
No. 講    義    題    目    と    概    要 講    師

1

「触媒って何？」
触媒とは「活性化エネルギーを下げることによって化学反応の速度を増加させ、それ自 身は反応の
前後で変化しない物質」であると書けば試験では満点。でも、触媒って何、 どこで、どのように使われ
ているということは意外と知られていない。触媒が、エネル ギー、環境問題の解決に大きく貢献してい
ることなどの具体例を通して触媒の魅力を紹 介します。

永長 久寛 教授

2

「体温で扇風機がまわる    －熱電発電のしくみと新エネルギー材料－」
現代社会に供給されているエネルギーの60%近くは、有効に利用されないまま廃熱とし て捨てられて
います。熱電発電は、固体材料の熱電現象を利用して、騒音・振動・排出 物を一切出すことなく、わ
ずかな温度差からでもその場で直接電力を得ることができる 発電技術です。熱電発電は深宇宙探査
船用の電源として長い歴史を持っています が、近年は未利用廃熱エネルギーを使いやすい電気エ
ネルギーへとアップグレードす るのに適した「エネルギー・リサイクル」技術としても、期待が高まってい
ます。熱電発電 の原理と応用、さらに今後の展望について、人体の体温を利用した温度差発電実験
な どの実演を交えて紹介します。

大瀧 倫卓 教授

3

「機能性炭素材の科学」
機能性炭素材は、鉄・アルミ工業から2次電池、キャパシタおよび燃料電池等に至るま でエネル
ギー、環境に関する様々な先端技術やデバイスの実現において欠かせない 重要な基礎材料であ
る。特に、Li-ion電池、スーパーキャパシタおよび低温型燃料電 池の機能性や安全性は適用する炭
素材の性能に依存すると言っても過言ではない。 先端技術の実現において解決師とも言われる機能
性炭素材に関わる科学と技術を紹介します。

尹  聖昊  教授

4

「金属資源とリサイクル」
金属材料は高分子材料と共に重要な社会基盤材料です。 近では、世界的かつ急速 な経済成長
が金属材料の需要増加と価格高騰を招き、金属資源の採掘による自然破 壊が顕在化するなど、金
属材料を取り巻く問題は我々の生活を脅かすところまで来て います。そのため、経済性や環境への
配慮で従来から行われてきた金属材料のリサイ クルはますます重要になってきており,  都市鉱山の
利用や代替金属材料の探索といっ た新たな動きも活発化しています。 本講義では、金属材料のリサ
イクルに関わる国内外の取り組みを紹介し、その現状と将来についてお話します。

波多  聰  教授

5

「家電のサイエンス 〜身近な技術の 先端研究〜」
冷蔵庫とエアコンはほとんどの家庭に普及している生活家電ですが，これらはヒートポ ンプと呼ばれる
仕組みを利用して冷却や加熱をしています。同様なヒートポンプ技術を 用いて，効率的にお湯を作る
給湯機や，ヒートポンプ式の洗濯乾燥機も広く使われて います。本講義では，家電製品の省エネ化
につながる 先端のヒートポンプ技術や研 究開発についてお話します。

宮崎  隆彦 教授

6

「アフリカにあった天然原子炉」 今から２０億年前にアフリカのウラン鉱床で天然原子炉が発生しま
した。現在は原子炉 の化石となっていますが、その生成原因と現在の状況、また、その存在の意義に
つい ての話をします。

出光 一哉 教授

7

「核融合研究 前線」 生命の源である太陽や夜空に輝く星のエネルギーは、核融合反応により生
み出されて います。核融合反応を人工的に制御し、その莫大なエネルギーを取り出そうとするのが
核融合炉です。人類はいかにして地上の星を創り出し、どのようにしてそのエネルギー を利用しようと
しているのか。核融合炉の仕組みをわかり易く解説し、世界中で進められ ている核融合研究の 前
線を紹介します。

片山 一成 准教授

8

「宇宙にも広がるオール電化の流れ」 小惑星探査機「はやぶさ」など、一部の探査機や技術試験
衛星に搭載されていただけ だったイオンエンジンをはじめとする次世代宇宙用エンジンが、今様々な
人工衛星や 探査機に搭載されようとしています。本講義では、次世代宇宙推進エンジンの原理や 今
後の展開などをお話します。

山本 直嗣 教授
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9

「量子の世界」
原子や分子などのミクロな世界を説明する量子力学は現代物理学の中心の一つであ り、多くの技術
に応用されています。ところが、量子力学の説明は常識とは矛盾するよう な内容を含んでいます。量
子の世界の不思議な現象と、それらが利用されている技術 を紹介します。

