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１．責務 

理工学部応用化学科に所属し、教育研究活動を行っている。主たる教育活動は、化学熱力学、化学工

学および反応工学の専門科目講義を担当するとともに、実験科目を通じて学生に対する安全教育の役

割も果たしている。また、環境化学工学研究室（触媒・資源化学プロセス）の指導教員として、所属学

生の卒業研究も担当している。併せて、学科のクラス担任教員として担当年次学生の学習活動を総括的

にサポートしている。 
 
２．理念 
理念①：「どんなときも、どんなときも僕が僕らしくあるために」を実践できる人物の育成 
この理念は、小職自身の経験に基づいたものです。大学院修士課程修了後に大手製鉄会社で政府が主

導する産業技術研究開発に従事していた小職は、産業技術政策の大きな転換と所属する会社の深刻な

経営悪化によって企業技術者としての立場を突然に失いました。当時は、理不尽な出来事との思いから

深い失望感と不安感に襲われましたが、「どんなときも自分らしくあること」を貫こうと自身で誓った

結果、大学教員として充実した人生を送れています。そのように至った要因として、１つは化学の専門

知識を学んだことに誇りを持つことで自身の理想像を描けたことです。自身の理想像を描くことがで

きれば、理不尽な出来事、想定外の問題に直面しても、取り乱すことなく冷静な気持ちを持ちながら乗

り越えようとする気概を持てます。もう１つの要因は、見守りながら支えてくれる仲間に恵まれたこと

です。孤独な環境であったなら、自身の理想像が定まっていても、理不尽な出来事や想定外の問題など

に直面することで心が折れていたかもしれません。実際に、大学の先輩で、会社の上司でもあった最も

尊敬している方が、大学教員に採用されるまでの小職を見守り支えてくれました。 
大学を卒業して間もない若人が「どんなときも自分らしく過ごす」ことを実践するのは難しいと思い

ますが、その下地が身につくような教育を心がけたいです。 
 

理念②：工夫ができる人材の育成 
この理念も企業技術者としての経験に基づいたものです。ものつくりの産業界は、革新的なイノベー

ションによる収益向上を理想像としていますが、多くの技術者は現存技術の改良・トラブルシューティ

ングを地道に取り組むことで収益を得ることに貢献しているのが現実です。技術者が主要業務での課

題を達成するには、サイエンスに基づいて工夫するための発想力・実現力を持つことが必要であること

を経験的に学びました。大学での学んだ専門知識を実践することの尊さを理解してもらえるような教

育に努めたいと思っています。 



３．方法 
上述した理念を実現するために、以下の方針に基づいた教育に努めている。 

 
方針①：身近にある具体的な事例を活用して専門知識を説明する 
「どんなときも自分らしく過ごす」ことの原動力である自身の理想像を描くには、専門知識を学んだこ

とへ誇りを持つことが必要です。その出発点は、学ぶべき専門分野に興味を抱くことです。そのために、

担当する授業では身近にある具体的な事例を活用した専門知識の説明を心がけています。難解な専門知

識を教科書どうりに説明しても、その内容を理解させることは困難です。身近にある具体的な事例とつ

なげることで学生は興味を抱き、専門知識を理解しようとする姿勢が表れると信じています。その実施

例の１つとして、小職が担当する「化学熱力学」の授業では物質の蒸発・凝縮を駆使した「逆熱機関」の

説明に家庭用冷蔵庫を例に挙げて、大気を冷却材にして食材を冷やしているなどと解説しています。実

験科目でも、課題の対象物質である植物油を事例にあげて分子構造と物性の関連を説明しています。 
 
方針②：「失敗」が無駄ではないことに気づかせる 
 応用化学の専門知識を実践する能力を身につけることに最も効果的な教育手法である「実験」におい

て、習熟度の浅い学生はしばしば失敗を犯します。失敗したことが恥ずかしく、悔しいと感じるだけでな

く、なぜ失敗に至ったのかを科学的に考察させることを心がけています。失敗の原因を明らかにするこ

とで、事象と理論が繋がり、専門知識に対する興味と理解は深まります。また、さらなる失敗を避けるた

めの工夫をして成功に至ったときの喜びは、専門知識を実践することの面白さを伝えるだけでなく、自

主的に課題へ取り組もうとする姿勢を強めてくれます。実験科目や卒業研究での指導では、失敗は無駄

なことではなく、最良の学びの機会であると気づかせることを念頭に入れています。 
 
方針③：個々の自主性を尊重する 
「どんなときも自分らしく過ごす」ことの原動力になる自身の理想像は、当然ながら人によって異なり

ます。周囲に左右されることのない強い自主性を持つことは、真の理想像を描くことに欠かせない要素

です。このことを念頭に入れて研究室所属の学生には、プライベートの都合を含めた自身の研究計画を

しっかりと自己管理するようにと指導している。これは、小職が学生時代に多大な薫陶を受けた研究指

導教員の方針を受け継いだものである。また、授業科目では毎回の課題演習レポートを成績評価の一部

に充てているが、答案の正誤ではなく、解答を導いたプロセスの記述を重視していることも自主性を尊

重する方針に基づいている。答案に記されるプロセスは多様であり、プロセスを論理的に説明すること

への努力を自主性のバロメータと見なしている。振り返りレポートを課している授業では、毎回のレポ

ートに対して教員コメントを履修者個々にレスポンスし、自主性の強まりを促している。 
 

方針④：仲間との繋がりを持たせる 
理不尽な出来事や想定外の問題を乗り越えようとするときには、見守り支えてくれる仲間の存在が不

可欠だと思います。頼りになる仲間に恵まれるには、相手の事情を尊重しながら協調的に行動する姿勢

が必要です。小職の研究室では、学部生と大学院生を組み合わせた複数の研究グループを編成し、それぞ

れのグループが互いに都合を配慮しながら計画的に主要実験機器を共通使用するようにと指導している。 



４．成果 
・大学院入試に失敗した学生が、進学したいとの信念を貫き、１年間の研究生生活を経たのちに進学を叶

えたこと。 
・学部生時代の成績席次最下位の学生が研究による知識実践の面白さから、進学を希望し、大学院時代に

上位第２位へ成績席次を上げたこと。 
・授業アンケートに基づいて、小職の担当授業（化学工学：３年前期前半）が学科より、第１回ＴＣＵフ

ロントランナー賞候補科目に選出された。 
・学部４年で卒業した指導学生が大手ガス会社の東京ガスへ入社し、ＬＮＧプラントの安全操業に活躍

している。 
・研究室所属の学部４年生全員が大学院進学推薦の資格を有している状態が４年間続き、現在に至って

いる。 
 
５．目標 
＜短期目標＞ 
・上述した教育に対する理念をより良く、より強固にするため、学内外のＦＤに関するセミナー・研修会

へ積極的に参加する。 
・ＴＣＵフロントランナー賞の受賞を目指す。 
＜長期目標＞ 
・三菱化学、住友化学のような大手化学会社への入社内定を勝ち取れる学生を輩出する。 
 
