
 

兵庫県立大学大学院工学研究科 

『出前講義』 

 



講義名一覧 

 

電気電子情報工学科  

「電気工学コース」 講師  頁  

1. 生活に欠くことのできない電気の話 －つくる・送る・使うや雷の話－  上野 1 

2. 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  永田 1 

3. 磁石（磁性体）の成り立ちと特性  中村(龍) 2 

4. 進化する半導体集積回路（ＬＳＩ）  奈良 2 

5. ナノカーボン材料が拓く次世代テクノロジー  本多 2 

6. パワーエレクトロニクスとエネルギー問題         三木   2      三木 

7. 液中プラズマ  岡 3 

8. プラズマが拓く社会と応用技術  菊池(祐) 3 

9. 光が拓く未来  古賀 3 

10. 高分子で創る未来エレクトロニクス  多田 4 

11. プラズマ  –産業・医療分野から宇宙、核融合まで - 福本 4 

12. 原子・分子の積み木  堀田 4 

13. 半導体からできるもの  吉田 4 

14. 超電導技術               東   5 

15. 電気の有効利用（雷とプラズマ）  岡田 5 

16. 熱電発電の話  森 5 

 

「電子情報工学コース」             講師  頁  

17. 携帯電話のしくみ              相河   5 

18. 光と電波  榎原 6 

19. 医療を支援するコンピュータ技術  上浦 6 

20. 人工知能による診療支援            小橋   6 

21. 身近にいっぱい、エレキとメカのマイクロシステム  前中 6 

22. ニホンミツバチの集団行動の計測と解析  礒川 7 

23. 電波とアンテナ  河合 7 

24. 電波センシング              阪本   7 

25. 身近に使われているナノテクノロジー  豊田 7 

26. 走査型プローブ顕微鏡でのぞくナノの世界  藤澤 8 

27. 身近なセンサとMEMS 藤田 8 

28. 画像認識技術  森本 8 

29. 小さい“モノ”を造る、動かす            神田   8 

30. 機能性電子材料の基礎と応用  中嶋 9 

31. 計算知能を用いた知的情報処理  新居 9 

32. 電波吸収体のしくみ  山本(真）  9 

33. Web情報検索・情報推薦             湯本   9 

 



機械・材料工学科  

「機械工学コース」              講師  頁  

34. 古典物理学から現代物理学まで  浅見 10 

35. 薄皮1枚で大違い  〜液体を使わないめっき技術〜  井上 10 

36. 機械工学からみた「ものづくり」とその知能化  奥田 10 

37. 初めての材料力学  海津 11 

38. ナノ材料                木之下   11 

39. カオスってなに？  黒田 11 

40. 知能と最適化  小西 11 

41. 板から容器へ  原田 12 

42. 水や空気の不思議なふるまい  本田 12 

43. 摩擦を調べてみよう  阿保 12 

44. 医用工学とインターフェース  荒木 13 

45. 宇宙で実験？無重力空間での不思議な現象  河南 13 

46. ものづくりのための異材接合技術  木村(真) 13 

47. 熱や流れを視る  木村(文) 14 

48. 超音波の応用技術  日下 14 

49. 自動制御  佐藤 14 

50. ロボット工学－ロボットの歴史、技術、応用例－  布引 14 

51. 力学とスポーツ  比嘉 15 

52. EXCELで行う非定常熱伝達解析  山口 15 

53. 流体力学と台風              高垣   15 

54. 超高速分光～速いものを観る～  吉木 16 

 

