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理系ノススメ 

文理融合で環境問題に迫る！ 特 集 

これらの研究を行うには、 
理系の知識だけではなく、 

文系の視点も必要なんですよ。 

　洞爺湖サミットに向けて環境問題への関心が高まる中、北大では、政治家とは違った、科
学者の視点で環境問題を捉えて情報を発信するために、洞爺湖サミットに合わせて“サステ
ナビリティ・ウィーク”として、シンポジウムや講演会などを開催します。 

●詳細についてはホームページをご覧ください。 http://sw2008.jp/

環境に
かかわる

北大工学部の研究　　を紹介します

の一部 

7月に行われる北海道洞爺湖
サミットの主要テーマの一つ
が「環境問題」であることは皆
さんご存知でしょうか？ 

地球温暖化防止のための第一歩 

取材協力 
カーボン・オフセット活動代表 
（環境社会工学科卒） 
前川 まゆさん 

取材協力 北海道大学「持続可能な開発」国際戦略本部 プロジェクトプランナー 武村 理雪さん 

　皆さんは「カーボン・オフセット」という活動を
ご存知でしょうか？　日常生活によって排出され
るCO2（＝カーボン）を、それを吸収する木を植え
ることで埋め合わせしよう（＝オフセット）とする
考え方です。 
　洞爺湖サミットには、たくさんの人が集まりま
すので、多くのCO2が排出されます。工学部卒業生
の前川さんと現役の工学部の学生が、洞爺湖サミ
ットで排出されるCO2の量を計算し、それを相殺
するために必要な植林費用を集めるための募金活
動を行っています。「この活動は、洞爺湖サミットで排出されるCO2の相
殺だけが目的ではありません。地球温暖化防止のためにカーボン・オフ
セット活動そのものの広がりを目指して、今後も活動を続けていきたい」
と前川さんは語ってくれました。 取材［学生編集委員］応用理工系学科4年 

関根 恵 

学 ぶ 楽 し さ 、 北 大 工 学 部 か ら ！  

発行：平成20年6月3日　北海道大学 大学院工学研究科 広報・情報管理室 
〒060-8628 北海道札幌市北区北13条西8丁目　TEL.（011）706-6707  e-mail：kuon@eng.hokudai.ac.jp

北海道大学工学部ホームページ  http://www.eng.hokudai.ac.jp/

久 遠 
［くおん］ 

北海道大学 
工学部広報 

本誌の愛称「KUON～久遠（くおん）～」は、北海道大学恵　寮歌「都ぞ弥生」の“さやめく甍に久遠の光～”という一節から名づけました。「無限の時間、永
遠」を意味する言葉です。工学部校舎の北西には、「都ぞ弥生」の歌碑が残されています。 
本誌は、高校生の皆さんに少しでも北大工学部を知って欲しい! という想いから、現役北大生の学生編集委員が中心となって取材・編集をしています。 
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材料やエネルギーも 
「ゆりかごから墓場まで」 

