
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００７年７月２８日（土）・２９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１９年７月２８日(土)・２９日(日) 

２．時 間：２８日(土)１０：００～１７：００ 

２９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１９年６月７日(木)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１３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 理学研究科長 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 『火山に関するサイズの話』 佐藤 博明 教授 

１１：２０～１２：２０ 『計算の歴史からたどる数と確率』 福山 克司 教授 

１２：２０～１３：１０ （昼休み） 

１３：１０～１４：１０ 『強磁場が拓く新しい物性の世界』 太田 仁 教授 

１４：２０～１５：２０ 『分子を観る』 冨宅 喜代一 教授 

１５：２０～１６：００ （休 憩）＜お茶の会＞ 

１６：００～１７：００ 『食いしんぼと怒りんぼの生物学 

  ―動物行動のしくみを考える』 尾崎 まみこ 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 

１５：１０～１５：２０ 修了証書授与 



７月２８日（土）（第１日目） 

 

全体講演要旨 

 

○ 題目：「火山に関するサイズの話」（１０：１０～１１：１０） 

講師：佐藤 博明 教授（理学研究科地球惑星科学専攻） 

要旨： 自然界には特徴的なサイズを持たない（自己相似的な）現象が数多くある。地震、天体

衝突等とならんで、火山噴火の規模もその例で、冪分布を示す。サイズ分布は、それを形成

するプロセスが対応するが、地球惑星現象ではしばしばこのプロセスに複数のパラメータが

働くことが多く、サイズ分布の成因を突き止めるのは容易ではない。このセミナーでは火山

に関連する、火山体体積、噴火規模、火口径と噴出物量、崩落型火砕流の頻度分布、火砕物

のサイズ分布、気泡サイズ分布、結晶サイズ分布などの話題について紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 題目：「計算の歴史からたどる数と確率」（１１：２０～１２：２０） 

講師：福山 克司 教授（理学研究科数学専攻） 

要旨： 世の中にある整数の最上位桁が１である確率は他の数字である確率より高いと言われて

いる。Benford の法則と呼ばれるものがそれである。 

 この講義ではいろいろな数値データで、この法則が成り立つことを確認したうえで、電子

計算機出現以前の計算の歴史をみながらこの法則の発見の経緯をたどる。歴史的な計算法、

特に計算尺を用いた計算を実体験する。 

 さらに確率統計の様々な立場からこの法則の成立する理由を考える事を試みる。 

 

○ 題目：「強磁場が拓く新しい物性の世界」（１３：１０～１４：１０） 

講師：太田 仁 教授（分子フォトサイエンス研究センター/理学研究科物理学専攻） 

要旨： 物質は電気を流すものがあったり、磁石になるものがあったり、非常に多様な性質を示

しますが、さらに極限的な環境ではそれまでに想像もしなかったような新しい性質があらわ

れたりします。例えば、温度を下げていくとある温度以下の低温で電気抵抗がゼロになるよ

うな超伝導現象があらわれたりします。温度と同様に、磁場をどんどんかけていくとそれま

でとは全く異なる新しい性質があらわれることがあります。最近、低温で絶縁体だった有機

物が、磁場をかけていくと金属になり、さらに強い磁場中で超伝導になるものがみつかりま

した。しかし、この現象を観測するにはピップエレキバンの１００倍以上の磁場が必要です。

そして、このような強磁場を発生するには高度なテクノロジーが必要です。この講演では、

先端テクノロジーを駆使した強磁場発生方法を紹介するとともに、その強磁場を用いて解明

された新しい物性に関する最近の話題について解説したいと思います。 



○ 題目：「分子を観る」（１４：２０～１５：２０） 

講師：冨宅 喜代一 教授（理学研究科化学専攻） 

要旨： 自然はそこに浸って生きている人類にとって、限りなく広く深く、尽きせぬ好奇心、探

究心をそそり続けて止まない存在である。この自然を科学する中で、文明を支える非常に多

くの現象や物質が発見されてきた。そして、さらに生活、医療や環境を支える新しい物質開

発が進められている。この自然科学の研究の中で、

要となるのは物質を構成する原子・分子を観測する

手法である。X線や電子線を使って始まった分子の

観測は、光科学の賜物であるレーザーやコンピュー

ターの進歩と相俟って飛躍的に進歩し、一分子の動

きも捉えることが可能となってきている。この「分

子を観る術」は、我々に新たな物質観を与え、新し

い科学の発展へと導いている。講演では、分子を観

る手法を化学の視点から紹介し、研究者の絶え間な

い自然への挑戦を垣間見て頂く。 

 

