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１．概要（１ページ以内）
学校法人番号

131065

大学名

東京理科大学

主たる所在地

東京都新宿区

事業名
申請タイプ
参画組織
審査希望分野

事業概要

学校法人名

スペース・コロニー研究拠点の形成
タイプB

支援期間

東京理科大学

～宇宙滞在技術の高度化と社会実装の促進～
5年

収容定員

14705人

工学部、理工学部、基礎工学部、国際火災科学研究科、総合研究院
人文・社会系

理工・情報系

○

生物・医歯系

本学が有する宇宙関連の技術を結集し、人類のフロンティアである宇宙等の開発に
不可欠な極限的な閉鎖環境において人間が長期間滞在するために必要な技術の研究
開発を行う。これにより、将来的には宇宙で利活用が可能で、地上においても有用
な宇宙滞在技術の高度化を実現し、これらを本学と連携する民間企業に速やかに導
出することで、技術の社会実装に加え、我が国の国土強靭化、食糧問題の解決、宇
宙産業の活性化等に貢献する。
イメージ図
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２．事業内容（２ページ以内）
（１）事業目的
＜事業概要＞
本学が有する人工衛星の部品開発、機能性材料、創エネルギー、建築、IoT・センサ技術等を結集し、人類
のフロンティアである宇宙や海洋等の開発に不可欠な極限的な閉鎖環境において人間が長期間滞在するために
必要な技術の研究開発を行う。この研究開発の過程で様々な技術が生み出されるが、技術を束ねて実用化する
力を持つ民間企業に速やかにこれらの技術を導出し、将来的には宇宙で利活用が可能で、地上においても有
用な技術の高度化を実現することで、我が国の国土強靭化、食糧問題の解決、経済の活性化に貢献する。
＜本学、外部環境、社会情勢等に係る現状と課題の分析と研究テーマとの関連＞
近年、多くの国々で月や火星への探査計画に関する挑戦が始まっている。しかし、宇宙ステーション、月等
の天体における基地のように、重力や大気が地上と異なる状態にある人工的な閉鎖環境で人間が自給自足をし
ながら長期滞在するためには、太陽電池等の創エネルギー技術の高度化に加え、水や食料、空気を循環利用す
ること、長期間の閉鎖環境内で滞在者の健康を維持すること等、解決すべき課題は非常に多い。
現在、この課題に対してNASAを始めとして国内外の複数の機関による挑戦が始まっているが、宇宙という閉
鎖環境において完全に外部からのエネルギーや物資の供給を絶って人間が生活することは未だ不可能である。
このような状況の一方で、本学には、JAXAと連携して宇宙開発システムの構築を推進している教員と要素技
術である太陽電池や熱電発電といった創エネルギー技術、空気中の有害成分を除去する光触媒技術、大気中の
二酸化炭素、酸素、窒素からの肥料合成や細菌の繁殖を抑えるためのプラズマ技術、得られたデータを解析す
るためのビッグデータや人工知能の技術等を専門とする教員が結集するとともに、技術を束ねて実用化し、社
会実装するための最適解を提示できる●を初めとする企業群との連携体制が整いつつあり、この人類共通の課
題にチャレンジする機運が高まっている。
＜上記の分析内容に照らした事業目的＞
研究の方向性としては、上記概要に記載したとおり、本学の様々な叡智を結集し、将来的には宇宙で利活用
が可能で、地上においても有用な技術の高度化を実現することであり、本学から積極的に企業に技術を導出
し、社会実装までの期間を短縮することにある。この過程で、宇宙開発に興味を持つ若手人材の育成や起業化
マインドの醸成も行っていく。
従来の我が国の宇宙開発は、人工衛星やロケット開発といった官需により主導され、結果として我が国の世
界シェアは１％に留まるが、宇宙開発は国の総合力で臨むものであり、昨今では政策的にも非宇宙産業との融
合による宇宙民生利用の重要性が訴えられている。本学は宇宙航空学科を持たないが、これが従来の宇宙開発
の固定観念に捕らわれない発想によって様々な学部が連携する原動力となり、宇宙研究の機運が高まる本学と
企業の連携による非宇宙分野からの我が国の宇宙産業の活性化への突破口になると考える。
＜事業目的と大学の将来ビジョンとの整合性＞
本学は向井千秋宇宙飛行士が副学長を務め、2015年度より文部科学省から「宇宙教育プログラム」の委託
を受け、様々な教育を実践するとともに、本年度より理工学部に学科・分野を超えて宇宙を学べる「宇宙理工
学コース」を設置した。本学の活動には既に中高大生からも熱い視線が向けられ、本学入学への大きな志望動
機となっている。このように本学は近年、宇宙分野の教育と研究に力を入れているが、本申請は、さらに技術
の社会実装を目指す宇宙研究を本格的に開始し、本学のブランドとして定着させることを目指すものである。
また、研究成果を連続的に社会に導出するという視点で研究開発を行うことは、本学の研究ビジョンである
「東京理科大学研究戦略中期計画」（概要は３．ブランディング戦略に記載。）における産学連携の推進やア
ントレプレナーシップの醸成にも繋がる。
昨今ではイノベーションを起こすためには異分野融合が重要であると政策的にも謳われているが、本学は36
年前から異分野融合を促進する総合研究院という仕組みを導入し、文部科学省からの「戦略的研究基盤形成支
援事業」等の補助を活用しつつ、学部・学科を横断した研究を組織的に推進するノウハウを醸成してきた。今
回の申請は、このノウハウを最大限に活かせるものであり、この点においても将来ビジョンである「東京理科
大学研究戦略中期計画」と本事業の目的は完全に整合している。
【大学の将来ビジョン】
グローバル化や情報化が急激に進む一方、少子高齢化による人口減少、環境問題の深刻化、厳しさを増す経
済環境等、これまで以上に変化の激しい時代が到来することが予想されており、大学における人材育成に対す
る期待は高まっている。このような時代において次世代の我が国を牽引する人材を育成するため、本学は「理
学の普及をもって国運発展の基礎とする」という建学の精神と、「自然・人間・社会とこれらの調和的発展の
ための科学と技術の創造」を教育研究理念として掲げ、2016年度に「学校法人東京理科大学の将来像（ビジョ
ン）」を以下のように策定した。
【全体】日本の理科大から、世界の理科大へ ～世界で最も魅力のある大学～
【経営・運営】健全経営の堅持と多様性に対応する充実した教育研究環境の提供
・研究成果の事業化推進と収益の教育研究事業への還元
・大学(法人)としての社会的責任の継続的な推進
【教育】真の実力を身に付けた世界で活躍できる人財の育成
【研究】世界を牽引する知の創造及び理科大ならではの研究開発
【社会貢献】教育研究を通した国際社会及び地域への継続的貢献
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このビジョンにおける研究の戦略を具体化するため、本学では2014年度に「東京理科大学研究戦略中期計
画」を策定し、我が国の政策の流れや本学の活動の進捗を踏まえて内容を毎年度更新しており、常に高い目標
を掲げて学内外に提示している。
（２）期待される研究成果
＜研究テーマの内容と期待される成果や貢献・寄与する範囲＞
本拠点では、本学が伝統的に得意とする物理・化学の分野のうち、光触媒、創・蓄・省エネルギー、IoTと
いった要素技術を集積・高度化し、将来的には宇宙という人間のフロンティアを拡大する際に不可欠な閉鎖空
間で長期滞在できる技術の確立を目指すものである。この技術は、災害によって周囲から物資やエネルギーと
いったライフラインが絶たれた被災地でも利用可能であるため、災害に強い住宅を作るという観点で、我が国
