビッグバン宇宙論が提唱されるようになりました。私たちは、宇宙の
構造や歴史について科学的に研究することができるようになったのです。

私の講演では、人類の宇宙理解の歴史から、現在までに解っていること、まだわかっていないこ
とについて、易しく解説します。

栗原 良將

第1部：日本語 第2部：日本語 第1部：30名 第2部：30名言語

高エネルギー加速器研究機構（KEK）

定員数

タイトル

講師

BelleⅡ測定器



団体名

人類とゲノム編集技術の共生を考える

人類は生きるために食べ物が必要です。2020年現在、世界人口は70億人を超え、30年後の2050年
には100億人に迫ると言われています。全ての人に安定した食料を供給するという課題は国連サミットで採
択されたSDG（Sustainable Development Goals・持続的な開発目標）の目標の中で「飢餓をゼロ
に」として掲げられています。一方で、世界規模の気象変動の影響により、世界各地で農業を取り巻く環境
が悪化の一途を辿っています。そのため、栄養価や収量性に優れた農水産物の一刻も早い開発が重要で
す。では、優れた農水産物を今よりも迅速に開発するためにはどのような技術が必要でしょうか？

近年、ゲノムの効率的な改変を誘導するゲノム編集技術が登場しました。この技術は育種期間を劇的に
短縮できるため、実際の品種改良に適応させる試みが世界中で進められています。このワークショップでは、
この技術の最新情報やこの技術によって開発された作物の開発状況について紹介します。そして、この技術
と人類との共生について議論します。

筑波大学 生命環境系
准教授 有泉 亨

第1部：日本語 第2部：日本語 第1部：50名 第2部：50名言語

筑波大学

定員数

タイトル

講師



団体名

「21世紀の新しいサイエンス」
- 生命の起源と「化学進化」、知性の起源と「自然知能」 -

本ワークショップでは、分野を限らない、21世紀の新しい科学技術の方向性を考えます。

■生命の起源と「化学進化」
生命の起源、それは未だに謎の多い分野です。今までに多くの仮説と実験が提唱されて来ましたが、結論にはまだ至っていません。生命の起
源の解明を目指した個々の分子レベルに至る化学進化実験を紹介します。

■知性の起源と「自然知能」
現在の最先端のコンピュータや人工知能だけでは出来ないことが沢山あります。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、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ります。その全く新しいコンセプトである「自然知能」を紹介
します。

■サイエンスとアートの融合「思索的デザイン」
「自然知能」は「科学技術」だけではなく「文化芸術」にも大きな影響を及ぼすと考えられます。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新しいアプローチの一つとして「思索的デザイン」を議論します。

東京工業大学 物質理工学院、地球生命研究所(ELSI)
教授 原 正彦（TKTキャンパス・アジア構想責任者）

第1部：英語 第2部：英語 第1部：50名 第2部：50名言語

東京工業大学 物質理工学院、地球生命研究所(ELSI)

定員数

タイトル

講師



団体名

創薬の決め手は、生命現象を化学の視点から理解すること

現代人は「化学物質」という言葉に大変敏感です。化学物質というと、医薬品、農薬、食品添加物などの化成品を思い浮かべる人が多い
かもしれませんが、食材の中にある栄養成分や機能性フードファクターなどの天然由来物質も含まれます。意識が高いのは大変いいことです
が、天然のものならすべて安全で、化成品は危ないのでしょうか？ 化学物質は本当に体に悪いのでしょうか？

単なるイメージや感情に振り回されず、科学的根拠をもって安全やリスクを確認し、正しく使うことで安心につなげていくことが大切です。本講
義では、化学物質の安全性やリスクについて考える学問分野を紹介します。一方、優れた機能性と高い安全性を兼ね備えた医薬品や農
薬のような生物機能制御剤を作り出すことは可能なのでしょうか？

そのためには、生命現象を化学の視点（ケミカルバイオロジー）から理解することが大切です。すなわち、体内で化学物質が作用する場所
であるタンパク質と化学物質との相互作用についても考えてみましょう。