取材協力 
応用理工系学科 
秋山 友宏先生 

▲製鉄所をハブとするエココンビナートの例 

取材［学生編集委員］ 
応用理工系学科4年 
細田 真梨子 

燃料電池の開発と 
普及への取組み 

取材協力 
機械知能工学科 
近久 武美先生 

情報科学が環境を救う 

取材協力 
情報エレクトロニクス学科 

山本 強先生 

▲北大農場でのエアロゾルの成分測定 

▲工学部屋上でのエアロゾルの 
　成分測定 取材［学生編集委員］ 

環境社会工学科3年 
青井 標野 

人間の活動を変えることから 
環境問題を解決する 

応用理工系 
学　科 

情　報 
エレクトロニクス 
学　科 

取材［学生編集委員］ 
機械知能工学科4年 
坂本 裕子 

「ライフサイクルアセス
メント」という考え方で
社会を見直して新しい
技術を開発すれば、新し
いエコ生活が始まるか
も知れませんね！ 

取材［学生編集委員］ 
大学院工学研究科修士課程2年 
（応用理工系学科卒） 
秋山 征太郎 

機械知能 
工学科 

環境社会 
工学科 

取材協力 
環境社会工学科 
村尾 直人先生 

　「ゆりかごから墓場まで」。ライフサイクルアセスメント（LCA）を分かりやす

く表現するとすればこんな感じでしょうか。物事の最初から最後までに焦点を

あてて考える。これを生産活動の最初の段階、つまり材料やエネルギーを作る現

場から実践することで、社会全体を見直していこうとする動きがあります。 

　では、エネルギーの現場ではどのように行われているのでしょう。ポイントは

「無駄遣い」の防止です。例えば製鉄所や各工場などから発生する廃熱の大半は、

大気中や海に捨てられています。しかし、この廃熱を火力発電所まで運び、水を

温める熱に使えばタービンを回す蒸気を作るのに必要な石炭、CO2等の量を減

らすことができます。また、ここで出た廃熱を、自宅や学校などの施設に運べば、

冬の暖房として使うこともできます。このような、廃熱を貯蓄して輸送する技術

があれば、もっとラクなエコ社会が誕生します。このようにエネルギーの「もったいない」使い方を正す

べく、さまざまな技術を研究しているのが、エネルギーメディア変換材料分野（研究室）です。 

　研究室のテーマのひとつに、相変化物質（PCM）を利用して、熱を大量に吸収させて輸送し、輸送先で

再び発熱させようとするものがあります。これは、物質が温度によって形状を変える（固⇔液）ときに、そ

の物質内でたくさんの熱移動が行われていることを利用しています。現在は、1000℃以上の廃熱

に対応できるような材料を作る研究が行われています。 

　LCAでは、幅広い社会の動きを自ら学び、考え、技術を開発する必要があります。

そのためには理系文系を問わない知識が必要ですし、自分の経験が役立ち

ます。自分の好奇心を素直に感じて動いてみてください。楽しくて

やりがいのあることはいくらでも転がっていますよ！ 

　エネルギー変換システム研究室では、

将来型エンジンや燃料電池などの技術

開発と、その技術を社会に普及させる

方法を研究しています。生活の役に立

つもの、地球環境に優しいものを作っ

ても、それが実際に使われなければ、地球に優しいという結果は得られません。社会全

体で使われることが大切なのです。そこでは、「コスト」が重要なポイントになります。 

　例えば、CO2の排出量が少なく燃費も良い車があったとします。技術開発費のため

に新技術は通常コスト高となりますので、従来の車よりどんなに性能が良く、環境に

優しくてもそれだけでは社会に広くは普及しません。しかし、CO2を排出する化石燃

料（石油や天然ガスなど）に税金をかけるという法律ができたらどうでしょうか。ガソ

リンの値段が上がるため、燃費の良い車が求められ、社会に広く普及していくことで

しょう。このように、コストの問題も技術と政策のバランスをとることで解決でき、社

会を大きく変えることができるのです。研究室では、こうした「技術と社会」を結びつ

けた数値シミュレーションを行っています。 

　理系に進学すると、理系科目だけを勉強するのだと考えるかもしれませんが、そう

ではありません。理系が持つ技術や数値解析という強みに、経済などの文系的知識・視

点を組み合わせることによって、社会を変える大きな力が生まれるのです。 

　「情報科学が環境を救う」と言われてもあまりピンと来ないかも知れませんが、情報科学

はエネルギー問題をはじめとする環境問題の改善に大きく貢献しているのです。 

