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２００８年７月２６日（土）・２７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。２日間セミナーを受講された方には、閉校式にて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/       
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１．期 間：平成２０年７月２６日(土)・２７日(日) 

２．時 間：２６日(土)１０：００～１７：００ 

２７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２０年６月５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１１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：sci-soumu@office.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 『海底堆積物に刻まれた宇宙からのシグナル』 兵頭 政幸 教授 

１１：２０～１２：２０ 『フェルマー商に関係する数論』 山崎 正  教授 

１２：２０～１３：１０ （昼休み） 

１３：１０～１４：１０ 『コライダーで探る素粒子と宇宙』 川越 清以 教授 

１４：２０～１５：２０ 『界面の不思議な世界』 大西 洋  教授 

１５：２０～１６：００ （休 憩）＜お茶の会＞ 

１６：００～１７：００ 『遺伝子の損傷と修復』 菅澤 薫  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 
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７月２６日（土）（第１日目） 

全体講演要旨 

○ 題目：「海底堆積物に刻まれた宇宙からのシグナル」（１０：１０～１１：１０） 

講師：兵頭 政幸 教授（内海域環境教育研究センター／理学研究科地球惑星科学専攻） 

要旨： 地球の軌道は月や惑星の引力によって数万年～数十万年の周期で変化しています。その

結果、地球が受ける日射量も同じ周期で変化し、氷期と間氷期をくり返す気候が生まれま

した。また、最新の研究により銀河系内に起源をもつ宇宙線（銀河宇宙線）の大気圏への

流入量が気候を制御する可能性も出てきました。これら宇宙からのシグナルは気候や地球

環境の変化を介して海底堆積物に記録されており、その解読は地球システムの解明に欠か

せません。セミナーでは、私たちが行っている地磁気逆転による気候変化の研究も紹介し

ます。 

 

 

 

○ 題目：「フェルマー商に関係する数論」（１１：２０～１２：２０） 

講師：山崎 正 教授（理学研究科数学専攻） 

要旨： フェルマーは 17 世紀の数学者で、十数年前に証明されたフェルマーの最終定理で有名

です。彼の名前の付いた定理がいくつかあって、その一つに、素数 p と p では割り切れな

い整数 a に対し ap-1 -1 が p で割り切れるというのがあり、フェルマーの小定理と呼ばれ

ています。そしてその商 (ap-1 -1)/p をフェルマー商といいます。この講演では、フェル

マー商の計算例を紹介したあと、フェルマー商が関係するいくつかの数論の話題について

解説したいと思います。 

 

 

○ 題目：「コライダーで探る素粒子と宇宙」（１３：１０～１４：１０） 

講師：川越 清以 教授（理学研究科物理学専攻） 

要旨： 高エネルギーの電子や陽子を正面衝突させる装置をコライダーとよびます。コライダー

実験によって、物質の究極の構成要素である素粒子と基本的な力（相互作用）を解明でき

ます。また、宇宙のビッグバン直後の高エネルギー状態を再現することにもなります。も

うすぐ、世界最大・最高エネルギーの陽子陽子コライダーLHC が完成し、大規模な国際共
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同実験アトラスが始まります。アトラス実験

では、質量の起源と考えられているヒッグス

粒子や、宇宙の暗黒物質の有力候補である超

対称性粒子を発見できると考えられていま

す。LHC に続く国際リニアコライダー計画も

含め、コライダー実験について、わかりやす

くお話しします。 

 

 

 

 

 

 

○ 題目：「界面の不思議な世界」（１４：２０～１５：２０） 

講師：大西 洋 教授（理学研究科化学専攻） 

要旨： 二種類の物質が接する界面は物質や

エネルギーを入出力するインターフェ

ースであり、個性をもった分子たちが

その機能を担っています。固体表面を

針でなぞることで分子をひとつひとつ

観察する顕微鏡や、界面に存在する分

子だけを狙いうちに計測できるレーザ

ー分光法を用いて、界面分子の化学変

化を追跡した例を紹介します。 

 

 

 

 

○ 題目：「遺伝子の損傷と修復」（１６：００～１７：００） 

講師：菅澤 薫 教授（理学研究科生物学専攻／バイオシグナル研究センター） 

要旨： 私たちが生きていくためには、DNA に書かれた遺伝情報を読み出して機能分子（多くの

場合、タンパク質）を作ることが必要です。一方、DNA は非常に傷つきやすい分子で、遺伝

情報を護るためにはその傷を絶えず修復

し続けなくてはなりません。例えば「が

ん」は、ある細胞で遺伝情報の変化、す

なわち突然変異が蓄積した結果、異常な

増殖を始めることがその根本的な原因で

す。生まれつき DNA 修復に異常を持つ病

気を例にとり、私たちの日常生活、健康

にとって遺伝子の損傷とその修復が持つ

意味を解説します。 

 



