
 

 

 

 
 

２００６年７月２９日（土）・３０日（日） 神戸大学神大会館・理学部 

主催：神戸大学理学部 

 

趣 旨 

神戸大学理学部では，従来の「公開講座」の内容を充実・発展させ、２００１年から「サイエン

スセミナー」を毎年開催し、科学５分野（数学，物理学，化学，生物学，地球惑星科学）について

の最新の研究をわかりやすく紹介しております。 日常なかなか触れる事のできない「科学のおも

しろさや楽しさ」や「科学と社会のつながり」を幅広い世代の方々に理解し、体験していただく事

を目的にしています。セミナーは,高校生以上を対象としており，参加料は無料です。多くの方が

受講されることを期待しています。 

 

実施方法 

第１日目は全体講演会で、神大会館六甲ホールで科学５分野の最近の話題についてのセミナーを

受講者全員が受講します。第２日目は分野別セミナーで、受講者は５分野のいずれかに分かれて受

講し、より詳しい講義あるいは簡単な実習を通じて、それぞれの分野についての理解を深めます。 

なお、２日目の分野別セミナーは、各分野３０名程度（全体で１５０名程度）を予定しております

ので、受講申込票には、必ず第１希望及び第２希望を明記のうえ、下記によりお申し込みください。 

おって、２日間セミナーを受講された方には、修了証書を授与いたします。 

 

ホームページ：http://www.sci.kobe-u.ac.jp/seminar/index.htm    

http://www.sci.kobe-u.ac.jp/seminar/index.htm


１．期 間：平成１８年７月２９日(土)・３０日(日) 

２．時 間：２９日(土)１０：００～１７：００ 

３０日(日)１０：００～１５：２０ 

３．場 所：神戸大学神大会館 (第１日目) 

神戸大学理学部  (第２日目) 

４．参加資格：高校生・一般市民 

５．定 員：150 名（定員になり次第、締め切ります。） 

６．受 講 料：無料 

７．申し込み方法など 

(1)期間 

平成１８年６月５日(月)から申し込みを受け付け、定員になり次第、締め切ります。 

(2)手続き 

受講申込票に必要事項を記入し、神戸大学理学部総務係へ郵送又はＦＡＸ願います。また、

電子メールによる申込みは、必要事項をメールにて送付願います。なお、受講が決定した

方には、７月１４日(金)までに御連絡いたします。 

(3)連絡問合せ先 

神戸大学理学部総務係 

 電 話：０７８－８０３－５７６１ 

 ＦＡＸ：０７８－８０３－５７７０ 

 メール：hwada@pearl.kobe-u.ac.jp 

 〒657-8501 神戸市灘区六甲台町１－１ 

 

セミナー日程 

第１日目 

開講式 

１０：００～１０：１０ 神戸大学理学部長 挨拶 

全体講演：サイエンスの今（講演５０分、質疑１０分） 

１０：１０～１１：１０ 見える対称性と隠れた対称性 齋藤 政彦 教授 

１１：２０～１２：２０ シンクロトロン放射光が拓く光科学 難波 孝夫 教授 

１２：２０～１３：１０ 昼休み 

１３：１０～１４：１０ 生命と生体膜・膜タンパク質 鍔木 基成 教授 

１４：２０～１５：２０ 遺伝子で調べる海の外来生物の起源 川井 浩史 教授 

１５：２０～１６：００ 休 憩（お茶の会） 

１６：００～１７：００ 地震の本質を知って地震に親しもう 石橋 克彦 教授 

 

第２日目 

分野別セミナー（詳細は別紙プログラムを参照してください。） 

１０：００～１２：００ セミナー 

１２：００～１３：００ 昼休み 

１３：００～１５：００ セミナー 

閉講式 

１５：００～１５：２０ 修了証書授与 



７月２９日（土）（第１日目） 

 

全体講演要旨 

 

○ 題目：「見える対称性と隠れた対称性」（１０：１０～１１：１０） 

講師：齋藤 政彦 教授（理学部数学科） 

要旨： 対称性は、絵画、建築、デザインなどいたるところに現れています。 

一方、直接目には見えない隠れた対称性が自然現象や数学において重要な働きをしている事

が知られています。 

 この講演では平面のパターンの分類や、３次元空間の中の正多面体の分類、回転群と光学

的異性体、代数方程式の解と係数の関係とガロア理論など見える対称性や隠れた対称性が大

きな意味をもつ数学の分野について概観したいと思います。さらに近年、数理物理学の統一

原理の候補として取り上げられている超弦理論におけるミラー対称性予想の数学的側面を

解説したいと思います。 

 

 