【添付資料】 
・シラバス：エネルギー化学科専門科目 「化学熱力学（１）」、「化学工学」、「反応工学」 
                   「卒業研究（環境化学工学研究室：触媒資源化学プロセス）」 
・授業資料：エネルギー化学科専門科目「化学熱力学（１）」 初回授業分と３回目授業分 
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教育手法評価フィードバック

自学自習を促す課題レポートは、授業開始直後に回収し、模範解答を解説します。採点・評価後
のレポートは、次回授業で希望者へ返却することができます。

・達成目標を評価基準とする。/・課題レポートの提出（４０%）と試験の結果（６０%）に基づい
て評価する。

単位数

その他・自由記述欄

授業に持参するもの

授業の具体的な進め方

オフィスアワー

成績評価達成目標

履修する上で必要な条件

授業形態

関連科目

学生へのメッセージ

科目紹介動画

［科目区分］専門科目　学科共通/［対応する学習・教育目標］Ｆ/　応用化学の礎となる根幹知識の習得を目的に、物質の変化に伴うエネルギーの変化を巨視的な観点からの現象論として説明す
る。具体的には、気体の状態方程式、膨張仕事、熱力学第1法則、熱力学第2法則、様々な熱力学関数（エンタルピー，エントロピー，ギブスエネルギー）、および平衡状態（化学変化・相変化）
などを詳しく解説する。

授業科目名 化学熱力学(1) 科目英名 Chemical Thermodynamics (1)

開講年度 2021 開講学科 2020年度 エネルギー化学科

分野系列 ■専門・必修■

2 科目ナンバリング

担当者 高津　淑人

化学熱力学（1）の学びに対する達成目標を以下に記す。//修得した知識に基づいて、様々な自然
現象が起こりうる理由を理論的に説明できるようになる。//＜代表例＞/・自然界に存在する気体
が理想気体として扱えること/・化学反応の種類によって適切な操作条件（温度、圧力）が異なる
こと/・山岳地域では、水が100℃以下で沸騰すること/・「水素水」は詐欺的商品であること

［事前にあるいは並行して履修すべき科目］/・化学（2）/［事後に履修が望ましい科目］/・化
学熱力学（2）、物理化学（3）/［前提とする知識］/・

火曜・金曜の12:30～13:20

教科書に基づく講義形式 スライド及び板書によって説明します。毎回の授業では、理解を促すためのオリジナルの補助教
材を「Web Class」によって事前配布します。授業後は自学自習用の簡単な問題演習を課し、取り
組んだ結果をレポートとして提出してもらいます。

1年後期の「化学（2）」で学んだ内容を深く掘り下げた内容の授業です。2年後期の「化学熱力学
(2)」と3年前期の「物理化学（3）」も履修し、化学分野の熱力学を総合的に学んでください。

電卓（関数機能付き）、筆記用具、教科書、ノート

・本授業では、化学工業に携わる技術者・研究者に必須の基礎知識を学びます。高校で学んだ物
理化学を発展させた内容なので、十分な自学自習を積めばしっかりと理解できます。

学年 ２年生 学期 前期後半

https://web.microsoftstream.com/video/633f491a-dbe0-40fe-b676-bea020242ff3
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実務家教員教育効果

SDGs17の目標

プロセス技術管理の経験に基づいて、様々な平衡状態を具体的に説明する

住友金属工業（現在の日本製鉄）にて、石炭液化技術の実用化研究に従事

１．適切な方法で答案・レポートを返却する
２．試験問題(答案)の解説
３．レポート・課題等の評価をWebClassでフィードバック

４．レポート・課題等の評価を面談でフィードバック

５．その他

１．PBL(Project organized Problem Based Learning)
３．協同学習(協働学習)
５．グループディスカッション
７．プレゼンテーション

９．その他

２．フィールドワーク
４．グループワーク
６．ディベート
８．反転授業

１．該当する：実務経験が５年以上

２．該当する：実務経験が５年未満

３．該当しない

①実務経験の概要

②講義を行う際の経験の活かし方

　１．課題設定力 　２．情報収集力・分析力

　４．判断力 　５．積極性・能動性

　７．言語表現力 　８．プレゼン表現力

１１．クリティカル・シンキング・スキル１０．横断的・多面的思考力

　３．思考力・創造力

　６．協調性・コミュニケーション能力

　９．ディベート

１２．実践する力(実社会に応用する力)

　１．貧困をなくそう

　５．ジェンダー平等を実現しよう

　９．産業と技術革新の基盤をつくろう

１３．気候変動に具体的な対策を １４．海の豊かさを守ろう

１０．人や国の不平等をなくそう

　６．安全な水とトイレを世界中に

　２. 飢餓をゼロに 　３．すべての人に健康と福祉を

　７．エネルギーをみんなに そしてクリーンに

１１．住み続けられるまちづくりを

１５．陸の豊かさも守ろう

　４．質の高い教育をみんなに

　８. 働きがいも経済成長も

１２．つくる責任つかう責任

１６．平和と公正をすべての人に

１７．パートナーシップで目標を達成しよう



第
10
回

授業計画

第
5
回

第
4
回

第
3
回

第
2
回

第
1
回 事前事後学習課題

事前学習として、「化学（2）」での学びを振り返ること。授業後は、教員が指示する内容の
課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容
化学熱力学の概要説明（エネルギーの定義）

参考資料・参考URLなど

事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。

授業内容 参考資料・参考URLなど
気体の性質（理想気体と実存気体の違い）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
熱力学第1法則（膨張によるエネルギーの変化）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
エンタルピー（自然界で扱う熱エネルギー）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
熱化学方程式（状態変化に伴うエネルギー変化の定量）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

第
9
回

第
8
回

第
7
回

第
6
回 事前事後学習課題

授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容
エントロピー（熱力学第2法則の具体的な表現方法）

参考資料・参考URLなど

事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。

授業内容 参考資料・参考URLなど
ギブズエネルギー（化学平衡状態の評価指標）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
化学ポテンシャル（化学平衡の数式表現に欠かせない概念）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
可逆反応の平衡定数（導出理論と活量との関連）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
化学平衡の変化（ファントホフ式などによる変化状況の予測）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。



授業計画

教科書

参考URL

参考書

表示名

第
11
回

第
14
回

第
13
回

第
12
回

事前事後学習課題
授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容
相平衡の基礎知識（相図の解釈と相平衡の変化状況予測）

参考資料・参考URLなど

事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。

授業内容 参考資料・参考URLなど
自然界での相平衡（蒸気圧の概念に基づいた気液平衡の理解）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
理想溶液（ラウールの法則、ヘンリーの法則による特徴づけ）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
混合物液体の相平衡（温度－組成線図による気液平衡状態の解釈）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

説明URL

備考ISBN出版年出版社著者書籍名

『アトキンス物理化学要論（第6版）』 アトキンス（著） 2016

書籍名 著者 出版年 ISBN

9784807908912東京化学同人

出版社 備考



Course description

2

Course Title(Japanese) Course Title(English)

1

8

2 6 7 8 9 13 14 15

Teaching method(s)Feedback method to students

Instructor will collect the finished practice report from the course students for every
lesson and then will explain the solution example for the practice report. The
collected report could be return to the course students after scoring.