魚住 裕介 准教授

10

「僕等は星のかけら −星の中での元素合成の話−」
私たちの体を構成している様々な元素はどうやって出来たのでしょうか。本講義ではそ の起源を探る
旅に出かけます。探検の舞台は広大な宇宙に輝く無数の星の内部です。 そこでの主役は極微の世
界にいる原子核や様々なミクロ粒子達です。まずは私達の太 陽系の恒星である太陽から始め、もっと
大きな恒星内部で起こっている様々な元素合 成の仕組みをお話します。

池田 伸夫 教授

11

「量子ビームの基礎と応用」 電子や陽子、X線（光子）、イオンなどミクロな粒子をビームにして

利用する量子ビー ム技術はいま大きな発展を続けています。ものの根源（素粒子）や宇宙の始まり
（ビッグバン）といった 先端を探る科学研究で大活躍する一方、がんの治療や消毒、原子・分子の観
察、新しい材料の製造など私たちの周りで広く利用され、さらには年代測定など考古学にまで用途が
及んでいます。量子ビーム、難しそうな名前ですが、恐れることはありません。わかりやすく説明をしま
す。

池田 伸夫 教授

12

「極低温現象を利用して探る宇宙の謎」
絶対0度近くの極低温の世界では、物質の多くは超伝導状態に転移したり、エネル ギーの変化に対
して極端に敏感になったり、皆さんの日常生活では経験できない物理 現 象を示します。この講議で
は、低温物理現象を応用した 先端の量子線計測シス テムと、その宇宙観測での応用例を紹介しま
す。

前畑 京介 准教授

13

「極低温の世界と量子力学」
温度を下げていくと様々な変化が起こります。一例として日常でも体験する気体-液体- 固体という目
に見える状態変化があります。更に絶対零度（-273 ℃）に向けて温度を下 げていくと、物質の電気抵
抗が突然ゼロとなる超伝導や液体ヘリウムの粘性抵抗がゼロ となる超流動と呼ばれる現象も見ること
が出来ます。これらの超伝導・超流動現象は原 子や電子などのミクロな世界の法則である量子力学と
統計力学によって初めて説明さ れます。この講義では、低温で見られる量子力学の世界について紹
介・解説いたしま す。

河江 達也 准教授

14

「『もの』の次元を小さくしていくと現れる新しい性質」 日常生活で目に見える「もの」の空間次元
はｘ，ｙ，ｚの３つです。この次元を一つずつ 小さくしていくと何が起きるでしょうか。２次元だと面、１次
元だと線、０次元だと点です。 このような低次元構造物は身の回りの電子機器（デバイス）に意外とた
くさん用いられて います。それらの例を挙げながら、低次元化により物質の性質としては何が変化して
い るのかを考えてみたいと思います。

田中 悟 教授

15

「宇宙プラズマの世界」 宇宙は真空ではなく、太陽風、つまり太陽から噴き出す超音速・高温のプラ
ズマ（電気 を通す流体）で満たされています。太陽風は地球の磁場にぶつかって大きな衝撃波を 作
り、一方で地球磁場は閉じ込められて地球磁気圏と呼ばれる領域を形成していま す。宇宙の中の地
球環境について概観し、さらに計算機シミュレーションによる様々な 宇宙プラズマ現象研究の 前線
を紹介します。

羽田 亨 教授

16

「太陽光の起源を探ってみよう」 地球には膨大な太陽エネルギーが降り注いて生命を育み、太陽
光や風力などの自然 エネルギーの源になっています。そのエネルギーの源は水素の核融合反応で
あること が知られています。では、なぜ太陽は誕生から約50億年に亘り変わらず輝きつづけるこ とが
できるのでしょうか。太陽内部で起こっている物理現象を紐解いてみましょう。さら に、地上に太陽を
作ることー核融合炉研究ーの 前線も併せて紹介いたします。

渡辺 幸信 教授

基礎科学

物    理



17

「加速器：素粒子から医療・考古学まで」 加速器は原子核、素粒子科学の 先端を探る主役とし
て活躍し、近年はLHCなど加速 器の大型化が進んでいます。一方、中型・小型の加速器はがんの治
療や物質の構造 の分析など、さまざまな応用分野で活用されており、考古学など理系以外にも応用
範 囲が広がっています。この講義では加速器のしくみとその応用例について紹介します。

池田 伸夫 教授

18

「より早く、静かに、快適に・新幹線の現状と未来」 地球を取り巻く環境は、エネルギー問題、温
暖化現象と近年厳しさが増しています。そ のなかで、輸送システムに対する要請として環境に優しい
列車が重要になって来てい ます。この講義では、輸送システムに対する要請としての新幹線の列車
の高速化と、エ ネルギー・環境問題に対処する 新技術について説明して行きます。

