
教育分野
(実施地区）

担当教員 テーマ名及び内容 集合場所

１(伊都） 魚住

米村

応用原子核物理・

電磁解析

２(伊都） 藤本

松浦

原子炉物理及び

核融合

３(伊都） 出光

稲垣(八)

エネルギー創生 有馬（立)

材料学

４(伊都） 松村

村上

量子線物性工学 安田

吉岡

５(伊都） 前畑

伊豫本

量子線物理計測 執行

平成３０年度　課題集約演習・課題一覧 (案）

「優れた放射線照射耐性を持つ核融合炉材料を探索する」
放射線照射環境で使用される核融合炉材料中には、原子配列の乱れや原子の損耗が
起こります。「放射線照射損傷」と呼ばれるこの現象の理解は、核融合炉に限らず放射
線環境で使用する材料の健全性を予測するために極めて重要です。本演習では、まず
核融合炉材料の使用環境や、放射線と材料の相互作用に関する基礎的事項を学びま
す。次に、計算機シミュレーション法によって照射損傷過程を模擬し、優れた照射耐性を
持つ材料を探索します。

Ｗ２
８１６

「μ粒子を計測しよう」
高エネルギーの宇宙放射線が大気に衝突して発生するμ粒子は、地上の巨大な岩盤な
どを透過することができます。現在、火山のふもとに検出器を設置して、山体を突き抜け
たμ粒子の透過強度を計測することで、マグマ溜まりの分布状況が調べられています。
また、この技術は、福島第1原子力発電所の燃料デブリの状況調査への応用が期待さ
れています。実際に地上付近を飛び交うμ粒子の強度やエネルギーの大きさはどの程
度でしょうか？本演習では、複数のシンチレーション検出器による計測法を工夫して、μ
粒子の強度、エネルギー、平均寿命などの測定に挑戦しましょう。

Ｗ２
７１６

「様々な環境水：pHの測定と評価」
我々の周りにはいろいろな水が存在し、我々はそれらの水を利用することで生きていま
す。海水、河川水、地下水、雨水などの環境水の汚染は生物体系に大きな影響を及ぼ
す重要な問題ですが、それらの水の状態を表す重要な指標の一つがpHです。ここでは
身の回りにある様々な水のpHを測定し、そのpHを支配する反応やメカニズムの詳細に
ついて考察します。それらの結果から、大気汚染、水質汚染、土壌汚染、酸性雨や地球
温暖化等の環境問題の仕組みと解決策について考察します。

Ｗ２
９１５－１

「核融合および核分裂反応系の臨界を考える」
 核融合反応や核分裂反応が一定の割合で維持される状態（臨界）は、自然界にも、人
工的な核融合炉や核分裂炉の中にも存在します。同様な物理モデルに基づいて、核融
合炉や核分裂炉の核燃焼過程が理解され、炉心の設計がなされます。様々な核融合・
核分裂体系の臨界を定性的・定量的に調べ、それらの特徴について考えてみましょう。

Ｗ２
８１７

「重イオン治療をシミュレーションで調べる」
原子・原子核物理、量子力学などの基礎科学をベースにした「ミクロの現象をマクロの世
界から制御する」先端技術を体験してみよう。高エネルギー加速器の応用分野として期
待される重イオン治療では、相対論的エネルギーに加速した重イオンを患部に照射しま
す。量子分子動力学計算コードを使って、体内でイオンが起こす原子核反応などを調べ
ましょう。

Ｗ２
８２０



６(伊都） 守田

劉

原子力エネルギー 松元

システム

７(伊都） 原

岡部

応用物理学 日高

８(伊都） 田中（悟）

河江

物性物理学 稲垣（祐）

ﾋﾞｼｺﾌｽｷｰ

９(筑紫） 永長・菊池

横山

環境機能材料学 北條・奥村

樋口

山本（和）

１０(筑紫） 島ノ江・尹

渡邉(賢)・西堀

電気化学エネル 宮脇

ギー材料学 末松・中林

「原子炉過酷事故の損傷炉心における熱流動現象を考える」
過酷事故（シビアアクシデント）を起こした原子力発電所において、安全状態を安定的に
かつ長期的に確保するには、過酷事故後の損傷炉心の状態の詳細を把握し、適切なア
クシデントマネジメント策を講ずることが重要です。本課題では、福島第一原子力発電所
で発生した過酷事故の事象推移と損傷した炉心の状態について最新の知見を整理する
とともに、損傷炉心の安定的な冷却性に関連した熱流動現象について実験的研究を通
じて考察します。さらに、原子炉の過酷事故現象を解析する最新の計算機シミュレーショ
ン技術について理解を深めます。

