
ＳＬ2010レポート第１号                  ２０１０．１０．２７ 

                                                         伊丹北高校進路部 

今年２年目となるサイエンス・レクチャー（ＳＬ2010）が実施されております。今回は、全７回のレ

クチャーのうち３回分の報告をＳＬ2010レポート第１号としてまとめました。間違いや疑問点があれば、

進路部坪田まで申し出てください。生徒の受講者による受講レポートといっしょにお読みください。 

回 月日 講 師 内 容 

１ 9.10 

（金） 

岩石学 

河上 哲生 助教 

南極での地質調査 

 河上先生は大陸-大陸衝突帯の地下深部はどうなっているのか、そこで何が起きているのかについ

て興味をもっておられました。地震波を調べることで、間接的に地下の様子を知ることはできるが、

先生は、本物の岩石をこの目で見てみたいという強い思いがあったそうです。 

 大陸同士がぶつかることにより地表に昔の岩石が出てくる。それを実際に調べればよいのである

が、地表に出てきた岩石は風化等によりその性質はあまり良くない。これらの影響が少ないところと

いうことで、先生は南極大陸に目を向けられました。南極は大半が氷でおおわれているのですが、岩

石が顔を出している海岸付近および山頂での岩石採取という手段を選ばれたのです。 

 先生は、昭和基地周辺とセールロンダーネ山地での合計２回の調査を経験されました。徒歩で移動

することが多く、常にクレバスの危険との隣り合わせで、落ちてしまうと命を落とすこともあります。

採取試料等、大人一人分ほどの重量のものをもって移動することもあったそうです。その際、寒さ対

策はもちろんのこと、紫外線対策のため、体全体を覆っての行動だったそうです。 

いつ危険が及ぶともわからない南極での生活。そんな思いをしてまで、なぜ現地に行くのか。先生

は、次の３点を挙げています。まず第１に、野外での岩石の産状を調べることで、複雑な系での複雑

な現象ではあるが、実際に起きたであろうプロセスが読みとれる点です。次に、研究目的に応じ、最

適な方法で自ら採取でき、貴重な試料を優先的に研究できるという点です。最後に、研究する上での

作業仮説を現場で立てて、検証することができるという点です。このようにして地質調査することで、

既存の地質図を修正することができる。また、化学反応が凍結された組織から鉱物の変化をたどるこ

とができるし、プロセスのスピードもわかるということでした。先生は、このような調査をもとに、

地殻の部分溶融とそれに伴う副成分鉱物・微量元素の挙動を明らかにし、岩石が記録する情報から地

殻の化学的分化プロセスやテクトニクスを解読する研究を続けておられます。 

 

回 月日 講 師 内 容 

２ 9.17 

（金） 

海洋物理学 

石川 洋一 助教 

スーパーコンピュータで見る海の流れ 

石川先生は海洋循環をスーパーコンピュータでシミュレーションする理由として、海の流れや水温

を予測することで、サンマやカツオなど水産資源の漁獲量と水温分布との関係を知ることができるこ

とや、気候システムの中での海の役割を知ることができることなどを挙げておられました．黒潮の流

れを知れば、海運業に活用することができるし、海流は大気に比べてゆっくり動くため，エルニーニ

ョ現象など長い時間スケールの変動を知るのに重要なのだそうです。 

実際に海を調べるにしても、人工衛星のデータでは海面水温、海面高度、海色などの海面の情報の

みになり、船舶からの観測ではＡＲＧＯフロートという自動的に昇降して水温、塩分プロファイルを

観測し衛星通信でデータを送るシステムがあるがかなりの費用がかかります。一方、シミュレーショ

ンでは、仮想の海であるため海に行かなくても観測できること、特定の条件を与えることができたり、

均一なデータを得ることができるということを利点として述べておられました。ではどのようにコン

ピュータで海を再現するのでしょうか。運動方程式、エネルギー保存則など物理過程に従って構築す

るのですが、海を格子状に分割し、それぞれの熱の流れから水温・塩分・風速などを計算しシミュレ

ーションするのだそうです。微分方程式を差分化し、運動方程式などを四則演算で近似するのでコン

ピュータで解けるようです。今回は、海洋の流れがヨーロッパの気温を暖かくするメカニズムがシミ

ュレーションされる様子などを見せていただきました。さらに詳細に知りたいときには、ダウンスケ

ーリングしたりします。現実的な数値予報のためには、シミュレーションだけではだめで、観測デー

タで修正することが必要で、これをデータ同化といい、これをくり返すのが大切とのことでした。 

 石川先生は観測データと数値モデルを組み合わせた「データ同化」という手法を用いて海洋循環を

再現し、海の中でどのようなことがおきているかを調べておられます。そして、現在は資源分布予測

について興味をもたれ、研究をされています。今後、コンピュータの高性能化により、より複雑なシ

ミュレーションが可能になり、気候システムモデル、大気海洋結合モデルや植生モデルなどの生態系

のモデルを用いてより詳細にシミュレーションできることが期待できるそうです。 



 

