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電気系工学専攻 電力・エネルギー工学部門 

 

1. 講義名 ：電気を通すプラスチックのはなし 
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す。 

  講師   ：小野田光宣 

  内容   ：有機材料は主として電気絶縁材料として用いられてき

たが, 最近, 液晶材料がディスプレイの主役となったことからも, 

有機材料の基礎的物性の解明が概念を異にする画期的な技術へ

の道を拓くことになることが分かる。限界の見えはじめた超高集積無

機半導体素子に代わり得るものが有機材料と考えられ, また絶縁

材料においても有機材料の分子構造, 高次構造の制御によって

画期的な性能向上が図られるものと期待されている。このように有

機電気電子材料に関する基礎科学的な研究, そこからもたらされる新しい応用の発想、 概念が電気電

子工学, 産業分野に飛躍的な進展をもたらすものと期待され, 高分子, 液晶などの新しい材料開発か

ら基礎的な電気電子物性の解明, それによる新概念の素子, デバイスの提案, 実証など幅広く互いに

関連させながら多様な視点から解説する。 

 

導電性高分子の形態制御の例

 

2. 講義名 ：身近な電気とプラズマの話から未来の太陽エネルギー源、核融合まで 

   講師   ：永田正義 

   内容   ：日常、何気なく使っている電気はどうやって

つくられるのか？ また、プラズマテレビ、プラズマクラスター

やストリーマー放電による空気清浄器でお馴染みのプラズ

マって何？ 宇宙の99％以上を構成しているプラズマや放

電に関する素朴な疑問に対し、電磁気の自然法則・原理

から、その発生と利用についてわかりやすく説明します。ま

た、プラズマの究極の利用法として、星や太陽の内部で起

きている水素の核融合反応を地上で実現し、未来永劫の

無限のエネルギー源と期待される核融合についての夢のあ

る話題も提供しま

光を失わない都会は電気のおかげです。
地球にやさしい電気のつくり方教えます。

 

3. 講義名 ：レーザー光線と光 

   講師   ：藤原閲夫 

   内容   ：レーザー光線は明るい一色の光で広がらず

にどこまでも真っ直ぐに進みます。反対に蛍光灯は白っぽ

くたくさんの色が混じっていて四方八方に広がった光です。

どうしてレーザー光線は普通の電球や蛍光灯と違うのでし

ょうか？レーザーの原理と真っ直ぐに進む理由についてお

話しします。 

 
レーザを使用した演奏会場 

 



4. 講義名  ：身近な静電気や放電のはなし －雷からプラズマテレビまで－ 
   講師   ：上野秀樹 

   内容   ：現在、私たちの身の回りの多くが電化され、電力需要は増えてい

ます。この電力を賄うために、近い将来 100 万ボルトという超高電圧での送電が

必要となります。超高電圧では電気が電線から外に逃げ出す「放電」という現象

が起こります。自然の中でこの放電の最も大きなものが雷です。また、プラズマ

ディスプレイやコピー機、超 LSI等の半導体技術、殺菌や消毒、環境汚染物質

の除去など、私たちの生活に密着したところや最先端の分野で活用されていま

す。これらの例をもとに、「電気を作る、送る、使う」について分かりやすく解説し

ます。 

 

5. 講義名  ：高分子で創る未来のエレクトロニクス 

   講師   ：多田和也 

   内容   ：普通の半導体は石のように硬いのですが、導電性高分子

はポリ袋のように柔らかく、ペンキのように塗れるというプラスチックと同じ

性質を持った特別な半導体です。この性質を利用して、太陽電池やデ

ィスプレイなどの大面積素子を安価に作ることが期待されています。導

電性高分子について、「電気が流れる」とはどういうことか？ということから

お話します。 

 

6. 講義名  ：プラズマ -ディスプレイから宇宙、核融合まで- 

   講師   ：福本直之 
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す。 

   内容   ：「プラズマ」とは何かという基本的な内容を高校生レベルで説明を

行い、プラズマが応用されている身近な例としてプラズマディスプレイの原理等

を説明する。また、高校生が興味があると思われる宇宙におけるプラズマ現象

の話、そして、将来のエネルギーとして期待されるプラズマ核融合について、日

本が中心的な立場で国際的な協力のもと進められている国際熱核融合炉

（ITER）を含めた話をする。右の図は，プラズマ加速・入射装置です。プラズ

マの塊を秒速 300kmにまで加速して射出することができます。核融合炉
への燃料供給装置として研究されていま

 

7. 講義名 ：太陽電池とエネルギー問題 

   講師    ：伊藤省吾 

   内容   ：将来のエネルギー問題が議論される今日、

新しいエネルギーの開発が望まれております。環境への負

荷を配慮した新エネルギーとして太陽光発電が挙げられ

ておりますが、システムがコスト高となってしまうことから、大

規模発電としては不向きとされております。そのため現在、

低コストで作製できる太陽電池の開発が進められておりま

す。「出前講座」では現在のエネルギー問題の観点から、

新型太陽光発電装置までを解説いたします。 



8. 講義名  ：プラズマが拓く社会と応用技術  

   講師   ：菊池祐介 

滅菌用大気圧プラズマ

   内容   ：プラズマはプラズマディスプレイ等の家電製品から半導体

製造工程などの様々な工業技術に使われています。最近では医療・バ

イオ分野への応用も研究されており、幅広い分野への適用が期待され

ています。また、プラズマを用いた新しいエネルギー開発が国際協力で

進められています。これらのプラズマ研究の魅力を中心に、大学におけ

る研究について私が経験してきた事例を紹介します。 

 
9. 講義名  ：光が拓く未来 

 講師   ：古賀麻由子 

 内容   ：21世紀は「光の時代」と言われています。そも

そも光とは何なのでしょうか？通常光とレーザー光との違い

は？光とレーザーの特性についてわかりやすく解説します。

また光を使った技術について、レントゲン撮影などの身近な

ものから、未来のエネルギー源としてのレーザー核融合技術

まで紹介します。 レーザー核融合のイメージ図 

 
10. 講義名 ：超電導技術 

安定化材

超電導フィラメント

超電導素線
構造材

1～30 μm

超電導線（撚線）

 講師   ：東 欣吾 

 内容 :日常的に使っている導体、配電線や延長コー

ド、通信ケーブルなどは必ず電気抵抗を持っています。ところ

がある種の物質は温度を十分に電気抵抗が０になることがわ

かりました。このような状態にある導体を超電導体と呼んでいま

す。超電導体の扱いは難しいものがありますが様々な研究の

結果、超電導体応用製品を実用化する目処が立ってきました。

いくつかの事例を元に「超電導技術」について解説します。 超電導導線材の構造 
 （多芯撚線の一例） 
11. 講義名  ：電気の有効利用（雷とプラズマ） 

 講師 ：岡田 翔  

 内容 ：現在私たちが使用している電気には様々な使い方があります。一般的によく知られて

いる直流や交流の他にパルスパワーが挙げられます。これは、蓄えたエネルギーを時空間的に圧

縮して大きなエネルギーを得る技術のことを言います。このような技術を使うことで発生する人

工雷（放電）現象を例に電気の種類から使い方、プラズマについてお話します。 
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12. 講義名  ：進化する半導体集積回路（ＬＳＩ） 

   講師   ：奈良安雄 

   内容   ：ケータイ、パソコンなどの身近な機器から銀行などの大規模な社会システムまで、その心臓

部にはＬＳＩが使われており、我々の生活にはなくてはならない存在です。ＬＳＩ技術は、より高速な動作や

より少ない電力消費を追求し日々進化しています。本講義では、半導体とは何か、集積回路とは何かを

説明し、高性能ＬＳＩを作るための最先端研究開発の状況についても分かりやすく解説します。 

 

13. 講義名  ：機能性電子材料が開く新しい未来 

   講師   ：清水 勝  

   内容   ：世の中のパソコン、ＤＶＤ機器、携帯電話、IC カードなど様々な電子機器には多くの電子

材料が使われています。とりわけ、情報記録に重要なメモリ

には最近半導体に変わる新しい機能性電子材料（強誘電

体、磁性体、カルコゲナイド材料、酸化物材料）が使われ

始めています。そこで、この講義ではこれらの機能性電子

材料の性質やそれらを用いたメモリ技術について易しく説

明します。 

B it L in e

W o rd L in e

F e rro e le c tr ic
D r iv e L in e

強誘電体を用いた不揮発性メモリ 

 

14.  講義名  ：磁石（磁性体）の成り立ちと特性 

   講師   ：中村龍哉 

   内容   ：磁石（磁性体）のマクロな性質が現れる理由を、電子・原子・分子といったミクロな観点から

解説する。また、この磁石が小さくなるとどのような性質の変化が起こるか、またそのような磁石の性質がう

まく使われている用途についてもできる限り平易に解説する。 

 

