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趣 旨 

神戸大学理学部では、毎年7月下旬に「サイエンスセミナー」を開催しています。このセミナーでは、

自然科学の5分野（数学、物理学、化学、生物学、地球惑星科学）における最新の研究を、わかりやす

く紹介します。この企画を通して、「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ていただくことを願っています。高校生以上が対象で、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 

1 日目は全体講演会です。全員が神大会館六甲ホールで受講します。まずは、世界天文年にちなんだ

解説をいたします。さらに、理学部創立60周年特別企画として、日本人のノーベル化学賞・物理学賞受

賞を記念した講演を企画しました。 

2 日目は分野別セミナーです。午前は化学もしくは数学、午後は生物学もしくは地球惑星科学を選ん

で受講します。それぞれの分野に関連した、わかりやすい解説・演示などを用意しています。受講申込

票には、必ず午前・午後それぞれの希望分野を明記のうえ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、最後に行なわれる閉講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/       

2009年 7月25日(土)・26日(日) 神戸大学神大会館・理学部

主催：神戸大学理学部 
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１．期 間：平成21年7月25日(土)・26日(日) 

２．時 間：25日(土)13：00～17：10(12：20開場) 

26日(日)10：00～15：00( 9：20開場) 

３．場 所：神戸大学神大会館六甲ホール (第1日目、および第2日目[開会式、化学・生物学]) 

神戸大学理学部Ｚ棟201・202 (第 2日目[数学・地球惑星科学]) 

４．参加資格：高校生・一般市民 

５．定 員：160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21年 6月5日(金)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。 

電子メールによる申込みも受け付けます（必要事項をメール本文にお書き下さい）。 

受講が決定した方には、7月10日(金)までに御連絡いたします。 

(3)連絡・問合せ先  〒657-8501 神戸市灘区六甲台町１－１ 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 

 

 

セミナー日程 

第1日目 

開講式 

13：00～13：05 神戸大学理学研究科長 挨拶 

13：05～13：20『世界天文年2009、ガリレオから400年後の惑星科学』 中川 義次 教 授 (地球惑星科学) 

13：20～13：25（休 憩） 

60周年記念特別企画：ノーベル化学賞・物理学賞関連講演（講演40分、質疑10分） 

13：25～14：15『光るタンパク質：発色のしくみ』 秋本 誠志 准教授 (化   学) 

14：20～15：10『GFP(Green Fluorescent Protein)が科学者に与えた光』 齋藤 尚亮 教 授 (生 物 学) 

15：10～15：25（休 憩） 

15：25～16：15『破れた対称性と消えた反物質』 林  青司 教 授 (物 理 学) 

16：20～17：10『対称性の破れと質量の起源を探る －LHC実験－』 藏重 久弥 准教授 (物 理 学) 

 

第 2日目 

分野別セミナー 

10：00～10：15 開会式（挨拶・講師紹介など） 

10：30～12：00 化学セミナー『分子を創る・観る・科学する』 津田 明彦 准教授 (化   学) 

        数学セミナー『整数と素数のなぞ』 谷口 隆  講  師 (数   学) 

12：00～13：00 （昼休み） 

13：00～14：30 生物学セミナー『多様性の生物学－絶滅と共生の時代に』 角野 康郎 教 授 (生 物 学) 

        地球惑星科学セミナー『巨大噴火と災害』 鎌田 桂子 准教授 (地球惑星科学) 

閉講式 

14：45～15：00 修了証書授与 
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７月２５日(土)(第１日目) 

全体講演要旨 

○ 題目：「世界天文年2009、ガリレオから400年後の惑星科学」（13：05～13：20） 

講師：中川 義次 教授（理学研究科地球惑星科学専攻） 

要旨： 今年 2009 年は、イタリアの科学者ガリレオ・ガリレイが初めて望遠鏡を夜空に向け、宇宙へ

の扉を開いた1609年から、400年目の年です。国際連合、ユネスコ（国連教育科学文化機関）、

国際天文学連合は、この2009年を「世界天文年（International Year of Astronomy：略称 IYA）」

と定めました。ガリレオから400年後の今の惑星科学を紹介します。太陽系の外縁部にはおびた

だしい数の天体が分布していることが明らかになり、また、1995年に太陽系以外に惑星系が初め

て発見されて以来、これまでに300を越す惑星が太陽以外の恒星の周りに見つかっています。 

 

 

○ 題目：「光るタンパク質：発色のしくみ」（13：25～14：15） 

講師：秋本 誠志 准教授（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： タンパク質は多くのアミノ酸が結合してできた分子であり、生体の重要構成要素の一つです。

GFP（Green Fluorescent Protein、緑色蛍光タンパク質）はオワンクラゲから発見されたタンパ

ク質で、他の色素を取り込むことなく、タンパク質だけで発色するという特徴があります。セミ

ナーでは、どのようにして発色するのか、生物が持つ他の色素タンパク質と比較しながら解説し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 題目：「ＧＦＰ(Green Fluorescent Protein)が科学者に与えた光」（14：20～15：10） 

講師：齋藤 尚亮 教授（バイオシグナル研究センター／理学研究科生物学専攻） 

要旨： 2008 年 10 月に下村脩博士、Chalfie 博

士、Tsien 博士の 3名に、「ＧＦＰの発見、

発現、そして開発」に対するノーベル化学

賞が贈られました。このオワンクラゲから

発見された蛍光蛋白質に、どんな特徴があ

り、どのように応用されたかを説明し、ノ

ーベル賞に値する秘密を解説したいと思

います。 

 

 