の国土強靭化といった社会的課題にも貢献するものである。
本学は既に●といった大企業と連携しているが、研究開発をする技術はこれらの連携企業に速やかに導出
し、企業の実用化技術として昇華する力を使って社会実装することを目指す。現状で我が国の宇宙関連産業は
世界シェア１％の3,000億円程度と言われ他産業と比べて極めて小さいが、本申請の取組みを通じて、この宇
宙産業の活性化に貢献することもできる。研究開発は以下に記載する４つのチームが相互に連携しながら研究
を進め、将来的には本学に成果を実証する建築物を設置して、技術の実証とブランド化の象徴とする。
チーム１：事業統括及びスペースQOLデザイン
本チームは下記チームから数か月に一度進捗報告を求める等により事業を統括・支援する。また、微小重力
や低圧等の特殊な環境条件下に晒される月面に人間が長期間滞在する事を想定し、その滞在中の安全・安心や
医療のセーフティネット等、快適に生活するために必要なシステムを設計するとともに、必要技術の抽出を行
う。
チーム２：スペースアグリ技術
閉鎖空間で人間が長期間滞在するためには、食糧の調達が不可避の課題となる。限られたスペースでの栽培
が可能な水耕栽培式により植物を育成するには、絶えず液体肥料を供給する必要があり、その液肥や栽培棚等
に藻が発生する等の課題もある。本学は藤嶋昭学長がセンター長を務める光触媒国際研究センターと●との共
同研究により、水と空気から滅菌効果のある窒素肥料をその場で作り出す研究を進めている。水中プラズマ技
術と光触媒技術を併用することによって、資源が欠乏する閉鎖空間でも自給自足でき、かつ、衛生面に配慮し
たスペースアグリの要素技術を開発する。将来、食糧問題は人類によって重篤な危機になるという予測もあ
り、この閉鎖環境での食糧生産技術は、この食糧問題の解決にも貢献できる極めて重要なものである。
チーム３：創・蓄エネルギー技術
宇宙という閉鎖環境では、生活に必要なエネルギーを自立して生み出す技術が必要とされる。本チームは、
放射線耐久性に優れた材料による高効率かつ高出力な太陽電池、夜間にも発電可能な室内外温度差での熱電池
発電システム及び太陽電池・熱電池に連携したフライホイール型高エネルギー密度蓄電システムを開発する。
チーム４：水・空気再生技術
閉鎖環境の中で長期間滞在するためには、空気循環を完結させる必要がある。大手化学メーカーと共同研究
を進め、人体や装置類から排出される各種のガスを活性炭による吸着ではなく完全分解可能な高活性光触媒を
用いて空気を完全に再生利用するシステムの開発を行う。本技術は応用範囲が広く、地上の民生品を利用した
場合でも、地球規模で空気を循環させることに大きく貢献できる。
＜全学的な優先課題としての適切性＞
「東京理科大学研究戦略中期計画」では、我が国の政策を踏まえつつ、環境・エネルギー、ものづくり・計
測技術、医療・生命科学、農水・食品、超スマート社会技術（人工知能やビックデータ等）の５分野を重点課
題として設定し、全学を挙げてこれらの研究を推進している。今回申請する研究はこのうち３つの課題に該当
し、異分野融合のノウハウの集大成と言えるものであり、本事業を本学のブランドとすることは全学的な優先
課題として適切なテーマであると考える。
＜事業趣旨に則った研究テーマの妥当性＞
上述のとおり、本拠点は、学長が率いる光触媒研究を筆頭に本学が伝統的に強みを持つ分野の叡智を結集
し、経済・社会の発展及び本学独自の宇宙開発に貢献する技術の高度化を目指すものである。これは本事業の
趣旨である学長のリーダーシップの下、大学の特色ある研究を基軸とし、全学的な独自色を大きく打ち出し、
全学的あるいは国際的な社会・経済の発展、科学技術の進展に寄与する大学の取組みを支援するという事業趣
旨に則ったものである。
＜年次計画を踏まえた実現可能性＞
本学が保有する上記の要素技術群は、実験室レベルでの技術の有用性と再現性は確認されている。そのた
め、研究成果を組み合せて、企業との連携により技術の実用化と社会実装をする仕組みを構築することで、５
年間で確実に成果を上げることができると考える。
本事業の成果は大学の研究力の基盤となるものであり、本拠点が培った知見や技術を大学の資産として活用
するため、事業終了後も本研究拠点を継続・発展させ、実学と技術導出の宇宙研究といえば東京理科大学と認
識されるブランドを形成する。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）
＜①大学の将来ビジョンと本事業で打ち出す独自色＞
グローバル化や情報化が急激に進む一方、少子高齢化による人口減少、環境問題の深刻化、厳しさを増す経
済環境等、これまで以上に変化の激しい時代が到来することが予想されており、大学における人材育成に対す
る期待は高まっている。本学は「理学の普及をもって国運発展の基礎とする」という建学の精神と、「自然・
人間・社会とこれらの調和的発展のための科学と技術の創造」を教育研究理念として掲げているが、このよう
な激動の時代において次代の我が国を牽引する人材を育成するため、2016年度に「学校法人東京理科大学の将
来像（ビジョン）」を策定した。また、この将来ビジョンにおける研究戦略を具体化するため「東京理科大学
研究戦略中期計画」（以下「中期計画」という。）を策定している。これは、我が国の政策や本学の活動の進
捗を踏まえて内容を毎年更新し、常に高い目標を掲げ、以下を学内外に提示してきた。
１．理科大ならではの研究の推進
（１）独創性の高い研究の推進
教員の自由な発想に基づく研究を基盤とし、そこから生み出される独創性の高い研究の芽を学内外と
の連携を通じて本学の強みに育て上げる。また、異分野の融合の促進、研究活動の定期的な評価、一定
期間内での外部資金獲得や事業化に向けた技術導出等を目指す「理科大ならでは」のユニークな仕組み
を行ってきた総合研究院における連携研究を推進する。
（２）重点課題の設定による戦略的な研究の推進
「環境・エネルギー」、「ものづくり・計測技術」、「医療・生命科学」、「農水・食品」、
「超スマート社会技術」の５つを重点課題として定義し、学内の研究ファンドの配分による支援の他、
研究戦略・産学連携センター（以下「URAセンター」という。）による重点的な支援を行う。
２．更なる外部資金獲得に向けた支援
本学の存在感の向上、関係研究者とのネットワークの形成に繋がるため、選択と集中を図りつつ、
重点的な外部資金の獲得を支援する。
３．研究力強化のための環境の整備
研究力強化を支えるインフラの整備、URAセンターによる研究支援機能の充実、研究成果の積極的な
発信と理解増進、大学間の連携・国際連携の強化を進める。
４．研究成果の社会への還元
産学連携の強化、事業化の推進、地域連携の推進を進める。
５．優れた研究者の確保・育成
若手研究者の育成・支援、大学院生に対する教育・支援等を行う。
本申請により形成を目指す研究拠点は、当該計画に基づき実施している学内の研究ポテンシャル分析からも
証明されているように、136年の歴史を有する本学が伝統的に強い物理や化学分野で秀でた成果を上げている教
員を結集して臨むものであり、国の政策に合わせて本学が設定した重点課題のうち、環境・エネルギー、農
水・食品、超スマート社会技術の３つに合致したものでもある。
また、昨今ではイノベーションを起こすためには異分野融合が重要であると政策的にも謳われているが、本
学は36年前から異分野融合を促進する総合研究院という仕組みを導入し、文部科学省からの「戦略的研究基盤
形成支援事業」等の補助も活用しつつ、学部・学科を横断した研究を組織的に推進するノウハウを醸成してき
た。本学では、本事業に選定された研究拠点はこの総合研究院傘下の「研究センター」と位置付け、全学的に