15. 講義名  ：半導体のおはなし 
太陽電池

   講師   ：吉田晴彦 集積回路 

   内容   ：パソコンや携帯電話などの電子機器で重要な役割を果たし

ている集積回路は半導体で作られていますが、この半導体はどのようなもの

なのかについて解説します。また、皆さんの身近にある太陽電池、LED、セン

サなども半導体で作られていますが、これらは半導体のどのような性質を利

用しているのかについて説明します。 

センサ 
LED 

 
半導体からできるもの

16.  講義名  ：高速粒子計測の基礎と応用 

   講師   ：関岡嗣久 

   内容   ：高いエネルギーに加速されたイオン（電荷を持った原

子）が固体試料表面に入射すると、固体中の原子との衝突や試料原

子に付随している電子との相互作用により、試料原子が試料表面から

真空中に放出されたり、入射イオンや試料原子の中の電子が励起ま
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たは電離され、試料から光子（赤外、可視、紫外光やＸ線）または電子が放出される。これら高速粒子の

関与する現象について、授業を行う。もし希望があれば、粒子計測の実験実習を行う。希望が無く、実験

実習を行わない場合は応用研究について述べる。 

 

17.  講義名  ：走査型プローブ顕微鏡でのぞくナノの世界 

   講師   ：藤澤浩訓 

   内容   ：“ナノテク”という言葉が登場して 10 年以上になりますが、これはナノメートル(1nm=10-9m、

原子数個分の大きさ)の単位で物質の構造を制御し、新素材やデバイスなどを

作製する技術（＝テクノロジー）を指します。本講座ではナノテクにおいて nmスケ

ールの構造の観察に必要不可欠な走査型プローブ顕微鏡の基礎と応用につ

いて平易に解説します。 

 図の説明：走査型プローブ顕微鏡で観察したグラファイトの原子像（走査範

囲：5×5nm）。六角形の頂点に炭素原子が存在する。六角形の一辺の長さ（＝

炭素原子間の距離）は 0.14 nm である。 

 

18. 講義名  ：ナノカーボン材料が拓く次世代テクノロジー 

R G B

透明電極（陽極）

ガラス基板

蛍光体

ゲート電極

絶縁体

電極（陰極）
電子源
（カーボンナノチューブ）

電子

ガラス基板

R G B

透明電極（陽極）

ガラス基板

蛍光体

ゲート電極

絶縁体

電極（陰極）
電子源
（カーボンナノチューブ）

電子

ガラス基板

 講師 ：本多信一 

 内容   ：カーボンナノチューブやグラフェンに代表されるナノカ

ーボン材料は、特異な物性をもっています。例えば、カーボンナノチ

ューブでは、構造の違いにより、金属になったり、半導体になったりし

ます。このような特性を活かして、次世代トランジスタへの応用が期待

されています。本講義では、ナノカーボン材料の発見の経緯、構造と

その特性、合成法と評価法、デバイス応用などに関して、わかりやす

く解説します。 
カーボンナノチューブを
用いた発光デバイス 
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19. 講義名  ：熱電発電の話 

 講師 ：森 英喜 

 内容 ：環境問題やエネルギー問題を解決す

るため、化石燃料を使用しないクリーンな発電方法の

導入が求められています。この発電方法の１つに、熱

エネルギーを直接的に電気エネルギーに変換する熱

電発電があります。本講義では、熱電発電について

説明し、模擬実験を行います。 

 

20. 講義名  ：機能性電子材料の基礎と応用 

 講師 ：中嶋誠二 

 内容 ：すべての物質は原子から構成され、原子は電子と原子核から構

成されています。この電子と原子核の並び方が違うだけで、金属や、半導体、絶

縁体になります。この講義では強誘電体を例にとり、原子の並びと物性がどのよ

n 型熱電材料  
高温

p 型熱電材料  
低温  

温度差

＋(正) 

点灯

－(負) 

温度差で LED が点灯 

Pb2+O2-Ti4+,Zr4+

TiO6 Octahedra
Pb2+O2-Ti4+,Zr4+

TiO6 Octahedra
Pb2+O2-Ti4+,Zr4+

TiO6 Octahedra
Pb2+O2-Ti4+,Zr4+

TiO6 Octahedra

強誘電体 PbTiO3の
結晶構造 



うに関連しているのか、またどのようなデバイスに応用されているのかを易しく説明します。 

 

21. 講義名  ：プラズマの基礎と応用事例 

 講師 ：岡 好浩  

 内容 ：プラズマとは何かという基本的な内容から自然界のプラズマ、プラズマの応用事例

について解説します。これまで私が研究してきた表面改質、半導体デバイスへの応用についても

分かりやすく解説します。 

 

 

インキュベーションセンター 
 

半導体プロセス用イ

オンビーム装置 

22. 講義名  ：身近なところで使われているイオンビーム 

 講師 ：豊田紀章 

 内容 ：パソコンや携帯電話などに入っている電子部品を作るた

めには、ナノメートルオーダーでの加工が必要ですが、それを支えている

のがイオンビーム技術です。最近では小惑星探査機「はやぶさ」の推進

力としてイオンエンジンが使われ、また「イトカワ」から回収した微粒子の

分析にも使われようとしています。講義では、イオンビームを使った加工・

分析技術が身近でどのように使われているかを紹介します。 

 

 

電気系工学専攻 回路・システム工学部門 
 

23. 講義名  ：身近にいっぱい、エレキとメカのマイクロシステム 

 講師 ：前中一介 

 

 内容 ：現在、大型プラントから乗用車、カメラ、冷蔵庫や洗濯

機、さらにはゲーム機に至るまで、マイクロコントローラを核として大量

多種類のセンサ（温度や加速度など周囲の事象を電気信号に変換す

る機構）やアクチュエータ（電気信号を熱や動力に変換する機構）が

使用されている。この講義では、身の回りに潜み我々の生活を豊かな

ものにするための一翼を担っているセンサ、アクチュエータについて、

その構造や動作原理、最新動向について述べる。 指の上に置かれたセンサ素子  
 

24. 講義名  ：お天気と衛星通信・宇宙通信 
 講師 ：畠山賢一 
 内容 ：地球の外にある衛星へ向かって電波を発射し、衛星

から返される電波を地球で受信する衛星通信。衛星通信や宇宙通

信に使われる電波はある特定の周波数のみ。大気と言えばお天気。

お天気はわかりやすいが、衛星通信とお天気、なんか関係あるの？
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お天気と電波の関係――想像・空想を楽しもう。 
 
25. 講義名  ：携帯電話のしくみ 
 講師 ：相河 聡 
 内容 ：毎日使っている携帯電話のしくみについて分かりやすく解説し

ます。どうしてどこからでも電話ができるのか？移動する車の中でも通話が途切

れずに使えるのはなぜか？声もメールも写真も送れるしくみとは？電波にはどん

な特徴があるか？これから将来の携帯電話はどのようになっていくか？このよう

な疑問にやさしくお答します。 ケータイはどうして
『つながる』のか  

26.  講義名  ：光と電波 

 講師 ：榎原 晃 

 内容 ：光と電波は、同じ電磁波で周波数が違うだけですが、たいへ

ん異なる性質を持っています。電磁波の性質を決める要素は何か？光と電

波の境目は？どのような方法で作り出し、どのような所に応用されているの

か？また、光の波としてのおもしろい性質などを解説します。 

 

クレジットカード

27. 講義名  ：光の不思議 

 講師 ：小久保吉裕 

 内容 ：皆さんは光のことをどれだけ知っていますか。例えば、どうして

水中に入ると光は曲がるの？ どうして、夕焼けは赤いの？ どうして、空は

青いの？ どうして、虹はあんな形と色なの？ 紫外線って目に見えないけど、

何かに影響があるの？ ホログラムってどうして立体に見えるの？ など、身の

回りの光について、易しく解説します。［簡単なデモのため、周囲を暗くする

必要あり。］ 

 

28. 講義名  ：電波とアンテナ 紫外線を当てると

 講師 ：河合 正 

 内容 ：携帯電話や無線 LAN など我々の周囲には電波を利用したシステムが数多く存在する。電

波の送受信に必要なアンテナについて、その偏波面、指向性などを簡単な実験を通して理解させる。ま

た、反射、回折などの現象についても簡単に説明する。 

 

29. 講義名  ：身近な家電製品とセンサ 

 講師 ：藤田孝之 

 内容 ：今や無くてはならない存在になった家電製品。人に代わって仕事や作業をやってくれる家

電製品に安心して仕事を任せられるのは、家電製品が人間の感覚を理解（検出）してくれているからです。

その感覚を扱うのがセンサです。本講座では身近な家電製品と、そこに使われているセンサについてお話

しします。また電化製品の寿命と故障、安全に使うために必要な知識、などについて出来る限り平易に解

説します。 

- 7 - 
 



30. 講義名  ：電波吸収体のしくみ 

 講師 ：山本真一郎 

   内容 ：携帯電話、無線 LAN、ETCに代表されるように、電磁波を利用

したシステムは急速に発達し、我々の生活ではもはや必要不可欠なものとなっ

ている。それに伴い、本来の使用を目的としない不要電磁波が発生し、他の電

子機器等に悪影響を及ぼすことが懸念されている。この不要電磁波対策として

用いられている電波吸収体について詳しく説明するとともに、電磁環境対策の

重要性について述べる。 
電波吸収体の一例 
（ピラミッド型吸収体）

 