 
図：オワンクラゲ（右）とGFPによって光る神経細胞（左）
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○ 題目：「破れた対称性と消えた反物質」（15：25～16：15） 

講師：林 青司 教授（理学研究科物理学専攻） 

要旨： 2008 年度のノーベル物理学賞を受賞した南部教授、小林・益川両教授の業績はいずれも「対

称性の破れ」に関するものです。南部教授の業績は「自発的対称性の破れ」を用いて質量の起源

を解明したものであり、また小林・益川両教授の業績は自然界でまれに起きる CP 対称性の破れ

をクォークの数を大胆に増やすことで見事に説明したものです。また、CP対称性の破れは宇宙に

おいて原子、分子といった物質がなぜ消えずに残ったのか、という根源的な問題にも解答を与え

るものです。この講演では、こうした最近話題のトピックスについて解説します。 

 

 

○ 題目：「対称性の破れと質量の起源を探る －ＬＨＣ実験－」（16：20～17：10） 

講師：藏重 久弥 准教授（理学研究科物理学専攻） 

要旨： 素粒子の標準理論では、我々の宇宙は対称性の破れからもたらされたと説明されており、その

中でもヒッグス粒子は質量の起源に対して重要な役割を果たすとされています。しかし、このヒ

ッグス粒子は未だ発見されておらず、今年の秋から実験開始するLHC加速器で発見されると期待

されています。この講演では、最先端の素粒子実験の概要について、LHC 実験を中心に解説しま

す。 
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７月２６日（日）（第２日目） 

分野別セミナー要旨 

《午前の部》 

○ 化学セミナー（10：30～12：00）＜六甲ホール＞ 

題目：「分子を創る・観る・科学する」 

講師：津田 明彦 准教授（理学研究科化学専攻） 

要旨： わたしたち人間は、自然界に存在しない新しい分子をデザインして創ることができます。フラ

スコの中で生み出されたそれらの分子は、科学的な芸術作品と見なしてもよいでしょう。分子は

その形状や組成によって性質が大きく異なります。すなわち、個性があります。わたしたち化学

者は、合成化学的なアプローチによって分子にプログラムを与え（分子プログラミング）、分子

それぞれの様々な機能や情報を引き出す研究を行っています。最近のめまぐるしいナノテクノロ

ジーの発展によって、それらデザインされた分子の個性的な機能とその構造との関わりを明らか

にすることができるようになってきました。このセミナーでは、最新のナノテクノロジーを駆使

した超分子科学の最先端をわかりやすく紹介します。 

 

 

○ 数学セミナー（10：30～12：00）＜理学部Ｚ棟201・202＞ 

題目：「整数と素数のなぞ」 

講師：谷口 隆 講師（理学研究科数学専攻） 

要旨： 整数というのは、1,2,3,4,5,‥という数(とそのマイナス)のことでとても身近なものと考えて

おられることと思います。でもこの素朴な数の列には、特に素数を中心として、不思議な規則が

実にたくさん隠れています。それを研究する『整数論』と呼ばれる数学の研究分野があって、そ

こでは大の大人が整数の秘密を解き明かそうと躍起になって研究を続けています。(中には解くと

１億円もらえる懸賞金のかかった問題まであります！) 

  また、整数を研究する歴史の中で、ゼータ関数と呼ばれる関数が発見されました。整数のよう

にぽつぽつぽつと一つずつ離れているものが、関数のようにつながったものと関係するのは、意

外なことと思われるかもしれません。しかしこのゼータ関数と素数の結びつきはとても深く、上

に述べた懸賞金の問題はいずれもゼータ関数と関わっています。 

   講演では、その不思議な世界を一緒に垣間見てみたいと思います。 

 

 

《午後の部》 

○ 生物学セミナー（13：00～14：30）＜六甲ホール＞ 

題目：「多様性の生物学－絶滅と共生の時代に」 

講師：角野 康郎 教授（理学研究科生物学専攻） 

要旨： DNAの発見は全ての生物に普遍的な事実を明らかにしたことが画期的だった。生物の遺伝の仕

組みはヒトでも大腸菌でも基本的に変わらない。このような普遍的な原理の解明は科学の目指す

ものである。しかし、ヒトと大腸菌は異なることも事実である。なぜ地球上には多種多様な生き

ものが存在するのだろうか。このような多様性の解明も生物学の重要なテーマである。この講演

では、生物の多様性をキーワードに、その成り立ちと現状を紹介する。 
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○ 地球惑星科学セミナー（13：00～14：30）＜理学部Ｚ棟201・202＞ 

題目：「巨大噴火と災害」 

講師：鎌田 桂子 准教授（理学研究科地球惑星科学専攻） 

要旨： 日本は108の活火山を有し、毎年、日本のどこかで噴火が起きています。日本の各地で風光明

媚な景観を繰りひろげ、多くの観光客を招き寄せているカルデラも火山の一つです。それも地史

的にはごく最近の巨大噴火によって生成されたものなのです。自然災害の犠牲者数で比べると地

震の方が火山噴火よりも多いですが、巨大噴火となると、大地震も追いつかないほどの災害にな

ります。そのような巨大噴火がどのような破局的噴火であったか、ということを噴火現象の解明

と災害の観点からご説明したいと思っています。 

 

 

（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。 

 

 

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 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 

受講希望 

午前：(      )セミナー    午後： (      )セミナー 

希望セミナー名を下記から選び、かっこ内にひとつづつご記入願います。 

* 分野別セミナー 

午前：化学 または 数学 

午後：生物学 または 地球惑星科学 

・記入頂いた個人情報は、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。 

 