　シミュレーション技術や計測、制御技術が向上したことで、従来の機能を維持したまま

効率改善を行うことが可能になりました。自動車を例に説明しましょう。 

　シミュレーション技術の向上によって高効率なエンジンや空気抵抗の少ない車体の設

計が可能になりました。制御技術が向上したことでエンジン温度や走行速度に応じた燃料

噴射量や点火タイミングの精密な制御ができるようになり、燃費の向上に大きく貢献して

います。また、カーナビゲーションの道路検索システムの進化により、安全で走りやすく燃

料消費の少ない道順を示すことが可能になり、さらに道に迷うことによる燃料の無駄使い

も減らすことができるようになりました。 

　情報メディア環境学研究室ではこのようにより効率をよくしたり、より便利な装置を実

現化するため機器に組み込むシステムの研究にも取り組んでいます。対象とする事象は幅

広く、一筋縄ではいかないものが多いので、

文系や理系の枠組みに囚われない考え方

や視点が必要です。普段表に出てこない

部分ではありますが、これらの装置はエ

ネルギー問題や社会を裏から支える縁の

下の力持ちなのです。また、自分の考えた

物が実現化するのは工学部ならではの喜

びですね。 

環境問題の解決には、文系・理系にとら
われることなく問題を総合的に考える
視点が求められます。酸性雨の話でそ
れがよくわかりますね！ 

出典：ISIJ環境・エネルギー工学部会 

▲将来型自動車普及における各シナリオと消費者行動間の因果関係 

　大気環境保全工学研究室では、室内～地球規模の大気汚染の問題を扱っており、室内の有害物質測定、都市交通による大気汚染

と健康への影響評価、酸性雨の測定とモデル化、エアロゾルの成分測定などを行っています。 

　環境問題は複数の問題が密接に関係しているので、ある問題の解決が別の問題を悪化させることもあります。酸性雨を例に説

明しましょう。 

　酸性雨は、人の活動によって排出された大気中の汚染微粒子が化学変化を起こし、雨や雪に溶けたものです。悪いイメージが定

着してしまった酸性雨ですが、これが大気の汚れを取り除いてくれるのです。一方、大気中の汚染微粒子

は、太陽光を散乱して地球が受け取るエネルギーを減らし、温暖化を抑制します。酸性雨対策として汚染

微粒子を減らせば、温暖化が進むという逆の側面もあるのです。 

　このような大気汚染の問題をはじめ、環境問題は「人の活動によって起こった問題」なので、「人の活動

を変えることによって解決していく」ことが求められます。そのため、環境問題の解決には工学の専門知

識だけでなく、環境経済学や行動心理学などの文系の学問の素養が必要です。また「何が人間にとって幸

福なのか？」についても考えるべきです。 

　皆さんは「数学が苦手だから文系」と考えていませんか？　文系・理系にとらわれて自分の可能性を狭めないでください。また、大学に

入ることはゴールではなく、通過点です。入学後は、強く何かを「知りたい」という気持ちを持って、いろいろなことを学んでください。 

政策が社会に与
える影響も、コン
ピュータ・シミュ
レーションで数
値的に解析する
と、説得力が増し
ますね！ 

▲s 
全周動画像カメラシステム： 

周囲360°の映像を取り込むこと
ができ、まるで空から眺めている
かのような映像を作成することが
できる。車に搭載すれば死角が減り、
より安全な運転が可能となる。 

エネルギーメディア変換材料分野のホームページ 
●http://www.caret.hokudai.ac.jp/LEM/

エネルギー変換システム研究室のホームページ 
●http://energy-me.eng.hokudai.ac.jp/

情報メディア環境学研究室のホームページ 
●http://nis-ei.eng.hokudai.ac.jp/ja/

大気環境保全工学研究室のホームページ●http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/atmenv/

情報科学がエネルギー問題の改善に貢献して
いるなんて、普段は意識していませんでしたが、
身近なところでその恩恵を受けているのですね！ 



公共政策大学院とは●たとえば環境に配慮した新しい公共事業を構想する。バリアフリーの都市をつくる。その
ためには政治学、財政学、都市工学など、異なった分野の知の連携が求められます。公共政策大学院は、法学、経済
学、工学の関連部門が協力して公共政策の担い手を養成する文理融合の新しい大学院です。 

年金政策提言で、 
理系チームが優勝!!