○ 題目：「シンクロトロン放射光が拓く光科学」（１１：２０～１２：２０） 

講師：難波 孝夫 教授（自然科学研究科/理学部物理学科） 

要旨： 皆さんは表題にある「シンクロトロン放射光」について知っていますか？加速器によっ

て光の速度まで加速された電子が磁場の中を通過するときに力を受けて曲がり、その軌道の

接線方向に電子が放射する強力な電磁波を「シンクロトロン放射光」と呼んでいます。その

最大の特徴はＸ線から赤外線までの光が万遍無く全て放射されるということと、その 光の

光子密度が極めて高いということです。このように大学や企業の実験室で用いている光源に

は無い数々の優れた特徴があることから、今では光を使う様々なサイエンスやテクノロジー

の分野で無くてはならない実験手段であると考えられています。ですからそのような「放射

光」施 設は今や世界中に建設されていて、日夜激しい競争の中で様々な利用研究が行われ

ています。その中でも 1997 年に我が国の兵庫県西播磨 地区に建設された SPring-8 は世界

最高の性能を誇るもので、世界の何処に行っても得られない質の高い光が得られますから

SPring-8 で行われた研究が新聞のサイエンス欄に世界に誇る研究成果としてたびたび紹介

されています。この講演では SPring-8 から発信 された最先端の光科学の内容を分かり易く

紹介します。 

 

 

○ 題目：「生命と生体膜・膜タンパク質」（１３：１０～１４：１０） 

講師：鍔木 基成 教授（自然科学研究科/理学部化学科） 

要旨： 細胞は「膜」に仕切られた生命の基本単位であり、生命が機能するためには「生体膜」

の存在が必要不可欠です。生体膜は単に外界と内界とを仕切るバリアーではなく、生体膜中

に存在する膜タンパク質によって行われるいろいろな「情報・物質・エネルギーのやりとり」

を遂行するための「場」を提供しています。講演では膜タンパク質が深く関与している、「生

体エネルギー変換」と「膜貫通電子伝達反応」、そして「情報伝達」に関する話題を提供し

ます。 

 



○ 題目：「遺伝子で調べる海の外来生物の起源」（１４：２０～１５：２０） 

講師：川井 浩史 教授（内海域環境教育研究センター／理学部生物学科） 

要旨： 人間活動のグローバル化によって、様々な生物が意図して、あるいは意図せずに大陸や

大洋を越えて運ばれ、そこに外来生物として侵入・定着し、生態系を乱しています。この状

況は陸上の生態系だけでなく、海の生態系でも同じで、例えば日本からワカメやホンダワラ

の仲間など多くの種類がヨーロッパ、オセアニアをはじめとする世界各地に運ばれて繁茂し

問題になっており、また逆に外国からも多くの貝やカニ類が侵入し、拡散、定着しているこ

とはよく知られています。このような移入を防ぐためには、それらの生物がどこからどの様

にして運ばれたか、ということを明らかにすることが重要ですが、海の生物移入の実態を調

べるのはなかなか難しいこと

です。しかし、最近これらの生

物の遺伝子的な多様性を明ら

かにし、地域間で比較すること

でどこからどの様に拡がった

かを推定することが可能にな

りました。ここでは、私たちの

研究室で行っている海藻類の

研究を中心に、海の外来生物に

関する話題について紹介しま

す。 

 

 

 

 

 

 

○ 題目：「地震の本質を知って地震に親しもう」（１６：００～１７：００） 

講師：石橋 克彦 教授（都市安全研究センター/理学部地球惑星科学科） 

要旨： 「地震」とは、地球表層の岩石圏の中に突然破壊が生じて地震波が放出される現象です。

それは、短時間に地球で起こる自然現象としては驚くべき大規模なものになることもあり、

例えば 2004 年スマトラ沖地震は

のセミナーでは、そのような地

下の現象がなぜ・どのように起

こるのかについて、最新の研究

成果の要点を紹介します。また、

地震の本質を知って現代日本社

会を振り返ると、それがいかに

危ういものであるかを指摘して、

「大地動乱の時代」を生きてい

く皆さんが「地震との共存」を

考えるきっかけにしてほしいと

思います。 

、日本の本州全体が約 20ｍも動くような出来事でした。こ



７月３

野別セミナー要旨 

 数学セミナー１（１０：００～１２：００） 

 

れています。携帯電話を見ても、縁取りの曲線、ボ

ン

を体系的に述べた最初の本ですが、そこでは 

る１点からそれへひかれた

と、 うな定義ですね。 

曲線の性質につい

て

 

 数学セミナー２（１３：００～１５：００） 

 

媒質内に生じた振動が周りに伝わって行く現象、

ら

 

 物理学セミナー１（１０：００～１２：００） 

理学科） 

導」現象。1911 年に初めて Kammerlingh Onnes によ

０日（日）（第２日目） 

 

分

 