・The goals mentioned above correspond to the standards for scoring the grade of this
course./・The grade is scored from the practice report (40%) and the final exam (60%).

Number of Credit(s)

Notes

What to bring

Classroom flow

Office hours

Grading criteriaGoals

Prerequisites

Course type

Related courses

Message to the students

Course guidance video(Information for students)

<Course category> Discpline/<The corresponding goal to learn> F/The aim of “Chemical Thermodynamics (1)” is to appreciate that natural phenomena are based on balance of
enthalpy, entropy and Gibbs energy. As well as these thermodynamics functions, equilibrium for chemical reaction and phase transition will be explained in detail. For
acquiring the expertise, instructor will designated the proper practices in the every lesson.

Chemical Thermodynamics (1)

Academic Year2021 Department2020年度 エネルギー化学科

Subjecy Category■専門・必修■

Course Number15-213

Instructor(s)高津　淑人

Goals of this course are as follows.//Students must explain a variety of natral
phonomena with related to enthlopy, entarpy and Gibbs energy./The sample
phenomenaare/(1) Why do a variety of the gaseous material existing correspond to "ideal
gas"?/(2) Why do a variety of chemical reaction differ in the proper operating
condition?/(3) Why do water boil below 373 K at mountainous districts?

・Befor learning this course, students should complete  "Chemistry (2)" that provide
the fundamental knowledge on Chemical Thermodynamics./・For deepening the expertise,
students had better learn "Chemical Thermodynamics (2)" and "Physical Chemistry (3)
after completing this course.

12:30-13:20 on Thursday and Friday

Lecture ・Instructor will lecture with projector and writing board./・Instructor will provide
the learning assistance sheets through "Web Class", prior to every lesson./・Students
must finish the practices designated by instructor for assisting self-study out of
lesson.

・This course will deepn the expertise acquired in "Chemistry (2)./・Our department
provide not only this course but also "Chemical Thermodynamics (2)" and "Physical
Chemistry (3), for learning Chemical Thermodynamics extensively.

Writing instruments, notebook, the designated textbook and calculator

・Students will learn the fundamental knowledge essential to chemical engineer
(chemist). Sufficient self-study will results in enhancement of the expertise since
students had learned fundamentals of Chemical thermodynamics in their high-school days.

Student Year２年生 Semester or Quarter前期後半

https://web.microsoftstream.com/video/633f491a-dbe0-40fe-b676-bea020242ff3

21

2 3 4 7

Taught by instructor(s) with business experiencesExpected outcomes

Sustainable Development Goals

Instructor will explain a variety of the equilibrium conditions concretely on the
basis of his carrier to manage the process operation.

Technological research for practical use of coal liquefaction technology in
Sumitomo Metal Industry (Nippon Steel from 2019)

１．Return answer sheets/papers/other classroom products
２．Comments on the test items
３．Feedback via WebClass

４．Feedback by Interviewing

５．Others(Please describe details below)

１．PBL(Project organaized Problem Based Learning)

３．Collaborative learning
５．Group discussion
７．Presentation

９．Others

２．Fieldwork
４．Group work
６．Debate
８．Flipped classroom

１．Applicable：Experience for 5years or more

２．Applicable：Experience less than 5years

３．Not applicable

①Details of work experience

②How to make use of the experience in the classroom

　１．Setting goal skills　２．Information gathering and analyzing skills

　４．Decision making skills

　５．Taking Initiative and leadership skills

　７．Language skills 　８．Presentation skills

１１．Critical thinking skills

１０．Multifaceted thinking skills

　３．Creative thinking skills
　６．Communication skills

　９．International adaptive skills

１２．Applicability to the real world outside the classroom

　１．NO POVERTY

　５．GENDER EQUALITY

　９．INDUSTRY,INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

１３．CLIMATE ACTION １４．LIFE BELOW WATER

１０．REDUCED INEQUALITIES

　６．CLEAN WATER  AND SANITATION

　２. ZERO HUNGER 　３．GOOD HEALTH AND WELL-BEING

　７．AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

１１．SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

１５．LIFE ON LAND

　４．QUALITY EDUCATION

　８. DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

１２．RESPONSIBLE CONSUMPTION

１６．PEACE,JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS１７．PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

AND PRODUCTION

化学熱力学(1)



No.10

Schedule

No.5

No.4

No.3

No.2

No.1 Tasks done outside of the class
Before this lesson, students must review "Chemisstry (2). After this lesson,
students must finish pre-practices designated by instructor for assisting self-
study.

Lesson plan
Course guidance: What is "Chemical Thermodynamics"

Reference books,websites,etc.

Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Difference between ideal gas and real gas

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Change in energy of gas by expansion

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
What is "Enthalpy"

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Equation of chemical reaction with its enthalpy

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

No.9

No.8

No.7

No.6 Tasks done outside of the class
Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting
self-study.

Lesson plan
Second low of thermodynamics and entropy

Reference books,websites,etc.

Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
What is "Gibbs energy"

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Chemical potential essential to understanding of chemical equilibrium

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Chemical equilibrium and equlibrium constant

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Transformation of chemical equilibrium

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.



Schedule

Title

Reference books

Title URL About the site

Textbook(s)

Websites

No.11

No.14

No.13

No.12

Tasks done outside of the class
Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting
self-study.

Lesson plan
Equilibrium of phase transition for pure material

Reference books,websites,etc.

Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Equlibrium of phase transition under atmosphere

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Characterization of ideal solution

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Equlibrium between Gas and liquid phase for solution.