東京農業大学 生命科学部 分子生命化学科
教授 冨澤 元博

第1部：日本語 第2部：日本語 第1部：40名 第2部：40名言語

東京農業大学 生命科学部 分子生命化学科

定員数

タイトル

講師



団体名

原子核の「世界地図」をのぞいてみませんか？
－”核図表”を使いこなすためのワークショップ－

皆さんは化学の授業などで「元素の周期表」を目にしているかと思いますが、「陽子」と「中性子」からなる原子核は、その組み合わせによって周
期表以上にいろいろな種類が存在します。
原子核の最新研究データは世界中の研究機関で共有されています。そして、それらのデータを抽出して並べたものが「核図表」です。
皆さんにも是非、この「核図表」の世界を知っていただきたく、今回のワークショップでは、核図表を使ったクイズを交えて、実際に「核図表を使
いこなす」体験を実施します。

例えば、次のようなことを皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。
1) 宇宙で合成されたとされる元素を「周期表」ではなく「核図表」で見ることで、その成り立ちが理解しやすくなります。宇宙誕生のビッグバンに
おいて、水素、ヘリウム、リチウムしか作ることができなかった理由や、ウランが地球に存在することの不思議さなどを核図表から視覚的に考えて
みましょう。
2) ニホニウムなどの超重元素は核図表ではきわめて辺境に位置することがわかります。
そして超重元素の研究者が何を目指しているのか、一緒に考えてみませんか。

原子核の性質は私たちの生活に大きな影響を与えています。
私たちが体の内部を調べる際に用いる画像診断装置「ペット（PET）」は、原子核の崩壊事象から出る反粒子を利用したものです。古代
の木造遺構の調査では、遺構に含まれる炭素の原子核崩壊を調べることで、数千年単位にわたって過去を探ることができます。
今回のワークショップを通して、元素の起源についての理解を深めてみませんか？

先端基礎研究センター 先端理論物理研究グループ
研究主幹 小浦 寛之（茨城大学大学院 客員教授）

第1部：日本語 第2部：日本語 第1部：30名 第2部：30名言語

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（JAEA）

定員数

タイトル

講師

核図表



団体名

宇宙開発と惑星開発に応用する最先端宇宙エレベーター技術について

ロケットに代わり多くの人が宇宙旅行ができる夢の宇宙往還機として半世紀前に考案された宇宙エレベータ（軌道エレベータ）は、近未来の
実現にむけて日本の企業や海外の研究機関などで様々な基礎研究が開始されています。しかし，全長10万㎞にも渡るケーブル軌道とケー
ブルを昇降するクライマー（昇降機）の開発には多くの課題があり，従来の宇宙機開発技術だけでは実現が難しいですが、先端ロボット技
術や建設技術にこれらの課題を解決するヒントがあることが分かってきました。宇宙エレベーター実現までの道のりを皆さんと一緒に考えたいと思
います。今回は宇宙空間内で大量物資輸送を実現する軌道エレベーター開発や，火星コロニー開発と資源輸送に宇宙エレベーター技術を
導入するお話も紹介させていただきます。

■宇宙エレベーターの仕組みを理解する
宇宙エレベーターは人や物資の宇宙空間への輸送をわずかなエネルギーで実現する合理的な仕組みです。どのように宇宙まで行って帰ってくる
のか，宇宙空間でどのように移動するのかについて動画や資料を使って説明します。
■宇宙エレベーター開発の現状を知る
日本の企業による開発計画、米国、ドイツなどで行われている競技会や製作したクライマーとその昇降実験、2018年にこうのとり7号機で打ち
上げられた宇宙エレベーター実証衛星などの事例を示して開発の現状を紹介します。
■宇宙エレベーター実現までの様々な課題について考える
宇宙エレベーター実現までに実験で確認することや克服しなければならないことが沢山あります。日本の科学者グループが研究開発しているハ
イブリット宇宙エレベーターやテザー衛星技術，海外で検討が進められている火星エレベーターなどの説明を通じて、実現までの技術ロードマッ
プについて考えてみましょう。