エコ容器でごみ削減！ 
エコな大学祭を目指す 

理系と文系を往き来して 

▲リ・リパック 

s

バイオマスカップを手に 

▲北大祭全学実行委員会の皆さん 

取材［学生編集委員］ 
機械知能工学科4年 
坪田 陽一 

取材協力 
公共政策大学院修士課程2年 
（環境社会工学科卒） 
後藤 亮太さん 

取材［学生編集委員］ 
応用理工系学科4年 
細田 真梨子 

文理融合で、大好きな土木分野に 
一生携わりたい 

取材協力 
情報エレクトロニクス学科 
南 弘征先生 

取材［学生編集委員］ 
情報科学研究科修士課程1年 
（情報エレクトロニクス学科卒） 
住吉 信一 

　「エコな大学祭を創っていきたい。」 

　北大祭全学実行委員会は、毎年6月上旬に開催される大学祭で大量に出るごみの削減のため、昨年から

環境に優しい容器を採用しています。「これがリ・リパックです」と委員長。リ・リパックは容器の表面に薄

いフィルムが貼られており、使用後はそれをはがし、きれいな部分をリサイクルします。これによってリ

サイクルする際の洗浄の手間を最小限に減らせます。 

　また、大学等の研究機関と協力し、原材料に砂糖きびなどの非石油系のものを用いたリサイクル

可能なバイオマスカップも導入しています。このカップは原材料が溶けたバイオマスの中に使

用済みのものを入れると溶け、原材料に戻るので、再び資源として利用することができます。 

▲学部時代、凍着の研究に使っていた実験装置 

s

行動科学科で扱う研究内容の例： 
「ハノイの塔」を人間が解く時の思考プロセス 

▲年金受給額増減図 ▲コンテストの様子 

　工学部から公共政策大学院に進学した理由は、自分のやりたいこと、求

めていたことがそこにあったからです。 

　４年生のとき、大学院に進むべきか、就職をするか自分の進路について

真剣に考え、大好きな土木分野で一生やっていくためには土木の専門知

識だけではなく、もっと多くの知識や考え方が必要だと感じました。 

　社会にある問題はいろいろな要素を持っていて、そこには理系・文系と

いう分かれ目はほとんどありません。だからこそ、理系・文系で区切って

しまうのではなく、文理融合した考え方や解決策が必要なのです。 

　学部時代は「凍着」という凍土と構造物が結合する現象についての研究

を行い、毎日実験に明け暮れる理系一色の学生でした。大学院では他学部

の授業を受けたり、いろいろな分野の学生と交流することで、新しい知識や考え方などいろんなこと

を吸収し、とても充実しています。 

　高校生の皆さんは、将来何がしたいで

すか。今の皆さんには、選択肢が無限にあ

ります。自分の未来について真剣に考え、

夢に向かって頑張ってください。 

応用理工系学科4年 
関根 恵 

　私は今年の1月に、大学生を対象とした年金問題の政策提言を

行うコンテスト「Think！ロウゴ2008」（厚生労働省、米国大使館

後援）に参加しました。私たちのチーム以外はすべて文系のチーム

でしたが、それを制して優勝しました。 

　ひとことで年金問題と言っても、出生数、経済、教育、政治…など

複雑な要素が絡み合っています。私たち理系チームの勝因は、自由な発想で政策提言したことと、授業

で習った超伝導体の磁化曲線からヒントを得て、年金受給額の増減をグラフの面積で説明したことで

した。年金問題を考えるのは文系というイメージがあるかも知れませんが、実は、データをグラフ化し

て、現象の奥にある原因を読み取る理系の思考が

文系の問題を解決する際にも大いに役立つのです！ 

　私は理系で大学に入学したのですが、心理学、認知科学へと興味を持つ分

野が変わり、結果として文学部行動科学科（現：人間システム科学コース）へと進み、

卒業しました。 

　一応文学部の学科でしたが、内容はかなり特殊で、実験心理学や集団力学

などを専攻する人と、現在では情報系でも扱われることの多い認知科学や

神経科学などを専攻する人が同じ研究室にいて、文理融合的な研究を始め

ていたところでした。 

　私は学部時代、人工知能関連の研究をしていましたが、この分野を専門と

する指導教員が他大学に転出してしまい、同じ研究室で研究を続けられな

くなりました。しかし、それに関連のある研究を続けたいと考え、

不安を抱きながらも大学院から理系へ転じることを決意し、独

学で受験勉強をして工学研究の道へと進みました。 

　現在、大学では文系・理系の二つに分類されることが多いの

ですが、理系でも文系のモデルが基になっている理論もあり、

純粋な文系・理系ではなく違った視点で物事を見ることや見聞

を広く持つことが大事で、両方の知識が必要な時代になってい

ると思います。 

18

年金受給額／円 

年金納付年数／年 

25 40

私達の提案した政
策を適用した場合の、
年金受給額の変化 

最大値 
最小値 

皆さん、エコな大学祭を
楽しんでいってください。
お待ちしています!!