○ 題目：「食いしんぼと怒りんぼの生物学－動物行動のしくみを考える」 

（１６：００～１７：００） 

講師：尾崎 まみこ 教授（理学研究科生物学専攻） 

要旨： 腹が減っては戦にならぬ・・・ヒトに限らず、動物は生きるためには、まず食事。食が

足りれば、自己や家族や仲間を守るために時に闘わなければならない。さまざまな動物行動

発現のしくみについて、今回は摂食と攻撃に的を絞って「センサー(感覚受容神経)」「センタ

ー(脳・中枢神経)」「エフェクター（運動神経・筋肉）」とつながる神経ネットワークシステ

ムと、そのシステムの中で働く分子メカニズム、脳内物質によるシステム調節などを通して

話していきます。行動の分子生物学自体、産声を上げたばかりの学問ですが、遺伝子と行動

を直結しても行動発現のしくみを理解できたとはいえません。そこで、特徴ある行動を抽出

し研究しやすいモデル動物を選んで、遺伝子や機能分子に支えられている細胞、神経細胞が

機能的に結ばれてできた神経ネットワーク、神経ネットワークに支配される個体行動、個体

間・個体-環境間の相互作用など、生物学的階層性を貫いた研究に敢えて大胆に挑んでいきま

す。このような基礎生物学的研究をとおして、本能と経験学習、やる気や好き嫌いの成立、

家族や社会の起源など、私たちヒトの振る舞いにも通じる概念が理解される日が来るかもし

れません。 

 

（図）マキシラリパルプスから入力する 

おいしさを増す匂い情報(赤)と、 

触角神経から入力する一般臭（緑） 

の情報がたどる神経経路。 



７月２９日（日）（第２日目） 

 

分野別セミナー要旨 

 

《 数学セミナー 》 

 

○ 数学セミナー１（１０：００～１２：００） 

題目：「オイラーの数学から―『無限解析序説』への招待」 

講師：野海 正俊 教授（理学研究科数学専攻） 

要旨： レオンハルト・オイラー（1707-1783）は 18 世紀を代表する科学者の一人であり、数学・

天文学・物理学の広範な領域にわたって、その後の自然科学の発展に計り知れない影響を与

えた人物である。この講演では、オイラーが 1748 年に著した『無限解析序説』第１巻（邦

訳「オイラーの無限解析」高瀬正仁訳、海鳴社）の内容を題材としてオイラーの数学の一端

を紹介しながら、オイラーの数学のどういうところが、どういう風に面白いかをお話しした

い。『序説』は、無限級数、無限乗積、無限連分数といったさまざま無限を系統的に取り扱

うためのアイディアを集約した書物で、250 年を経た現代の読者にも新鮮な感動を与えてく

れる。 

 

○ 数学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「四次元の世界を見る」 

講師：佐藤 進 准教授（理学研究科数学専攻） 

要旨： 私たちの目の前に広がっている空間は三次元である。それゆえ四次元といわれると、そ

れは想像を超えた不思議な世界となる。じっさい鳥かごの中の小鳥は扉を開けなくても逃げ

ることができる。電気製品の絡まったコードはたちどころにほどける。開腹しなくても患部

を除去できるからお腹に傷跡も残らない。たしかに想像を超えている。でも私たち三次元人

間は二次元世界つまり平面を見ることができる。もし平面に生きる二次元生物がいたとした

ら彼らにとっての三次元世界は、私たちにとっての四次元世界と同じくらい不思議に映るの

ではないだろうか。このセミナーの目的は一次元と二次元、二次元と三次元の間を自由に移

行しながら、最終的に三次元と四次元の間も移行してしまうことである。 

 