5 

７月２７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：「数学的量子力学への橋渡し」 

講師：足立 匡義 教授（理学研究科数学専攻） 

要旨： 物質の微視的構造や、原子・分子などの微小な対象の内部構造を調べる手段の一つとし

て、粒子を調査対象に衝突させて、その衝突によって散乱されてくる粒子の分布の測定結

果を理論的に解析するというものがあります。量子力学における散乱理論はその解析の基

礎となる理論です。フォン・ノイマンによって量子力学の数学的理論がヒルベルト空間の

上で構築されて以来、関数解析学という数学的道具を用いて、量子力学の数理はさかんに

研究されています。例えば、量子力学の基礎方程式であるシュレーディンガー方程式をし

かるべき関数空間において解く際に鍵となるのは、数学の言葉で言うと、系を支配するハ

ミルトニアンの自己共役性です。その性質が保証されているとき、方程式の解はハミルト

ニアンが生成する時間発展作用素を用いて表されます。その時間発展作用素は、ハミルト

ニアンが時間に依存しない場合、ハミルトニアンの指数関数として表されます。この辺り

の数学的な内容を理解するためには、様々な無限を取り扱わねばなりません。その取り扱

いの一端をお話するのがこのセミナーの目的です。 

 

○ 数学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「コイン投げから確率過程へ」 

講師：矢野 孝次 講師（理学研究科数学専攻） 

要旨： 確率論とは偶然現象を捉える数学の分野です。偶然現象とは例えば、コインを投げたと

き表が出るか裏が出るかといったことですが、コインを一回投げて表か裏かを予言するよ

うなことに興味があるわけではありません。確率論の最も重要な問題のひとつは、コイン

を何回も何回も投げているうちに表の出る割合がだんだん二分の一に近づく、といったよ

うなこと、すなわち極限定理と呼ばれるものです。極限定理はごくありふれた自然現象の

中にあります。発見者の植物学者の名に因んでブラウン運動と呼ばれる微粒子の不規則運

動は、熱運動する水分子の衝突というランダムな摂動が瞬間々々に繰り返されることによ

って生み出されるものであり、ここで自然に確率過程の概念へと到達します。この講義で

は、最近の話題も交えながら、確率過程の極限定理について紹介したいと思います。 

 

《 物理学セミナー 》 

○ 物理学セミナー１（１０：００～１２：００） 

題目：「相対論の不思議な世界」 

講師：坂本 眞人 助教（理学研究科物理学専攻） 

要旨： 私達は相対性理論の世界に住んでいます。この理論は私達が感覚的に理解している世界

を正しく説明しますが、速さが光速に近づいた場合や重力が極端に大きくなった状況では、

私達の常識はもはや通用しないことを教えてくれます。そこには不思議な世界が広がって

いたのです。私達は誰もが同じ時間を共有していると思っていました。長さも誰が測って

も同じであると。しかしながら、それは速さが光速に比べて十分遅い状況でのみ正しいこ
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とを相対性理論は看破しました。人（観測者）によって時間の進みや長さは異り、時間と

空間の歪みが重力を生じるというのが、我々が住んでいる宇宙の本当の姿だったのです。

私の講演では時間の遅れや、長さの収縮、空間の歪みなど相対論の不思議な世界へ皆さん

をお連れしたいと思っています。 

 

○ 物理学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「光と色の科学」 

講師：河本 敏郎 准教授（理学研究科物理学専攻） 

要旨： 私たちの身のまわりには様々な形で光や色が現れます。空や海は青い。夕焼けは赤い。

虹は七色。蜃気楼がみえる。なぜでしょうか？ 花火やオーロラは夜空で輝き、サファイ

ア・真珠・オパールなど宝石は美しい色を見せます。これらの光や色は、すべて原子・分

子の発光や吸収が関係しています。光は波であるため屈折・回折・干渉・散乱など、単な

る光線としては扱えない性質をもっています。波としての性質は、様々な形で現れる光や

色、さらには高速インターネットを支える光通信や CD・DVD プレイヤーにも深く関係して

います。 

 本セミナーでは、光とは何か？という光の物理の歴史から始めて、レーザーや光学素子

を用いた簡単な実験を交えながら、身のまわりの発光のしくみはどうなっているのか？自

然界における発色はどのようにして起こるのか？など光と色の科学について図や写真を

使って解説します。 

 