 

回 月日 講 師 内 容 

３ 9.24 

（金） 

構造地質学 

佐藤 活志 助教 

付加体―日本列島の骨格 

 佐藤先生は現在、プレート沈み込み帯と付加体に関わる力学過程の解明、断層などの地質構造から

古応力を求める手法(応力逆解析法)の開発と方法論的研究、月のテクトニクスを研究テーマとされて

います。今回はこの中から、付加体について講演していただきました。 

 付加体とは、海洋プレートが海溝で大陸プレートの下に沈み込む際に、海洋プレートの上の堆積物

がはぎとられ、陸側に付加したものです。日本列島の土台はこの付加体でできています。 

 付加体のでき方から考えると、陸上に古いもの、海側に新しいものが配置するはずですが、実際に

日本列島での付加体の分布を調べてみると、太平洋側ほど新しく、日本海側ほど古いことがわかりま

す。それらは４つの層に分かれており、それぞれ 1 億年ずつの差があり、1 番古いのが北陸地方にあ

り、これらは４億年前のもので、太平洋側は一億年前のものです。 

 付加体を構成する岩石は深海底にあり、それらは泥岩・砂岩・チャート・石灰岩・玄武岩です。泥

岩・砂岩は堆積岩ですが、陸上の河川から流れた泥や砂が長い時間かかって固まったものであるので

日本列島の近くにできています。チャートはプランクトンがたまって固まった二酸化ケイ素の塊で、

とても硬い石です。石灰岩もプランクトンが固まってできたものですが、主成分としては炭酸カルシ

ウムです。これは鍾乳洞としておなじみです。玄武岩は海底火山のマグマが固まってできたものです。 

 ところで、伊丹は数 10 万年前にできた堆積岩でできています。また、大阪湾およびその周辺の広

い範囲は 2000 万年前の堆積岩である大阪層群でできているそうで、これらの岩石はあまりかたくな

いということです。 

 付加体を研究する理由は、地震発生帯の場所を記録することで地震発生のメカニズムがわかり、そ

してどれくらいの大陸が削られ、どれくらいの大陸ができていくのかという物質収支がどのようにし

て決まるのかがわかるからです。そして、付加体の中での力関係がわかれば、断層やプレートの力の

動きがわかります。先生は、四国の白亜紀系四万十帯の付加体（メランジュ：混合を意味するフラン

ス語で、様々な岩石が激しく変形･破壊され混合した断層岩）に見られる小断層の方位解析を行い、

プレートにかかる力関係の解明をされました。 

 

回 月日 講 師 内 容 

４ 9.28 

（火） 

素粒子論 

畑  浩之 教授 

―超ひも理論－物を細かく細かく見ていくと究極的

にどうなっているの？ 

 素粒子論とは、物を細かく細かく見ていくと、行き着くところはどうなっているのかを自然科学と

して研究する学問のことです。物を細かく見ていくと分子・原子のレベルになり、原子は原子核と電

子で構成され、原子核は陽子と中性子で構成されています。そして、陽子と中性子はｕとｄのクォー

ク３個からできています。クォークがｕとｄの２種類ではなく６種類あると 1972 年に予言したのが、

2008年にノーベル賞を受賞した小林・益川先生です。素粒子の世界を正確に表すには、相対性理論と

量子力学が必要です。この量子力学と相対性理論に基づいて、これまでに知られている素粒子たちの

振る舞いを記述するため、1970年代に作られたのが標準模型で、これは実験と正確に一致することが

知られています。ところが、この標準模型では実験と合うように手で決めなければならない物理量が

約 20 個も含まれており、矛盾の無い『重力の量子力学』を含む理論になっていないため、究極理論

にはなりえていません。究極理論はすべての物理量が自動的に決まる理論で、究極理論であることが

現在最も期待されているのが、今回のテーマである超ひも理論（超弦理論）です。 

 「ひも」とは一番基本的なもののことで、これ自身が振動や回転をします。振動はエネルギー（質

量）と等しいため、一種類のひもで様々な質量の素粒子を表すことができます。それらのうち、一番

軽いものが電子やクォークで今の実験装置では、一番軽い電子やクォークしか検出されていません。 

 では、この超ひも理論が本当の究極理論なのでしょうか。超ひも理論は、矛盾の無い『重力の量子

力学』を与えていることがわかっています。しかし、実験で確認されている素粒子の世界である標準

模型を自動的に再現できるかどうかに関してはまだ難しい問題がいくつか残っています。 

 超ひも理論では９次元の空間を考えますが、正確な計算方法がまだ見つかっていません。この超ひ

も理論の困難を克服できるのは、若者の新鮮で独創的な発想のみです。みなさんの中から、将来超ひ

も理論を救う、あるいは究極理論を構想する人が出てくることを期待します。   

 