研究によって開発
されたものをみん
なで利用していく
大きな取り組みな
ので、やりがいが
ありますね！ 

これがリ・リパックです。
今年は生協学生委員会
と協力して回収率アッ
プを目指します！ 

取材協力 
第50回 北大祭全学実行委員会委員長 
小畠 佑介さん 

水素経済社会実
現を見通したと

きの 

国土幹線型パイ
プラインの導入

について 
＜現在の研究テ

ーマ＞ 

工学部卒のパイロット、市長になる 

旭川市長 
西川 将人氏 
プロフィール 

昭和43年11月 
　旭川市生まれ 

平成5年3月 
　北海道大学工学部資源開発工学科 
　（現：環境社会工学科）卒業 

平成5年4月～平成11年10月 
　日本航空株式会社 

平成15年11月～平成18年11月 
　医療法人社団木々の会 理事 

平成18年11月～現在 
　旭川市長 

　私は小学校の卒業文集に将来の夢について、パイロット、政

治家、自衛官と書いていました。 

　幼少の頃から自然や科学に対する興味が強かった私は、理系

に魅かれ、大学は子どもの頃から憧れていた北大を志望し、当

時の理Ⅱ系に合格しました。 

　大学時代はヨット部に所属し、大半の時間をほとんど海の上

で過ごし、大いに青春を満喫しました。また、工学部では地球、

資源、環境などについて学び、卒業研究では資源地質に関する

テーマに取り組みました。部活動と勉強の両立は大変でしたが、

パイロットになるという夢を実現するために努力を重ね、航空

会社に入社することができました。 

　パイロットになるためには、厳しい訓練の中で、さまざまな

データや状況等を同時に把握し、あらゆる事態に冷静に対応す

る能力を身につけなければなりません。そうした意味では、工

学部で理論や技術の基礎を学び、また部活動やフィールド授業

を通してさまざまな条件の中で航海や調査をした体験が、パイ

ロットに不可欠な能力を養うことに役立ったと思います。 

　このように陸地や海、大空にかかわるところで勉強や仕事を

した後、もう一つの夢である政治家を目指し、一昨年、市長にな

ることができました。市長の仕事は、挨拶の機会も多く、国語力

が要求されますが、予算編成や事業構築に当たっては、統計な

どのさまざまな分析データや図表等と向き合いながら、まちづ

くりの方向を検討することが多く、理系的な能力が非常に役に

立っています。理系の知識は、これまでも科学や技術の発展を支えてきましたが、急激に社会環境

が変化している昨今、一層重要性が高まっていると思います。 

　皆さんも、将来の夢のために、今何をすべきかをよく考え、更なる努力を重ねられ、是非夢をつ

かみ取ってほしいと思います。 

文系と理系が融合、新たな 知 を拓く！ 

北大祭のホームページ●http://hokudaisai.com/

▲模擬店が立ち並ぶメインストリート 

「ハノイの塔」とは●フランスの数学者が考案したパズルゲーム。A軸にある円盤をC
軸を中継点にして1枚ずつB軸に移動させるもの。ただし、小さい円盤の上に大きい
円盤を重ねることはできない。 

ハノイの塔 



編集 
後記 

No.8は、平成20年9月頃発行予定です。お楽しみに！ 

学生をもっと元気に！ 
新たな������への挑戦 

2008年6月28日（土）～29日（日） 

ご希望の方にKUONを無料送付します。 
お申し込みはこちらから! 

●Webサイト 
　https://www.eng.hokudai.ac.jp/delivery/ 
●携帯サイト※「3.資料請求」から 
　http://www.eng.hokudai.ac.jp/mobile/ 

 
KUON Webサイトも見てね！ 
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/kuon/

●このKUONが、高校生の皆さんの進路選択のお役に立てていれば作り手として大変嬉しく思います。やりたい事を見つけて、それに向かって突き進んでいってください！（青井
標野＜No.7 学生編集委員リーダー＞） ●今回から新メンバーも加わって、楽しい誌面になりました！キャラが濃いだけでなく、さまざまな視点から面白い意見が出るアットホ