31. 講義名  ：小さい“モノ”を造る、動かす 

   講師 ：神田健介 

   内容 ：皆さんの身近な病院で用いられているカテーテルから、宇宙に浮かぶ人工衛星で姿勢制

御に用いられるジャイロセンサまで、電子部品をはじめとする微小部品は幅広い分野で活躍しています。

これらを造るための加工技術について、切削加工などの比較的大きな工具を用いた加工から、最先端の

ナノメートルオーダの精度を持つ電子線や X 線を用いた加工技術まで、幅広く紹介したいと思います。 

 

 

 

電気系工学専攻 電子情報工学部門 
 

32. 講義名  ：自然法則とコンピュータ 

    講師 ：松井伸之 
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。 

    内容 ：人々は古代から、ヒトのように考えることのでき

るマシンを夢見てきました。現代では超高性能のコンピュータ

が我々の生活に大活躍していますが、自然が創造した脳と

いうコンピュータを凌駕するマシンを人類はまだ実現できてい

ません。現代テクノロジーはこの夢にどのように挑戦しつつあ

るのでしょうか？古代から現代までのコンピュータ開発の歩み

を交えて、自然を範とした最新の情報処理研究の世界をわ

かりやすく紹介します

発掘された古代のコンピュータ？ 
（アンティキティラの機械(B.C. 100)）

 

33. 講義名 ：ホログラフィによる３次元ビデオカメラと３次元ディスプレイ 

    講師 ：佐藤邦弘  

    内容 ：光を正確に記録して再生できるホログラフィは、近い将来の３

次元ビデオと３次元ディスプレイの技術として期待されています。レーザ光や

LSIおよびコンピュータの急速な発達につれて、ホログラフィによる３次元ディ

スプレイが注目されてきています。この講義では、ホログラフィによる３次元カ

ラーディスプレイと３次元ビデオカメラのしくみや実際の実験について、新しい

実験の結果を見せながらやさしく説明します。 



 

34. 講義名  ：高度情報化社会の安全性 

    講師 ：上浦尚武 

    内容 ：高度情報化社会を迎えつつあるといわれる現代に

おいて、コンピュータは不可欠の社会基盤となっています。このよう

な社会情勢では、故障(フォールト)発生によるコンピュータの異常

停止は工業・商業において莫大な経済的損失の原因となります。本

講義では、フェールセーフとフォールトトレランスと呼ばれる故障耐

性強化技術の概念を解りやすく説明すると共に、それらに基づいて

構成されたシステム例を紹介します。 

 

35. 講義名  ：コンピュータによる画像処理について 

    講師 ：小橋昌司 

    内容 ：画像処理は高校程度の数学で十分に理解できる技法です。 

本講義では画像処理の基礎、数学を基にした画像処理技法の 開発など

を、実際にコンピュータでのＣ言語プログラミングなどを通じて紹介します。 

 

 

知的医用画像処理による
MRI と CT画像の合成例 

 

36. 講義名  ：ニホンミツバチの集団行動の計測と解析 

    講師 ：礒川悌次郎 

    内容 ：ニホンミツバチが起こす威嚇行動の一つとして「シマリング」と呼ば

れる現象があります。これは巣にいるミツバチの集団が一斉に羽を動かすことによ

って波打つ模様と特異的な音を作り出すものです。この現象がどのようにして起こ

るのか、そしてどのような画像処理を使ったのかを高速度カメラで撮影した画像を

もとに説明します。 

 

37. 講義名  ：コンピューターと化学 

    講師 ：倉本 圭 

    内容 ：近年、計算機の性能が向上し、計算化学による原子・分

子レベルの材料設計が可能になりました。みのまわりの食品や洗剤から

電池、自動車、薬品といったもののコンピューターを用いた材料設計に

ついて解説します。 
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38. 講義名  ：計算知能を用いた知的情報処理 

    講師 ：新居 学 

    内容 ：コンピュータやインターネットが広く普及して多く

の人が利用できるようになっていますが、一方では、情報が氾濫

し必要な情報を見つけ出すことを困難にしています。本講義で

は、計算知能（Computational Intelligence）について簡単に説

明し、これを用いて多量のテキストデータや数値データから知見

を得られることを例を交えながら紹介します。 
矢印の期間は何をしていたか？

 

39. 講義名  ：パターン認識  

    講師 ：森本雅和 

    内容 ：最近のデジタルカメラでは、人の顔を自動的に見つけピントを合わせ

る機能が当たり前になっています。中にはペットの顔まで見つけたり、人の笑顔に反

応してシャッターを切るカメラもあります。このような、コンピュータが色々な物を見分け

る際にどのような処理が行われているのか、その簡単な仕組みと、最近の応用例に

ついて紹介します。 顔認識の例

 

PageRankによるWebペー
ジのランキングのイメージ 

40. 講義名  ：Web情報検索・情報推薦 

    講師 ：湯本高行 

    内容 ：Googleの検索ランキングの計算の元となるPageRankやAmazon

などのショッピングサイトでの商品推薦の元となるGroupLensなどを取り上げ、そ

の計算方法の一部を高校までの数学の知識を使って解説します。 

 

41. 講義名  ：陰関数による3Dオブジェクト表現 

    講師 ：齋藤 歩 
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る。 

    内容 ：我々が日々暮らしている３次元（3D）空間の中

には、様々な形状をした物体があり、それらは 3D オブジェク

トと呼ばれている。映画、3D アニメーション等で使われるコ

ンピュータ・グラフィックス（CG）や建築物、建造物に代表さ

れる構造体の設計では、3D オブジェクトがコンピュータ上で

再現されている。従来、3D オブジェクトはその表面をポリゴ

ン（多角形）の集合で近似することにより表されてきた。1990

年代後半、3D オブジェクト表現の画期的な手法が提案された。

同法では、3D オブジェクト表面上の点群を全て通る陰関数 f(x, 

y, z)をコンピュータによって計算し、曲面 f(x, y, z)=0 を用いて 3D オブジェクトを表現されてい

る（図 1 参照）。陰関数による 3D オブジェクト表現は現段階も発展し続けている 21 世紀型 CG

技術である。本講座では、最先端 CG 技術である陰関数曲面法を概説す

図 1 陰関数による 3Dオブジ
ェクト表現．なお、点群デー
タは文献[1]より取得． 

[1] The Stanford 3D Scanning Repository, http://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/ 

 



機械系工学専攻 機械工学部門 
 

42. 講義名  ：ものの形と強さの関係を学ぶ 

    講師 ：海津浩一 

    内容 ：機械や構造物は軽くて強いことが求められていま

す。設計者は材料を節約し、有効利用しながら求められる機能を

実現できる最適な形状を生み出さなければなりません。この講義で

は、形によってものの強さが違うことやどのような形状のものが軽く

て強いのかを説明します。 

 

 

43. 講義名  ：パソコンにより流れを調べる 

    講師 ：熊丸博滋 

    内容 ：例えば、車の走行時の空気抵抗を減らすために、実

験および計算により車まわりの流れを調べることが行われます。ここ

では、パソコンにより車を含めた種々の機械あるいは機械部品に関

する流れを調べる方法を簡単に説明し、計算結果の流れより明らか

になることについて説明します。 

車まわり流れの計算結果 
（速度ベクトル分布） 

 

 

 

44. 講義名  ：古典物理学から現代物理学まで 

    講師 ：浅見敏彦 
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る。 

    内容 ：光で見える宇宙の果ては  930億光年  = 1027

メートル  であると言われている。一方、物質を構成する

最小の単位(素粒子)は「ひも」の形をしており、その長さ

は 10-35メートル程度ではないかと考えられている。この

最大の大きさから最小の大きさまで、1062 の幅をもつ領

域を唯一つの理論で説明できる物理学の誕生が望まれて

いる。その探索過程において、我々の住む次元は実は時

空 4 次元ではなく 11 次元ではないかという説が生まれ、

重力波を利用すれば宇宙の誕生時点の情報を知ることが

でき、また異次元にいる高度な文明と通信することがで

きるかも知れないと考えられるようになった。ニュート

ンから始まった物理学の歴史を概観し、最新の物理学が

教える驚嘆の世界にご案内す

ブラックホールの想像図 

素粒子は物質を構成する最小の粒子

 

 

 



45. 講義名 ：板から容器へ 

 講師 ：原田泰典 

 内容 ：身の回りには様々な種類の金属製容器が見ら

れます。例えば、アルミニウム製のジュース缶や金属製食

器鍋などです。すべての製品は、平面である金属板から立

体である容器に加工が行われています。２次元から３次元

への加工で、金属加工の中では難しい加工とされています。

このような金属製容器は一体どのような方法によって作ら

れているのかについて分かりやすく説明します。 マグネシウム合金の角筒容器 

 

 

 

46. 講義名  ：光を用いて形や変形を精密に測定  

    講師 ：格内 敏 

    内容 ：1960 年に発明されたレーザ光線により、

物体の変形を三次元的に高精度に面計測できるホログ

ラフィ干渉法、スペックル干渉法などの干渉計測技術が

開発され、工学は基より、様々な分野への利用の可能

性が試みられました。ここでは、光で形や変形を精密に

測る方法と応用について紹介します。図の干渉縞（0.3 

μm）の挙動から次の情報が得られます。 2mm

① ② ③

2mm2mm2mm

① ② ③①植物成長と環境センシング 

②コンタクトレンズの波面測定による見え方の質の改善 

③複雑構造の変形解析と人工股関節の開発 

 