ＳＬ2010レポート第２号                  ２０１０．１１．１７ 

                                                         伊丹北高校進路部 

サイエンス・レクチャー全７回のレクチャーのうち後半３回分の報告をＳＬ2010 レポート第２号とし

てまとめました。京都大学大学院理学研究科の先生方にはわざわざ本校までお越しいただき、貴重なレ

クチャーをしていただいて、本当にありがとうございました。また、教務部、総務部、総合学科推進部

をはじめ、本校教職員の皆様には色々とお世話になりました。ここにお礼を申し上げます。 

さて、７回のレクチャーで地球科学のかなりの分野と素粒子論をカバーしてもらいましたが、生徒の

皆さんにとって、よくわからないこと、さらに知りたいことが増えたことと思います。そのような問い

かけを抱いて、さらに学習を続けていって欲しいものです。 

 

回 月日 講 師 内 容 

５ 9.30 

（木） 

太陽系電磁気学 

齋藤 昭則 助教 

地球を包むプラズマの観測 

 齋藤先生は雲より高い地上 100～300km の高さの領域を研究の対象とされ、ここではオーロラが発

生します。また、宇宙ステーションが設置されていたり、スペースシャトルが飛んでいる領域です。 

 今回はダジックという、地球に模した半球状のスクリーン人工衛星から見た地球の画像を映し出す

装置を用い、日本付近での台風の移動する様子や、アフリカ大陸の雲の動き、輝くオーロラの画像を

見せていただき、わかりやすく説明していただきました。 

 オーロラは宇宙から飛んでくる電子などの電気を帯びた粒子が、地球の大気の粒子に衝突して励起

状態にし、発光させる光で、その仕組みは蛍光灯と同じようなものです。地球の大気中の酸素や窒素

の原子に電子などが超高速で衝突すると、酸素原子はエネルギーをもらい通常の状態とは異なる不安

定な状態、励起状態になります。それが正常な状態に戻ろうとして余分なエネルギーを光として放出

するとき、赤、青、緑色などの光を発します。 

 オーロラが光るとき電流が流れ、それは地上で観測される磁界の変化でわかり、発電所の故障を引

き起こすこともあります。高度 100kmほどの大気圏中に電気が流れると宇宙ステーションや人工衛星

が揺れることもあります。電気が流れてエネルギーをもち、これが熱になって空気が暖められ揺れる

こともあり、これにより宇宙ステーションが落下することも考えられますが、スペースシャトルで持

ち上げて修正しています。  

 オーロラは南極、北極付近に極の真上を円状にくりぬいたドーナツ円状に発生します。この他に地

球上で発光する現象としては大気光という現象が知られています。これは日本近くでも存在するので

すが、光が弱く人間の目には見えないため CCDカメラで撮影します。海の上を含めたもっと広い範囲

を観測するため、宇宙ステーションにカメラを設置しました。この大気光についてはまだ解っていな

いことが多いため、このカメラの観測結果から新たな発見があることが期待できます。 

 