Ｗ２
９０１

「省エネルギー通信デバイス・光材料の最先端」
当該分野では省エネルギー、省資源、かつ環境保全に貢献し、産業技術の飛躍的発展
につながる無機・高分子機能材料について基礎から最先端技術まで学ぶことを目的とし
ています。今年度(横山研担当)は、光通信の多様化に伴う省エネルギーデバイス技術に
ついて高分子の応用・有用性・多様性について学びます。簡単な光導波路デバイスの作
製実験や光学計測を実施することで、研究を模擬体験し、卒研で必要となる研究の進め
方や取りまとめの方法について学びます。

先導物質化学
研究所

北棟228室

「宇宙エレベーターからの放射性廃棄物投棄の可能性を調べる」
宇宙エレベーターは起動エレベーターとも呼ばれ、静止衛星軌道以遠に重心を置くこと
によって地球自転の遠心力で自立させる長大な構造物であり、運搬機が上下することで
宇宙と地球の間の物資を輸送でき、先端では自転の遠心力によって物体を地球重力圏
外へ発射することも可能です。その実現は数百年以内と言われており、これを放射性廃
棄物の投棄に使えれば、廃棄物を何万年も地下で保管する必要が無くなる可能性があ
ります。そこで、現時点の情報を調査して、応用物理学的見地から検討を行います。

Ｗ２
９２２－１

「超伝導とは何か？」
超伝導が発見されて約１世紀になるが、未だに物理的にも工学的にも魅力あるテーマで
ある。８０年代における銅酸化物高温超電導体の発見、今世紀に入って青山学院大学・
秋光グループによるMgB2や東工大・細野グループによる鉄系超伝導体の発見など、多く
の新発見が新聞紙上をにぎわせている。この演習では、前半で超伝導体についての理
解を深めつつ、具体的なテーマを全員で決定していく。その後はテーマに沿った目的を
達成すべく、試料作成や物性評価、工作、データ解析などの一連の過程を体験してもら
う。

Ｗ２
９２０

総理工C棟420
室

「エネルギー・環境分野に期待される機能材料」
エネルギー・環境に関連する電気化学デバイスやその基となる機能材料について、現状
を把握し、将来克服すべき課題、未来への展望について議論し、理解を深める。具体的
には、酸化物や炭素材料を用いた各種電池やキャパシタ、電気自動車車体用炭素繊
維、吸着式ヒートポンプ、大気･水質汚染物質除去、ガスセンサなどのクリーンエネル
ギー、省エネルギーおよび環境保全技術,、これらの応用に資する機能材料の解析など
について、最先端の技術動向や可能性を調べ、実験演習を通じて環境調和型エネル
ギーシステムのあるべき姿について、自由な発想による提案を行う。



教育分野
(実施地区）

担当教員 テーマ名及び内容 集合場所

１１(筑紫） 原田　・　友岡
　　　新藤　

エネルギー 薮下　・　狩野
分子工学 　　　伊藤（正）

石岡　・　井川
岩田　・　片平

　　
１２(筑紫） 中島・大瀧

光原・末國
エネルギー構造 山﨑
材料学

１３(筑紫） 西田・水野
波多

固体電子物性学 板倉・中川
赤嶺・斉藤

１４(筑紫） 橋爪

極限環境
材料学

１５(筑紫） 深田
片山

エネルギー 大宅
化学工学

１６(筑紫） 山本（直）
林

プラズマ理工学 森田
寺坂

先導研中央棟
111演習室

未定

総理工C棟
5F508号室

総理工H棟
4F401号室

未定

未定

「水素と金属材料の相互作用」
水素吸蔵と水素脆化。これらは金属と水素との相互作用の結果生じる代表的例です。本
教育分野では、水素と金属材料の相互作用に関する実験と演習（金属中の水素の溶
解、拡散、放出、透過現象などについて）を行います。実際に水素を金属材料へ溶解さ
せる実験などを行うとともに、金属中の水素拡散挙動についてシミュレーションコードを
使用して解析し、金属材料中の水素挙動に関する理解を深めます。

「水素についての技術的検討と将来性検討」
天然にはその形ではほとんど存在しない水素の製造法の検討と製造のためのエネル
ギー付与について調査するとともに、実際の演習では、水素に関わる吸着・吸収・拡散・
透過の各機構を調べる実験装置に触れ、水素同位体（水素、重水素、トリチウム）あるい
は水蒸気の分析実験をおこない、その原理等について学習する。さらに今後の開発課題
と将来のエネルギーシステムへの寄与の見通しや開発課題を検討する。

「プラズマを知る、プラズマを使う」
プラズマは、医療器具の滅菌から小惑星探査機のエンジンまで様々な使われ方をしてい
ます。このプラズマを知るために、プラズマを特性を調べ、さらにプラズマを使って農水産
物の殺菌や宇宙用のエンジンの改良に挑戦しながら、プラズマや電磁気学への理解を
深めます。