ームなKUON編集会議が楽しかったです。（関根 恵） ●委員がそれぞれ色々な意見を出し合って、KUONはどんどんパワーアッ
プしてるなぁって感じました。高校生のアンケートを参考に、これからも頑張ります!（細田真梨子） ●取材の醍醐味は先生との
雑談。専門が異なる先生との会話はとても興味深くいい刺激になります。（秋山征太郎） ●委員全員の意見でより良い誌面になっ
ていくことが実感できました。そして初めての仕事でいろいろな事が経験できて自分の為にもなりました。これからも頑張って
いこうと思います。（住吉信一） ●初めてのKUON。取材や編集会議など自分にとって新しいことだらけで本当に楽しみながらや
らせていただきました。何よりも編集会議でのみんなの意見がとても活発です！これからもよろしくお願いします。（坪田陽一） 
●初めての編集委員活動もさまざまな方のご協力を得て、なんとか終えることができました。この広報誌を通じて、いろんな人
と繋がりを持てて、大変嬉しく思います。ありがとうございました。（坂本裕子） ●今回取材させていただいた
「UNI.SUMMIT2008」ですが、かなり大注目です！同じ大学生とは思えない志の高さを持っています。6/28・29は是非!!（丸山
容平） ●工学部の守備範囲は広く、理科、文科と単純に分けることは意味がありません。社会、環境に役立つことを願って、何にで
も興味を持って、積極果敢に研究しています。（工学研究科広報・情報管理室室員 荒井正彦＜No.7編集責任者＞） ●今号では文
系と理系の融合を特集しました。北大工学部が文系理系を問わず広い視野から環境問題解決へ積極的に取り組んでいることを
理解いただけたと思います。（工学研究科広報・情報管理室室員 胡桃澤清文＜No.7副編集責任者＞） 

オープンキャンパス オープンキャンパス 
自由参加プログラム ●日 

取材［学生編集委員］ 
大学院工学研究科修士課程1年 
（環境社会工学科卒） 
丸山 容平 ▲自作のロボットを操作する中野さん 

UNI.SUMMIT2008
日　程 

http://circle.cc.hokudai.ac.jp/unisummit08/index.html
会場・イベント等の詳細についてはホームページをご覧ください。 

　私は高校3年生の時にオープンキャンパスの体験入
学に参加しました。 
　その頃はまだ工学部と理学部のどちらを受験しよう
か決めかねていたので、興味を引かれる研究を行って
いた工学部の研究室の先生にE-mailで質問してみまし
た。すると「体験入学に参加してみたら中身が見えてく
るのでは？」というお返事があったので、その研究室に
体験入学してみることにしました。 
　当日は、白衣を借りて簡単な実験と講義を受けました。
すべてが初めての体験だったのでとても緊張したこと
を覚えています。先生は真剣に相談を聞いてくれ、悩ん
でいた私を励ましてくれました。 
　たった一日の体験でしたが、参加したことで「北大工
学部に行きたい」という気持ちは固まりました。その時
に知り合った先輩とは今でも交流があり、折にふれて
アドバイスをいただいています。あの体験は今の私に
とって、とても意義深いものだったと思います。 

　私は高校３年生の夏に、理学部と工学部の見学に行
きました。当時は、何となく「理科が好きだなぁ」「もの
を作るのが好きだなぁ」「人に喜んで欲しいなぁ」と思
っていました。そんなときに、学校の掲示板でオープン
キャンパスの案内を発見し、「ぐるぐる考えるよりも、
見に行っちゃえ！」という軽いノリで、実際に見学へGO！ 
　見学先には優しい大学生のお兄さんがいて、難しい
理論を説明してくれたり身近にあるもので実験してみ
たり、いろいろと楽しい経験をさせていただきました。
興味のあった学科で開催していた「原子力オープンス
クール」にも参加してみました。原子力の知識はありま
せんでしたが、小中学生に混じっていろいろ質問をし
たり、実際に放射線を見ることのできる装置（霧箱）を
作ったりして、楽しく過ごしました。 
　行動すれば、何かが見つかります。少しでも興味のあ
るところには、気軽に足を運んでみましょう!!

オープンキャンパスについての詳しい情報や参加予約はこちらから！ 
●PC版  http://www.hokudai.ac.jp/bureau/nyu/index.html 
●携帯版 http://daigakujc.jp/hokudai/

北海道大学 学務部入試課 1（011）706-7485オープンキャンパスに関するお問い合せ先 

参加無料 ●講義Ⅰ 「マテリアルを探る、ガンを治す、量子ビームの様々な世界」 
●講義Ⅱ 「暮らしを支えるワイヤレステクノロジー（無線技術）」 予約不要 

北海道
 

大学 

大学で学ぶということ、工学部で学ぶということ、 
なんとなく想像しているより、実際に体験してみよう！ 

●応用理工系学科（3コース） 
●機械知能工学科（2コース） 

●情報エレクトロニクス学科（6コース） 
●環境社会工学科（5コース） 

●マルチビーム超高圧電子顕微鏡 
●ローエネルギーハウス 
●大風洞実験施設 
●スーパークリーンルーム 

●瞬間強力パルス状放射線発生装置 
●光化学反応制御実験室 
●ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 
●サイバーフィールドリサーチラボラトリー 

