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より一層の国際協力を　中国西安
　去る 9 月、本プログラム担当教員の李玉友准教授が国際協力ネット
ワークを構築するため、中国の西安建築科技大学を訪問した。今年１月
に行った環境リーダー国際シンポジウムにおいて王暁昌副学長と協議し
た協力関係に基づき、同大学国際交流課長の任勇翔教授（写真前列右、
東北大学博士課程修了。専門は環境工学）を環境リーダー西安オフィス
の代表として推薦し、環境学院長黄庭林教授および関係者ら立ち会いの
下辞令交付を行った。また西安オフィスの役割と協力方法について環境
学院で具体的な打合せを行った。

D e e p e n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  B o n d
- Xi'an Offi  ce, China -

    In September, Assoc. Prof. Li visited Xi'an University of Architecture 
and Technology in China to broaden our network for international 
cooperation. Based on a talk with the Vice President Xiaochang Wang 
at the 1st International Symposium of Environmental Leader last 
January, Prof. Yong-xiang Ren, head of the university’s International 
Exchange Department, was appointed as a representative of Xi’an Offi  ce 
for the Environmental Leadership Program in the presence of Prof. 
Ting-ling Huang, Dean of the School of Environmental and Municipal 
Engineering, and other people involved. They also discussed the role of 
the Xi’an offi  ce and its cooperation methods.

任勇翔教授への辞令交付

Prof. Ren, right, completed his doctorate in Engineering in 
Environmental Ecology at Tohoku Univ. in 2007, appointed as a 
representative of the Xi'an offi  ce
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基本コース修了生第 1 号
　2011 年 9 月 20 日、環境リーダーオフィス
にて基本コース修了式が行われた。修了生輩
出は本プログラム発足以来初めてである。
　基本コースは東日本大震災の影響で開始が
6 月まで遅れた。未曽有の災害を受けて、学
生募集範囲が大幅に狭くなるという厳しい状
況の中、優秀な学生 3 名（博士コース相当 2 名、
修士コース相当学生 1 名 ) の入学が実現した。
　基本コースは、長期コース同様学生の研究
分野が多岐に渡り、学歴は長期コース以上に
様々である。大学新卒生がいれば、社会経験
豊富なベテラン研究者もおり、ここでの教育
活動や交流が、学生の成長における貴重な
チャンスとなる。プログラムは環境教育を重
視するほか、来日したばかりの学生が多いこ
とから、研究や生活問題の解決にも工夫した。
個人の研究活動を妨げない上で、長期コース
必修科目の e ラーニングを集中的に行い、ま
た日本や外国文化体験、研究技術交流など
様々なテーマの発表会やセミナー、フィール
ドワークを定期的に実施している。このコー
スの経験が学生達の人生において新しい成長
をもたらすことを期待する。

Congratulations to the 1st 
Graduate Student 

in Basic Course
  The first graduation ceremony of a basic 
course student of the Environmental 
Leadership Program (SERMSS) was held 
on Sept. 20, 2011. It is the fi rst graduation 
since the program was launched on June 1, 
2010.
  The academic schedule for the course 
was delayed in early June due to the Great 
East Japan Earthquake (March 11, 2011). 
Almost all of the applications recruited 
from abroad for training and study at 
Tohoku University were cancelled, and the 
number of candidates abruptly went down. 
Despite this unprecedented situation, 
three excellent students enrolled (2 at the 
doctoral level and 1 at the master’s level).
  The research fi led and career background 
of basic course students vary just as that 
of regular course students. Some students 
recently graduated from university, others 
have been professional experts for years. 
In fact, the basic course has been trying to 
create more communication opportunities 
b e t w e e n  t h o s e  w h o  h a v e  d i f f e r e n t 
experiences. Since most of the students 
recently came to Japan, the course does 
not only focus on environmental education, 
but also tries to solve problems related to 
study and life in Japan. Besides e-learning, 
which is the core curriculum of the regular 
course, and individual research activities, 
the basic course off ers students workshops 
and fieldwork on such topics as Japanese 
and foreign cultures, as well as seminars on 
research and technology. The experience in 
the basic course is expected to encourage 
students’ growth.