回 月日 講 師 内 容 

６ 10.8 

（金） 

地震学 

久家 慶子 助教 

地球の鼓動を探る 

 私たちの足元、地球の中身はどうなっているのでしょうか。実際、地下深くに潜ってみることがで

きればよいのですが、残念ながら現段階では必要な深さまで掘ることさえ不可能です。そこで、久家

先生は地表に置いた地震計を観測することで地球の内部を探る研究をされています。 

 地震の揺れにはいろんな揺れがあります。地震計では振り子を利用することで不動点を作り、必要

な揺れだけを記録するようにしています。磁石とコイルで振り子を包むと、振り子と動いた所で相対

的な違いができて電流が流れ、これを時間の流れに沿って記録するのが地震計の仕組みです。記録さ

れた波を解析することで、地震から２つの情報が読み取れます。 

 まず 1つ目は断層運動の情報です。これを調べれば地震の起こり方がわかります。地震の分布は一

様ではなく、同じ場所で繰り返し起こります。したがって、過去にどこで地震が起こり大きなずれが

生じているか、またどこがずれていないかを調べれば将来の地震をある程度予測できます。西日本で

は南海トラフが約 100年ごとに地震を起こしているので、これが原因による大地震が将来起こるだろ

うという心配があります。２つ目の情報は地球の内部での動きで、これを調べると地球の内部構造が

わかります。もしも地下が均質であれば、揺れは直線的に記録されます。しかし、実際の観測では複

数の直線が見られました。このことから、地球の内部には不連続なところがたくさんあるということ

がわかります。また、マントルでのＳ波速度の分布を調べてみると，速いところと遅いところがあり

ました。これは上昇流と下降流の存在を示しており、マントルが対流運動していることの証拠になり

ます。 



 ところで、地震は地球固有の現象なのでしょうか。火星にはバイキングが地震計をもっていったの

ですが、風が強すぎて有効なデータを得ることができませんでした。月ではアポロ計画の際、５台の

地震計が設置され、その情報から月でも地震ならぬ月震が起こっていることが分かっています。この

ように地球以外の星での地震の存在についても研究されていますが、データがあまりにも少なすぎて

よく分かっていないことが多いのが現状です。今後、探査機に地震計を積む計画もあるようなので、

将来新たな事実がわかることが期待されます。 

 

回 月日 講 師 内 容 

７ 10.29 

（金） 

第四紀学 

竹村 惠二 教授 

六甲山地と大阪湾―その成立と変遷 

 第四紀学とは人類が生存した時代の地球表層現象を、環境、地殻変動、人間との関係という面から

研究を進める学問のことです。なお、第四紀とは人類が誕生し、現在の人間に到る「人類の時代」の

ことです。高校で使用している地図帳には、第四紀とは 165万年前から現在までの期間と記載されて

いますが、2009年の学会で 258万年前からと変更されました。今回竹村先生には、本校に身近なとこ

ろということで、六甲山地と大阪湾の成立と変遷について講演していただきました。 

六甲山地は、近畿トライアングルという活断層がたくさん集まったところでの六甲変動（六甲山地

が動く運動のこと）により、もともと海底にあったものが隆起してできあがった山地です。山として

上がる部分があれば、逆に下がる部分もあります。それが大阪湾です。関西国際空港を作るとき、海

底の状態がどうなっているか、400ｍ掘削し調査したところ、大阪湾の海底は黒っぽい海の粘土と砂

の層が繰り返されているということが判明しました。 

粘土の層を見れば、その層がたまった年代がわかります。また、色をデジタル処理して数値化する

ことでいろんな情報を得ることができますが、とくに真っ白な部分は火山灰であるということがわか

っており、この海成粘土と火山灰の組み合わせを色で判断すれば、それらがいつ堆積したのかがわか

ります。さらに、堆積物に保存された地磁気の変化を調べれば、古地磁気の時計がつくれますし、Ｃ

Ｔスキャンのように地震波を利用する反射法で地震探査断面をみれば、大阪湾の中の硬い入れものが

どんな形かがわかります。 

これらの情報をもとにすると、大阪湾の海底の地層は、10万年周期の地球規模の氷期、間氷期の繰

り返しを記録していること、六甲山地と大阪堆積盆地の落差は第四紀に大きくなり、その落差は約４

km（六甲山の高さが約 1000ｍ、大阪湾の最深部が約 3000ｍ）に達し、激しい動きがあったことが予

想されます。さらに、六甲山地と大阪平野との間で断層運動によって 100 万年で 500m 以上の落差が

生じたことがわかります。なお、本校のある伊丹台地は、12 万 7000 年前の最終間氷期にできたもの

ということがわかります。 

 これらの盆地、山地の大規模な構造は、日本列島を取り巻くプレート運動に起因した内陸の断層運

動によって解釈されます。そして、六甲山地と大阪湾の形成は、最近の日本列島形成の貴重な証拠を

保存しており、その規模はヒマラヤの形成に匹敵するスケールとしてとらえることができ、身近な人

間サイズの時空間と地球規模サイズの研究のリンクができるとのことでした。 

 

 近畿トライアングルついては神戸市教育委員会ＨＰの 

「兵庫県南部地震データ集」に記載されています。右の 

図は「６．100万年前から隆起してできた六甲山」の中 

の「くりかえす山地と盆地と東西からの圧力」にあるも 

のです。敦賀湾を頂点とし、伊勢湾と淡路島を結ぶ線を 

底辺とする地域は「近畿トライアングル」と呼ばれ、山 

地が盆地が交互に何列も並んでいます。近畿トライアン 

グルでは東西から締め付ける圧縮力によって、高くなっ 

たところが山地に、低くなったところが盆地になってい 

ったと考えられます。山地と低地の境界では、大地に割 

れ目ができ、それが断層です。こうした地形は大地の歴 

史からみれば、ごく新しい時代の地殻変動の結果できた 

もので、この新しく激しい地殻変動は「六甲変動」と呼 

ばれています。兵庫県南部地震は、六甲変動のひとこま 

ともいえる自然の法則的な動きでした。 

 以上が「くりかえす山地と盆地と東西からの圧力」か 

らの抜粋ですが、このデータ集には様々の記事が記載し 

てありますから参考にしてください。 