 

 

47. 講義名  ：超音波の応用技術 

    講師 ：日下正広 

    内容 ：「超音波」を用いた製品が、私達の身の回りにたくさ

ん使われています。そこで超音波とは何かについてお話しし、その

特徴を生かした応用製品について解説します。さらに、超音波の音

速や信号強度を高精度に測定する技術、およびその測定結果を

用いた研究事例についてもお話します。 

 右図は，100 円玉の裏面から表面を透視した写真．日本国の文字が逆さまになっている． 
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48. 講義名  ：ものづくりのための異材接合技術 

    講師 ：木村真晃 

    内容 ：今世紀の「ものづくり」には、基礎・基盤技術が必要不可

欠であり、その持続的な発展のためには、２種類以上の材料を組み合

わせた「異材継手」が求められています。しかし、物理的性質や機械的

性質の異なる材料を組み合わせることとなるため、異材継手を容易に

作製することは非常に難しいのが現状です。本講義ではこの「異材継

手」にスポットを当て、その工業的な意味、作製・接合する方法、基礎

現象や中間層生成等の諸問題をおりまぜながら概説します。              

 

 

 

 

49. 講義名  ：EXCEL で行う非定常熱伝達解析 

    講師   ：山口義幸 

    内容 ：時間の経過とともに温度と熱移動が変化す

る非定常熱伝達の解析は、膨大な量の繰り返し計算が必

要なことから、その計算にはコンピュータが用いられます。こ

の講義では、表計算ソフト EXCEL を用いて、(a) 非定常伝

熱実験のデータから定常状態の熱伝達率を推定する方法、

または (b) 限定空間内に発生する自然対流の時間変化

を計算する方法のいずれかを受講者のレベルに応じて紹

介します。 
1 次元非定常熱伝導解析のエクセル画面 

 

 

50. 講義名  ：熱や流れを視る 

    講師   ：木村文義 

    内容   ：見えないものを種々の方法で見え

るようにすることを可視化と呼んでいます。可視化

は、機械、土木、建築、海洋、気象などの理工学

の分野だけでなく、医学、環境学など様々な分野

で有力な研究・開発手段として活用されています。

本講義では、このうちの機械関連分野における

熱の流れや空気や水など（流体）の流れについて、可視化する方法を概説するとともに、可視化事例を紹

介します。また、簡単な熱や流れの可視化を体験します。 

水平気流中に置かれた正方形柱まわりの流れの可視化  

   

 



51. 講義名  ：摩擦を調べてみよう 

    講師   ：阿保政義 

    内容   ：1. 摩擦の違いによる力の伝達を調べてみよう 

綿、化学繊維、ゴム、革等の 4 種類程度の手袋

を用意し、どの手袋の摩擦が大きいかパイプの回

しあい実験をします。実験結果を各グループで検

討し、順番を決めます。検証実験：同じ重さ、形

状のおもりに手袋から切り出した布きれを貼り付

け、パイプと同じ材質の板の上に置いて、板を傾

斜させて滑り落ちる順番を観察します。これから

摩擦係数という概念を理解してもらいます。 

2. 巻けば巻くほど強くなる 

両端に質量の異なるおもりをつけたロープを、水

平に固定した円柱（マジックペン、ジュースの缶

等）に巻きつけ、巻き数によってロープをつなぎと

める力が変化することを体験してもらいます。 

摩擦による力伝達実験 

 

52. 講義名  ：大学で学ぶことが何に生かされるのか（流体力学を例にとって） 

    講師   ：伊藤和宏 

    内容 ：理工系の大学で学ぶ基

礎的な学問（例えば流体力学）が実社会

にどのように役立ち、ものづくりに生かさ

れているかについて、生きものの周りの流

れや気象など、身近な事象を例に取って

お話をします。また、高校で学ぶ微分や

複素数などが、自然現象とどのように結

びつくのかをできるだけ簡単に説明し、

高校あるいは大学での学びの動機づけ

を行えればと思います。 

左図は金魚の泳ぐ姿を撮影した動画の 1 コマ，右図はその動画から
求められた魚周りの流れの速さ．なぜ，周りの流れの速さから，魚

が生み出す力が判るのか．そんな話題から，数学や物理が何の役に

立つかのお話をします．（データ提供：兵庫県立大学工学部流体工学研究グループ） 

        

ピーカーの音でグラスが割れるかな？

53. 講義名 ：いろいろな振動について考えてみよう！ 

    講師  ：伊勢智彦 

    内容  ：我々の身の周りでは、いろいろなところで振

動が起こっています。音も振動の一部です。この講義では、

どのようなところで振動現象が生じ、工学的に生かされてい

るかを一緒に考えます。また、スピーカーから出る音でワイ

ングラスを割る実験を通して、わかりやすく共振現象の解

説を行います。 
ス
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54. 講義名  ：腕相撲で勝つには 
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    講師   ：比嘉 昌 

    内容   ：みなさんも一度はやっ

たことがある腕相撲。強くなりたいです

よね。勝つためには二つのアプローチ

があります。「筋力を強くする」と「技を

磨く」です。そしてこれらは力学や運動

学の知識があればとても効率が上がり

ます。ただやみくもに腕立て伏せをす

れば良いってもんじゃありません。そこ

でこの授業では、力学的・運動学的知識に基づいた効率的な力の入れ方を勉強します。腕相撲を始め

様々な格闘技術も、実は力学の知識が必要だと言うことを学びます。 

人体の筋肉 
なぜヤモリは天井に引っ付いてすばやく走れるの？なぜヤモリは天井に引っ付いてすばやく走れるの？

 

55. 講義名  ：壊れる・壊す・創る 

    講師   ：中谷正憲 

    内容   ：科学技術の進歩・発展に伴い、高機能な機械・構造物が開

発されていますが、依然として構造部材の破壊による事故が発生していま

す。本講義では、「もの」が壊れるメカニズムや、破壊実験を通して、壊れに

くい「もの」を創るにはどのようにすればよいかを説明します。右図は、破壊

したアルミニウム製クランクシャフトの断面写真。断面を解析することに

より破壊要因を特定し、設計に反映します。 

 

機械系工学専攻 環境エネルギー工学部門 
 

56. 講義名  ：粉や粒の不思議  

    講師   ：鈴木道隆 

    内容   ：粉や粒は食品(調味料、インスタント食品)、医薬(錠剤、粉薬)、 化粧品(ファウンデーショ

ン、日焼け止め)、建築材料(砂利、砂、セメント)、工業製品(トナー、セラミックス、充填剤)など様々な分野

で活躍しています。粉や粒の独特の性質や特徴、その利用について実例をあげてお話し、ナノ粒子や粉、

粒の不思議な性質を実感してもらいます。 

 

57. 講義名  ：接着技術の進歩 

    講師   ：岸 肇 

    内容   ：高分子からなる接着剤や粘着剤は、私たちの生活の至るところに用いられています。携帯

電話や液晶パネル等のエレクトロニクス製品に多用される機能性材料であり、また私たちの命を運ぶ航空

機や自動車の構造の組み立てに欠かせない構造材料にもなります。基本性能はモノとモノをくっ付けると

いうことですが、場合に応じ衝撃エネルギーを吸収したり、都合の良いときに剥がれて部材リサイクルに役

立ったり・・・こうした接着・粘着剤の機能がどこから生まれ、どう発展しつつあるのか、物理、化学、生物学

等の多方面から解説します。 



58. 講義名  ：世の中‘balance’が大切！ 

「母なる地球」小学館より

    講師   ：福井啓介 

    内容   ：“Balance”には、釣り合いを保つ、収支決算を行う

などの意味があります。ここでは、ものの収支について考えます。

“もの”には、工学の分野では、物質、エネルギー、運動量、個数

などが考えられます。これら“もの”の収支は、工学の分野では収

支論と言い、最も重用で普遍的な考え方です。“ものの収支”から

見た、工場などの生産技術から環境問題、自然現象のとらえ方な

どを説明したい。 

 

 

 

  メタノール＋水の気液平衡  

 

59. 講義名  ：物質の分離と熱力学 

    講師 ：前田光治 

    内容  ：物質の熱力学を基礎とした状態の変化、平衡につい

て、一般に操作可能な温度、圧力、濃度の関数としての表現する方

法を説明する。また、実際の産業でも行われている液液系、気液、固

液系の分離のしくみについて紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

60. 講義名  ：水や空気の不思議なふるまい 

    講師   ：本田逸郎 

    内容   ：我々の身のまわりには水や空気が当たり前のよう

に存在していますが、それらがどのように流れているのかはそれ

らが透明で見えないために、普段あまり気にとめていないと思い

ます。また、私たちは生まれたときから空気中で生活しているた

めに、「大気圧」をほとんど気にしていません。しかし、台風で代

表されるように、気圧がわずか数％低下しているだけで、すさまじ

い風が吹くことを知っていると思います。このような、圧力と流れ

について、この講義では、実験を通して観察してみます。また、

流れを利用した機械の仕組みについても簡単に説明します。 円柱のまわりの流れ 
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61. 講義名  ：プラスチックで人体を守る 
 