活動を支援するが、これにより、「中期計画」が求める異分野融合等を促進する総合研究院の機能が遺憾なく
発揮されることで、経済社会の発展及び科学技術の進展に寄与できると考える。
＜②本事業で期待する効果を踏まえた本事業の対象＞
本事業の対象としては、以下を主な対象とする。
（１）技術の導出先や学生の就職先としての企業【以下「企業」という】
本学が常にその基礎研究の成果である宇宙の滞在に必要な「要素技術」を企業に導出し、企業の技術を束ね
て実用化する力によって社会実装することで社会にインパクトをもたらす技術は少なくない。その潜在的な技
術のポテンシャルを最大限に引き出し、連続的に実用可能な技術を社会に還元することを目指すため、本学と
連携する企業を本事業の主な対象とする。これは、「中期計画」にも掲げる本学の産学連携活動の牽引やアン
トレプレナーシップの醸成にも繋がるものである。
また、本拠点に関与した本学の学生は、「要素技術」と「技術を束ねて実用化する企業の力」の両方の知見
を持つ視野の広い研究者となるため、卒業生を採用する企業にとっても即戦力となる人材を採用することがで
きる他、このような人材が非宇宙産業に就職した場合、政策的にも重要視される非宇宙分野の産業と従来の宇
宙業界の融合が期待でき、世界シェアで１％の約3,000億円規模と言われる我が国では小さな宇宙産業の活性化
に繋げることができる。
（２）国内外の宇宙関連技術に携わる研究者【以下「研究者」という】
宇宙研究という分野は、宇宙航空学科といった狭い範囲に止まらず、グローバルな視点で知見を集積して複
数の分野の専門家が集まって対応することが必要不可欠な分野である。本学では「宇宙」を冠する学科を設置
していないが、これを逆に強みと捉え、層が厚い物理・化学の分野の研究者を中心に、グローバルな知見と
様々な視点を持つ研究者を惹き付けるためにも、国内外の研究者に対して積極的に情報を発信する。
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（３）受験生・在学生及び保護者【以下「受験生等」という】
前述のとおり、向井副学長による文部科学省の「宇宙教育プログラム」の実施や、「宇宙理工学コース」の
開設により、本学には既に中高大生からも熱い視線が向けられ、入学の大きな志望動機となっているが、今回
の事業の開始によって、受験生等に対する本学の魅力をより高めることができる。
これまで我が国の宇宙研究分野では、航空宇宙学科のように宇宙に特化した教育を受けた人材が宇宙関連産
業に就職することはあったが、本学にこの学部が無いことを先入観に捕らわれないチャンスと捉え、物理や化
学分野の基礎的な技術であっても宇宙開発に使える技術が多いことに気付きを与えることができると考える。
＜③事業を通じて浸透させたい大学のイメージと事業趣旨との整合性＞
【企業】
本拠点には興味深い技術が沢山存在し、社会にインパクトをもたらす事業が展開できるというイメージを定
着させる。そのため、企業との共同研究や寄附金による寄附研究部門の設置を積極的に進め、後述するTEICも
活用しつつ産学連携のモデルケースを確立し、従来を凌駕する速度で技術導出を行う。これにより、経済・社
会の発展に寄与する。
【研究者】
従来は宇宙開発に使えないと思われている技術の研究者であっても、企業や他大学等と連携している本拠点
に参画することで、その研究者の技術が社会実装される可能性があることを実感することが重要である。これ
がひいては非宇宙分野からの我が国の宇宙産業の活性化への突破口となる。基礎研究の成果も社会実装できる
というイメージと起業化マインドを研究者に定着させることで、社会の発展と科学技術の進展に寄与する。
【受験生等】
本研究を牽引する向井副学長は、宇宙飛行士として国連宇宙空間平和利用委員会でも活躍する等、過去にも
現在においても国内外で顕著な宇宙に関わる活動を行っており、既に本学の宇宙教育に関する活動は中高生や
社会に広く知られている。
その本学が宇宙教育と宇宙研究を表裏一体となって推進することで、西の「学術の京都大学」と並ぶ、産業
界への技術導出とアントレプレナーシップの醸成に主眼を置いた東の「実学の東京理科大学」というイメージ
を定着させ、受験生等を強く惹きつけ、我が国の将来の科学技術を支える人材を育成することで宇宙分野の科
学の進展に寄与する。
＜④既存データの分析等による現状の大学のイメージと認知程度に係る把握・分析＞
（１）Times Higher Educationによる大学ランキング
Times Higher Educationが毎年集計している世界大学ランキングを見ると、本学は我が国の私大では５位以
内にランキングされ続ける常連大学であり、その順位付けの評価指標の一つである研究において2015年度以降
は私大では常に「首位」を維持してきた研究大学である。
（２）大学通信による進路指導教諭が選んだ大学ランキング
昨年度、大学通信が全国の進路指導教員へのアンケート調査を行った結果、「研究力の高い大学」では、本
学は全国で５位、私大で首位に選定された。また、「教育力の高い大学」では、本学は全国で４位、私大で首
位に選定された。指定科目に合格しないと進級できない「関門制度」等により実力主義の下、伝統的に学生を
厳しく育てることが評価された。「入学後に生徒を伸ばしてくれる大学」では私大で２位に選定されている。
＜⑤大学のイメージ等を分析した情報発信内容・手段の妥当性＞
上記のように、研究分野で本学は我が国の大学を牽引する存在であると考えるが、この評価に甘んじること
なく本学の存在感を維持するためにも、様々な手段を講じて継続的にブランドを発信していくことが極めて肝
要である。特に宇宙分野では、我が国では大学の叡智を結集し、学外機関と連携して大学の技術を社会実装す
るという取組みは盛んではなかった。この伸びしろが多い現状において、技術を企業に連続的に導出する確固
たる体制を整備するためにも、積極的かつ効率的な情報発信が不可欠である。
本学では、以下に記載する恒常的な情報発信手段や本学独自の情報発信手段により研究の魅力を発信してい
るが、本拠点でもこれらの手段を最大限に活用しつつ、研究力の高さや積極的な産学連携の取組み、地域社会
への貢献をより一層アピールしていく。
また、全国の高校に約120名、都内の高校に約20名の本学出身の校長が就任している他、毎年約150名にのぼ
る卒業生を中学校・高校の教員として教育現場に送り出しているが、彼らの赴任校において宇宙研究の経験を
生徒に伝えることで、更に宇宙や科学に興味を持つ若手人材を増やすことにも期待できる。
１．全ての対象者にとって有効な情報発信手段
（１）本学のウェブサイトや大学紹介パンフレット
現代における最も効率的な情報伝達手段であるが、情報過多に陥り易いというリスクも有る。本学ではこの
点に留意し、Facebook、Youtube、ツイッター、Linkedinで本学をフォローするためのリンクを張り、動画を多
用しながら技術の紹介を行っている。本拠点の活動は、本学のウェブサイトに特設サイトを開設し、動画を多
用しつつ技術の紹介を行う他、学外への成果報告会の開催案内を掲載する。昨年度に本事業に選定された本学
の研究拠点も特設サイトで案内を行いキックオフミーティングを本年３月に開催したが、100名超の参加者のう
ち７割以上が企業からの参加者であり、開始時点から技術の導出を目指す企業から大きな注目を得たことから
ウェブサイトは有力な情報発信手段である。
また、本学約800名の専任教員の研究成果のうち、興味深いものを分かり易く整理した「研究紹介カタログ」
を日本語と英語で作成しているが、これらを本学の研究活動を外部機関に紹介する際に活用している。