青木 俊之 教授

19

「電子顕微鏡で覗くナノワールド」 物質・材料の性質は構成する元素の種類と組み合わせのみな
らず原子配列によって 大きく変わります。将来の新しい技術・工学を開拓するには、それを担う新しい
物質・ 材料の開発が必須です。新しいエネルギーの開発やエネルギーの有効利用によって 地  球
環境負荷を低減するためにも新しい材料の開発が求められています。材料の性 質と  原子配列はど
のように結びついているのでしょうか。 新の電子顕微鏡を通して原 子 の世界を一緒にのぞいてみ
ませんか。

松村 晶 教授

20

「機能材料・デバイスからエネルギー・環境を考える」
我々の身の回りには、多くの機能材料やそれを用いたデバイスがあります。そのいくつ かの例、例え
ば大気中のガスを検知するガスセンサ、空気から酸素を取り出す分離膜、 発電効率が高い燃料電
池、排ガスをきれいにする触媒などを基にして、これから望まれ る、あるいは現在研究開発がすすめ
られているエネルギーと環境に関連する機能デバ イスについて紹介・解説します。

島ノ江 憲剛 教授

21

「金相を観る」 人それぞれに顔つきが違うように、金属材料も種類によって異なる顔を持っています。
これを金属組織と言い、古くは人相に対応して金相と呼ばれていました。金属に熱や力 を加えると金
相は変化し、特異な物理的特性や機械的特性の発現します。この授業で は機能性金属材料の代表
とも言える形状記憶合金を中心に種々の金属材料における 金相の変化を、各種電子顕微鏡の特徴
を活かしてミリオーダーの広領域からサブナノ オーダーの原子レベルに亘って観察した例を紹介し、
特性との関連を解説します。

西田  稔  教授

22

「電子波を使って磁力線を観察する」 電子には「粒」としての性質と、「波」としての性質がありま
す。このうち、波の性質をうまく 利用することで、磁石の内外に存在する磁力線の様子を観察すること
ができます。この 特殊な顕微鏡技術は、例えば磁石の性能を格段に高める研究にも利用され、材料
開 発を通してエネルギーや資源活用の分野にも貢献しています。大学で取り組んでいる これらの研
究を紹介します。

村上  恭和  教授

23

「エネルギーと材料」 エネルギーと材料って、関係あるの？と思われるでしょう。でも、エネルギーを
我々の生 活に使い易いようにするには、様々な材料を上手に使う必要があります。一見、無関係 の
ようなエネルギー利用における材料の役割と重要性を、核融合や原子力の分野を中 心にお話ししま
す。

橋爪健一  准教授

24

「機能性有機材料」 高分子等の有機材料は皆さんの身の回りで様々に使われています。一方、[こ
んな所 にも使われていたの]と気がついたり、全く知らなかったといった意外な所でも広く活用 されて
います。いろいろな角度から「機能性有機材料」について考えて、その働きにつ いて解説します。

菊池  裕嗣  教授 奥村
泰志  准教授 横山  士吉

教授

25

「有機分子の立体化学」 ある種の有機分子にはその立体化学構造に由来する異性体（立体異性
体）が存在しま す。その代表例は不斉炭素に由来するエナンチオマーです。他にも色々な要因で立
体異性体が発現します。この講義では，それら有機分子の立体化学についての基礎を 解説するとと
もに、この分野の 先端の研究と意義について紹介します。

友岡  克彦  教授

26

「社会インフラを支えるナノテク構造用金属材料の現在と未来」 鉄鋼・アルミニウム合金・マグネ
シウム合金・チタン合金などに代表される構造用金属材 料は、橋梁、ビル、プラントなどの巨大構造
物の構成材料であり、自動車、航空機等の ボディ・エンジン部材となり、人工骨やステントとして体内
で活躍したり、調理器具、ス ポーツ用品として我々の生活と娯楽を密接に関わっていたり、当に人類
社会と文化を 支える縁の下の力持ちのような存在です。そのような金属材料の中に秘められたナノテ
クノロジーの一端と将来への発展についてお話しします。

中島  英治  教授 光原
昌寿  准教授

工学

先端技術

ナノテクノロジー・材料



27

「エネルギー科学科、ある大学生の１日の生活」 エネルギー科学科の学生は、何を目指し、如何
に勉強し、どのような生活を送っている のか？エネルギー科学科の何人かの学生を例に取り、彼等の
考え方、勉強／研究の 仕方、普段の生活および彼等の将来の計画等について解説します。 稲垣八穂広 准教授

大学生活