    講師   ：松田 聡  

    内容   ：凶悪な事件が頻発する昨今ですが、犯罪から生

命を守る技術の一つが防護服を着用することです。現在使用され

ている防弾チョッキはプラスチックから作られた極細の繊維を織っ

て作られています。一般的に弱いと思われているプラスチックで金

属製の弾丸を止める技術について説明します。また、鋭利な刃物

から人体を保護する新しい技術についても実演を交えて見ていた

だきます。 防弾チョッキで止まった弾丸  

 

62. 講義名  ：太陽光発電の未来 

太陽光発電パネル 

    講師   ：新船幸二 

    内容   ：現代社会は、エネルギーの大量消費により成り立っ

ています。しかし、現在利用しているエネルギーの多くは化石燃料

に依存していますが、その埋蔵量には限りがあり、近い将来には枯

渇することが予測されています。そのため、代替エネルギー源の開

発が必須であり、その筆頭候補として太陽光発電に期待が集まって

います。講義では、太陽光発電の仕組みや将来性、問題点などに

ついて説明します。 

 

 

63. 講義名  ：ゾル－ゲル法による材料合成と繊維化 

    講師   ：飯村健次 

    内容   ：溶液を固めて無機材料等を合成する手法である

ゾル―ゲル法の概念と実例を紹介する。また、ゾル―ゲル法と組

み合わせることで繊維材料を合成することのできる遠心・静電紡

糸法についても合わせて紹介する。 

 

 

64. 講義名  ：ごみをリサイクルしましょう 

    講師   ：朝熊裕介 

    内容   ：私たちの身のまわりのリサイクルを例にあげ、その問題点や解決方法を紹介します。具体

的には、ＰＥＴボトルや廃油を例にあげ、リサイクルメカニズムや低コスト・高効率なリサイクル方法を説明し

ながら、個人ができる社会貢献活動を提案いたします。 

 

PET ボトルのリサイクル  
左：原料 右：再合成 PET 

 

 

 
固化材を含む廃油のリサイクル  
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65. 講義名  ：宇宙で実験？無重力空間での不思議な現象 

 講師 ：河南 治  

 内容 ：日本人も滞在している国際宇宙ステーション

で行われている科学実験とはどのようなものなのか？特に

液体や気体を用いた無重力空間での実験について、豊富な映

像を交えながら説明します。 

 
国際宇宙ステーションでの食事風景  

 

 

66. 講義名 ：凍結乾燥で作製した多孔性カーボン 

 講師 ：山本拓司 

 内容 ：我々の身の回りには様々な乾燥製品があります。乾

燥とは湿り材料から液体成分を分離して乾き材料にすることで、長

期間の保存を可能にしたり、品質を向上させたりするための単位操

作です。ここでは医薬品や食品の製造に利用されている凍結乾燥

に着目し、凍結乾燥で作製した多孔性カーボンの特異な細孔特性

と応用例について紹介します。 

 

 乾燥中の湿り材料に含まれる

液体の相変化  

 

67. 講義名  ：手作りチョークの作成 

    講師   ：佐藤根大士 

    内容 ：先生方が日々授業等で使用しているチョークを

紙粘土や食紅などの身近な材料を用いて作成する。自由な形

に成形可能。また、市販のチョークが何からできているか等につ

いても簡単に勉強する。 

 

 

 

 

68. 講義名 ：第三の液体・イオン液体 

 講師 ：柿部剛史 

 内容 ：近年、水、有機溶媒に続く第三の液体としてイオン

液体が注目されている。イオン液体は「常温で液体の塩(えん)」

であり、この個性あふれる液体は、新しい反応溶媒やエネルギー

デバイスに応用され始めた。講義では実際に分子構造とイオン液

体の特徴を直に見てもらいながら、その応用可能性を軸に近い将

来実現するであろう技術を中心に説明する。 
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常温で液体の塩「イオン液体」  



機械系工学専攻 機械知能工学部門 

米粒表面に大学校章を削る 

 

69. 講義名  ：機械工学からみた「ものづくり」とその知能化 

    講師   ：奥田孝一 

    内容   ：自動車、電気製品などの工業製品やそれらを構成す

る部品は、どのような方法で作られるのか？ 機械工学は、「ものづく

り」の中でどのような役割を果たしているのか？ 工業的な生産と個人

的な工作ではどこが違うのか？ 製造の知能化とは？ デジタルもの

づくりとは？ これらの視点から「ものづくり」技術とその知能化技術に

ついて解説する。 

 

70. 講義名  ：薄皮一枚で大違い 

    講師   ：井上尚三   

    内容   ：私たちの身の回りの製品には、表面に 1mm の

1/1000 程度かそれよりも薄い膜がコーティングされているものがた

くさんある。その薄い層のおかげで、金属材料では耐摩耗性や耐

食性が向上したり、フィルムやガラスでは光学特性が変化したりす

ることができる。このような薄膜の効用とその形成方法を紹介する。 

 
薄膜作成装置の内部  

71. 講義名   ：今、表面が面白い 

    講師   ：持地広造 

図 グラファイト表面の原子像

3 nm

図 グラファイト表面の原子像

3 nm3 nm

    内容   ：講義内容：固体の切断面が表面である。一般に、表面におけ

る原子の配列や結合状態は固体内部とは違う。この結果、固体内部には見

られない表面特有の性質や挙動を示す。例えば、グラファイトの炭素原子配

列は結晶中では六角形の周期構造であるが、表面では三角形に見える（図）。

本講座では、表面原子の観察方法ならびに表面の加工・操作技術を紹介し、

エレクトロニクスやナノ・バイオ分野への応用について述べる。 

 

72. 講義名  ：知能と最適化  

    講師   ：小西康夫 

    内容   ：あなたは普段教室内を自由に動いていますね。ではなぜ、「その軌道を通ったか」と尋ねら

れれば、どう答えますか？なぜ人は、机と机の真ん中を通るのか？これは、人間の知能そのものですが、

機械で同じことを実現するためには、何らかの最適化計算をし、机と机の真ん中を選択しなければなりま

せん。このように、人や動物は無意識のうちに最適化計算をし、行動するのです。この講義では、このよう

な知能的な動きを実現する上で、不可欠な最適化についてお話します。 

 

73. 講義名 ：カオスってなに？ 

 講師 ：黒田雅治 

 内容 ：カオスの歴史とその現代的意義について説明する。 
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74. 講義名  ：ロボット工学－ロボットの歴史、技術、応用例－  

インチワームロボット 

    講師    ：布引雅之 

    内容    ：ロボットは数多くの工学分野の技術を集積して作られています。神

話に登場するロボットから現代のロボットにつながるロボットの歴史を示しながらロボ

ットとはどういうものなのかを解説し、ロボットを動かすために使われているロボットの

構成する要素技術や制御技術について解説します。 

 

 

75. 講義名  ：マイクロマシンと新素材  

    講師   ：生津資大 

    内容 ：マイクロマシンは、これからの産業を担う電気機

械部品です。現在、車のエアバックセンサやゲームコントローラ

ーなどに用いられています。将来は、人間の体の中に入り、患

部を自分で治すことができるようなマイクロマシンが作られるよう

になるでしょう。このような未来ロボットの一つであるマイクロマシ

ンの事例を幾つか述べるとともに、マイクロマシンに新たな機能

をもたらす面白い素材を紹介します。 
形状記憶合金で動くマイクロカテーテル 

 

 

76. 講義名  ：真空は空っぽ？ 

    講師   ：乾 徳夫 

    内容   ：古典物理学では真空は何もない空っぽの世界を意味しますが、現代物理では常に粒子

や光が生まれる騒々しい世界です。その結果、古典物理学では説明できない不思議なことがたくさん起こ

ります。例えば、電気的に中性な金属板が互いに引き合います。この効果はカシミール効果と呼ばれてお

り、ヤモリが天井を歩けるのも、突き詰めればこの効果によるものです。本公演では、カシミール効果を題

材に現代物理学の世界へ誘います。 
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77. 講義名  ：制御：数学が必要な技術  

    講師   ：佐藤孝雄 

    内容   ：今でもそうなのかどうか知りませんが、よく数学(特に、微

分・積分）が「何の役に立つのか分からない」と聞くことがあります。しかし、 

事象を思いのままに操るためには、数学は必ず必要です。一例として、

微分は未来を見通す力となり、積分は過去を振り返り将来の糧とするこ

とができます。ここでは、制御の立場から、数学の有用性について述べ

ることとします。 

( )
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⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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⎣

⎡
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−

dc
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x

dtbea

bax
dt
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t

行列：

ベクトル：

積分：

微分：

も出来ませんこれらが無ければ、何

0

 

 



78. 講義名   ：真空とは何か 

    講師 ：盛谷浩右 

    内容   ：真空技術は地味な存在であるが、現代の先端科学をささえる基本技

術として、欠かせない技術となっている。本講義では、真空の物理・化学の基礎を解

説し、それがどのように真空の作成と測定に応用されているかを解説する。また、真

空技術を基礎とした研究分野である表面科学研究の、最近のトピックスを紹介する。 

 