「材料工学コース」              講師  頁  

55. 自然エネルギーの利用 伊藤(省) 16 

56. 超伝導の不思議  菅 16 

57. ナノテクノロジーで細胞をつくる           住友   16 

58. 超微細組織マイクロ部品の可能性           鳥塚   17 

59. テレビ（ブラウン管から液晶、有機ELまで） 松尾(直) 17 

60. ナノ結晶材料の作製とマイクロ成形加工  山崎 17 

61. アルミニウムの可能性  足立 18 

62. 真空は空っぽ？  乾 18 

63. 物質科学における計算科学            鈴木  18 

64. 私たちの生活における鉄鋼材料とその強さ  土田 19 

65. 電磁気学の歴史と発電の仕組み  部家 19 

66. 色々なバイオマテリアル  三浦 19 

67. 真空とは何か  盛谷 20 

68. チタン合金の特性と用途            伊東   20 

69. 進化を続ける鉄  岡井 20 



応用化学工学科 

「応用化学コース」              講師  頁  

70. 自由にタンパク質をつくる  今高 21 

71. 炭素資源から有機材料へ  川瀬 21 

72. 光と高分子               川月   21 

73. バイオテクノロジー入門 － 特殊環境微生物とその利用  －  根来 21 

74. 放射光X線でみる原子・分子の姿  村松 22 

75. 炭素の不思議～グラフェンを中心に  松尾(吉) 22 

76. DNAの化学とその応用 山名 22 

77. DNAで作る折り紙 高田 22 

78. 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  武尾 23  

79. 生体分子を利用した光機能性材料の現状         中村(光)  23 

80. ①放射能の話 ②植物のパワー  西岡 23 

81. 有機電子材料の設計とエレクトロニクス  西田 23 

82. エネルギー・環境分野で活躍する無機材料  嶺重 24 

83. 水と高分子               遊佐   24 

84. 光で変形するプラスチック  近藤 24 

85. タンパク質の凝集と疾患  町田 25 

86. 電池の発展史 －ボルタ電池からポストリチウムイオン電池まで－    稲本   25 

 

「化学工学コース」              講師  頁  

87. 接着技術の進歩              岸   25 

88. チタン酸鉛単結晶の作り方  小舟 26 

89. 物質の分離と熱力学  前田 26 

90. 化学熱力学発展史  森下 27 

91. めっきの不思議              八重   27 

92. 凍結乾燥で作製した多孔性カーボン  山本(拓) 27 

93. ごみをリサイクルしましょう            朝熊   28 

94. 太陽光発電の未来  新船 28 

95. ゾル－ゲル法による材料合成と繊維化  飯村 28 

96. 単細胞生物からジェット燃料を！  伊藤(和) 29 

97. 鉄錆から作る機能性酸化物  菊池(丈) 29 

98. 手作りチョーク              佐藤根   29 

99. 電子顕微鏡で見るナノの世界  福室 30 

100. プラスチックで人体を守る  松田 30 

101. 金属の製錬  山本(宏) 30 

102. 第三の液体・イオン液体  柿部 30 

103. 金属の触媒特性              野崎   31 

104. レーザー光を利用した深海底の元素分析         松本   31 
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電気電子情報工学科 「電気工学コース」 

 

1. 講義名 ：生活に欠くことのできない電気の話 －つくる・送る・使うや雷の話－  

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、電気の需要は増えています。この電

気は、最近では発電所だけでなく、太陽光パネルや風車など至る所でつくられるようになってき

ています。また、近い将来 100 万ボルトという超高電圧で送ることも必要となります。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。この放電は、エアコンやコピー機、スマートフォンやタブレット PC 内の

半導体デバイスの保護、殺菌や消毒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、

「電気をつくる、送る、使う」について分かりやすく解説します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

供します。  

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。 

人工的な落雷の様子  風力発電  
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3.  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。  

 

 

4.  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。  

 

 

5. 講義名  ：ナノカーボン材料が拓く次世代テクノロジー  

 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。  

 

 

6.  講義名 ：パワーエレクトロニクスとエネルギー問題  

講師  ：三木一司  

内容  ：エネルギー問題は新エネルギー開発と省エネルギー技術開発の両面から解決して

いく必要があります。パワーエレクトロニクスは後者の技術に該当し、機器の効率的な制御を行

うことで省エネルギー化を図る技術です。既に、照明機器は赤緑青色の発光ダイオードの登場で

白色光も実現し、電灯や蛍光灯に代えることで大幅な省エネルギー化が進行しています。同じ省

エネルギー化を照明以外の機器でも進行させることでエネルギー問題に貢献できます。地味に思

えるパワーエレクトロニクスですが、バッテリーと共に電気自動車の産業化の成否を握る花形の

技術でもあります。  

 