東京理科大学
（２）プレス発表
本学の研究成果はプレス発表を行うことでしばしばテレビや新聞で報道されているが、本拠点で得られた成
果も、プレス発表を積極的に行うことで社会に広くアピールする。「中期計画」において本学から毎年50件以
上のプレス発表を行うことを目標にしているが、この目標達成に本拠点が大きく貢献する。
２．企業や研究者にとって有益な情報発信手段
（１）TEICによる外部連携活動
米国マサチューセッツ工科大学が世界規模で実施し、イノベーションが誘導するアントレプレナーシップを
キーワードとする地域に合った起業家を育成するREAP（Regional Entrepreneurship Acceleration Program）
プログラムがある。世界から８カ国のチームが参加しているが、我が国では本学が昨年８月に採択され、経済
産業省や企業とともに活動を行っている。この活動の一環として、本学にTokyo Entrepreneurship and
Innovation Center（TEIC）を設置したが、このセンターが本学と複数の企業との連携の調整を担っている。
このTEICは、ビジネスコンテストの開催等により、本学の学生のアントレプレナーシップを誘導している
が、このTEICに本拠点の技術を持ち込み、研究拠点の活動と独立して興味をもつ企業との交渉を実施していく
ことで、与えられた時間を最大限に有効活用しながら複数の企業への売り込みを図ることができる。
（２）理科大サイエンス道場
本学で最も地域連携が進む葛飾キャンパスに設置されており、ここで地域企業に対して光触媒等の分かり易
い展示・説明を行っている。既に人工衛星イカロスに搭載したカメラ等を展示しているが、これや宇宙で発電
が可能な熱電素子を開発中の教員も本拠点に参画する。このように、本拠点の第一線で活躍する教員がこの
「理科大サイエンス道場」を活用して成果を伝えることは極めて効果的であると自負する。
（３）シンポジウムや成果報告会
シンポジウムや成果報告会を学内外に対して開催し、研究成果を報告している。本学では本事業に選定され
た拠点には定期的な成果報告会等の開催を義務付けているが、これを特に企業や研究者に対して積極的にメッ
セージを発信し、また、要望を聴取する機会として活用する。
（４）新技術説明会
大学等の研究成果や特許を実用化又は技術移転させることを目的として、新技術や産学連携に興味のある企
業関係者に向けて研究者自らが直接プレゼンする科学技術振興機構が開催する説明会であるが、本拠点で生ま
れた技術もこの新技術説明会で積極的に紹介し、本拠点との連携を求める企業を募る。
（５）地域公開講座やオープンキャンパス
本学の４つのキャンパス周辺地域との連携や産業界との連携を意図して毎年定期的に地域公開講座やオープ
ンキャンパスを開催しており、本学の研究室に入ってもらい技術の紹介を行っている。本拠点で得られた成果
はこの地域公開講座等でも紹介し、大学の技術を使ったオープンイノベーションを志向する企業に対して積極
的に活動を紹介する。
３．受験生等にとって有益な情報発信手段
（１）宇宙教育プログラムと宇宙理工コースでの教育
本学では一昨年度から「宇宙教育プログラム」を開始した。これは、理学、工学の枠組みを越えて宇宙に関
する総合的な教育プログラムの実現を目指し、「本物に学ぶ」というスローガンの下、向井副学長が本学内外
の学生に対してパラボリックフライトによる無重力体験等の各種のプログラムを実施している。
当該プログラムに参画している教員を中心に、昨年度、分野横断型の「宇宙理工学コース」を設置した。こ
こでは、宇宙理工学に関する学問領域と、これと直接の接点を持たない領域との横断を図ることで宇宙工学を
総合的かつ実践的に学ぶ機会を提供しており、参加者が基礎理論と実ミッションを理解し、宇宙理工学分野の
最先端を牽引する優れた人材となり、研究や教育の成果を社会に還元することを目指している。
学生が自分達の実力に自信を持つことで、自分達に対する意識と連帯力が増しており、多くの最先端の「本
物」と出会う機会を提供している。この「宇宙理工コース」でも本拠点の研究活動を教えていくこととし、受
験生等を惹きつける内容として洗練させる。
（２）科学のマドンナプロジェクト
本学の学生が講師となって合宿形式で中高生に科学の面白さを教えるプロジェクトである。これに参加した
本学の学生に科学を教える面白さに目覚めさせる他、教えてもらった中高生に本学を受験するインセンティブ
を与えるものとして最適な施策である。向井副学長は当該プロジェクトを牽引しているが、更に本拠点の成果
も発信することでより魅力的なプログラムにすることができ、ひいては我が国の科学リテラシーの向上にもつ
ながると考える。
＜⑥ブランディングの具体的工程とその実現可能性＞
本事業により着実にブランドを確立するため、以下に記載するように、各対象者ごとにステップ・バイ・ス
テップでブランド力を発信する。この活動の評価として、本事業への採択年度のパフォーマンスを基準に定量
的に導出される技術数やプレス発表数の目標を設定し、アドバイザリー委員会による妥当性の評価を経て修正
を行った後、成果目標として設定し、これを毎年度着実に実行するとともに改善点等を整理する。
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【企業】
工程１ 積極的な情報発信
企業がどこにアクセスすれば技術を社会実装できるのかを明確に示すため、上記のプレス発表等の恒常的な
情報発信手段を活用して、より多くの企業が本学の取組みに興味を持つよう仕掛けるとともに、参加者の要望
を聴取する。
向井副学長は知名度が高いため、既に●等の企業と連携しているが、これらに対してより強固な連携を打診
する。この過程で本学の強みを明確化しつつ情報発信の改善を図る。ウェブサイトへのアクセス数やプレス発
表数、企業との共同研究数等は初年度の数を基準にし、確実にこれを毎年度伸ばすこととする。
工程２ 更なる情報浸透と具体的な連携体制の構築
工程１の活動の結果、次なる段階の具体的な連携を希望する企業に対し、個別の技術での深堀りを本学と共
同で進める場合は共同研究契約の締結を、本学の技術を広くサーベイしつつ包括的な研究と人材交流を促進す
る場合は寄附研究部門の設置を打診し、本拠点との連携体制を早期に確立する。この際、ヒアリングやアン
ケート等により本学のイメージや認知度を聴取し、改善すべき点は早期に改善し、良い評価は定着させる。
工程３ 成果の連続的な創出と協力の獲得
工程２により、本学と協働した研究が開始されるが、ここで社会実装できる技術を連続的に生み出すモデル
ケースを確立する。技術を突き詰めると社会実装できるものは少なくないが、本事業中に社会実装できる技術
を一つでも多く発掘する。寄附研究部門は本拠点に関連して少なくとも２件以上設置することを目指す。TEIC
は、新規の事業創出が３件以上、５年間で民間からの外部資金を延べ９千万円以上を目指しているが、本拠点
はこの目標達成に大きく貢献する。
これらの目標の達成により社会に還元される案件も増えることになるため、更なる協力体制の構築が拡大し
ていくことになるが、仮に失敗した場合でも何が原因であったのかを徹底的に追求し、改善を図りつつ企業と
の連携を強化していく。５年後の最終目標に対し、何割が達成できているかを毎年度分析することで進捗を把
握する。
工程４ 工程１へのフィードバック
本学と一つの企業が社会実装を目指して活動する際、他大学の技術や他の企業の知見が入ることで更に大き
く技術が飛躍できるものもある。工程３までにおいて本学と企業が強固に連携している場合、更に参画する機
関を増やすことで、社会実装までの時間の明確な短縮化という付加価値を付け、高い成果が上がったものにつ
いてはその手法を集積し、工程１の情報発信にそれを反映する。