《 物理学セミナー 》 

 

○ 物理学セミナー１（１０：００～１２：００） 

題目：「ニュートリノの不思議」 

講師：鈴木 州 助教（理学研究科物理学専攻） 

要旨： ニュートリノは、電子などともに、レプトンと呼ばれる素粒子の仲間で、その存在は 1950

年代の実験により確認されました。ニュートリノは他の物質と極めて稀にしか反応せず、ほ

とんどの物質を通過して行きます。この性質が、ニュートリノを検出器で捕えるという実験

的研究を難しいものとしています。 

 ところが近年、日本におけるカミオカンデ、スーパーカミオカンデ実験の成功により、謎

であったニュートリノの性質がわかりつつあります。ニュートリノには、電子タイプ、ミュ

ー粒子タイプ、タウ粒子タイプの３種類がありますが、飛行中にこの３種間で種類が変化す

るという現象（ニュートリノ振動）は、スーパーカミオカンデ実験によって初めて決定的観



測がなされました。ニュートリノ振動は、ニュートリノに質量がなければ起こりません。ニ

ュートリノが質量を持つかどうかは、素粒子物理学や宇宙物理学において、長年の疑問であ

り、重要な意義を持つことだったのです。 

 スーパーカミオカンデ実験のほか、つくば-神岡間長基線ニュートリノ実験（K2K 実験）

やカムランド実験など、日本におけるニュートリノ研究は続々と成果をあげ、今や世界のト

ップレベルにあります。 

 本セミナーでは、ニュートリノの実験的研究の現状、および、将来についてお話しします。 

 

○ 物理学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「超伝導とはどんな現象か」 

講師：久保木 一浩 准教授（理学研究科物理学専攻） 

要旨： 超伝導は金属などを極低温まで冷やした時に電気抵抗が突然ゼロになってしまう現象で、

今からおよそ 100 年前（1911 年）に発見されました。超伝導が起こる温度は臨界温度とよ

ばれ、20 年ほど前まで臨界温度はたかだか摂氏マイナス 250 度でしたが、最近では比較的

高い臨界温度で超伝導になる物質が発見されて、応用面からも注目が集まっています。 

 本セミナーではなぜこのような現象が起こるのか、そして臨界温度はどのようにして決ま

っているのか、わかりやすく説明したいと思います。 

 

《 化学セミナー 》 

 

○ 化学セミナー１（１０：００～１２：００） 

題目：「レーザー光で見る分子の動き」 

講師：富永 圭介 教授（分子フォトサイエンス研究センター/理学研究科化学専攻） 

要旨： レーザーが発明されてすでに 40 年以上が過ぎたが、分子の運動を探る上でレーザーは欠

かすことのできない装置である。特に、短い時間だけ光る「パルスレーザー」は、近年格段

の進歩をとげ、フェムト秒（１フェムト秒＝10-15 s）の時間スケールで分子の運動を追跡

することが可能となった。光は１秒間に地球を７周半回るが、１フェムト秒ではわずか 0.3

マイクロメートルしか進むことができない。分子は回転や振動などの運動をこの時間スケー

ルで行い、また化学結合が切れる、ねじれるといった化学反応もこの時間スケールで起こる。

すなわち、このようにレーザーを用いることにより、分子の運動を映画のコマ送りを見るよ

うに観測することができる。 

 

○ 化学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「有機化学ワールド：日常生活の有機化合物」 

講師：網井 秀樹 准教授（理学研究科化学専攻） 

要旨： 有機化合物は、私たち生体を構成する物質のみならず、医薬農薬に代表される生理活性

物質、快適な生活をもたらす高分子材料・・・といった現代生活に不可欠の化学物質です。

20 世紀後半には、これらの有用な化合物をつくる技術そのものが飛躍的に発展しました。特

に、「触媒を用いる技術」が果たした役割の大きさは計り知れません。本講義では、有機化

学の始まりから、日常生活に関わりのある化合物、例えばポリエチレン等の高分子材料や香

料等の身近な化合物の実例に触れ、その合成技術の変遷について解説します。さらに、医薬

や材料の開発に対して有機化合物がいかに利用されているかについて、実例を見ながら講義

します。 



《 生物学セミナー 》 

 