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Students must finish pre-and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

NoteISSNYearPublisherAuthorsTitle

『アトキンス物理化学要論（第6版）』 アトキンス（著） 2016

Authors Year ISSN

9784807908912東京化学同人

Publisher Note



15-344, 16-344

科目概要

8

1 2 6 7 9 13 14 15

教育手法評価フィードバック

自学自習を促す課題レポートは、授業開始直後に回収し、模範解答を解説します。また、採点・
評価後の課題レポートは、次回授業で希望者へ「写し」を返却することができます。

・達成目標を評価基準とする。/・課題レポートの提出（４０％），および試験（６０％）の結果
から評価する。

単位数

その他・自由記述欄

授業に持参するもの

授業の具体的な進め方

オフィスアワー

成績評価達成目標

履修する上で必要な条件

授業形態

関連科目

学生へのメッセージ

科目紹介動画

［科目区分］専門科目　エネルギーシステム工学領域/［対応する学習・教育目標］　Ｄ、Ｇ/　化学の観点で様々な技術課題を見出し、その達成に欠かせない専門知識（専門領域：エネルギーシ
ステム工学）の習得を目的に、化学工学量論の詳細を説明する。また、物質の移動現象に対する基本原理を解説するとともに、これを応用した化学プロセス諸量計算・設計を進めるための基本的
な手法を具体的に例示する。さらに、学習内容の理解を深めるための課題演習を課す。

授業科目名 化学工学 科目英名 Chemical Engineering

開講年度 2021 開講学科 2019年度 エネルギー化学科

分野系列 ■専門・選択■

2 科目ナンバリング

担当者 高津　淑人

化学工学の学びに対する達成目標を以下に記す。//(1)　化学プロセスの全体像を俯瞰できるよう
になる。/(2)　「移動現象（流動）」の理論に基づいて、簡単な送液システムを設計できるよう
になる。/(3)　「移動現象（伝熱）」の理論に基づいて、簡単な熱交換器を設計できるようにな
る。

［事後に履修が望ましい科目］/　・反応工学/［前提とする知識］/　・化学熱力学（１）で学ん
だ内容

火曜・金曜の12:30～13:20

教科書に基づく講義 スライド、および板書によって説明します。自学自習のために毎回の授業後に説明内容の理解を
深めるための問題演習に取り組み、その結果を次回授業でレポートとして提出してもらいます。/
また、説明内容の理解を高めるために、オリジナルの補助教材を毎回の授業で配布します。

「化学熱力学（１）」で学んだ知識（エンタルピー）の工学的な実践に取り組みます。教科書は3
年後期開講の「反応工学」でも使用しますので、セットで履修くださることを勧めます。

筆記用具，ノート，電卓（関数機能付き）

・「化学工学」は、高難度の技術系国家資格（高圧ガス製造保安責任者、エネルギー管理士など
）を目指すには不可欠の専門知識です。しっかりと理解できれば即戦力の生産技術者として活躍
できるはずです。

学年 ３年生 学期 前期前半

https://web.microsoftstream.com/video/cb6e197e-7e7b-42b4-b9f4-2d8d635f4813

1

21

2 3 4 7

実務家教員教育効果

SDGs17の目標

プロセス技術管理の経験に基づいて、流体輸送システムと熱交換システムの設計を具体的に
説明する

住友金属工業（現在の日本製鉄）で、石炭液化技術の実用化研究に従事

１．適切な方法で答案・レポートを返却する
２．試験問題(答案)の解説
３．レポート・課題等の評価をWebClassでフィードバック

４．レポート・課題等の評価を面談でフィードバック

５．その他

１．PBL(Project organized Problem Based Learning)
３．協同学習(協働学習)
５．グループディスカッション
７．プレゼンテーション

９．その他

２．フィールドワーク
４．グループワーク
６．ディベート
８．反転授業

１．該当する：実務経験が５年以上

２．該当する：実務経験が５年未満

３．該当しない

①実務経験の概要

②講義を行う際の経験の活かし方

　１．課題設定力 　２．情報収集力・分析力

　４．判断力 　５．積極性・能動性

　７．言語表現力 　８．プレゼン表現力

１１．クリティカル・シンキング・スキル１０．横断的・多面的思考力

　３．思考力・創造力

　６．協調性・コミュニケーション能力

　９．ディベート

１２．実践する力(実社会に応用する力)

　１．貧困をなくそう

　５．ジェンダー平等を実現しよう

　９．産業と技術革新の基盤をつくろう

１３．気候変動に具体的な対策を １４．海の豊かさを守ろう

１０．人や国の不平等をなくそう

　６．安全な水とトイレを世界中に

　２. 飢餓をゼロに 　３．すべての人に健康と福祉を

　７．エネルギーをみんなに そしてクリーンに

１１．住み続けられるまちづくりを

１５．陸の豊かさも守ろう

　４．質の高い教育をみんなに

　８. 働きがいも経済成長も

１２．つくる責任つかう責任

１６．平和と公正をすべての人に

１７．パートナーシップで目標を達成しよう



第
10
回

授業計画

第
5
回

第
4
回

第
3
回

第
2
回

第
1
回 事前事後学習課題

事前学習として、「化学熱力学（1）」を振り返り「エンタルピー」を理解しておくこと。授
業後は教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容
化学工学の概要説明（製造業の収益に直結する実務的な工学）

参考資料・参考URLなど

事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。

授業内容 参考資料・参考URLなど
物質収支（分離プロセスと燃焼プロセス）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
エネルギー収支の概念

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
燃焼プロセスのエネルギー収支

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
流動．その１（レイノルズ数）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

第
9
回

第
8
回

第
7
回

第
6
回 事前事後学習課題

授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容
流動．その２（層流と乱流の特徴）

参考資料・参考URLなど

事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。

授業内容 参考資料・参考URLなど
流動．その３（ベルヌイ式による流体の機械的エネルギー収支）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
流動．その４（流体輸送システムの設計）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
伝熱．その１（熱移動様式の分類）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
伝熱．その２（熱伝導の定量）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。



授業計画

教科書

参考URL

参考書

表示名

第
11
回

第
14
回

第
13
回

第
12
回

事前事後学習課題
授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容
伝熱．その３（対流伝熱の定量）

参考資料・参考URLなど

事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。

授業内容 参考資料・参考URLなど
伝熱．その４（熱交換器の設計）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
理解度向上のための総合演習（基礎編）と解説

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
理解度向上のための総合演習（応用編）と解説

事前事後学習課題 事前事後学習時間
授業前後で、合計4時間以上の自主学習が必要である。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

説明URL

備考ISBN出版年出版社著者書籍名

『現代化学工学』 橋本健治，荻野文丸（編） 2007

書籍名 著者 出版年

『はじめての化学工学　プロセスから学ぶ基礎』 化学工学会高等教育委員会（編） 2007

ISBN

9784621078846

9784782826096産業図書

出版社

丸善

備考



Course description
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Course Title(Japanese) Course Title(English)

1

8

1 2 6 7 9 13 14 15

Teaching method(s)Feedback method to students

Instructor will collect the finished practice report from the course students for every
lesson and then will explain the solution example for the practice report. The
collected report could be return to the course students after scoring.