 

 

カーボンナノチューブを
用いた発光デバイス  

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
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7. 講義名 ：液中プラズマ  

講師  ：岡 好浩  

内容  ：プラズマとは、気体中に存在する原子や分子

の電子がはじき飛ばされ、正イオンと電子がバラバラになっ

た状態のことです。自然界では太陽、オーロラ、雷などがプ

ラズマです。プラズマは電気や熱のエネルギーを利用して人

工的に発生させることもできます。通常、プラズマは圧力を

下げた気体中で発生させるのですが、最近では液体中にもプ

ラズマを発生させることができるようになっています。出前

講義ではプラズマの基礎から液中プラズマを用いた疎水性

物質の水分散、ナノ粒子合成、ウイルス・細菌の殺菌、難分

解性有機物の分解など様々な分野への応用研究について紹

介します。  

 

 

8. 講義名  ：プラズマが拓く社会と応用技術  

   講師   ：菊池祐介  

   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。  

 

滅菌用大気圧プラズマ

レーザー核融合のイメージ図  
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10. 講義名  ：高分子で創る未来エレクトロニクス  

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。  

 

11. 講義名  ：プラズマ –産業・医療分野から宇宙、核融合まで- 

   講師   ：福本直之  

   内容    ：「プラズマ」とは何かという基本的な内容を高校生レ

ベルで説明を行う。そして、半導体製造等の産業分野から意外なとこ

ろとして医療分野におけるプラズマ利用の例を示し、我々の生活と密

接に関わっているプラズマ応用について説明する。また、宇宙におけ

るプラズマ現象や、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。右の写真は、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す。  

 

12. 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。  

 

13. 講義名 ：半導体からできるもの  

  講師  ：吉田晴彦 

  内容  ：普段使用しているパソコンや携帯電話などの電子機器

や家電製品で重要な役割を果たしている集積回路 (LSI)は半導体で作

られていますが、この半導体や集積回路とはどのようなものなのかに

ついて概説します。また、集積回路以外にも身の回りにある太陽電池、

発光ダイオード(LED)、各種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作られているのかにつ

いて説明します。  

太陽電池  

集積回路  

センサ 
LED 

半導体からできるもの 

 

 

こんなことできます。 
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14. 講義名  ：超電導技術  

 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。  

 

15. 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。  

 

16. 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。  

 

 

電気電子情報工学科 「電子情報工学コース」 

 

17. 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。 

 

n 型熱電材料 

高温  

p 型熱電材料 

低温  

温度差  

＋(正) 

－(負) 

点灯  

温度差で LED が点灯 

ケータイはどうして  
『つながる』のか  

超電導導線材の構造  

（多芯撚線の一例）  

安定化材

超電導フィラメント

超電導素線
構造材

1～30 m

超電導線（撚線）
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18.  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。  

 

19. 講義名 ：医療を支援するコンピュータ技術  

講師  ：上浦尚武  

内容  ：病院で使われるコンピュータ技術としては、CT、

MRI、エコー検査装置などの画像処理がまず連想されます。一

方、高齢化が進行し病院に通院・入院する患者数が激増する環

境では、患者や医師の双方が強いストレスを感じています。本

講義では、待ち時間短縮問題、手術室における簡易 ID 認証な

ど、病院におけるストレス軽減のためのコンピュータ活用につ

いてお話しします。  

 

20. 講義名 ：人工知能による診療支援  

講師  ：小橋昌司  

内容  ：人工知能の応用として、医療分特に注目されている。本

講義では、まず人工知能の基本原理と、その礎となる高校レベル数学と

の関係を概説する。次に、人工知能の医療・ヘルスケア分野における医

用画像解析への応用として、MRI・CT 画像などの医療画像の自動診断・

診断支援（図：人工膝関節置換術後の診断支援システムの例）、治療の予

後予測、り患の長期予測（未病の発見）、個別化医療などの最新の研究成

果を紹介する。これらを通じて、工学分野での医学への関わりを説明す

る。 

 

21. 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  

 

コンピュータを使って待ち

時間を短縮！！  



- 7 - 

 