 真空中で薄膜
を作る装置  

 

 

79. 講義名  ：医用工学とインターフェース 

    講師 ：荒木 望 
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    内容 ：皆さんは「医用工学」という言葉を聞いたことがあるでしょう

か？一口に医用工学といっても、その範囲はロボットからバイオにいたる

まで多岐にわたっています。私たちはこの中で「筋電義手」と呼ばれる、失

った手の代わりとなるロボットの手を動かす技術を研究しています。このよ

うに機械と人間を繋ぐものをインターフェースと呼びますが、実は、皆さん

が日常遊んでいるゲームのコントローラもインターフェースの一つです。こ

の講義では、身近なインターフェースとその医用工学への応用について

簡単にお話しします。

筋電義手の実証実験風景 

 

 

 

 

 

80. 講義名 ：超高速分光～速いものを観る～ 

    講師 ：吉木啓介 

    内容 ：動いているものの観察は難しい。飛んでいるボール、

走っている F1 をビデオ撮影し、スロー再生してもはっきりと映らない。

上等なビデオでも、シャッタースピードは 100μ秒程度で、その間にボ

ールや F1 は 10cm近く動くからだ。まして、音、光の移動になるとお手

上げである。同様に、一瞬で終わってしまう現象を見ることもまた難し

い。ここではそんな速い現象を観るための様々なテクニックを解説し、

フェムト秒(10-15 秒)という非常に短い瞬間をスロー再生することによ

って見える世界を紹介する。

マルチ発光による動態観察 

 

 

 



81. 講義名 ：魔鏡が映す匠の技術 

    講師 ：児玉紘幸 

    内容 ：みなさんは「魔鏡」をご存知でしょうか？一見普

通の鏡なのですが、太陽光を当てると鏡の表面には見えないは

ずの模様（像）が映し出される、そんな不思議な鏡のことです。

古代中国で発祥し、神仏仏閣においてご神体として祀られてい

ます。現在では、京都の職人さんにより芸術の域にまで高めら

れた技術と伝統、美意識によって、ひとつひとつ手作業で長い

時間をかけて造り出されています。特に魔鏡の製造工程におい 
魔鏡と映し出された像 

ては、シリコンウェハやガラスディスクといった様々な材料の研磨技術が高度に発達した今日であっても、

職人さんの手作業でしか実現できない「磨く」技術の粋が散りばめられています。この講義では、魔鏡がど

のように生まれ、その技術が継承されていったのかお伝えします。 
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物質系工学専攻 合成・バイオ部門 
 

ナイロン分解酵素の 
立体構造 

82. 講義名  ：バイオテクノロジー入門－特殊環境微生物とその利用－ 

    講師   ：根来誠司 

    内容   ：微生物の中には、内分泌攪乱物質（環境ホルモン）やダイ

オキシンなどの有害化学物質を分解するもの、100 ℃の高温・pH10 以上

のアルカリ性・pH3 以下の酸性で生育するものがいる。本講義では、微生

物が、どの様にして特殊な環境中で増殖できるのか、また、その機能が有

用物質生産・計測・環境浄化などにどの様に利用されているのかについて、

具体例を挙げて解説する。 

 

83. 講義名  ：ＤＮＡの化学とその応用  

    講師   ：山名一成 

    内容   ：発光シグナルや電気シグナルを示す分子を

目的に応じて付与した新しい人工DNAの作製法やその機能

について説明する。また、これらの人工 DNA を組み込んだ

DNA チップを用いて塩基情報などの生体情報を調べる技術

も紹介する。さらに、DNA を使ってナノ材料を作製する新しい

化学分野について解説する。 図．光る DNA のイメージ 

 

 

液晶ディスプレイは高分子だらけ。
どこに何が使われるの？ 

84. 講義名  ：光と高分子 

    講師  ：川月喜弘 

    内容  ：光化学と高分子化学について、それらが活躍

するフォトレジスト、ディスプレイや光メモリー等に関する話題提

供。光反応によって溶解性や分子配向をかえることで、半導

体製造に用いる陰の試薬になったり、液晶ディスプレイに使う

ための様々な機能性フィルムに用いられることを紹介する。 

 

 

85. 講義名  ：石油から機能性有機材料まで 
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    講師   ：川瀬 毅 

    内容   ：石油や石炭などの炭素資源が望まし

い性質を備えた有機材料に変わっていく過程を解

説する。身の回りにある化学材料物質がどのように

作られてゆくか説明するとともに、それに伴う現代社

会の問題点なども説明する。 

 

 



86. 講義名  ：人工ウイルス 

    講師   ：今高寛晃  

    内容   ：ウイルスは人類の敵ではありますが、うまく利用すれば様々

な用途があります。例えば、ウイルスの殻に薬物を入れれば薬物の運搬に

利用することもできます。最近では試験菅内でウイルスを合成できるように

なり人工ウイルスの合成に向けての技術が蓄積しつつあります。本講義で

はまず、ウイルスとはどのようなものかという一般的な概説からはじまり、人

工ウイルス合成やウイルスを使った応用までを説明します。 
サッカーボール型ウィルス 

 

 

 

DNA 分子材料 

87. 講義名  ：生体分子を利用した光機能性材料の現状 

    講師   ：中村光伸 

    内容 ：物質と光との相互作用には物理過程と化学過程に分類される。

この二つのうちのいずれかの過程を利用して有機分子だけでなくＤＮＡなどの生

体分子に光機能性を持たせた分子材料が開発され、その実用化が期待されて

いる。ここでは最近の光  機能分子材料の研究状況を紹介し、個々の分子材料

の光機能について解説する。 

 

 

88. 講義名  ：農薬・環境ホルモンの微生物による分解とバイオレメディエーション 

    講師   ：武尾正弘 
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す。 

 

 

科学的視点から「実験」と「実習」を交えなが

やさしく解説します。 

農薬を分解するバクテリア 

    内容   ：近年、農薬による食品や土壌汚染、環境ホルモ

ンによる環境水の汚染など、化学物質による環境汚染問題が深

刻化している。そのような汚染の除去対策として、安価で安全な

生物を利用する環境浄化技術が注目されています。この講義で

は、バイオレメディエーションと呼ばれるこの技術の概略とそれに

役立つ化学物質の微生物分解のしくみを、具体的に演者が現

在、取り組んでいる農薬による土壌汚染の浄化と関連して解説し

ま

 

 

89. 講義名  ：水と高分子

 セッケンと高分子の驚くべき関

係とは？？ 

    講師  ：遊佐真一 

    内容  ：セッケンを使うことによりなぜ汚れが落ちるのか？な

ぜシャンプーの後にリンスを使うのか？身近に経験している現象と水

溶性高分子について、

ら
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料の設計とエレクトロニクス 

 

さく固体中で規則正

く集合化し大きな電流を流すことができるものまで様々である。本講

では、それらの設計指針、達成される機能、さらに有機エレクトロニク

デバイスへの応用研究について紹介する。 

様々な色に変化させることも可能です。ではなぜ発光

を変化させることができるのでしょうか？本講義ではこの理由を説明

ながら、遺伝子操作技術等バイオテクノロジーの持つ可能性につい

お話します。 

ん構造の基礎的な話から始め、DNA 折り紙

で作る二次元・三次元の様々なナノ構造体や薬を運ぶ

NA ロボット等、化学の観点から行われている先端研究につ

て講義する。 

90. 講義名  ：有機電子材

    講師  ：西田純一 

    内容  ：電子を授受することができ、さらに運ぶことができる有機

電子材料が面白い。有機化合物の電子の授受能力は分子の構造、

特にπ電子を上手に設計することで制御される。電子移動に際して溶

液内でダイナミックな動きを伴うものから、動きは小

し

義

ス

 

 

 

91. 講義名  ：ホタルの光とバイオテクノロジー 

    講師   ：加藤太一郎 

    内容  ：初夏の夕暮れ，水辺に漂いはじめる光。この光はホタ

ルだ！とすぐに連想できるほど、我々にとって身近で心が惹きつけられ

る昆虫です。この光るという現象は、ホタルルシフェラーゼという酵素タ

ンパク質が、基質である D-ルシフェリンを化学変換することで生じます。

また最近では、バイオテクノロジーを利用して酵素を改変し、発光色を

赤から緑に至る

色

し

て

 

 

 

92. 講義名  ：DNA で作る折り紙 

    講師   ：高田忠雄 

    内容  ：DNA を一本のひものように使ってナノスケール

（１０億分の１）の構造を自在に作製する「DNA 折り紙法」は、

夢の技術として近年注目されている技術の一つである。本講

義では、自然界で見られる最も美しい構造の一つとして知られ

る DNA 二重らせ

法

D

い

 

 

 

ホタルルシフェラーゼ
の様々な発光色  

DNA折り紙構造体 

速い電子移動を行える化合物

S N

e−

SN

S

S

F3C

CF3



93. 講義名  ：光で変形するプラスチック 

    講師   ：近藤瑞穂 

    内容  ：光によって変形する分子を液晶に組み込むことで、ナノレベ

紫外光と熱で変形する繊維 
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の小さな変化を目で見えるレベルの変形に拡張できる。アゾベンゼンやア