○ 生物学セミナー１（１０：００～１２：００） 

題目：「毒素の生物学」 

講師：前川 昌平 教授（理学研究科生物学専攻） 

要旨： この地球上で他の生物と競争して生き残るために生物は各種の毒素を生み出してきまし

た。これらの毒素はヒトにも有害なものが多いのですが、それらの働きを調べることで、細

胞のさまざまな機能が分子レベルで明らかになってきました。そしてそれらの知見を元にし

て新しい薬が開発されてきています。今回は神経系を中心に、神経細胞の機能遂行に関わる

種々の分子の働きとそれらの機能解明に貢献してきた生物毒について紹介します。 

 

○ 生物学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「藻類を通して見る生物の多様性」 

講師：羽生田 岳昭 助教（内海域環境教育研究センター／理学部生物学科） 

要旨： 藻類（そうるい）と聞いて皆さんはまず何を思い浮かべるでしょうか？食卓に並ぶ海苔や

ワカメ、昆布などからシャンプーなどに使われている海藻エキスのようなものまで、藻類は

我々の日常生活でごく普通に見られます。しかし、陸上植物と違って主に水中で生育する藻

類は多くの人々に取って直接接する機会が少なく、いったいどんな生物群なのかその生物学

的な側面をイメージできる人は少ないと思います。藻類を簡潔に定義することは難しいので

すが、現在藻類は一般的に「光合成の課程で酸素を発生する生物のうち、陸上植物（コケ植

物，シダ植物，および種子植物）を除く残り全て」と定義されます。この定義からも連想さ

れるように、藻類というのは多様な生物群の寄せ集めであることが近年の研究で明らかにな

っています。本セミナーでは、藻類の起源や系統、および葉緑体や光合成色素、DNA などと

いった形質から見た藻類の多様性を紹介するとともに、海藻類を用いた光合成色素組成の分

析実験を行うことによって、藻類の多様性の一端を感じとってもらいたいと思います。 

 

 

《 地球惑星科学セミナー 》 

 

○ 地球惑星科学セミナー１（１０：００～１２：００） 

題目：「星と惑星系の誕生」 

講師：相川 祐理 助教（理学研究科地球惑星科学専攻） 

要旨： 夜空にはたくさんの星が輝いています。これらの星は未来永劫変わらず存在するのでし

ょうか？いいえ、年老いた星は爆発などによってガスを周囲に振りまきます。ガスは宇宙空

間を漂い、やがてそのガスが材料となって新しい星が生まれます。現代の天文学は星が生ま

れる過程を詳細に解明しつつあります。また太陽のような星が生まれる際には多くの場合、

（太陽系のような）惑星系のもとになる「円盤」が星を取り巻いていることも分かってきま

した。講演では宇宙空間を漂うガスの進化や星・惑星系の誕生について解説します。 

 



○ 地球惑星科学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「地球惑星科学：見えるもの，見えないものをみる」 

講師：宮田 隆夫 教授（理学研究科地球惑星科学専攻） 

要旨： みなさんはサン・テグジュペリの「星の王子さま」の中に述べられている「かんじんな

ことは目に見えないんだよ」という言葉を聞いたことがあるかと思います。地球惑星科学（地

学）においても、「かんじんなものは目に見えないんだよ」とつぶやきたくなるような話を、

今日はみなさんに三つしたいと思います。一つは地球の磁場についての話です。次は応力（ス

トレス）と呼ばれ、地球の物質（地質）に作用し、変形をもたらす力の話です。三つ目は地

震とも関係する地下の隠れている断層の話です。そして最後に、それらが地球全体の動きと

どのように関係しているのかについても紹介したいと思います。 

 

 

（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。 

なお、キャンパス内のコンビニは利用できます。 

 

・阪急神戸線「六甲」駅、ＪＲ神戸線「六甲道」駅または、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 票 

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。 

 

本申込票に記入された個人情報は、神戸大学理学部サイエンスセミナー以外の目的には使用い

たしません。 