・The goals mentioned above correspond to the standards for scoring the grade of this
course./・The grade is scored from the practice report (40%) and the final exam (60%).

Number of Credit(s)

Notes

What to bring

Classroom flow

Office hours

Grading criteriaGoals

Prerequisites

Course type

Related courses

Message to the students

Course guidance video(Information for students)

<Couese caategory> Discipline/<The corresponding goal to learn> D, G/The aim of “Chemical Engineering” is to master expertise for extracting and resolving engineering
subject from the chemical viewpoint. This course introduces fundamental theories about material and heat transfer. Students will learn the concrete procedure not only to
design the fluid-transportation system and heat-exchange system, with going through the practices concerned. Prior to learning the system design, students must understand
concept of material and energy balance.

Chemical Engineering

Academic Year2021 Department2019年度 エネルギー化学科

Subjecy Category■専門・選択■

Course Number15-344, 16-344

Instructor(s)高津　淑人

Goals of this course are as follows//(1) Students must outline a variety of chemical
processes/(2) Students must design a simplified fluid-transportation system based on a
expertise of "Chemical Engineering"Students must design a simplified heat-exchange
system based on a expertise of "Chemical Engineering"/(3)

・After completing this course, students had better learn "Chemical Reaction
Engineering" on the 4th quarter./・For acquiring an expertise of "Chemical
Engineering", students must review "Chemical Thermodynamics (1)" completed in 2nd
grade.

12:30-13:20 on Thuesday and Friday

Lecture ・Instructor will lecture with projector and writing board./・Instructor will provide
the learning assistance sheets through "Web Class", prior to every lesson./・Students
must finish the practices designated by instructor for assisting self-study out of
lesson.

・Students must understand "Enthalpy"explained in "Chemical Thermodynamics (1)" for
completing "Chemical Engineering"./・For this course and "Chemical Reaction
Engineering", the same textbook is used.

Writing instruments, notebook, the designated textbook and calculator

Expertise of “Chemical Engineering” is required for passing a difficult exam of some
technological specification, and promises good activity in the industrial field.

Student Year３年生 Semester or Quarter前期前半

https://web.microsoftstream.com/video/cb6e197e-7e7b-42b4-b9f4-2d8d635f4813

21

2 3 4 7

Taught by instructor(s) with business experiencesExpected outcomes

Sustainable Development Goals

Instructor will guide in designing fluid-transportation system and heat exchange
system on the basis of his carrier to manage the process operation.

Technological research for practical use of coal liquefaction technology in
Sumitomo Metal Industry (Nippon Steel from 2019)

１．Return answer sheets/papers/other classroom products
２．Comments on the test items
３．Feedback via WebClass

４．Feedback by Interviewing

５．Others(Please describe details below)

１．PBL(Project organaized Problem Based Learning)

３．Collaborative learning
５．Group discussion
７．Presentation

９．Others

２．Fieldwork
４．Group work
６．Debate
８．Flipped classroom

１．Applicable：Experience for 5years or more

２．Applicable：Experience less than 5years

３．Not applicable

①Details of work experience

②How to make use of the experience in the classroom

　１．Setting goal skills　２．Information gathering and analyzing skills

　４．Decision making skills

　５．Taking Initiative and leadership skills

　７．Language skills 　８．Presentation skills

１１．Critical thinking skills

１０．Multifaceted thinking skills

　３．Creative thinking skills
　６．Communication skills

　９．International adaptive skills

１２．Applicability to the real world outside the classroom

　１．NO POVERTY

　５．GENDER EQUALITY

　９．INDUSTRY,INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

１３．CLIMATE ACTION １４．LIFE BELOW WATER

１０．REDUCED INEQUALITIES

　６．CLEAN WATER  AND SANITATION

　２. ZERO HUNGER 　３．GOOD HEALTH AND WELL-BEING

　７．AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

１１．SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

１５．LIFE ON LAND

　４．QUALITY EDUCATION

　８. DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

１２．RESPONSIBLE CONSUMPTION

１６．PEACE,JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS１７．PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

AND PRODUCTION

化学工学



No.10

Schedule

No.5

No.4

No.3

No.2

No.1 Tasks done outside of the class
Before this lesson, students must review "Enthalpy" learned in Chemical
Thermodynamics (1)". After this lesson, students must finish pre-practices
designated by instractor.

Lesson plan
Course guidance: What is "Chemical Engineering"?

Reference books,websites,etc.

Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Material balance for separation process and combustion process

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Concept of energy balance

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Energy balance for combustion process

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Fluid-transportation (Reynold number)

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

No.9

No.8

No.7

No.6 Tasks done outside of the class
Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting
self-study.

Lesson plan
Fluid-transportation (Characterization of laminer flow and tabulent flow)

Reference books,websites,etc.

Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Fluid-transportation (quantification of energy balance by using Bernoulli's
equation)

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Fluid-transportation (Guide in designing the fluid-transportation system)

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Heat-transportation (classification of the transportation manners)

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Heat-transportation (quantification of the conductive transportation)

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.



Schedule

Title

Reference books

Title URL About the site

Textbook(s)

Websites

No.11

No.14

No.13

No.12

Tasks done outside of the class
Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting
self-study.

Lesson plan
Heat-transportation (quantification of convectional transportation)

Reference books,websites,etc.

Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Heat-transportation (Guide in designing the heat-exchange system)

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Fundamental practices to fix the acquired knowledge.

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Expansive practices to deepen an expertise of "Chemical Engineering"

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hour must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study.