 

22. 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。 

 

 

23. 講義名  ：電波とアンテナ  

 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。  

 

 

24. 講義名 ：電波センシング  

講師  ：阪本卓也  

内容  ：電波は壁や衣服などを透過する性質を持っていま

す。この性質を使って様々なものを測定する電波センシング技術

に注目が集まっています。例えば、空港の保安検査場で隠し持っ

た危険物を検出する装置などに応用されています。さらに、非接

触で対象者の心拍や呼吸を測定する技術の研究も進んできまし

た。こうした電波センシングに関する最新の研究成果を紹介しま

す。 

 

 

 

 

25. 講義名  ：身近に使われているナノテクノロジー  

講師 ：豊田紀章  

内容 ：現在パソコンやスマートフォンなどで使われ

ている電子部品は、ナノメートル（10-9 m）の精度で加工されて

います。また、表面にナノメートルの膜を付けるだけで、その

機能を大きく変えることが出来ます。生活の中にある様々な機

械や電子部品などで、ナノ加工技術がどのように使われている

かをやさしく解説します。  
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26.  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。 

 

 

27. 講義名  ：身近なセンサと MEMS 

講師  ：藤田孝之  

内容   ：身の回りで使われている家電製品やスマホなどに

は多種多様なセンサが使われています。本講座では身近な製品とそ

こに使われているセンサについて紹介し、微小な機械と電子回路を

組みあせた MEMS（メムス）技術について出来る限り平易に解説し

ます。また、手元で小さな電力を発電するエナジーハーベスティン

グ技術についても紹介します。  

 

 

28. 講義名  ：画像認識技術  

    講師 ：森本雅和  

    内容 ：近年、人工知能技術を用いて画像から様々な認識

を行うシステムが開発されています。我々の研究グループで開

発したパンの画像認識レジシステム「BakeryScan」を例に、画像

認識の仕組みについて紹介するとともに、最近の画像認識の応

用例について紹介します。  

 

29. 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。  
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30. 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。  

 

31. 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。  

 

 

32. 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。  

 

 

33. 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。

Pb(Zr,Ti)O3

Pb2+
O2-Ti4+,Zr4+

TiO6 Octahedra

Pb(Zr,Ti)O3

Pb2+
O2-Ti4+,Zr4+

TiO6 Octahedra

Pb(Zr,Ti)O3

Pb2+
O2-Ti4+,Zr4+

TiO6 Octahedra

Pb(Zr,Ti)O3

Pb2+
O2-Ti4+,Zr4+

TiO6 Octahedra

強誘電体 PbTiO3 の
結晶構造  

矢印の期間は何をしていたか？  

電波吸収体の一例  

（ピラミッド型吸収体） 

PageRankによるWebペー
ジのランキングのイメージ 
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機械・材料工学科 「機械工学コース」  

 

34. 講義名  ：古典物理学から現代物理学まで  

    講師 ：浅見敏彦  

    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

の世界にご案内する。  

 

 

35. 講義名 ：薄皮 1 枚で大違い 〜液体を使わないめっき技術〜  

講師  ：井上 尚三  

内容  ：私たちの身の回りの製品には、表面に 1/1000mm 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

薄い層は、材料の耐摩耗性や耐食性を向上させたり、フィルムやガラ

スの光学特性を変化させたりしている。よく知られた電気めっきは薄

膜形成技術として有用であるが、作製できる薄膜の種類に制限があっ

て多様な用途に対応しきれない。そのために、真空を利用したコーテ

ィング手法が開発された。このような薄膜の効用と真空を利用した薄

膜形成技術について紹介する。  

 

36. 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。  

 米粒表面に大学校章を削る 

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 

 

図  薄膜作製時の真空中

での放電現象  
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37. 講義名  ：初めての材料力学  

    講師 ：海津浩一  

   内容  ：機械や構造物を構成する部材は外部から力を  

受けている。そのような力（外力）に対して、その部材  

が十分に耐えられなければ破壊が起こり、その結果とし  

て機械や構造物が機能を発揮することができなくなる。  

材料力学は力学を通して部材の内部に生じる力（内力）  

とそれに伴って生じる変形の様子を明らかにする学問で、  

あらゆる機械の設計の基礎となるものである。本講義で  

は、材料力学の入門として、いくつかの内容を紹介する  

 