《 化学セミナー 》 

○ 化学セミナー１（１０：００～１２：００） 

題目：「タンパク質の構造を観る・創る」 

講師：田村 厚夫 准教授（理学研究科化学専攻） 

要旨： タンパク質は、アミノ酸（２０種類あります）が多数結合した分子です。タンパク質と

しては、肉や卵などが良く知られていますが、生物の中には、化学反応を促進する機能を

もったタンパク質酵素や、病気の原因となるタンパク質などが多種多様に存在します。こ

のような働きは、タンパク質分子の巧みな立体構造によって生み出されています。 

 本セミナーでは、タンパク質分子の立体構造はどのようなものであるか、分子モデルを

実際に見て触れながら実感していただくことから始めます。続いて、酵素がどのようにし

て機能を果たすのか、さらに人工的に機能を高度化したものを創ることの可能性について

説明します。さらに、狂牛病やアルツハイマー病の原因とも言われる特殊なタンパク質集

合体の構造について触れたいと思います。 

 

○ 化学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「電気を通す分子、磁石になる分子」 

講師：持田 智行 教授（理学研究科化学専攻） 

要旨： 通常の有機分子でできた物質は磁性や電導性を示しませんが、分子や金属イオンをうま

く組み合わせることによって、電気を通す物質や、磁石に付く物質を合成することができ

ます。これらの物質については、活発な基礎研究が展開されている一方で、電導性ポリマ

ーのように、電子材料として実用的な価値も見出されているものもあります。本セミナー

では、これらの物質の合成法と機能性について見てみます。 
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《 生物学セミナー 》 

○ 生物学セミナー１（１０：００～１２：００） 

題目：「植物の形はどのようにして決まるのか？」 

講師：深城 英弘 准教授（理学研究科生物学専攻） 

要旨： 植物は私たち動物と異なり、一度芽生えた場所から移動することができません。そのた

め周りの環境の変化に適応して生き延びる様々なしくみを備えています。また、花を咲か

せる被子植物や裸子植物は、根・茎・葉・花などの器官から成り立っており、その発生様

式は動物とはずいぶん異なっています。このセミナーでは、近年の植物科学の進展によっ

て明らかにされてきた、植物の環境応答や発生分化のしくみについて紹介し、植物の形と

その生存戦略について考えます。 

 

○ 生物学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「ＲＮＡによる性と生殖の制御」 

講師：井上 邦夫 准教授（理学研究科生物学専攻） 

要旨： 分子生物学のどの教科書にも書かれている「中心教義（セントラルドグマ）」によれば、

遺伝子 DNA のもつ情報はリボ核酸 RNA に正確に写し取られ、この RNA 上の暗号を解読する

形で蛋白質合成が行われます。蛋白質は生命活動に必要なさまざまな働きを担っています。

言い換えれば、遺伝子は蛋白質を作るための情報を持っており、RNA は、遺伝子と蛋白質

の間の単なる橋渡し的存在と見られてきました。ところが、長い間脇役扱いされてきた RNA

が、実は生命現象を理解するための主役級の存在であることが明らかになってきたのです。

遺伝子中の不要な配列イントロンを除去する RNA スプライシング機構によってショウジョ

ウバエの雌雄が決まることや、小さな RNA 分子が小型淡水魚ゼブラフィッシュの生殖細胞

形成に働くことを中心に、最新の研究成果をわかりやすく紹介します。 

 

《 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：「なぜ、今、惑星科学なのか？：新惑星仮説の登場」 

講師：向井 正 教授（理学研究科地球惑星科学専攻／惑星科学研究センター） 

要旨： 1990 年代以降、海王星以遠の空間に氷天体（太陽系外縁天体）の発見が相次いだ。 

また、太陽系外の恒星の周りに惑星が存在することが実証された。こうして、惑星科学が

扱う空間領域は飛躍的に拡大し、扱う天体は多種多様に深化した。 

 観測によって得られるデータの集積は、ある部分では既存のシナリオの枠内で扱えるが、

他方、既存の概念の変更を迫る場合が出てくる。この際、観測が不確かなのか、解釈に用

いる既存の概念が誤っているのかが問題となる。惑星科学は、今、新しい概念の導入時期

にあり、「新惑星仮説」は、その流れの中で登場した。 

 

○ 地球惑星科学セミナー２（１３：００～１５：００） 

題目：「大陸の変形」 

講師：乙藤 洋一郎 教授（理学研究科地球惑星科学専攻／惑星科学研究センター） 

要旨： 地球の表面は、７割は海で占められ、残りの３割は大陸です。 

 地球表面を支配する地学的法則はプレートテクトニクスです。地球表面は十数枚のプレ

ートから構成され、プレートの運動の相互作用が原因で地震・火山などの地学現象がおこ
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るというものです。プレートテクトニクスは海底を形づくる海洋底の研究から生まれまし

た。「プレートは変形しない」、これがプレート論の一番の基本的な約束事です。 

 ところが、大陸は変形をするのです。大陸では、プレートテクトニクスでは説明のつか

ない現象がおこっています。大陸の変形、特に形状を変える現象について、アジア大陸を

例にとってお話します。 

 

 

 

（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。 

なお、キャンパス内のコンビニは利用できます。 

 

 

・交通アクセス 

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 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。 

 

本申込表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。 