NoteISSNYearPublisherAuthorsTitle

『現代化学工学』 橋本健治，荻野文丸（編） 2007

Authors Year

『はじめての化学工学　プロセスから学ぶ基礎』 化学工学会高等教育委員会（編） 2007

ISSN

9784621078846

9784782826096産業図書

Publisher

丸善

Note



15-345, 16-345

科目概要

4 7 8

2 6 7 8 9 13 14 15

教育手法評価フィードバック

自学自習を促す課題レポートは、授業開始前に回収してから、模範解答を解説します。採点・評
価後の課題レポートは、次回授業で希望者へ「写し」を返却することができます。

・達成目標を評価基準とする。/・課題レポートの提出（４０％）、前半分の総合演習（３０％）
、後半分の総合演習（３０％）で評価する。

単位数

その他・自由記述欄

授業に持参するもの

授業の具体的な進め方

オフィスアワー

成績評価達成目標

履修する上で必要な条件

授業形態

関連科目

学生へのメッセージ

科目紹介動画

［科目区分］専門科目　エネルギーシステム工学領域/［対応する学習・到達目標］　Ｄ、Ｇ/　化学の観点で様々な技術課題を見出し、その達成に必要な専門知識を修得するために、化学反応を
定量表現するための工学的な基本原則を解説する。また、反応装置の設計、および実験研究で得た反応データの解析評価を進めるための具体的な手順と理論的根拠を説明する。解説・説明内容の
理解を促すための問題演習にも取り組む。

授業科目名 反応工学 科目英名 Chemical Reaction Engineering

開講年度 2021 開講学科 2019年度 エネルギー化学科

分野系列 ■専門・選択■

2 科目ナンバリング

担当者 高津　淑人

反応工学の学びに対する達成目標を以下に記す。//①　化学反応量論に基づいた物質収支を把握
できるようになる。/②　指示された仕様に合致する反応装置を適切に創造できるようになる。
/③　実験データから化学反応の速度解析を適切に実施できるようになる。

［事前あるいは並行して履修すべき科目］/・化学工学/［前提とする知識］/・「物理化学（2）
」で学んだ「化学反応論」

水曜・金曜の12:30～13:20/From 12:30 to 13:30 on every Tuesday and Friday.

教科書に基づく講義/Lecture based on the designated textbook.スライド、および板書によって説明します。毎回の授業では、理解を促すためのオリジナルの補
助教材を事前に「Web Class」で配布します。毎回の授業後に自学自習用の問題演習を課し、取り
組んだ結果をレポートとして次回の授業で提出してもらいます。

2年後期の「「物理化学（2）」で学んだ「化学反応論」を工学的に展開する授業です。特に、ア
レニウス式と一次反応の積分型速度式は本授業で極めて重要な知識なので、しっかりと復習して
おくこと。

筆記用具，ノート，電卓（関数機能付き）

・化学反応・触媒反応を扱う研究課題には、反応工学の知識に基づいたデータ解析が欠かせませ
ん。授業内容をしっかりと理解することで、卒業研究のレベルアップに繋がります。/・また、反
応工学の知識は高難度の技術系国家資格（高圧ガス製造保安責任者、エネルギー管理士等）の受
験に欠かせません。

学年 ３年生 学期 後期後半

https://web.microsoftstream.com/video/396b6ea9-56e1-4c99-919e-126f1c3fba00

1

21

2

7

3

8

4 5 6

実務家教員教育効果

SDGs17の目標

プロセス概念設計の経験に基づいて、設計方程式の利用事例を分かりやすく説明する。

住友金属工業（現在の日本製鉄）で、石炭液化技術の商業化研究に従事（9年間）

１．適切な方法で答案・レポートを返却する
２．試験問題(答案)の解説
３．レポート・課題等の評価をWebClassでフィードバック

４．レポート・課題等の評価を面談でフィードバック

５．その他

１．PBL(Project organized Problem Based Learning)
３．協同学習(協働学習)
５．グループディスカッション
７．プレゼンテーション

９．その他

２．フィールドワーク
４．グループワーク
６．ディベート
８．反転授業

１．該当する：実務経験が５年以上

２．該当する：実務経験が５年未満

３．該当しない

①実務経験の概要

②講義を行う際の経験の活かし方

　１．課題設定力 　２．情報収集力・分析力

　４．判断力 　５．積極性・能動性

　７．言語表現力 　８．プレゼン表現力

１１．クリティカル・シンキング・スキル１０．横断的・多面的思考力

　３．思考力・創造力

　６．協調性・コミュニケーション能力

　９．ディベート

１２．実践する力(実社会に応用する力)

　１．貧困をなくそう

　５．ジェンダー平等を実現しよう

　９．産業と技術革新の基盤をつくろう

１３．気候変動に具体的な対策を １４．海の豊かさを守ろう

１０．人や国の不平等をなくそう

　６．安全な水とトイレを世界中に

　２. 飢餓をゼロに 　３．すべての人に健康と福祉を

　７．エネルギーをみんなに そしてクリーンに

１１．住み続けられるまちづくりを

１５．陸の豊かさも守ろう

　４．質の高い教育をみんなに

　８. 働きがいも経済成長も

１２．つくる責任つかう責任

１６．平和と公正をすべての人に

１７．パートナーシップで目標を達成しよう



第
10
回

授業計画

第
5
回

第
4
回

第
3
回

第
2
回

第
1
回 事前事後学習課題

事前学習として、「物理化学（2）」で学んだ「化学反応論」を振り返ること。授業後は、教
員が指示する内容の課題演習に取り組むことを中心とする自主学習に努めること。

授業内容
反応工学の有用性と振り返るべき根幹知識の説明

参考資料・参考URLなど

事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。

授業内容 参考資料・参考URLなど
工学的な観点に基づいた化学反応の分類と特徴（その１）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
工学的な観点に基づいた化学反応の分類と特徴（その２）

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
化学反応装置の分類

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、プレゼンテーションに必要な情報収集と取り纏め、および役割分担の明確化に向

けた自主学習とグループワークに取り組むこと。

授業内容 参考資料・参考URLなど
化学反応に対する物質収支．その１（定容系） 出来栄え評価は、学生間の相互評価に基づく。

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前には、プレゼンテーションに向けた入念な準備を整えておくこと。授業後は、教員が指

示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

第
9
回

第
8
回

第
7
回

第
6
回 事前事後学習課題

授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容
化学反応に対する物質収支．その２（非定容系）

参考資料・参考URLなど

事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。

授業内容 参考資料・参考URLなど
理解度向上に向けた総合演習（前半分）と解説

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
回分反応器に対する設計方程式

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
流通反応器の設計方程式

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
回分反応器の具体的な設計方法

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。



授業計画

教科書

参考URL

参考書

表示名

第
11
回

第
14
回

第
13
回

第
12
回

事前事後学習課題
授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容
流通反応器の具体的な設計方法

参考資料・参考URLなど

事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。

授業内容 参考資料・参考URLなど
反応速度解析に対する設計方程式の応用

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
理解度向上に向けた総合演習（後半分）と解説

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

授業内容 参考資料・参考URLなど
産業社会における反応工学の活用事例

事前事後学習課題 事前事後学習時間
事前と事後で、合計4時間以上の自主学習が必要。授業前後で、教員が指示する内容の課題演習を中心とする自主学習に努めること。

説明URL

備考ISBN出版年出版社著者書籍名

『現代化学工学』 橋本健治，荻野文丸（編） 2007

書籍名 著者 出版年

『改訂版　反応工学』 橋本健治 1993

ISBN

9784563045180

9784782826096産業図書

出版社

培風館

備考



Course description

2

Course Title(Japanese) Course Title(English)

1

4 7 8

2 6 7 8 9 13 14 15

Teaching method(s)Feedback method to students

Instructor will collect the practical report completed from students for every lessons,
and then will explain example solution for the collected report. The collected report
can be return to students after scoring.