38. 講義名 ：ナノ材料  

講師  ：木之下博  

内容  ：1m の 1/1000 が 1mm、さらにその 1/1000

が 1μm（マイクロメートル）である。1μm のさらに 1/1000

が 1nm（ナノメートル）である。その小ささは、地球の

大きさを 1m とすると 1nm は 1 円玉のサイズである。原

子の大きさが 1nm の 1/10 なので、原子に迫るサイズで

ある。近年、ナノサイズを有した各種の材料が人工的に

合成され、今までにない優れた性能を発現している。い

わゆるナノテクノロジーの成果である。本講義では、ナ

ノ材料についての解説と、その応用の 1 つである潤滑添

加剤への適用について説明する。  

 

39. 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。  

 

 

 

40. 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。  

 

図：カオスのアトラクタ 

 

 

木材から合成したナノ材料  
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41. 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。  

 

42. 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、

簡単な実験を通して流体の不思議さを感じてい

ただきます。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。  

 

43. 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。  

 

マグネシウム合金の角筒容器  

 

魚の遊泳のコンピュータシミュレーション  

 

 

 

摩擦による力伝達実験 
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44. 講義名 ：医用工学とインターフェース  

    講師 ：荒木 望  

    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。  

 

 

 

45. 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。  

 

 

 

46. 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：「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（右図参照）。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。  

 

 

 

筋電義手の実証実験風景 

国際宇宙ステーションでの食事風景  
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47. 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。  

 

48. 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。  

 

 

49. 講義名 ：自動制御  

講師  ：佐藤孝雄  

内容  ：我々の身近にあるがその存在を気にも留めない重要な機能があります。それは自

動制御です。気にも留めないということは気にならない位有能であることを意味していいます。

このように人間が直接行動することなく快適な環境を実現する機能は自動制御と呼ばれていま

す。そこで、本講義では我々の身の回りにある自動制御に関する様々な現象と紹介するとともに、

その実現に必要な知識について述べます。  

 

 

50. 講義名  ：ロボット工学－ロボットの歴史、技術、応用例－  

    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。  

水平気流中に置かれた正方形柱まわりの流れの可視化  

 

インチワームロボット 

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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51. 講義名 ：力学とスポーツ  

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

れらは物理で学ぶ力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

な格闘技や、実は筋力トレーニングも、力学の知識が必要だ

と言うことを学びます。 

 

 

52. 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。  

 

 

 

53. 講義名 ：流体力学と台風  

講師  ：高垣 直尚  

内容  ：身の回りには流体があふれている。水、空気など人

間に欠かせないものだが、時として台風や津波といった形で町を破

壊することもある。このように流体が人や社会に与える影響はとて

も大きい。この講義では、まず、流体（流体力学）の基礎を説明し、

台風を例に挙げて流体力学の応用例をも説明する。  

 

 

1 次元非定常熱伝導解析のエクセル画面  
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54. 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。  

 

機械・材料工学科 「材料工学コース」  

 

55. 講義名 ：自然エネルギーの利用  

講師  ：伊藤省吾  

内容  ：現在の日本のエネルギーは火力発電と原子力発

電によって供給されているが、それらの資源が枯渇する前に、

自然エネルギーに供給システムを転換し、持続可能社会を形成

することは急務である。本講義では、太陽光発電システムの解

説と共に、自然エネルギー利用の可能性について解説する。  

 

56. 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。  

 

57. 講義名 ：ナノテクノロジーで細胞をつくる  

講師  ：住友弘二  

内容  ：微細加工技術とバイオ技術を組み合わせる

ことで、細胞の働きを模倣する。生体内での情報伝達の仕

組みを利用したデバイス開発に向けた最新の研究成果を紹

介する。疾病の診断や薬の開発等、工学技術の医学への貢

献に向けた取り組みも説明する。  

マルチ発光による動態観察 

超伝導体の電気抵抗  
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58. 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。  

 