対象：企業
ブランディング戦略
全体のPDCA

工程３：成果の連続的な創出と協力の獲得
・TEICによる５年間で新規事業の創出３件以上
９千万円以上の民間資金の獲得等の目標達成に貢献
・本拠点に関連する寄附研究部門の設置：２件以上

初年度を基準に毎年
パフォーマンスを
工程２：更なる情報浸透と具体的な連携体制の構築
向上

・共同研究契約や寄附研究部門の設置により、
拠点との連携体制を早期に確立

学長、副学長によるPDCA

工程１：積極的な情報発信
恒常的：ウェブサイト、大学紹介パンフ、プレス発表、
工程４：フィードバック
研究紹介カタログ、シンポジウム、成果報告会
・高い成果を上げた手法の
新技術説明会、地域公開講座、オープンキャンパス 等 工程１への反映
理科大独自：TEICによる外部連携活動、理科大サイエンス道場
【研究者】
工程１ 積極的な情報発信
本拠点に興味を持って集まる研究者に対して各種の情報発信を行う。技術そのものに興味がある研究者には
論文等を提供し、拠点の体制に魅力を感じる研究者に対しては、本拠点への参画や共同研究への参加を促す。
工程２ 興味を持った研究者の獲得と拠点活動への取込み
本拠点に興味を持つ研究者の反響や意見を聴取することで本拠点のイメージや認知度を高めていく。また、
本拠点との連携に興味を持った研究者に対しては、早期に具体的な研究内容について詰め、共同研究等を実施
する等により、本拠点の活動に取り込む。
工程３ 大型の外部資金獲得と活動の活性化
有力な研究者と連携できた場合、本拠点の活動を飛躍的に伸ばすことができる好機であるため、大型の外部
資金を共同で獲得し、更なる活動の活性化を目指す。大型の外部資金の獲得は知名度や大学ランキングの向上
にも繋がるため、研究者を対象としたブランディング活動は外部資金の獲得も目標とし、毎年15％の外部資金
獲得額の増加を目指す。
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工程４ 工程１へのフィードバック
大型の外部資金を獲得できれば、学会での露出度や広報活動の活性化も期待できる。これにより工程１の情
報発信手段が改善し、これによって更なる優秀な研究者を獲得することができるという好循環を生み出す。

対象：研究者
ブランディング戦略
全体のPDCA

工程３：大型の外部資金獲得と活動の活性化
・大型の外部資金の獲得
・大学ランキングの向上
・毎年15%の外部資金獲得額の増加

初年度を基準に毎年
パフォーマンスを
工程２：興味を持った研究者の獲得と拠点への取込み
向上

・具体的な研究内容を詰め、共同研究等による
拠点活動への取込み

学長、副学長によるPDCA

工程１：積極的な情報発信
恒常的：ウェブサイト、大学紹介パンフ、プレス発表、
研究紹介カタログ、シンポジウム、成果報告会
新技術説明会、地域公開講座、オープンキャンパス 等
理科大独自：理科大サイエンス道場

工程４：フィードバック
更なる優秀な研究者の
獲得に向けた改善

【受験生等】
工程１ 積極的な情報発信
受験生等に対しては、既存の情報発信手段に加え、本学への入学のインセンティブとなるよう、動画や分か
り易く面白い解説に重きを置いたコンテンツをウェブサイトに掲載し、受験生等の興味を引く。
工程２ 志望動機等の調査による効果の把握
学生へのアンケート調査等により、本拠点の活動に触発されて受験生が実際に本学に入学した又は入学後に
知ってこの拠点に参画することを希望した、といった志望動機を詳細に調査・分析した上で、選択と集中を図
りつつ、効果的な情報発信を行う。
工程３ 教えられた者が教える者となる好循環の創出
「科学のマドンナプロジェクト」で本拠点の研究成果に興味を惹かれて本学に入学した学生が、今度は講師
として中高生に宇宙研究の技術を伝えることで、教えられる者が教える者となり、どんどんと増殖していくこ
とを目指す。教えることで理解が深まり、更に興味を持つことができるため、在学生の宇宙に関する興味の増
進にも繋げる。当該プロジェクトや宇宙教育プログラム、宇宙理工コース等で少なくとも年２回は本拠点の話
題を盛り込む。
本拠点に参加するために本学に入学した学生数の推移を学生へのアンケート調査により把握しつつ、魅力が
発信し続けられているかどうかを定期的に把握し、この数を増加させる。
工程４ 工程１へのフィードバック
効果的に伝わった方法は工程１にフィードバックし、最大の効果が得られる方法を選択することにより、成
功事例を集積・確立していく。

対象：受験生等
ブランディング戦略
全体のPDCA

工程３：教えられた者が教える者となる好循環の創出
・「科学のマドンナプロジェクト」等のイベントへの
年２回以上の本拠点の成果の盛込み
・継続的な魅力の発信を定期的に把握

