


ノーベル賞 

子供たちに聞かせてあげたいノーベル賞 
で配信中 



シリセン 

Chapter-427 1月12日配信 



周期表 
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グラフェンは黒鉛 

共有結合 



シリコンウェハー上で作成 



シリセンもスゴイかも 

軽くて丈夫 電気を通しやすい 



ＥＳ細胞から 
網膜の作成に成功 

Chapter-428 1月19日配信 



視細胞 

水晶体 

角膜 

網膜 

視神経 



ＥＳ細胞から網膜の作成に成功 

眼胞 

眼杯 



視細胞 

視細胞 
桿体細胞 

錐体細胞 



ＥＳ細胞から網膜の作成に成功 

視細胞 桿体細胞 



原子ナンバー 
１１３と１１５ 

Chapter-413 2012年10月6日配信 
Chapter-461 9月7日配信 



原子番号ってなんだっけ？ 



原子番号ってなんだっけ？ 

陽子 

中性子 

原子番号＝陽子の数 



原子番号ってなんだっけ？ 



原子ナンバー113と115 



原子ナンバー１１３と１１５ 

110 (DS) ダームスタチウム 
111 (Rg) レントゲニウム  
112 (Cn) コペルニシウム  
113 (Unt) ウンウントリウム  
114 (Fl) フレロビウム  
115 (Unp) ウンウンペンチウム  
116 (Lv) リバモリウム  
117 (Uns) ウンウンセプチウム  
118 (Uuo) ウンウンオクチウム  



原子ナンバー１１３ 

ウンウントリウム 
  平均寿命 ２ミリ秒 
 
2004年9月28日 理化学研究所 
  亜鉛(30)＋ビスマス(83) 
2012年9月27日 理化学研究所（3個目） 
 
日本が命名権を承認される可能性が高い 
 
原子そのものは特に役には立たない 



原子ナンバー１１5 

ウンウンペンチウム 
  平均寿命 1.２ミリ秒 
 
2004年2月2日 ロシア原子核研究所 
  カルシウム(20)＋アメリシウム(95) 
 
ロシアが命名権を承認される可能性が高い 
 
原子そのものは特に役には立たない 



マイクロ波化学 

Chapter-463 9月21日配信 



マイクロ波化学 

化学反応 ・・・ 圧力や温度を制御 

ここのところを 
電子レンジの仕組みで 



マイクロ波化学 

工場のプラントスケールで電子レン
ジを作って制御するのは難しかった 

日本のメーカーが大型化に成功 
エネルギーを吸収しやすい触媒も開発 



他人のウ○コの 
治療効果を確認 

Chapter-437 3月23日配信 



他人のウ○コの治療効果を確認 



他人のウ○コの治療効果を確認 

C.ディフィシル感染症 
 
（1）バンコマイシンの投与・腸洗浄に続
きドナー便を経鼻十二指腸管注入群 
 
（2）標準的バンコマイシン投与群 
 
（3）標準的バンコマイシン投与と腸洗
浄群 



他人のウ○コの治療効果を確認 

C.ディフィシル感染症 
 
（1）バンコマイシンの投与・腸洗浄に続
きドナー便を経鼻十二指腸管注入群 
 
（2）標準的バンコマイシン投与群 
 
（3）標準的バンコマイシン投与と腸洗
浄群 



余談ですが・・・・ 

ドナー便を注入された患者さんの便
の菌相はドナーと同じようになった
そうです・・・。 



宇宙の年齢の決定 

Chapter-438 3月30日配信 



宇宙の年齢の決定 

１３８億年 



宇宙の年齢の決定 



いまいち萌えない衛星 



日本の伝統芸術の最終進化形 

技術試験衛星Ⅷ型「きく８号」 



宇宙の年齢の決定 



宇宙の成分の決定 

26.8 

4.9 68.3 

宇宙はこれでできているっ 

ダークマター 
普通の物質 
ダークエナジー 

％ 

％ 

％ 



昆虫を 
食べやすくする 

Chapter-449 6月15日配信 



昆虫を食べやすくする 

ツマグロオオヨコバイ 

赤とんぼ 

ようちゅう 



昆虫を食べやすくする 

システム＆マテリアル研究社 

トマトソースの上にクリーム状の 
リコッタチーズを印刷 



完成理想図 

３Dプリンターのヘッドにレーザー照射機
能を追加してそれらしく焼き上げる 



カンキツグリーニング病 

の蔓延 

Chapter-453 7月13日配信 



カンキツグリーニング病の蔓延 



カンキツグリーニング病の蔓延 



カンキツグリーニング病の蔓延 



人工細胞はついに 
進化のステージへ 

Chapter-467 10月19日配信 



進化の能力を獲得した人工細胞 

リン脂質のボール 

RNA 

酵素 



進化の能力を獲得した人工細胞 

http://www.jst.go.jp/pr/announce/20131003-2/index.html 



進化の能力を獲得した人工細胞 

1000 
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10 

1 
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遺
伝
子
の
複
製
能
力

 



難シイ話ヲ楽
シンデモラウ方
法序説 



２０００万人への道のり 



グラフィカル 

頭の中で描けるのは大事かも 
 
グラフィカルに 
音声コンテンツなら 
自分の脳内映像化して 
それを相手に伝え 
相手が脳内補完できるように 



耐え難きを耐える 

自分が何も知らない人になる 
おびおはこの程度しか知らないの？ 
自分はもっといろんなこと知ってるよ 
みたいな雑音への耐性を持つ 



開き直る 

リスナーの１％から苦情が来たら 
９９％は満足してくれていると思う 
 



あの人に楽しんでもらう 

メルクマールやグローバルスタンダード 
なんてない 
あの人と自分が 
いっしょに楽しめるように 



オリジナリティに価値を見いださない 

良いものは積極的に取り入れる 
マネをしてコヤシにする 
 
オリジナルであることに 
価値を見いださない 
 
誰もやってないことには 
疑問を持つ 



ぎゃくあせんぶる 

「ヴォイニッチの科学書」を 
ぎゃくあせんぶる 
してみたよ 
 
飴山 實 
赤川次郎 
ウゴウゴルーガ 



幹が生き残ればそれでいい 

いろんな試行錯誤をする 
幹が生き残っていれば 
枝葉は無くなってもいいし 
すぐに新しい枝葉が出てくる 
そっちにこだわらない 
 
孫子さんも言ってます。 
「巧遅は拙速に如かず」 



自分がわからないことは誰もわからない 

どんなにスゴイ発見 
重要な発明でも 
自分がわからないことは 
他の誰に対しても説明できない 
 
それを聞かされる側も迷惑だし。 



日々是ネタ探し 

事物の評価は 
ネタになるかどうか 
 
価値があっても 
面白く落とせなければ意味が無い 



サイエンスコミュニケーターの目標は 

明るい日本の未来を語ろう 
目先の話題にこだわらない 
専門性を持たない 



本当の意味はちょっと違う 

安定と持続の追求 
 
持続は現状に常に疑問を持ち続け、
変革し続けること。 



メンバーにご用の方は 
ホールの外でお待ち下さい。 
記念写真やサインのリクエストは 
お気軽にどうぞ。 
 
どうもありがとうございました。 

ご来場、まことにありがとうございました。 
 
これからも「ヴォイニッチの科学書」を 
よろしくお願いいたします。 
 
次回のライブイベントは 
１２月２８日夜 
阿佐ヶ谷ＬｏｆｔＡですっ 
来て下さいね。 
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