日本大学理工学部
次長 教授 青木 義男

第1部：日本語 第2部：日本語 第1部：80名 第2部：80名言語

日本大学理工学部

定員数

タイトル

講師



団体名

世界最強ネオジウム磁石性能を極限まで引き出す革新技術
～電子スピン操作とハルバッハ磁気回路構築～

永久磁石は，家電製品から自動車，大型放射光実験施設のビームラインに至るまで，あらゆるシーンで使用
されています．反発力を利用した磁気浮上輸送システムにおいては，摩擦による発塵やエネルギー消費が原理
的にゼロであることから，精密装置やエネルギー制約を受ける宇宙開発に適切と考えられています．さらにモー
ターにおいては，今後の電気自動車普及に伴って大量の需要が見込まれるため，最も重要な用途の一つです．
永久磁石の中でネオジウム磁石の磁束密度は今のところ最高です．しかし従来の性能を超える製品開発に貢
献するためには，磁束密度をさらに極限まで強化することが求められます．我々はハルバッハ磁気回路に着目し
て磁石を試作したところ，同じ原料，体積でありながら従来比１．５倍の磁束密度強化に成功しました．これ
は使われる製品の性能が１．５倍に改善すること，または磁石コストを１．５分の１にできることを意味してい
ます．また永久磁石開発の分野で１．５倍という値はインパクトが高いうえに，量産に適合する技術であること
もポイントです．以上の技術革新の鍵は，磁石の根源である電子スピンの配列操作にありました．
当日の講義では，磁石の起源を電子（粒子）のスピンという量子力学の概念まで掘り下げて説明し，磁束
密度強化に必要なアイデアに迫ります．次にハルバッハ磁石方式モーターの模型を用いたデモンストレーションを参
加者（２人で１機）に行って頂き，ハルバッハ磁気回路の利点を体感してみます．最後に電子スピン操作を
用いた最新の研究動向であるスピントロニクスを簡単に紹介します．

物質・材料研究機構 主任研究員
磯上 慎二

第1部：日本語 第2部：日本語 第1部：30名 第2部：30名言語

国立研究開発法人物質・材料研究機構
磁性・スピントロニクス材料研究拠点

定員数

タイトル

講師

ハルバッハ方式モーター模型のフレーム部



団体名

身近に、そして暮らしに広がる放射線の利用

皆さんは「放射線」や「放射能」と聞いただけで、何か怖いというようなイメージを持っていませんか？
よく分からないものには、そんなイメージを持ってしまうのですが、例えば放射線は、様々な特徴を活かして、私たち
の暮らしを豊かにしたり、安全・安心なに生活を向上させるため、いろいろな分野で利用され役に立っています。
きっと放射線などをよく知ることで、イメージが変わることでしょう。

ワークショップでは
◎放射線って何？危険ではないの？
◎私たちの身近で、どのようなことに利用されているの？
などについて、わかりやすい説明をしてくれることで有名な講師が楽しくお話をします。
また、参加者に、放射線の性質や利用がよくわかる簡単な実験をしていただきます。
興味のある方のご参加をお待ちしています！

QST次世代放射光施設整備開発センター
鈴木 國弘

第1部：日本語 第2部：日本語 第1部：25名 第2部：25名言語

つくばScienceEdge2020実行委員会(協力:QST次世代放射光センター)

定員数

タイトル

講師

どうなる？



団体名

Chromebook で Google G Suite を学ぼう！

G Suite は、Google が提供するクラウド型グループウェアです。メールやカレンダー、ビデオ会議、
ファイル共有など、教育やビジネスに最適な基本機能がインターネットの接続環境さえあればデバイス
を問わずどこでも利用可能です。
G Suite は、Google 社が提供するクラウド型グループウェアツールです。Google の様々なソフト
ウェアがパッケージングされています。これには、Gmail、Google ドライブ、Google ハングアウト、
GoogleカレンダーおよびGoogle ドキュメントなど一般的によく使用されているGoogleのウェブアプリ
ケーションが含まれています。
これらの製品は無償で消費者に提供されていますが、Google for Education には、学校ドメイン
（@yourschool.ac.jp・@yourschool.ed.jp）を使用した学校法人向け電子メールアドレス、
無制限のストレージなどのサービスを受けることができます。
Google for Education 以外の G Suite は G Suite for Work や G Suite for 

Nonprofits があり、世界で500万社を超える企業や団体が G Suite を使用しています。
今回のプログラムでは、G Suite の様々な魅力を紹介するとともに、G Suite 専用デバイスである

Chromebook を実際に操作しながら、Google ドライブ・Google ドキュメント・Google スプレッド
シート・ Google スライド などを体験していただきます。

GEG Tsukuba Founder 遠島 充
GEG Tsukuba メンバー

第1部：英語/日本語 第2部：英語/日本語 第1部：各20名 第2部：各20名言語

GEG Tsukuba（Google Educator Groups Tsukuba）

定員数

タイトル

講師