初年度を基準に毎年
パフォーマンスを
工程２：入学動機の調査による効果の把握
向上

・学生へのアンケート調査により、本拠点に魅了を感じて
入学した学生の動機を詳細に調査・分析
学長、副学長によるPDCA

工程１：積極的な情報発信
恒常的：ウェブサイト、大学紹介パンフ、プレス発表、
研究紹介カタログ、シンポジウム、成果報告会
新技術説明会、地域公開講座、オープンキャンパス 等
理科大独自：宇宙理工コース、宇宙教育プログラム
理科大サイエンス道場

工程４：フィードバック
最大の効果が得られる手法の選択

東京理科大学

４．事業実施体制（２ページ以内）
＜学長のリーダーシップの下での全学的な事業実施体制＞
本事業では、「２．事業内容」に記載した４チームが研究開発を進める。単に個々の技術の研鑽をするだけ
では社会実装できる技術とならないことは周知のとおりであり、それらを束ねて、技術群が一体となって融合
した時のシステムとしての最適解を導き出す必要がある。このため、４チームの全てに民間企業の研究者が入
ることで、本学から導出された技術に対し、これらを融合することによる相乗効果や、社会実装する際の課題
を解決するための最適解を提示してもらうこととしている。
また、本申請で形成する拠点を学部横断型の研究を推進する総合研究院の傘下の組織である「研究セン
ター」として位置付けることで、
①大学から５年間の予算を支援すること
②産学連携の支援や知的財産の活用等を担当するURAセンターによる戦略的な支援を行うこと
③本学の研究機器の共用化を促進している研究機器センターとも強固に連携し、限りある研究機器を有効
活用すること
を機関決定しており、学長のリーダーシップの下で全学的な体制により研究開発を強力に推進する体制となっ
ている。以下に、本学における事業実施体制の概要を示す。

東京理科大学
＜事業実施・進捗管理体制や自己点検・評価及び外部評価体制の整備状況＞
（１）運営委員会
４チームを構成する研究者の代表者と、本学と連携する民間企業、国立研究開発法人の研究者及び担当事務
局を主たるメンバーとした「運営委員会」を組織し、以下を中心に議論・評価を行う。
①研究設備・装置の管理も含めた研究活動全体
②ブランディング戦略
③産学連携活動を含む事業全体の運営状況
①については、共同研究・共著論文数、特許出願件数、学会発表数等といった定量的な目標を定め、②につ
いては、ニュース・新聞等への掲載数等といった定量的な目標を定め、これらの定量的な目標が達成できてい
るかどうかを定期的に確認し、低下傾向が見られた場合は、改善点について詳細に分析する。特に、「中期計
画」においては、本学から年間50件以上のプレス発表を目標として掲げているが、本拠点から積極的にプレス
発表をすることで、この目標達成に貢献する。
③については、企業との共同研究数、研究助成数、受託研究数、寄附研究部門の設置件数等の定量的な目標
を定め、常に目標が達成できているかどうかを確認する。
この「運営委員会」には上記４チーム、参画企業、URAセンター等の担当事務局が参加し、定量的な指標を
もって常に年度毎の目標の達成度を確認しつつ、以下の（２）～（４）で得た産業界、外部有識者や学内の意
見を集約して議論することで、翌年度の事業計画を決定する。①研究活動全体、②ブランディング戦略、③事
業全体の運営状況は相互に密接に関係し合っているため別々の場では議論せず、この「運営委員会」が情報を
集約するが、それぞれのパートに明確に分けて議論を深め、相互の進捗を確認しながら事業を進める。
（２）外部評価委員会による評価
成果が波及する分野の産業界や学術界の有識者によって構成される「外部評価委員会」において、定期的に
その達成度を評価する。本拠点が主催するシンポジウム等には、既に連携している企業の他、技術が波及する
と期待される産業界の研究者等を招聘し、研究の方向性や産業界のニーズに関して助言をいただく。
（３）総合研究院における成果報告会
毎年11月下旬に実施している総合研究院の成果報告会において、学内に事業の成果を報告し、意見を聴取す
るとともに、外の有識者からの意見も聴取し、事業の改善に活かす。
（４）研究推進機構での評価
学長の下に設置した研究推進機構において、本事業の中間及び最終評価を行うことを機関決定している。こ
こで研究組織、研究の進捗、研究成果等を評価することとする。
＜学外機関との有機的な連携＞
同様の宇宙研究を実施する研究機関としては、宇宙飛行士である京都大学の 土井 隆雄 特定教授が「宇宙
総合学研究ユニット」を率いているが、ここでも宇宙における居住環境の研究開発を実施している。
本学の向井副学長と土井特定教授は宇宙飛行士として同世代の宇宙飛行士であり、研究の方向の親和性から
も、京都大学とは強固に連携しつつ、「実学の東京理科大学」、「学術の京都大学」というオールジャパンで
宇宙研究を強力に進めるための連携関係を構築する。
また、既に連携関係にある民間企業を中心に、産業界との連携を特に重視し、共同研究や寄附研究部門等に
より、連続的に技術シーズを社会に導出する体制を構築する。
さらに、向井副学長の宇宙飛行士としての人脈を最大限に活用し、NASAやESA（欧州宇宙機関）等の宇宙関
連機関や、慈恵医大等の国内機関との連携も進めていく。
＜TEICとの活用による外部連携及び国際連携の促進＞
昨年、米国マサチューセッツ工科大学と連携して本学内に設置したTokyo Entrepreneurship and
Innovation Center (TEIC)では、本学の技術シーズを企業に導出する支援を行うとともに、学生のアントレプ
レナーシップを醸成するため、経営学部と連携し、学生のビジネスコンペティションを実施している。
このTEICは、宇宙関連技術の企業への導出やモデル事業の確立を目指しているが、このTEICをハブにして学
外の企業や金融業界との連携や、スタンフォード大学等の海外大学との連携を強力に推進していく。
＜事業終了後の更なる発展＞
本拠点では、スペースアグリ技術、創・蓄エネルギー技術、水・空気再生技術が一体となり、スペースQOL
デザインチームが事業と統括する体制で５年間の研究を実施する。これらの研究開発による技術の蓄積は大学
の研究力の基盤となるものであり、本拠点が培った知見や技術を大学の資産として活用するため、事業終了後
も研究拠点を継続・発展させる。
本拠点は、学内の研究者は勿論のこと、広く社会へ開かれたものとして、事業終了後も産業界等のニーズを
反映しつつ開発を継続する。これを国内外を問わず学外の企業や研究機関との共同研究等に活用することで、
実学と技術導出の宇宙研究といえば東京理科大学と認識されることを目指し、本学の「中期計画」にも掲げる
「世界の理科大」の一翼を担う研究拠点へと継続的に発展することを目指す。