　私は環境リーダープログラム (SERMSS) で学ぶことができ、嬉しく思っています。短
い期間でしたが、とても影響を受けました。基礎知識のほか、e ラーニングにより多
くの環境分野の知識も得ることができました。以前まで私は汚染水の処理方法だけに
注目していましたが、今はそれ以上の全面的な計画も含めて考えるべきだと思います。
生活設計をする際、環境に優しいライフスタイル設計が重要だと感じており、また過
剰消費の回避も必要です。農業や工業の開発向上に取り組む一方で、まず自然環境を
保護すべきであると感じています。東北大学で研究する前は、私にはただ、研究室に
籠り自身の研究に没頭したいという気持ちがありました。SERMSS で学んだ今、この
考え方は大きく変わりました。今後は、一般の人々に環境問題に関する知識をより多
く広めて行きたいと思っています。
　東北大学、先生方、そして学生の皆さんに心から感謝しております。

  I am very glad to have studied in SERMSS. Although it 
was a short experience, I continue to be infl uenced by it. 
In SERMSS, I learned a lot about environmental science 
by e-learning as well as some basic knowledge. Before 
joining the course, I had only focused on wastewater 
treatment techniques, but now I also focus on technical 
planning. In my opinion, when we think about life 
planning, creating an eco-friendly lifestyle should be 
emphasized; consumption must also be limited. At the 
same time we work on the development of agriculture 
and industry, we should consider environmental 
protection. Before coming to Tohoku University, I only 
liked to work in the lab and do my own research. Now 
after studying in SERMSS, my attitude has changed 
considerably. It is one of my responsibilities to spread 
more environmental knowledge to people around the 
world.
  Great thanks to Tohoku University and all the professors 
and students who have helped me.

基本コースの取り組み
Updates	from	Basic	Course

郭爱红
河北联合大学
化学工程学院
Aihong GUO

College of Chemistry 
Engineering
Hebei United 

University
China

環境リーダーオフィスにて。それぞれデスクが用意され、
e ラーニングも受講することが出来る

フィールドワークでは青葉城址などの歴史的名所も訪
れ、文化を学ぶ。セミナーでは日本の生活習慣について
も意見を交換

長期コース学生のエジプトインターンシップ報告会に参加 郭爱红さん修了式にて。長期コースの学生も同席し祝福

Visiting the site of the Aoba (Sendai) Castle and other 
historical places to study history, exchanging opinion over 
the lifestyle in Japan

Students have their own desk and can study e-learning

Graduation for Aihong Guo (Third from the left).  Some 
students from the regular course also attended

Joining a briefi ng session on an internship in Egypt
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  At the end of July, we went to the 
forest school - KEEP Corporation in 
Yatsugatake Nature Center, enjoyed 
interesting fi eldwork and an impressive 
lecture about human beings, economy 
and environment.   Here are the 
summaries of the fi eldwork and lecture.

*****  Fieldwork  *****
Observation ability A s  f u t u r e 
environmental leaders, we need 
to exercise and improve several 
kinds of abilities and background 
knowledge. To enhance our abilities, 
it is important to be able to observe, 
because we should be aware of subtle 
transformations in nature. For example, 
being aware of changes in floristic 
composition and population structure 
in tropical forests, or the natural 
migration of wildlife.
Five senses of cognition A s  a l l 
we know, human beings have fi ve basic 
senses: the ability to see, hear, touch, 
smell and taste. We can sense new 
things by these means. Mr. Masuda, 

who led a wonderful 
workshop in which 
w e  w e r e  a b l e 
rediscover nature. By 
using all our senses 
‒ appreciating the 

smell or surface of leaves, for example 
‒ and through proper stewardship of 
natural materials, we will be able to 
create a new, quite diff erent world.
By participating in KEEP activities, we 
learned many things which we might 
have forgotten or ignored in our daily 
lives.

*****  Lecture  *****
  There are three ways to solve 
environmental problems: making 
regulations, developing technological 
innovation and doing environmental 
education. The most important solution 
is education, because it is the basis of 
everything. We all hope our society 
is free of environmental problems in 
the future. That means: a sustainable, 
peaceful society for everyone, and a 
good relationship with nature. After 
we set these goals, we have to think 
about how to achieve them. Thus it 
is necessary to find the right balance 
of economic development, social 
development and environmental 
conservation. Because society requires 
that we act and not merely criticize, it 
is very important to “THINK GLOBALLY, 
ACT LOCALLY.”

プログラム生
レ ポ ー ト
STUDENTS'  
R E P O R T

　私たち修士プログラム生 7 名は、長野での環境リーダー
セミナーを行いました。本セミナーでは、信州大学にて、ビ
ジネスと環境、外交と環境に関する講義を聴講、および議論
を行いました。また、フィールドワークとして、財団法人キー
プ協会のフォレストスクールから森林と環境、地域経済活性
化と環境について、東北地方との差異を考慮し議論しました。
　キープ協会の運営する農場では、森の中に入って、木の葉
を良く観察する、食材を探すために周辺の植物を注意深く見
るなど、日常生活とは違った体験をすることができました。
最近では「自然を守る」というフレーズを良く耳にしますが、
本物の「自然」は木の葉が一枚一枚少しずつ異なり、一見同
じように見える植物群が、実に多種多様な種から構成されて
いることを肌で感じることができました。現地スタッフの方
の「森を守ろうと言うと子供や大人には分かってもらえない。
しかし、” やまね ” が棲む森を守ろうというと多くの人は理
解してくれる」というお話が印象的でした。やまねとはその
森にすむ固有の動物の名前です。環境を守る、地球を守ると
いうことが広く浸透されるためには、より多くの人の共感・
実感を得られるような活動や表現をしなければいけないと強
く思いました。