トラセンとよばれる光応答分子を含むフィルムや繊維を作製し、紫外光を

射すると、これらの材料が曲がることがわかった。この性質を利用して、回

の開発や、出力の向上などを行っている。 

です。本講義では細胞内で合成されるタンパク質の一生とそれ

介添えする「分子シャペロン」と呼ばれるタンパク質群の独特な

す？」や「タンパ

質の構造異常と病気」などを例に紹介します。                

常良く目にするガラスについて、その歴

から説き起こし、ガラスが示す多彩な物性をその構造と関連付

ながら述べ、その応用についても併せて講義する。右の写真

るマイスナー

は、物質を構成する原子と分子を調べることが重要である。放射

光 X線分光学による精密計測と量子化学による理論解析は、原

子・分子の姿を決める電子状態を詳しく調べる最先端の研究手

法であり、本講義ではこのエキサイティングな世界を解説する。  

ル

ン

照

転や歩行などの新たな運動モード

 

 

 

94. 講義名  ：タンパク質の一生 

    講師 ：町田幸大  

    内容 ：我々生物が健康に生きていくためには、細胞内で

合成される多種多様なタンパク質が正しく機能することが必要不可

欠

に

構造と機能について「ゆでたまごをなまたまごに戻

ク           シャペロンタンパク質の一種 
CCT の構造モデル(PDB:3IYG)  

 

物質系工学専攻  物質・エネルギー部門 
 
95. 講義名  ：ガラスの不思議  

    講師   ：矢澤哲夫 

    内容  ：我々が日

史

け

は、液体窒素で冷却したガラス上の磁石が浮上す

効果を示している。 

 

 

96. 講義名  ：放射光 X 線でみる原子・分子の姿  

    講師   ：村松康司 

    内容   ：物質の性質を理解して新しい材料を作り出すに

液体窒素下で超伝導を示すガラス 

超伝導ガラス

浮遊した磁石  

放射光の可視光成分像 



97. 講義名  ：化学熱力学発展史 

   講師  ：森下政夫 

    内容  ：化学熱力学は物質とエネルギ－との関係を定義する学問であ

り、科学技術の発展に大きく貢献した。また、今日のエネルギ－、資源、環境

問題を解決するために必須の学問体系である。この化学熱力学の発展史を

紹介する。ワット、カルノ－、クラウジウス、ギブズ、ボルツマン、プリゴジンらが

何に疑問をもち、どのように取り組んで来たのか講述し、高校生諸氏がこの分

野に関心を抱くことを期待します。 エントロピ－の概念を
確立したボルツマン  
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98. 講義名：未来を拓くエレクトロセラミックス 

     講師  ：小舟正文 

     内容  ：我々は日々の生活の中で強誘電体や圧電体の機能性を応用

した エレクトロセラミック素子を使用して文化的な生活をエンジョイしている。本

講義では、これらの「エネルギー変換機能」を中心に説明し、近未来に実現す

るであろう期待の「新規変換機能」についても分かり易く概説する。 1 µmAl2O3

BNT

 強誘電体ナノプレー

ト構造体  

 

 

99. 講義名 ：炭素の不思議～グラフェンを中心に 

     講師  ：松尾吉晃 

     内容 ：炭素材料は炭素原子の結合様式によってダイヤモンド、カーボ

ンナノチューブ、フラーレン、グラフェン、黒鉛など様々な形態をとることができ

る。ここでは、最近注目されている炭素 6 員環が連なった 1 枚のシートである

「グラフェン」を取り上げ、その作り方、性質、用途などについて述べる。  

 

 水に「溶けた」グラフ
ェン酸化物  

 

100. 講義名 ：めっきの不思議 

    講師   ：八重真治 

    内容   ：簡単なめっき実験を見せて、水溶液から金属が形成さ

れる時に感じる「不思議な感動」を味わってもらう。これを通じて、物質を

構成するイオンや原子について、具体的で分りやすい実例を挙げ、物

質全般に興味をもってもらうことを目的にする。 

 
スライドガラス上への  
無電解コバルトめっき 



101. 講義名 ：①放射能の話②植物のパワー 

    講師 ：西岡 洋 
 内容 ：①講師が開発した放射性セシウム吸着材の話を中
心に、放射能と放射線、ベクレルとシーベルトなど放射能に関
する話題を講述する。 
②カドミウムなどの有害金属を吸収し，高濃度に蓄積しても平
気な植物が存在する。このような植物を用いた環境修復技術に
関する話題を中心に講師が見つけた鉛集積植物の分析結果も交
えながら講述する。（講義は①②のいずれか一つです。両方に興味
がある場合は二回に分けて「出前」しますのでお気軽にお声がけくだ
さい。） 
 

 

102. 講義名  ：金属の製錬 

    講師  ：山本宏明 

    内容 ：銅や鉄、アルミニウムなど普段良く目にする

金属は、右写真のような酸化物や硫化物などの形で採掘さ

れた鉱石を、様々な方法で製錬（還元）することで得られて

いる。本講義では、身近な金属を取り上げ、鉱石からどのよ

うにして金属が製錬されているか、また、どのように利用され

ているかについて解説する。 

左：銅鉱石    右：鉄鉱石

 

103. 講義名  ：電流の正体 

    講師  ：嶺重 温 
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    内容  ：固体の中で電気を伝導する担い手として活躍するの

は‘電子’である。銅などの伝導性の高いものは良導体、逆にガラスや

プラスチックなど伝導性の低いものは絶縁体と分類される。しかし絶縁

体であっても、‘イオン’が固体の中で電気を伝導する可能性はある。

固体の中のイオン伝導は、実は自動車に使われるセンサーや、燃料

電池・各種電池の分野において重要な働きを演じている。イオンを伝

導する材料、あるいはイオンも電子も伝導する材料に着目し、その応

用について述べる。

リチウムイオン電池を 

搭載した電気自動車 

（三菱自動車工業） . 

 

 

シリコンの格子像 

104. 講義名  ：電子顕微鏡で見るナノの世界 

 講師 ：福室直樹 

 内容 ：原子の配列を見ることができる電子顕微鏡の原理を簡

単に説明し、金属や半導体などの様々な材料の観察例を写真で紹介

する。電子顕微鏡は元素分析と結晶構造解析を行うことができ、パソ

コンや携帯電話に用いられている電子材料の製造、およびナノテクノ

ロジーによる新素材開発において非常に有用であることを伝える。 



物質系工学専攻 マテリアル・物性部門 
 

L

W

平面テレビに応用可能な新構
造トランジスタ 

105. 講義名  ：テレビ（ブラウン管から液晶、有機 EL まで） 

     講師 ：松尾直人 

     内容 ：現在、薄型の平面テレビが次から次へと商品展開さ

れている。特に近年は有機 EL を使用した軽量の壁掛けタイプまで

発売されている。この流れの起源は 1926 年の高柳健次郎によるテ

レビの発明にある。初期のブラウン管テレビから最近の液晶、有機

EL テレビまでを、使用されているデバイスの観点から歴史的に解り

やすく講義する。 

 

106. 講義名  ：身近な金属 

磁石      講師  ：山本厚之 

     内容 ：金属材料であるとして特に意識せずに触っているものの代表がコ

インである。日本および各国のコインを例にして金属元素、および合金という概念

を説明し、比重、磁性、電気的特性、色、結晶構造などをまず述べる。次いで、

地球環境保護の観点から、自動車の軽量化の必要性、原子力発電の有効性、リ

サイクルなどを説明し、そのための材料開発の基本的な考え方を述べる。 コインは銅の色 
 

107. 講義名  ：ナノ結晶材料の作製とマイクロ成形加工 

     講師   ：山崎 徹 

     内容 ：ナノ結晶材料を作製する方法について、粉末法、強加工法や

電解析出法の代表的方法について解説する。この中で、電解析出法は均質

なナノ結晶合金を作製するのに有効であり、フォトリソグラフィー技術と組み合

わせることにより、材料の創製とマイクロ精密成形を同時に実現できる優れた

方法といえる。また、ナノ結晶合金は比較的、低い温度での加熱処理により

熱可塑性を示し、この特徴を利用して高強度ナノ結晶合金の３次元精密成

形が可能になる。これらナノ結晶合金のマイクロ成形部材の試作例について

も報告する。 

マイクロ平面バネ 

超伝導体の電気抵抗 

 

108. 講義名  ：超伝導の不思議 

     講師   ：菅 誠一郎 

     内容  ：超伝導は、ある種の金属を絶対零度近くまで冷やした

とき電気抵抗がゼロになる不思議な現象で、ミクロの世界を支配してい

る量子力学的効果がマクロの世界に現われた著しい現象です。超伝

導はアカデミックに興味深いだけでなく、広く応用され我々の暮らしを

豊かにしています。講義では超伝導研究の歴史と超伝導の基礎原理

を説明し、どのように応用されているか紹介します。また、最近の新しい

発展についても説明します。 
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109. 講義名  ：超微細組織マイクロ部品の可能性 