○

題目：「円と直線といろいろな曲線」 

講師：佐々木 武 教授（理学部数学科）

要旨： 身の回りにはいろいろな曲線があふ

タ の形、ボタンの配列の曲線と様々です。例えば、高速道路の湾曲する優美な曲線はどん

なにして出来ているのでしょう。 

 ユークリッドの「原論」は幾何学

・直線とはその上にある点について一様に横たわる線である。 

・円とは一つの線にかこまれた平面図形で、その図形の内部にあ

すべての線分が互いに等しいものである。 

定義されています。わかったようなわからないよ

この講義では、平面図形の基本要素である直線と円を巡る話題、様々の

解説します。 

○

題目：「波の方程式－数式的表現と取り扱いから」

講師：高岡 秀夫 助教授（理学部数学科） 

要旨： 自然界には、水面の波、音の波という

さ には光の電磁波的な振動が伝わって行く現象などの波動現象が見られます。私たちはこ

のような現象に対し、観測や実験から理解を目指したり、あるいは理論的なモデルを作った

りしてその性質を詳しく調べようとします。ここでは、理論的なモデルとして作成された波

動現象の数式を題材として、方程式の持つ数学的性質に関する話題について解説したいと思

います。 

○

題目：「最近の超伝導研究」 

講師：水戸 毅 助手（理学部物

要旨： 物質の電気抵抗がゼロになる「超伝

って発見されました。物質は非常に多彩な性質を示しますが（電気を流したり、磁石の性質

を示したり、など。これらをまとめて「物性」と呼びます。）、中でも超伝導は最も多くの研

究者 達が魅了され、また頭を悩ませてきた物理現象の一つです。その後、1986 年には「高

温超伝導体」が発見され、研究熱は最高潮を迎えました。高温超伝導体とは、超伝導状態に

なる温度（超伝導転移温度）が、それまでの超伝導体より遥かに高い（液体窒素温度（-196℃）

を超える）物質を呼びます。現在でも多くの専門家達が、超伝導メカニズムの解明と新しい

超伝導体を求めて、活発な研究を行っています。この講演では、こうした超伝導研究の現場

から最近の話題について紹介します。特に、近年多くの研究者が研究手法の一つとして「圧

力」というパラメタを使うようになりました。圧力によってどのような変化が現れ、それが

超伝導メカニズムの本質とどの様に関わっているのか、について解説いたします。 



○ 物理

物理学科） 

きないもの）が素粒子です。また、素粒子の間

働

 

 化学セミナー１（１０：００～１２：００） 

/理学部化学科） 

を作り出すイメージがあると思

 

 化学セミナー２（１３：００～１５：００） 

） 

非常

学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「素粒子の世界を探る」 

講師：川越 清以 助教授（理学部

要旨： 物質の究極の構成要素（これ以上分解で

に く基本的な力は、素粒子のやりとりで伝えられます。素粒子物理学は素粒子と素粒子の

間に働く力について研究する学問です。また、素粒子と宇宙には密接な関係があり、素粒子

の研究を通じて、宇宙の謎が解けると期待されています。素粒子はとても小さく、顕微鏡を

使っても（電子顕微鏡でも）見えません。本セミナーでは、その見えない素粒子をどうやっ

て観測するか、まず解説します。そして素粒子実 験の最前線の研究について、わかりやす

く紹介します。 

○

題目：「レーザー光で探る分子の世界」 

講師：石川 春樹 助教授（自然科学研究科

要旨： 化学反応というと試験管の中で試薬を混ぜて新しい物質

います。ではその試験管の中では何が起こっているのでしょうか。それを突き詰めていくと、

分子や原子の衝突により起こる原子間の化学結合の切断と生成ということになります。化学

反応の理解や制御には、分子がどの方向から近づいてきて別の分子のどの部位に衝突しどの

ような構造をした反応中間体を経

由して反応生成物ができるかとい

うような、原子や分子 1 個 1個のス

ケールで化学反応の観測が必要で

す。現在の原子分子のスケールでの

化学反応の観測にはレーザーが活

躍しています。本セミナーではレー

ザー光を用いた化学反応の観測に

ついて実演を交えてわかりやすく

紹介します。 

○

題目：「光とガラスの不思議な関係」 

講師：内野 隆司 助教授（理学部化学科

要旨： ガラスは紀元前エジプトの時代から存在する

に歴史の深い材料です。食器やコップ，窓ガラスな

ど我々の身の回りには様々なガラス材料があります。

また，普段目にはふれませんが，光ファイバーや電

子部品にもガラス材料が用いられています。このよ

うに，ガラス材料は，日常生活のみならず，最先端

の光，電子技術にもなくてはならない存在となって

います。セミナーでは，このように古くて新しい材

料であるガラスについて，特に光との関わりに焦点を

の最新の研究成果まで，実演を交えながらわかりやすくお話します。 

あてて解説し，ガラスの誕生から現在



○ 生物

生物学科） 

ているのでしょうか。植物には目はありません

 