   From July 29th to 31th 
2011, the program was 
c o n d u c t e d  i n  N a g a n o . 
S e v e n  m a s t e r  c o u r s e 
students attended. In this 
program, we went to KEEP 
( K i y o s a t o  E d u c a t i o n a l 

Experiment Project), an organization dedicated 
to education, outreach, and service to others, 
for our field work. In fact, we attended an 
environmental education program seminar. 
We took a guided walk during which KEEP staff  
spoke about yamane (Japanese dormouse), 
other animals, and plants in the Yatsugatake 
woods. Recently, we hear over and over about 
the phrase “environmental conservation”. 
However, KEEP has provided environmental 
education for 30 years. A staff  member said that 
if we only said “Save the forest!”, most people 
wouldn’t understand. However, everyone 
would get the message if we said, “Save the 
yamane’s home!” I should use expressions 
and explanations with which everyone can 
sympathize, to argue that environmental 

conservation is absolutely imperative.
  We also attended classes about such topics as 
“business and environment” and “diplomacy 
and environment”. We discussed issues with 
Prof. Norton, who is at Shinshu University. 
Shinshu University introduced the new “Green 
MOT (Technology Management) education 
program” aiming to nurture human resources 
capable of  supporting environmental 
management of local area SMEs. In order to 
boost the capabilities of local environmental 
management, one differentiating factor is 
the “understanding of and sympathy for 
environmental problems and the theme of 
sustainable development”. In this program, 
through participation in environmental surveys 
related to Lake Suwa, a practical understanding 
of nature and ecology will be enhanced.
  I had only a short, three day program, but it 
was a valuable experience and opportunity to 
think about environmental conservation and 
education thorough real experience.

2011 年 7 月 29 日～ 31 日
July 29  ‒  31, 2011

　7 月末、私たちは八ヶ岳山麓にあるキープ協会のフォレストスクールで
フィールドワークの実学を行い、人類と経済と環境についての講義を聴講し
た。以下はその要約である。

*****  フィールドワーク  *****
観察能力 将来の環境リーダーとして、自主的な行動力の養成、総合能力の
向上、そして関連知識を備えなければならない。能力を高めるのに重要なの
は観察能力向上の訓練である。自然の微妙な変化をしっかりと把握するのに
は、優れた観察力が不可欠である。たとえば、熱帯雨林の観察を通して、植
物相構成、野生動物のマイグレーションなどの変化を把握することが大切で
ある。
五つの認知能力 周知の通り、人間は五つの感知能力、すなわち五感が
ある。人間は通常この五つの手段を用いて、まったく知らないものを認知で
きる。キープ協会の増田氏は自然を再認識することが大切だと話したが、葉
の匂いを嗅いだり、葉の表面を触ったりして自然を再認識し、自然の中にあ
る材料をうまく利用すれば、まったく新しい世界を感じることができる。
このように私達は、キープ協会のプログラムを通して、忘れていたいろいろ
な体験をすることができた。

*****  講義  *****
　環境問題を解決するには、3 つの方法が挙げられる。規制の設定、技術革新、
環境教育である。この 3 つの中で、教育はすべての基本であり、環境教育は
最も重要な要素である。私たちは環境問題のない社会に憧れている。持続可
能な社会、そして誰にとっても平和な社会、人類の発展と自然環境を調和す
る社会。環境問題のない、より良い社会をどのように築くかという問題に直
面する時、経済開発、社会の進歩そして環境保全の 3 つの相互協調と発展を
求めることが重要な目標と考えられる。
　評論家より実践家が求められる現代社会において、これからは『グローバ
ルな視点からの着目、ローカルな視点からの着手』というアプローチはとて
も重要である。

Hikaru NISHIZAKA (M2)

蔣 紅与 (M2)　中国

信州大学 Michael Norton 教授の講義
Prof. Michael Norton's lecture at Shinshu Univ.