５．年次計画（３ページ以内）
平成29年度
目
標

研究活動は宇宙で活用することが可能な技術の洗出しと、既存技術のブラッシュアップ及び
概念設計を行うとともに、５年間の研究に必要な研究インフラを整備する。
ブランディング戦略は、工程１に基づき、本事業の対象ごとに積極的に情報を発信し、本学
への興味を引くよう仕掛けていく。
＜研究活動の実施計画＞
■チーム１：事業を統括するとともに、月面等の宇宙環境での長期居住を想定し、閉鎖空間で
のQOLを維持する居住拠点に関するシステムデザインを行い、必要技術の抽出を行う。加え
て、QOLを維持する技術として、宇宙環境を意識した居住空間設計と健康管理に必要なストレ
スモニタリング用ウェアラブルバイオセンサの概念を設計する。
■チーム２：宇宙で育成することを想定した植物種の選定とその栽培方法を決定する。居住空
間は一気圧未満にすることがコスト面で有利であるが、この低圧力条件下でも植物育成が可能
な栽培方法において、水中プラズマ技術によって空気と水から合成した人工的な液体肥料が機
能することを検証する。また、この液肥が滅菌効果を発現する要因についても解明する。次年
度の実施計画を遂行するために、触媒試験用高速・多機能FTIRガス分析装置を導入し、反応ガ
ス種を同定・定量できる準備を整える。

実
施
計
画

■チーム３：化合物太陽電池の耐放射線特性を評価し、太陽光変換効率と放射線劣化傾向を把
握する。また、金属系熱電池温度差発電システムの設計と温度差環境実証装置設計を行い、炭
素系複合材料系熱電池の基本設計を検討するため、温度差環境を人工的に作製し、熱電池の動
作環境を評価するための温度差熱電池開発用温度差シミュレーターを導入・整備する。
■チーム４：活性炭処理が難しいメタン及びアンモニアガス等の処理のため各種の新規光触媒
を作製し、最高性能の光触媒を選択する。また、既存のガスクロマトグラフ質量分析装置を改
良し、極微量の有害物質及び分解生成物を測定できるように整備する。
＜ブランディング戦略の実施計画＞
ブランディング戦略の工程１の各種情報発信手段を駆使し、事業の対象者に対して積極的に
情報を発信し、本学の取組みに興味を持たせる。
＜目標達成度の測定方法＞
研究活動に関しては、採択年度におけるインパクトファクターに基づく研究論文の評価、特
許数の評価、学会等での発表件数等を基準に、ブランディング戦略に関しては、ウェブサイト
へのアクセス数、宇宙研究に興味を持って入学した学生数等を基準にし、「運営委員会」にお
いて定量的な目標を設定し、その妥当性を外部評価委員会による評価を経て修正を行った後、
成果目標を設定する。
平成30年度

目
標

研究活動は、更なる技術の高度化に加え、スケールアップ研究を実施するとともに、実現可
能、かつ、有力な技術の選別を行う。ブランディング戦略は、工程１の情報発信より踏み込ん
だ工程２のアプローチを仕掛けていく。
＜研究活動の実施計画＞
■チーム１：事業を統括するとともに、前年度検討を行った居住拠点に関するシステムデザイ
ンに基づき、抽出された必要技術を総合的に実装評価し、閉鎖空間での長期QOLの維持を実証
するプラットフォームの詳細設計を進める。また、ストレスモニタリング用ウェアラブルバイ
オセンサに関しては、前年度の概念設計に基づきハードウエア開発を進める。

実
施
計
画

■チーム２：前年度に導入した装置を用いて、水中プラズマ技術と光触媒技術のハイブリッド
化によって触媒反応の最適化を行い、高効率な液肥製造プロセスを確立する。栽培面積が10㎡
規模の植物工場に対応するべく、水中プラズマ反応場の大容量化と最適化の検討を行う。
■チーム３：化合物太陽電池の基本構造を設計し、耐熱性・耐放射線性があり、軽量化に適し
た基材としてポリイミドフィルムを候補とし、宇宙用超軽量太陽電池を開発する。また、金属
系熱電池温度差発電システムの試作と実証環境システム製作を行い、複合材料系熱電池の製作
と特性評価を実施する。さらに、フライホイールバッテリーシステムの基本設計を行う。
■チーム４：空気再生システムに組み込むため、粉末である光触媒を担持体に固定化する必要
がある。そこで前年度に選択した高活性光触媒を接着させた光触媒担持体を開発する。試験結
果に応じて光触媒担持体の設計を最適化する。

実
施
計
画

＜ブランディング戦略の実施計画＞
ブランディング戦略の工程２に従い、更なる情報の浸透や本学との連携体制の強化、大型の
外部資金獲得による活動の活性化等、より踏み込んだアプローチを仕掛けていく。
＜目標達成度の測定方法＞
研究活動もブランディング戦略も、前年度設定した定量的な目標を着実に達成していること
を確認し、これが達成できていない場合は、その原因を徹底的に分析し、解決策を学内外の意
見を求め解決する。
平成31年度

目
標

研究活動は、開発したシステム、デバイスによる実証実験による効果を検証する。
ブランディング戦略は、工程２に従い、事業対象ごとにより具体的なアプローチを仕掛けて
いく。
＜研究活動の実施計画＞
■チーム１：事業を統括するとともに、前年度検討を行った詳細設計に基づいて、宇宙居住環
境技術創造プラットフォームを構築し、主要キー技術の実装を行うと共に、その実証実験を進
める。また、実証実験を進める中で、早期に宇宙での利用可能と思われる技術について抽出す
る。ストレスモニタリング用ウェアラブルバイオセンサに関しては、医工連携のもと健康状態
に関連する大規模データの収集を行う。センサ間のネットワーク、地球との大遅延通信システ
ムを前提とした新たなIoTシステムを構築する。

実
施
計
画

■チーム２：ハイブリッドシステムを試作し液肥製造と滅菌効果の検証を行い、また、稼働電
力の計算及び安全設計等について見直しを検討する。低圧条件及び人工光等の宇宙空間を想定
した条件による試運転を行い、ハイブリッドシステムの完成度を上げる。
■チーム３：化合物太陽電池を製作するとともに、金属系熱電池温度差発電システムの発電量
向上とコンパクト化及び複合材料系熱電池の改良と発電特性向上を検討する。また、フライホ
イールバッテリシステムの試作を行うと共に、電源連携についても調査する。
■チーム４：前年度に開発した光触媒担持体を搭載した空気再生システムを開発する。吸引し
たガスや光が光触媒担持体に対してどのように当たるかを考慮した空気再生装置を開発する。
また、この空気再生装置を用いたガス除去試験を実施する。
＜ブランディング戦略の実施計画＞
ブランディング戦略の工程２に従い、事業対象ごとにより具体的なアプローチを仕掛ける。
技術を連続的に導出するための企業との連携の強化、大型の外部資金の獲得、本拠点の活動に
より本学へ入学を志望する学生の増加を達成する。
＜目標達成度の測定方法＞
昨年度に達成した実績に対して活動が確実に増加していることを確認し、更に上を目指せる
場合は目標を上方修正する。目標が達成されていない場合はその原因を徹底的に分析し、解決
策を学内外の意見を求め解決する。
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開発したデバイスを搭載したシステム開発を行うとともに、ブランドイメージの定着のた
め、前年度より積極的に情報を発信し、ブランディング戦略の工程３を強力に推進する。
＜研究活動の実施計画＞
■チーム１：事業を統括するとともに、継続的にシステムレベルの総合評価を実施するととも
に、早期に宇宙で利用可能と思われる技術について軌道上実証計画の立案及び実証実験装置の
概念設計を行う。ストレスモニタリング用ウェアラブルバイオセンサに関しては、閉鎖環境で
の短期間の居住で得た大規模データをもとに、医学的に有用なデータを機械学習によって獲得
する。センサデバイスに関しては、蓄積データから改良を施すとともに転写印刷手法を活かし
た衣服に実装可能かつ、着装感がないウェアラブルセンサの開発を実施する。
■チーム２：ハイブリッドシステムを組み込んだ植物工場の稼働を目指す。宇宙空間の条件を
加味した特殊仕様の植物工場を専用室に設け、閉鎖環境下での植物育成実験の環境（スペース
アグリ）を整える。
■チーム３：化合物太陽電池の出力向上への仕様最適化を行う。また、金属系熱電池温度差発
電システムの発電量向上とコンパクト化、複合材料系熱電池の発電特性最適化と温度差電池の
試作に取り掛かる。さらに、フライホイールシステムの振動・強度解析、熱解析と蓄電特性向
上を検討する。