 生物学セミナー２（１３：００～１５：００） 

シグナル研究センター／理学部生物学科） 

に賢い動き

 

 地球惑星科学セミナー１（１０：００～１２：００） 

/理学部地球惑星科学科） 

ような天気予報がで

る

 

学セミナー１（１０：００～１２：００） 

題目：「植物が見ている世界」 

講師：七條 千津子 助手（理学部

要旨： 植物は光に溢れた世界をどのように眺め

が、目の働きをする光受容体と呼ばれる色素タンパク質分子を一つ一つの細胞の中に持って

います。地上に出た芽生えが双葉を開き緑色になるのも、窓際に置いた植物が光の方向に曲

がるのも、また有害な紫外線から身を守るための色素（アントシアニンなど）をつくるのも、

植物が光受容体を使って、しっかりと環境を見極めているからです。現在知られている光受

容体には、フィトクロム、クリプトクロム、フォトトロピン、UV-B 光受容体などがありま

す。これらが協力しあって植物が光環境を識別する仕組みをお話し致します。また植物の世

界を身近に感じて頂くために、簡単な実験も予定しています。 

 

○

題目：「細胞の中の宅配便」 

講師：斎藤 尚亮 教授（バイオ

要旨： 細胞外からの信号を細胞表面の受容体が受け取り、

細胞の中へ信号を伝え、細胞の中でさらに様々な情

報の伝達が行われます。しかし、それぞれの情報は、

細胞内にある数多くの分子に無差別に伝えられるわ

けではなく、必要な情報の受け取り手にのみ伝えら

れます。つまり、細胞の中には、この伝えるべき相

手を選別し、必要な時に、情報を伝える宅配便のよ

うな機構が存在します。生きた細胞の中でこれらの

分子の動きを実際に見ることによって、細胞の中の

分子の配達の機構を研究しています。 

 細胞の中のちっぽけな分子が予想以上

をしていることを紹介します。 

 

○

題目：「コーヒーカップの中の低気圧」 

講師：岩山 隆寛 助教授（自然科学研究科

要旨： 近年，数日以内の天気予報は極めて正確になってきています．この

き 理由は，大気の運動が物理法則によって記述することができるからです．このセミナー

では，実験を交えながら，特に温帯地方の天候を左右する高低気圧を支配している物理法則

について解説します．物理法則と聞いて「難しい」といったイメージをもたれるかもしれま

せんが，実は極めて身近な現象（例えば，詰まって出なくなった醤油差しやティーカップの

中に沈んだ茶葉）の中にそれらは隠れているのです．このセミナーを通じて，壮大な大気現

象を支配している物理法則を身近に感じていただければと思います． 



○ 地球惑星科学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「小惑星の正体」 

講師：中村 昭子 助教授（自然科学研究科/理学部地球惑星科学科） 

要旨： 小惑星は、その多くが火星と木星の間に軌道をもちますが、最大でも直径が約 1000km と

小さいために、内部の熱進化があまり進行せずに太陽系形成初期の情報をとどめた始原天体

であるとされています。また、私たちが手にする地球外物質の一つである隕石の多くは、小

惑星を起源としていると考えられています。小惑星は、その地球衝突の危険性の観点からも

興味がもたれています。 

 最初で最大の小惑星セレスが発見されたのは 1801 年のことですが、それから 200 年、私

たちが望遠鏡、探査機、室内実験分析、数値シミュレーションを駆使して迫った小惑星の正

体について紹介します。 

 

 

（お願い）セミナー開催日は食堂が閉まっておりますので、昼食は各自御持参ください。 

 

・阪急神戸線「六甲」、ＪＲ神戸線「六甲道」又は、阪神本線「御影」駅から、 

神戸市バス３６系統「鶴甲(つるかぶと)団地」行きに乗車、「神大文・理・農学部前」下車。 

（阪急六甲駅から約１０分、ＪＲ六甲道駅から約１５分、阪神御影駅から約２５分） 

 

 

 

------------------------------ キ リ ト リ セ ン ------------------------------ 

 

受 講 申 込 表 

ふりがな 

氏 名 男・女 

年

齢 歳

住 所 

電 話 

メールアドレス 

〒 

高 校 名 

勤務先名 

（  年生）

分 野 別 

セミナー 

希 望 

第１希望：             第２希望： 

 

希望セミナー名をご記入願います。（重複した場合は、抽選などを行います。） 

 

* 分野別セミナー名：数学セミナー・物理学セミナー・化学セミナー・ 

生物学セミナー・地球惑星科学セミナー 

(注)上記セミナーは終日ですので、１時限目・２時限目を別のセミナーにすることはできません。 