 

59. 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。  

 

 

 

 

60. 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。  

 

L

W

平面テレビに応用可能な新構
造トランジスタ  

M1.7 マイクロねじとその超微

細内部組織  

マイクロ平面バネ 
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61. 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。 

 

 

 

 

62. 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。カシミール効果を題材に現代物理学の世界へ誘います。 

 

 

63. 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。  

 

 

 
アルミニウム缶 

（日本アルミニウム協会 HP より） 

真空=無？ 

LoganArt 
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64. 講義名 ：私たちの生活における鉄鋼材料とその強さ  

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

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、

鉄鋼材料の利用を考える上で重要な「強さ」について説明し、高

校で学んでいる物理の内容との関係を概説します。次に、強さを

測定する様々な方法や、鉄鋼材料の様々な用途、最近の話題など

について紹介を行います。 

 

 

 

 

 

65. 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。  

 

 

 

66. 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。  

 

電気と磁気の関連性の発見。電流を
流すと磁針が振れる。どうして？  

人工関節置換の例（Medline 

Plus のホームページより） 



- 20 - 

 

67. 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。  

 

 

 

68. 講義名 ：チタン合金の特性と用途  

講師  ：伊東篤志  

内容  ：航空機等で多く用いられるチタン合

金の特性や用途について説明し、それらを通して金

属材料の産業利用法や産業利用上の課題について

述べる。講義では主に、金属材料の力学特性や材料

加工について知ることを目標とする。  

 

 

 

69. 講義名 ：進化を続ける鉄  

講師  ：岡井大祐  

内容  ：身近な金属として鉄がある。千年以上に渡り、

時代のニーズに合わせて鉄は進化している。鉄に炭素を混ぜ

た「鋼」から作られた平安時代の「武器としての日本刀」、鉄

に珪素を混ぜた「電磁鋼板」から作られる現代の「モータの

鉄心」へと様々に姿を変えて今なお進化する鉄について、材

料科学の視点から鉄の結晶構造、組織、磁気特性等を踏まえ

て、わかりやすく説明する。図は自動車用モータの構造を示

している。モータでは、運動エネルギー、電気エネルギー、

磁気エネルギーが密接に関係しており、電気エネルギーと磁気エネルギーの変換に電磁鋼板が重

要な役割を果たしている。鉄の結晶配向制御から生み出される優れた磁性材料としての電磁鋼板

およびその工業製品（変圧器、モータ）についても紹介する。  

 

真空中で薄膜
を作る装置  

コイル  
 

（電磁鋼板） 

固定子鉄心 

回転子鉄心 

（電磁鋼板） 

永久磁石 

航 空 機 用 タ ー ボ フ ァ ン エ ン ジ ン で    

チタン合金が用いられる部品例  
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応用化学工学科 「応用化学コース」  

 

70. 講義名 ：自由にタンパク質をつくる  

講師  ：今高寛晃  

内容  ：タンパク質は体の構成成分であり、ほぼすべての生

体機能を司っています。タンパク質は細胞の中で作られていますが、 

近年、  試験管内タンパク質合成システム、特に再構成型タンパク

質合成システムの開発が注目を集めています。このシステムを利用

すると、タンパク質を人工的にデザインし、新規な機能を有するタ

ンパク質も自由に合成できるようになります。講義では、この試験管内タンパク質合成の応用と

して、人工ウイルスや人工細胞の開発についてお話しします。  

 

71. 講義名 ：炭素資源から有機材料へ  

    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。  

 

72. 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。  

 

 

73. 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。 

 

ナイロン分解酵素の 
立体構造  

開始 伸長 終結

eIF1
eIF1A
eIF2
eIF2B
eIF3

eIF4A
eIF4B
eIF4E
eIF4G
eIF5

eIF5B
PABP
DHX29 eEF1A

eEF1B
eEF2

eRF1
eRF3

Ribosome

tRNAs

20 ARSs

Amino acids

AAAA

フォールデイング
Chaperones

ヒト因子由来再構成型タンパク質合成システム

 

 
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？  
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74. 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。   

 

 

75. 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。   

 

 

76. 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。  

 