「有機分子によるエネルギー変換：機能性有機分子の合成と分析」
本演習では、化学エネルギーを光エネルギーに変換することのできる有機分子を設計し
て、その合成と分析を行い、エネルギー変換過程の反応機構について議論します。具体
的には、（１）有機分子の設計と合成計画の立案、（２）合成実験、（３）分光分析（NMR,
IR, UV-Vis, 蛍光など）、（４）エネルギーに関する量子化学計算、（５）文献学習と議論、を
実施します。

「エネルギー関連構造材料の現状」
発電用材料や自動車用材料に代表される各種エネルギー関連構造材料の中から興味
のある材料を選択し、力学特性と結晶構造や内部組織との関係について調査研究を行
うことにより、構造材料の開発において重要な課題について検討する。

「社会を支える永久磁石の開発最前線」
ネオジム磁石は現在最強の永久磁石であり、自動車から電子デバイスまで様々な先進
機器の高性能化・小型化・省エネルギー化に貢献しています。開発の最前線では、ネオ
ジム磁石の弱点である高温耐性を改善し、より幅広い用途に供するため多様なアプロー
チが提案されています。本課題では、永久磁石の磁気特性・温度特性が材料組織と深く
結びついていることを最新の電子顕微鏡を用いた観察を通して実体験し、実際の磁石開
発において何が問われ何が行われているのかについて理解を深めます。



１７(筑紫） 渡辺
金

エネルギー
物理工学

１８(筑紫） 青木（俊）
安養寺

力学エネルギー
理工学

１９(筑紫） 宮崎
鶴

エネルギー
変換機器

２０(筑紫） 谷本
萩島

環境伝熱学 伊藤（一）
池谷
ＹＯＯ

２１(筑紫） 羽田
松清

環境流体 杉原
システム学 松永

山口

「身の回りの風環境を知ろう」」
建物に囲まれた歩行者空間は周辺建物の影響により強風や弱風などの様々な風環境
に曝されています．身近な風環境でありながら，どこでどの程度の風が吹いているのか
を認識する機会はほとんどありません．そこで本課題では，伊都キャンパスのウエスト
ゾーンを対象とした建物群の縮小模型を作成し，風洞模型実験を行うことにより，キャン
パスの風環境マップを作成します．建物が風環境に与える影響について考察すること
で，身の回りの風環境についての理解を深めます．

「日本近海における潮流エネルギー賦存量の推定」
2011年3月11日に発生した東日本大震災以降,安心・安全のエネルギーを求める声が高
まり，再生可能エネルギーが注目されるようになりました．日本は豊富な海洋再生可能
エネルギーを有しており、現在、その活用が推進されています。本課題では現地観測と
数値シミュレーションによる数値データを用いて、日本近海の潮流エネルギーポテンシャ
ルを試算する。

総理工D棟
3F314号室

未定

先導研北棟
2F201号室

未定

総理工G棟
4F410号室

｢乱数発生器の製作とモンテカルロ計算への適用｣
エネルギー科学を含む諸分野で、モンテカルロ法による数値シミュレーションが広く使わ
れています。モンテカルロ法とは、乱数を用いた数値解析技法の総称で、ランダムな確
率的物理現象を扱う際に威力を発揮します。乱数とは、ある確率分布を持った数列で、
モンテカルロ計算の基本になります。たとえば、さいころやルーレットは簡単な乱数発生
器の１つです。本研究では、自然界のランダムな現象を見つけ、それを用いた乱数発生
器を電子工作とマイコンを組み合わせて製作し、実際のモンテカルロ計算に適用するこ
とに挑戦します。
「火星探査航空機の主翼開発を目指したバイオミメティック」
地球の１００分の１程度の非常に希薄な火星大気中を飛行探査する航空機の開発が進
められている。空気力学的に非常に厳しい条件での飛行が要求される中、火星飛行と同
程度の流体条件で飛行しているのが昆虫などスケールの小さい生物である。これら生物
の飛行メカニズムを航空機の主翼設計に工学的に生かすバイオミメティックを行うため、
本課題では生物の翼形状に着目した基礎試験を行い、実験に必要な基礎技術の習得と
物理的考察を通した流体力学への理解を深める。

「太陽エネルギーの熱を利用する」
地球が太陽から受け取るエネルギーは，毎秒170 PJ（ペタジュール，ペタは10の15乘）と
いう，とてつもなく大きな量です．現在，世界で消費されるエネルギー量が年間550 EJ（エ
クサジュール，エクサは10の18乘）なので，地球の受ける太陽エネルギーが世界の年間
エネルギー消費量を超えるのには1時間もかかりません．しかし，太陽エネルギーを人類
のエネルギー源として利用するには，様々な難しさがあります．本課題では，太陽エネル
ギーを熱として利用する技術について，原理，性能，課題などを調査し，有効な活用方法
について検討します．