キープ協会でのワークショップ
Workshop at KEEP Forester's School

「環境リーダーセミナー」夏期集中講義（長野）
― Environmental Leader Seminar ―

Summer lectures and fi eld work in Nagano

田中教授、John 先生と
With Prof. Tanaka and Instructor John Plagens

西坂 光  (M2)

Hongyu JIANG (M2), China
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Nuhansyah Sulaiman (D2), Indonesia
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　私は川田・雨澤研究室に所属し、固体酸化物形燃料
電池 (SOFC) 構成材料の機械的特性に関する研究を行っ
ています。SOFC はその高い発電効率や、使用可能燃
料の多様性といった長所が注目され実用化に高い期待
が寄せられていますが、長期信頼性・耐久性という面
で依然課題が残っています。SOFC の信頼性・耐久性
を低下させる主要因としては、構成材料の機械的劣化
が挙げられます。そこで私は、共振法という方法を用
いて、SOFC 構成材料の機械的劣化機構を解明する上
で重要となる、ヤング率、剛性率といった材料の機械
的特性の評価を行っています。
　これからも研究に励み専門性を深めつつ、環境リー
ダープログラムでは、より広い視点から問題を捉えら
れるようになること、高い問題解決能力を身につける
こと、を目標にして日々研鑽を積んでいきたいと考え
ています。

木村　勇太
Yuta KIMURA
博士課程前期

2 年
2nd-year

Master Program

  I belong to the Kawada & Amezawa laboratory 
and study the mechanical properties of constituent 
materials of Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs). Now there 
are great expectations for the commercialization of 
SOFCs, since they have many advantages, including 
efficient high power generation and fuel flexibility. 
However,  SOFCs sti l l  have some problems in 
aspects of durability and reliability. One of the main 
causes of these is mechanical degradation in SOFC 
components. Therefore I evaluate the mechanical 
properties of SOFC components, such as Young’s 
modulus and Shear modulus, which are important 
for understanding the mechanical degradation 
mechanism in SOFC components.
  I will keep strengthening my expertise and would 
like to develop a broad vision and sophisticated 
ability to solve problems in the environment leader 
program.

11 月より 1 ヶ月間ノルウェーへ渡り、
研究や現地の情報収集を含めた学外研修
を行う。
Yuta is going to Norway in November 
for a month for his research and data 
gathering.
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プログラム生
PROGRAM
STUDENT'S
VOICE

  I n  m i d 
July, several 

members of SERMSS joined a field 
trip to Kakuda City and the nearby 
town of Watari. 
  The first visit was to Kakuda 
Space Center, in which propulsion 
engines for JAXA projects are 
researched. Things to notice here 
are the development of the scram 
jet engine for future space flights, 
the evaluation of past propulsion 
designs and projects for better 
future designs.
  Next off is the hydraulic ram at 
the foot of Mount Shihou. The 
apparatus  uses  water ’s  own 
kinetic energy, applying the water 
hammer effect to deliver water 
to a higher place from the source 
without using any external power. 
  Along the way, tsunami-caused 
damage is visible where debris 

and trash from the disaster is still 
cluttered, though largely the area is 
already cleared. 
  All in all, the trip shows the 
distributed development of Japan 
in which a crucial part of space 
flight is being researched in a 
small farming city of Kakuda. Also, 
t h o u g h 
J a p a n  i s 
h i g h l y 
developed, 
a low tech 
m e t h o d 
o f  f l u i d 
transfer still 
exists and 
i s  b e i n g 
u s e d . 
This gives confidence in Japan’
s capability to get through and 
recover from the tsunami and 
nuclear disaster.

　7 月中旬、私は角田市及び亘理町へのフィールドワークへ参加
しました。
　初めに訪れた角田宇宙センターでは宇宙航空研究開発機構

（JAXA）で使用する推進エンジンの研究が行われており、スペー
スシャトルや宇宙探査機用スクラムジェットエンジンの開発、駆
動デザインの評価と将来に向けた改良が進められていました。
　続いて向かったのは水撃ポンプのある四方山という山です。水
撃ポンプとは、水の運動エネルギーだけを用いて、ウォーターハ

ンマー効果を利用し水圧でより高い位置へと水
を運ぶことのできる装置です。
　県南移動途中は津波による被害の爪痕が確認
できました。大部分はきれいに除去されていま
したが未だ瓦礫や廃棄物が散乱している場所も
残っていました。
　今回のフィールドワークでは、米作りの盛ん
な地域において宇宙飛行船の重要部分の研究が
行われているという、日本における分散開発に
つ い て 学 ぶ こ と が 出 来 ま し
た。また、高度成長を遂げる

一方で日本は、ローテクでの液体移動を未だに
採用しています。以上のことから、津波や原発
被害を乗り越え復興して行く力が、この国には
確実に備わっていると感じました。

フ ィ ー ル ド
ワ ー ク
FIELDWORK 
July 16, 2011

環境リーダープログラムでは独自のカリキュラムのほか、環境科学研究科内外での催事や特別講義、
フィールドワークにも積極的に参加している。以下は、宮城県角田市にある角田宇宙センター見学およ
び水撃ポンプが設置された四方山訪問のフィールドワークに参加した学生のレポートである。
   SERMSS program actively combines such events as lectures and field work outside of the program. 
  The following report is from a program student who participated in a one-day field work at Kakuda 
Space Center, and an inspection of the Hydraulic Ram at Mt. Shiho, Miyagi.

ヌハンシャ スレイマン (D2) インドネシア