■チーム４：閉鎖空間を準備し、その空間内で空気再生システムの連続稼働試験を行う。閉鎖
空間は６人が居住できる空間（120㎡）を想定する。閉鎖空間内には多種の混合ガスを定期的
に注入し、空気再生システムによる除去試験を行う。
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＜ブランディング戦略の実施計画＞
ブランディング戦略は、全対象に対して工程３までを達成し、成功事例については工程１の
方法発信手段に着実に反映する。
＜目標達成度の測定方法＞
昨年度に達成した実績に対して活動が確実に増加していることを確認し、更に上が目指せる
場合は目標を上方修正する。
平成33年度

目
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前年度までに開発したシステムの実証試験を行い、社会実装を図るともに、ブランディング
戦略の工程３の成功事例を蓄積し、これらを工程１に確実にフィードバックする。
＜研究活動の実施計画＞
■チーム１：事業を統括するとともに、継続的にシステムレベルの総合評価を実施するととも
に、前年度概念設計を行った軌道上実証実験装置について詳細化を進める。また、関連する宇
宙機関と協力して実証実験機会についての検討を進める。さらに、センサデバイスに関して閉
鎖環境での長期間の居住実験を行い、健康管理システムの適応性を総合的に評価するととも
に、QOL改善の指標となるデータを抽出して地球上の施設への適用を発信する。
■チーム２：前年度までに完成した植物工場におけるパイロットスケールでの育成試験を行
い、植物成長と成分分析、微生物解析による総合評価を行う。また、本システムを用いた植物
育成システムにおける栽培サイクルや収穫カロリーの計算から、必要な栽培面積を導出する。
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■チーム３：化合物太陽電池の耐放射線特性の総合評価を行う。また、金属系熱電池温度差発
電システムの総合評価及び複合材料系熱電池の総合評価を実施する。さらに、複合材料フライ
ホイール式蓄電器への可能性を評価する。これらの成果により、小型人工衛星搭載テスト用電
池機材を製作する。
■チーム４：開発した空気再生システムの宇宙空間での実証試験を行うことを目標とし、その
ための準備を行う。
＜ブランディン戦略の実施計画＞
全事業対象者に対するブランディング戦略の工程３を着実に達成し、高い成果が上がったも
のは工程１にフィードバックし、更なるブランド力の発信に繋げる。
＜目標達成度の測定方法＞
昨年度と同様に計画の進捗を測定・評価する。

東京理科大学

６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）
＜既選定事業の進捗に照らして、今回の申請事業を更に実施することの適切性＞
平成28年度に選定された本学の「材料表面・界面における水の学際研究拠点」は、様々な分野で活用される
材料の特性向上と機能発現の根底にある表面・界面における水の挙動を体系的に理解・制御し、様々な産業界
のニーズに応える学際研究拠点を形成するものである。
一方、本申請では研究の方向性がこれとは異なる。宇宙のような極限環境に住むという課題に対しては、我
が国は科学技術創造立国として豊富な技術を有し、宇宙での滞在期間の実績では世界で第３位の記録を有する
国であるが、この課題に対しては国も大学も総力を挙げて取り組んでこなかった。
今回、本学がこの課題に正面から向き合い、人類のフロンティア開拓に貢献するため挑戦していくことが我
が国の大学の役割としても重要なものであると考える。
本学は２万人以上の学生を擁する理工系の総合大学であり、先述のとおり研究分野では我が国を牽引する大
規模な私立大学であると自負しており、複数の研究拠点を運営している国立大学と同様に２つ以上の研究拠点
を運営していく十分な能力があると考えるが、昨年度選定された拠点の優れたノウハウは最大限に活用しつ
つ、界面科学も宇宙研究も本学のブランドとして確立していきたいと考えている。
＜既選定事業と今回の申請事業の内容の重複＞
既選定事業と本申請では、挑戦する技術が界面科学と宇宙研究ということで研究の方向性が異なるが、本学
が得意とする分野の教員の叡智を結集し、産業界のニーズに応えるため本学の技術を企業に導出することを目
指すという観点で拠点の機能が似ている。
これは政策的にも今日の大学に求められているものであり、双方の拠点がこのノウハウを蓄積・共有して活
動していくことに問題はないと考える。
＜大学の将来ビジョンに照らして複数の独自性を打ち出す必要性＞
現在の激動の社会に対応するための人材育成は大学に求められる重要な機能であるが、このような中、一つ
の研究拠点のみで大学のブランドを形成することは困難であり、多様な研究や教育を展開することで大学のブ
ランドは形成されるものと考える。
本学の「中期計画」において目標として掲げる研究力の強化を支えるインフラを全学的に共有し、異分野融
合、外部資金獲得や事業化に向けた技術導出等を目指す36年の歴史をもつ総合研究院の仕組みを最大限に活用
しつつ、本拠点によって本学の伝統的な強みを持つ分野を更に伸ばしていくことで、より強固な大学ブランド
を形成していくことが可能であると考える。
また、今回は宇宙飛行士である向井副学長が、宇宙研究という次世代が必要とする技術開発、アントレプレ
ナーシップの醸成、人材育成に挑戦するという観点で斬新さを打ち出すこともできると考え、正に本学が目指
すブランドと方向性が一致したものであると考える。
＜実施・支援体制の整備状況に照らしてそれぞれの事業で十分な成果が期待できる能力＞
本事業に選定された本学の研究拠点は、総合研究院の研究センターとして位置付け、事業期間中の継続的な
予算措置や本学が保有する先端的な研究機器を共有・管理する研究機器センターによる研究インフラの支援、
URAセンターによる企業連携の支援等、全学的な支援体制を行うことを大学として機関決定している。
これまでも、これらの組織によって複数の戦略的研究基盤形成支援事業や私立大学研究ブランディング事業
に選定された研究拠点を機能的に支援してきた。これらの研究支援体制が十分に機能しているため、複数の研
究拠点があっても十分に成果を出せるものと考える。