先輩と話そう！ー研究パネル紹介ー 

最先端の8施設を見てみよう！ー研究施設探訪ー 

工学部体験入学 
［高校生限定プログラム］ 
●月 

参加無料 ●講義Ⅲ 「光の科学：原子から宇宙まで」 
●講義Ⅳ 「身のまわりの交通問題を考える」 要予約（先着順） 

［応用理工系学科］（6テーマ） 
●電子顕微鏡で見る5回対称をもつ結晶ー準結晶ー など 
［情報エレクトロニクス学科］（11テーマ） 
●宇宙からみた札幌のすがた など 
［機械知能工学科］（4テーマ） 
●変形と強度 など 
［環境社会工学科］（5テーマ） 
●地面と建物の振動を見よう など 

研究を体験しよう！ー研究室で研究体験ー 

オープン 
キャンパスで 
得た大切なもの 

考えるより、 
行動してみよう！ 

機械知能工学科4年 
坂本 裕子 

応用理工系学科4年 
山形 享子 

取材協力：UNI.SUMMIT代表 
（大学院情報科学研究科修士課程1年） 

中野 基輝さん 

　2007年6月1日に中野基輝さんら

学生による「UNI. SUMMIT 2008」

（以下、US）が設立されました。 洞

爺湖サミットに合わせて、世界の学

生団体が北海道に集まり、活動の

紹介やディスカッションを行うことで

各団体のその後の活動に生かすこと、そして世界との繋がりを構

築することを目指すものです。 

　そもそもこの企画の発端は、洞爺湖でサミットが開催されること

が決まり、全世界の目が北海道に向けられることを考えた中野さ

んが「北海道に注目が集まった時、自分は何ができるのか」という

思いを持ったことが始まり。過去に東京でもサミットの縮小版はあ

りましたが、中野さんは新たなSUMMITを夢見て「学生が運営し

活動をすることで学生活動の充実やアグレッシブな学生が集う場

を作り、輪を広げることができる」という壮大なプロジェクトを立ち

上げました。 

　このUSには、問題意識や提案に対してユニークな切り口でア

プローチができる学生を増やしその活動の場を増やすこと、そして、

「やりたいこと」を実現できていない学生に対して一

歩踏み出す勇気を与え、ネットワークを作ることでその

学生が活動できることを広げるという2つの狙いがあり

ます。 

　中野さんは自らが代表を務めているサークル「ロボ

ットアーキテクト」の活動を紹介する予定。工作キット

などでロボットを作る人もいる中、「自分で作れる」とい

うことを知ってもらう活動をしています。ロボットが戦争

に使用されているという現状を知った中野さんは、ロ

ボットを自分の手で作ることでものづくりの大切さ、もの

への愛着というものが生まれ、それがロボットの兵器化への抑止

力になるのではないかと考え、ロボットから平和へとアプローチを

真剣に説きます。「若者だからこそできるユニークなアイディアをも

っと学生に持ってもらいたい、発表してもらいたい。誰でもできそう

だけど、誰もやってきてないことっていうのは、誰もができなかった

ことだと思う」と中野さん。さらに、「自分の足跡を残したい。一つ

のブレークスルーの後に新たなブレークスルーしなければならない

課題が生まれる。それを繰り返すことで自分の限界を確かめられ

る。今は精一杯背伸びをしてこのUSをやってきた。残りの期間も

精一杯頑張っていきたい」と語ってくれました。 

　このUSを通して国際交流を活発にしたいとの狙いも。留学に

関すること、海外の学生の活動事情や国柄など、国の間での触

れ合いを通じて国際的なネットワークを構築したいと考えています。 

　USには、ロボットアーキテクトの他「世界にワクチンを届けよう！！」

などが参加予定。なお、参加団体は募集中であるとのこと。興味

がある方はUSのホームページをご覧ください。 

　「高校生へのメッセージ」をお願いしたところ、「大学に入った

瞬間はさまざまな部活やサークルなど、よりどりみどりで何をやりた

いのかがあやふやになってしまう。

入学する以前から自分探しをして

ほしい。そして、本当にやりたいこ

とだけをやってほしい。邁進する

力をつけてほしい！」とのメッセー

ジをいただきました。 

UNI.SUMMITではロボット製作など
楽しいイベントをするよ！是非来てね。 