77. 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 二重らせん構造の基礎的

な話から始め、DNA 折り紙法で作る二次元・三次元の様々

なナノ構造体や薬を運ぶ DNA ロボット等、化学の観点か

ら行われている先端研究について講義する。  

水に「溶けた」グラフ
ェン酸化物  

放射光の可視光成分像  

図．光る DNA のイメージ 

DNA 折り紙構造体 
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78. 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  

    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す。  

 

79. 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。  

 

80. 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。）  

 

81. 講義名 ：有機電子材料の設計とエレクトロニクス  

    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

小さく固体中で規則正し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。本講義では、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スデバイスへの応用研究

について紹介する。  

農薬を分解するバクテリア 

 
速い電子移動を行える化合物

e-

S N

SN

S

S

F3C

CF3

DNA 分子材料 
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82. 講義名 ：エネルギー・環境分野で活躍する無機材料  

講師  ：嶺重 温  

内容  ：固体の中を電気が伝導するとき、その担い手とし

て活躍するのは通常は‘電子’である。しかし最近は‘イオン’が固体

の中を伝導する材料が大きく注目されている。固体の中のイオン

の動きは水溶液中での振る舞いと随分と異なるが、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

役割を演じる。本講義では、イオンが高速に動く無機材料の開発

の歴史や、その動き方、さらに未来の自動車の開発に向けた先端

の取り組みを説明する。  

 

 

 

 

 

 

83. 講義名 ：水と高分子  

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？セッケン、高分

子、最新がん治療の関係とは？身近に経験している現象と水溶

性高分子、最先端の研究について、科学的視点から「実験」と

「実習」を交えながらやさしく解説します。  

 

 

 

84. 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

ノレベル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

ベンゼンやアン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、紫外光を照射すると、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、回転や歩行などの新たな運動モードの開

発や、出力の向上などを行っている。  

 

 

 

 セッケンと高分子の驚くべき関

係とは？？ 

紫外光と熱で変形する繊維 

 

燃料電池車 

 

電気自動車 
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85. 講義名 ：タンパク質の凝集と疾患  

講師  ：町田幸大  

内容  ：近年、ヒトのタンパク質凝集と神経変性疾患の関連性が明らかにされ、疾患の原

因となるタンパク質の凝集機構の解明と、凝集抑制因子のスクリーニングは効果的な予防法や治

療法の開発に繋がると期待されています。本講義では、タンパク質凝集を防ぐ働きがある「分子

シャペロンの細胞内における役割」や「細胞様 GUV を利用したタンパク質凝集再現システム」

など最新の研究についても紹介します。  

      

 

                    

86. 講義名 ：電池の発展史 －ボルタ電池からポストリチウムイオン電池まで－  

講師  ：稲本純一  

内容  ：イタリアの科学者ボルタが「電池」を発明してから

200 年超。今では電池（＝バッテリー）はスマートフォンなどの

ポータブル機器や、最近では電気自動車などにも使用されており、

現代の文明社会で必要不可欠な存在となっている。本講義ではこ

のような電池の発展の歴史を、高校レベルの化学の知識を交えな

がらわかりやすく解説する。  

 

 

 

 

 

応用化学工学科 「化学工学コース」  

 

87. 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。  

 

ボルタ電池 
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88. 講義名 ：チタン酸鉛単結晶の作り方   

講師  ：小舟正文  

内容  ：チタン酸鉛 (PbTiO3)は、1950 年に Shirane らによ

ってその強誘電性が発見され、電子部品の機能素子材料として自

動車、医療、通信、航空宇宙関連など広範な産業分野においてそ

の応用展開が期待されている。本講義では、1987 年に私が世界

に先駆けて PbTiO3 単結晶の育成に成功した事例を挙げて、技術

的背景、開発コンセプト、育成プロセス、育成結晶の種々の特性

などについてわかり易く概説する。次に、この開発を契機に次々

と開発された焦電型赤外線センサ、圧電アクチュエータ及び強誘

電体不揮発性メモリ (FeRAM)などの最新の技術開発についても

紹介する。  

 

 