     講師  ：鳥塚史郎 

     内容 ：結晶粒径がサブミクロンの超微細粒金属は、過去

多くの研究がなされてきたが、実用化例はなかった。その原因は、

第一に結晶粒微細化によって強度は著しく上がるものの延性が低

下すること、第二に、超微細粒組織をもった材料を量産する技術が

なかったことである。本講では、鋼のナノレベル（100nm）までの結

晶粒微細化技術を開発と高強度化に伴う延性低下の問題を克服

について解説するととともに、超微細組織（ナノ組織）を持った高強

度精密部品である M1.7 マイクロねじの世界初の実用化例につい

て解説する。 

M1.7 イクロねじとその超微

細内部組織 

マ

 

110. 講義名  ：私たちの生活における鉄鋼材料～自動車を例に～ 

     講師  ：土田紀之 

     内容 ：鉄鋼材料は日本における主要産業であるともに、私

たちの生活にも密接に関係しています。本講義では鉄鋼を用いた

製品の代表とも言える自動車を取り上げ、鉄鋼の製造方法や自動

車に用いられるために必要とされる性質、それに対する最近の研究

の内容、その他自動車に関する最近の話題などについて紹介を行

います。 
 

自動車衝突時の変形の様子 
を調べる試験機 

 

 

111. 講義名  ：電磁気学の歴史と発電の仕組み 

     講師  ：部家 彰  

     内容 ：18 世紀に電気と磁気の関連性がエルステッドにより

発見されてから、電磁気学は急速な発達を遂げ、現在の文明社会

を支えている。本講義では電磁気学の発展の歴史と身近な自然現

象や電化製品を電磁気学の観点から解説する。また、発電の仕組

みについても実験を通して説明する。 
 

電気と磁気の関連性の発見。電
流を流すと磁針が触れる。どう
して？ 

 

 

 

112. 講義名  ：色々なバイオマテリアル 

  講師  ：三浦永理 

 内容 ：バイオマテリアルには、股関節の代替として人体

中に埋め込む人工関節や歯の代替となる歯根インプラントか

ら、入れ歯や差し歯、コンタクトレンズ、広くは手術器具な

ど色々な種類がある。様々なバイオマテリアルを紹介しなが

ら、その性質や機能について材料学の観点から紹介する。 
人工関節置換の例（Medline 
Plusのホームページより）
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113. 講義名  ：超電導材料とその応用 

     講師 ：岡井大祐 
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     内容 ：1911 年にヘイケ・カマリン・オンネスが極

低温で Hg の電気抵抗がゼロになることを発見してから、

2011 年は 100 年の節目の年である。超伝導体は直流電流

に対して電気抵抗はゼロとなるが、高周波帯域での交流電

流（電磁波）に対しては有限の交流抵抗（表面抵抗）が発

生します。現在、それぞれの超電導特性を利用した応用が

進められています。この 100 年間の間に発見された金属

系・酸化物系超電導材料を材料組織学の観点から取り上げ、

その応用について解説する。 

 

 

114. 講義名  ：鉄錆から作る機能性酸化物 

 講師 ：菊池丈幸 

 内容 ：鉄が錆びる反応を精密に制御することで、

顔料、触媒、磁石、磁気記録媒体などの様々な機能性

を持った酸化物を作ることができます。鉄の水溶液か

ら、温度や溶液 pH を変えながら作製した様々な酸化

物の特徴について紹介します。

 

 

 

115. 講義名  ：ハイテク産業を担う拡散接合技術 

     講師  ：塚本雅章 

    内容    ：金属の接合と聞くと、多くの人は溶融させることを

連想するであろう。しかし、宇宙・航空、原子力といったハイテク産

業が要求する接合技術には、被対象物の変形抑制や異種金属

同士の接合など、溶接での対応が困難なことが多い。これを実現

するのが、固体のままで接合を可能にする拡散接合技術である。

本講義では、実用例の紹介とともに拡散接合の原理や方法を金

属が持つ性質を踏まえて解説する。 

 

 

水溶液から合成した様々な鉄酸化物
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YBa2Cu3Oy 

銅  

YBa2Cu3Oy超電導薄膜の表面抵抗  

ステンレス鋼 

銅 

アルミニウム

拡散接合により異種金属を

接合した構造体 



ナノマイクロ構造科学研究センター 
 

116. 講義名  ：物質科学における計算科学 

 講師 ：鈴木隆史 

 内容 ：昨年、日本では京コンピュータが世界最速

のコンピュータを決める Tｏｐ５００で１位を獲得しま

したが、近年世界各国でスーパーコンピュータの開発競

争が行われています。この背景の一つには、省エネデバ

イスなど新しい機能を持った材料の開発分野はもちろん、

物質の持つ色々な機能がなぜ現れるのかといったアカデ

ミックな研究する物質科学の分野において、スーパーコ

ンピュータが無くてはならない研究ツールになりつつあ

るためです。本講義ではスーパーコンピュータの歴史や

スーパーコンピュータが物質科学の研究分野でどのよう

に利用されているかを最新の研究結果を含めて紹介します。 
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117. 講義名  ：原子・分子の積み木  
講師 ：堀田育志 

 内容 ：原子・分子の並びを人工的に制御して所望の物質を作り出すこ

とができるのであれば、それこそ究極の物質合成方法になると思いません

か？最近の物質合成技術の進歩は目覚ましく、ある種の無機物質では、まる

で積み木を積み上げるように所望の原子・分子を人工的に並べることが可能

になっています。講義では、レーザーを使って原子・分子の積み木を行う方

法を紹介したいと思います。 

 

 

118. 講義名  ：アルミニウムの可能性 

講師 ：足立大樹 

 内容 ：アルミニウムは誰でも知っている金属

ですが、発見されてから 200 年程度しかたっておらず、

鉄や銅と比べて歴史の浅い金属です。本講義では、ア

ルミニウム合金にはどのような種類があり、どのよう

な場所に使われているかについて解説します。次いで、

アルミニウム合金における近年の新しい発見を紹介

し、今後のアルミニウムの可能性について述べて行き

ます。 

 

アルミニウム缶 

（日本アルミニウム協会 HP より） 
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講師名索引 
 

講師名 講義番号  講師名 講義番号  講師名 講義番号  

相河 聡 25  佐藤 孝雄 77  森下 政夫 97  
朝熊 裕介 64  佐藤根 大士 67  盛谷 浩右 78  
浅見 敏彦 44  清水 勝 13  森本 雅和 39  
東 欣吾 10  菅 誠一郎 108  八重 真治 100  
足立 大樹 118  鈴木 隆史 116  矢澤 哲夫 95  
阿保 政義 51  鈴木 道隆 56  山口 義幸 49  
荒木 望 79  関岡 嗣久 16  山崎 徹 107  
新船 幸二 62  高田 忠雄 92  山名 一成 83  
飯村 健次 63  武尾 正弘 88  山本 厚之 106  
伊勢 智彦 53  多田 和也 5  山本 真一郎 30  
礒川 悌次郎 36  塚本 雅章 115  山本 拓司 66  
伊藤 和宏 52  土田 紀之 110  山本 宏明 102  
伊藤 省吾 7  豊田 紀章 22  遊佐 真一 89  
乾 徳夫 76  鳥塚 史郎 109  湯本 高行 40  
井上 尚三 70  中嶋 誠二 20  吉木 啓介 80  
今高 寛晃 86  永田 正義 2  吉田 晴彦 15  
上野 秀樹 4  中谷 正憲 55     
榎原 晃 26  中村 龍哉 14     
岡 好浩 21  中村 光伸 87     
岡井 大祐 113  生津 資大 75     
岡田 翔 11  奈良 安雄 12     
奥田 孝一 69  新居 学 38     
小野田 光宣 1  西岡 洋 101     
海津 浩一 42  西田 純一 90     
柿部 剛史 68  布引 雅之 74     
格内 敏 46  根来 誠司 82     

加藤 太一郎 91  畠山 賢一 24     
上浦 尚武 34  原田 泰典 45     
河合 正 28  比嘉 昌 54     
川瀬 毅 85  福井 啓介 58     
川月 喜弘 84  福室 直樹 104     
河南 治 65  福本 直之 6     
神田 健介 31  藤澤 浩訓 17     
菊池 丈幸 114  藤田 孝之 29     
菊池 祐介 8  藤原 閲夫 3     
岸 肇 57  部家 彰 111     

木村 文義 50  堀田 育志 117     
木村 真晃 48  本田 逸郎 60     
日下 正広 47  本多 信一 18     
熊丸 博滋 43  前田 光治 59     
倉本 圭 37  前中 一介 23     
黒田 雅治 73  町田 幸大 94     
古賀 麻由子 9  松井 伸之 32     
小久保 吉裕 27  松尾 直人 105     
児玉 紘幸 81  松尾 吉晃 99     
小西 康夫 72  松田 聡 61     
小橋 昌司 35  三浦 永理 112     
小舟 正文 98  嶺重 温 103     
近藤 瑞穂 93  村松 康司 96     
齋藤 歩 41  持地 広造 71     
佐藤 邦弘 33  森 英喜 19     
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