89. 講義名 ：物質の分離と熱力学  

講師  ：前田光治  

内容   ：熱力学を基礎とした物質の普遍的な相変化や相平衡について解説し、分離のしく

みや原理を、温度、圧力、濃度を操作因子として具体的に操作できることを説明する。また、実

際の産業でも行われている液液、気液、固液系の分離のしくみについても紹介する。  

 

図１ メタノール＋水の気液平衡   図２ 蒸留によるメタノール＋水の分離操作  

（上：温度－メタノール組成、下：気体の組成－液体の組成）（(a):単純加熱型、(b):蒸気吹出型）、

(c)蒸留塔）  

 

フラックス徐冷法により育
成した PbTiO3単結晶 
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90. 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。 

 

 

 

91. 講義名  ：めっきの不思議  

    講師  ：八重真治  

    内容  ：めっきに関する簡単な実験を演示して、水溶液か

ら金属膜が形成される時に感じる「不思議な感動」を味わっても

らいます。物質を構成するイオンや原子について、具体的で分り

やすい実例を挙げて、物質全般に興味をもってもらうことを目的

に講義します。 

 

 

 

 

 

92. 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  

エントロピ－の概念を
確立したボルツマン  

スライドガラス上への  
無電解コバルトめっき  



- 28 - 

 

93. 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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

94. 講義名 ：太陽光発電の未来  

    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。  

 

 

 

95. 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。 

 

 

 

 

太陽光発電パネル  

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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96. 講義名 ：単細胞生物からジェット燃料を！  

講師  ：伊藤和宏  

内容  ：次世代バイオ燃料として微細藻類が着目されていま

す。本講義では、まず化石燃料（石油）の起源と枯渇の可能性、ま

た、地球温暖化への影響について解説します。  

次に単細胞生物の一種である『微細藻類』に蓄えられた油脂からジ

ェット燃料を作る世界各国の取り組みを紹介し、最後に、兵庫県立

大学での大規模培養プロジェクトや、化学工学コースのマイクロバ

ブル濃縮技術についてお話します。  

 

 

 

97. 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。  

 

 

 

98. 講義名 ：手作りチョーク  

講師  ：佐藤根 大士 

内容  ：日々の授業で先生が使用して

いるチョークを、新聞紙、紙粘土、食紅とい

った身近な材料を用いて作製します。円柱状

に限らず、自由な形に成形可能なので、自分

だけのチョークを作れます。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

かんたんに勉強してもらいます。  

 

 

水溶液から合成した様々な鉄酸化物  
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99. 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。  

 

 

100. 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。  

 

101. 講義名  ：金属の製錬  

    講師  ：山本宏明  

    内容 ：銅や鉄、アルミニウムなど身の回りでよ

く見かける金属は、右写真のような酸化物や硫化物な

どの鉱石を採掘して、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利用さ

れているか、資源の枯渇やリサイクルの重要性につい

て解説する。  

 

102. 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。  

 

シリコンの格子像  

防弾チョッキで止まった弾丸  

左：銅鉱石    右：鉄鉱石 

常温で液体の塩「イオン液体」  
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103. 講義名 ：金属の触媒特性  

講師 ：野﨑安衣  

内容 ：金属触媒は、自動車の排ガス浄化やカイロ等、身

近なところで広く利用されています。金属触媒の特性は金属の

種類・形状・原子配列等によって大きく変わることが知られて

おり、講義では、金属の構造が触媒特性に与える影響について

解説します。  

 

 

104. 講義名 ：レーザー光を利用した深海底の元素分析  

講師  ：松本 歩  

内容  ：近年、レアメタルなどの鉱物資源が眠る深海底に注

目が集まっており、効率的な調査を行うための水中その場分析法の

開発が求められています。その一つとして、レーザー誘起ブレーク

ダウン分光法（LIBS）が期待されています。本講義では、LIBS の基

礎となるレーザーアブレーションや発光分光分析の原理を解説する

とともに、深海 LIBS 装置の開発状況や海底調査の様子を紹介しま

す。 

 

 

 

 

 

 

多孔質 Ni 触媒の SEM 像 

プラズマの発光領域  
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