・The goals mentioned above correspond to the standards for scoring the grade of this
course./・The grade is scored from the practical reports (40 %) and the final test (60
%).

Number of Credit(s)

Notes

What to bring

Classroom flow

Office hours

Grading criteriaGoals

Prerequisites

Course type

Related courses

Message to the students

Course guidance video(Information for students)

[Courses category] Discipline/[The corresponding goal to learn] D, G/   The aim of “Chemical reaction engineering” is to master expertise for extracting and resolving
engineering subject from the chemical viewpoint. The courses introduce fundamental theories to evaluate chemical reaction quantitatively. Students will learn the concrete
procedure not only to design a variety of chemical reactors but also to analyze reaction kinetics on the basis of experimental data, with going through the practices
concerned.

Chemical Reaction Engineering

Academic Year2021 Department2019年度 エネルギー化学科

Subjecy Category■専門・選択■

Course Number15-345, 16-345

Instructor(s)高津　淑人

Goals of ths course are as follows.//1. Students must quantify matrial balance of
chemical reaction process on the basis of the stoichiometry./2. Students must design
chemical reactor according to the specification required./3. Student must appreciate
chemical kinetics from the experimental data.

Preliminarily to this course, students had better  taken “Chemical engineering” and
should have reviewed “Chemical reaction kinetics” which was stuied in "Physical
chemistry (2)".

12:30-13:20 on Wednesday and Friday

Lecture ・Instructor will lecture with projector and writing board./・Instructor will provide
the learning assistance sheets through "Web Class", prior to every lesson./・Students
must finish the practices designated by instructor for assisting self-study out of
lesson.

This course is related to “Physical chemistry (2)” very well. Arrhenius equation,
reaction rate equation are the very important knowledges to understand lecture.

Writing instruments, notebook, the designated textbook, calculator

・Quality of graduation research project will be enhanced by acquiring an expertise of
“Chemical Reaction Engineering”, as one of the project issues probably corresponds to
analysis of reaction kinetics./・Expertise of “Reaction Chemical Engineering” is
required for passing a difficult exam of some technological specification.

Student Year３年生 Semester or Quarter後期後半

https://web.microsoftstream.com/video/396b6ea9-56e1-4c99-919e-126f1c3fba00
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7

3

8

4 5 6

Taught by instructor(s) with business experiencesExpected outcomes

Sustainable Development Goals

Instructor will guide in applying practicaly reactor design equation on the basis
of his carrier to conceptual design  of practical coal liquefaction process.

Technological research for practical use of coal liquefaction technology in
Sumitomo Metal Industry (Nippon Steel from 2019)

１．Return answer sheets/papers/other classroom products
２．Comments on the test items
３．Feedback via WebClass

４．Feedback by Interviewing

５．Others(Please describe details below)

１．PBL(Project organaized Problem Based Learning)

３．Collaborative learning
５．Group discussion
７．Presentation

９．Others

２．Fieldwork
４．Group work
６．Debate
８．Flipped classroom

１．Applicable：Experience for 5years or more

２．Applicable：Experience less than 5years

３．Not applicable

①Details of work experience

②How to make use of the experience in the classroom

　１．Setting goal skills　２．Information gathering and analyzing skills

　４．Decision making skills

　５．Taking Initiative and leadership skills

　７．Language skills 　８．Presentation skills

１１．Critical thinking skills

１０．Multifaceted thinking skills

　３．Creative thinking skills
　６．Communication skills

　９．International adaptive skills

１２．Applicability to the real world outside the classroom

　１．NO POVERTY

　５．GENDER EQUALITY

　９．INDUSTRY,INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

１３．CLIMATE ACTION １４．LIFE BELOW WATER

１０．REDUCED INEQUALITIES

　６．CLEAN WATER  AND SANITATION

　２. ZERO HUNGER 　３．GOOD HEALTH AND WELL-BEING

　７．AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

１１．SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

１５．LIFE ON LAND

　４．QUALITY EDUCATION

　８. DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

１２．RESPONSIBLE CONSUMPTION

１６．PEACE,JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS１７．PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

AND PRODUCTION

反応工学



No.10

Schedule

No.5

No.4

No.3

No.2

No.1 Tasks done outside of the class
Before lesson, students should review "Chemical reaction kinetics" learned in
"Physical cheistry (2)". After lesson, student must finish pre-practices designated
by instructor for assisting self-study

Lesson plan
Course guidance: What is "Chemical reaction engineering"?

Reference books,websites,etc.

Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be consumed for the pre- and post-study.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Classification of chemical reactor base on the engineering viewpoint.

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Classification of chemical reactor

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours must be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Industrial reaction (1): groupwork for presentation

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must cooperate thier colleagues in prepareing the competitive presentation

held next lesson.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Industrial reactor (2): Competitive presentationEach presentation is evaluated by each students.

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must cooperate thier colleagues in prepareing the competitive presentation

before this lesson, and must finish pre-practises designated by instructor for
assisting self-study..

No.9

No.8

No.7

No.6 Tasks done outside of the class
Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting
self-study

Lesson plan
Material balance for liquid-phase reaction.

Reference books,websites,etc.

Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Material balance for gas-phase reaction

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Reactor design equation for batch system

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Reactor design equation for flow system

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Guide in batch reactor design

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study



Schedule

Title

Reference books

Title URL About the site

Textbook(s)

Websites

No.11

No.14

No.13

No.12

Tasks done outside of the class
Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting
self-study

Lesson plan
Guide in flow reactor design

Reference books,websites,etc.

Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Application of reactor design equation to anakysis of reaction kinetics

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Fundamental practises to fix the acquired knowledge

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study

Lesson plan Reference books,websites,etc.
Expansive practises to deepen the expertise

Tasks done outside of the class Hours spent on outside-class tasks
4 hours should be taken for the pre- and post-study out of lesson.Student must finish pre- and post-practices designated by instructor for assisting

self-study

NoteISSNYearPublisherAuthorsTitle
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ISSN
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研究概要

表示名 URL 説明

［達成目標］/　(1)　自主的な学びを継続するための向上心を身につける。/　(2)　論理的な思考で整理した自らの主張を正確に表現する能力を身につける。/　(3)　様々な科目で学んだ専門的
な知識を総合させながら課題を探究し、解決手段を提案する能力を身につける。/　(4)　課題の探究に様々なツール（実験装置、ソフトウエア等）を応用できる能力を身につける。/　(5)　様々
な制約の中で、計画的かつ合理的に課題を探究するための実務力を/身につける。//［成績評価］/　上記の達成目標を基準に、以下に記す割合で成績を評価する。/　(1)　向上心＝10%/　(2)　表
現力＝20%/　(3)　課題解決力＝30%/　(4)　応用力＝20%/　(5)　実務力＝20%/　ただし、研究室や学科が指定した発表会等への出席率が著しく低いと判断される場合は、評価の対象としないこと
がある。

単位数

その他・自由記述欄

成績評価

研究室の特色

［科目区分］　卒業研究関連科目/担当教員の指導の下で専門分野の課題を探究し、学部での学習を総括する。課題の探究にあたっては、主体的および積極的な取り組み姿勢を求める。

授業科目名 卒業研究：環境化学工学研究室（触媒・資源化学プロセス） 科目英名 Graduation Thesis

開講年度 2021 開講学科 2018年度 エネルギー化学科

分野系列 ■専門・必修■

6 科目ナンバリング 16-471

担当者 高津　淑人

植物類のような天然高分子をエネルギー・物質資源として効率よく利用するための新奇な触媒反応法を創成するための化学と工学を探究しています。具体的な研究課題を以下に示します。/　・石
灰触媒によるバイオディーゼル生成を効率化する総合プロセス/　・天ぷら油からジェット燃料を生成する触媒反応法/　・木質バイオマスから有用物質を生成する機能集約型触媒の試作/　・メソ
ポーラス構造化による触媒の高性能化

社会人として業務課題を取り組むには、個々の自己管理能力が極めて重要です。個々の自主性を充分に尊重しますので、計画性とリーダーシップをしっかりと鍛えてください。

学年 ４年生 学期 通年（卒研）

参考URL



Course description

Title URL About the site

<Educational target>/Target 1: Students must acquire their aspiration to continue independent learning./Target 2: Student must express their claim based on their logical
thinking/Target 3: Students must propose appropriate means to resolve the technological issue on the basis of their expertise/Target 4: Students must operate a variety of
academic tools such as software and analytical apparatus for resolving the technological issues/Target 5: Students must acquire planning ability to resolve the technological
issue reasonably with facing a variety of the restricting limitations.//<Scoring grade>/For the student achieving the target mentioned above, their grade are scored on the
basis of the educational balance, as following./  Target 1=10 %/  Target 2=20 %/  Target 3=30 %/  Target 4=20 %/  Target 5=20 %//For scoring grade, students must participate
in academic meetings designated by teaching professor and academic department.

Notes

Grading criteria

Feature of Laboratory

Students resolve their own issues to deepen expertise in field of applied chemistry with following advices from their teaching professor. Aggressive and independent attitudes
are required for resolving issues.

Academic issues of our laboratory are to study catalytic processes to convert biomass into energy and material source cost-reasonably. The concrete targets are as follows.//
1. Heterogeneous process to produce biodiesel by Ca-based catalyst./ 2. Control of physico-chemical property of meso-porous material/ 3. Hydrocracking of plant oil into drop-
in fuel without supplying hydrogent./ 4. Production of hydrogen and its transfer agent from lingo-cellulosic biomass / 5. Gerbet reaction to convert ethanol into drop-in fuel
or chemical resources.

Lecturing professor wish that the student intensify their planning ability and leadership in their laboratory life, because self-management ability is very important for
engineer

Websites

6

Course Title(Japanese) Course Title(English)

Number of Credit(s)

Graduation Thesis

Academic Year2021 Department2018年度 エネルギー化学科

Subjecy Category■専門・必修■

Course Number16-471

Instructor(s)高津　淑人
Student Year４年生 Semester or Quarter通年（卒研）

卒業研究：環境化学工学研究室（触媒・資源化学プロセス）



「化学熱力学 (1)」

令和3年6月4日（初回授業）

「授業概要」と「基本知識の説明」



1. 授業計画

第1回： 物質が持つエネルギー（過去の学びの振り返り）
↓

第2回： 気体の性質（理想気体と実存気体の違い）
↓

第3回： 熱力学第1法則（膨張によるエネルギー変化）

第9回、第10回： 化学平衡
第4回： エントロピー

第5回： 熱化学方程式
↓

第6回： エンタルピー
↓

第7回： ギブズエネルギー
↓

第8回： 化学ポテンシャル

第11回、第12回： 相平衡

第13回、第14回： 溶液の平衡



2. 授業の進め方

・「Web-Class」を通して授業用資料を事前にダウンロード

してください（授業開始前にアップロードしておきます）。

※事前に配布していないが授業で使用したスライド類は

「補足資料」として授業後にアップロードしておきます。

・授業用資料の「アルファベット」欄へ、重要な語句や

考え方の説明をみなさん自身が記入

・授業後は、復習・予習用の課題に取り組む、それらの

レポートを次回授業開始前までに、「Web-Class」へアップ

ロードする。

・物理化学演習2Qの授業内容とリンク



3. 成績評価

課題レポートの出来栄え（50%）＋最終課題（50%）

毎回授業後の問題演習

・正解を記すことは重視しない

・課題に取り組んだ姿勢を重視

（計算過程の詳しい説明など）

・授業総まとめの問題演習

・限定した時間内で解答、提出

実施日時は後日連絡



「基本知識の説明」

化学熱力学の理解に必要な



1．エネルギーに関する基本知識

・エネルギー＝「Ａ」

・仕事＝「何らかの力に対抗した逆向きの動き」

＜仕事についての事例： 自動車の走行＞

空気抵抗

地面との摩擦

重力

重力、地面との摩擦、空気抵抗などの「力」

に逆らった「車体の移動」

→ 「仕事の定義」に合致

＜エネルギーの定量 ･･･ 「仕事」の定義に基づく＞

仕事： 「力」に対抗した逆向きの「動き」

・力の単位は「Ｂ」＝「kg･m･s-2」＝質量×加速度

・動き＝「物体の移動」 → 動きの単位は「m」

「力×移動距離」 ･･･ 単位は「Ｃ」＝「kg･m2･s-2」＝「Ｄ」

※エネルギーも同じ単位（J）で表現

･･･ 教科書p.41の最初



① 運動エネルギー

速度v[m･s-1]で移動する質量m[kg]の物質が保有する運動エネルギー（EK）

＝「（1/2）･m･v2[J]」

物質を構成する「無数の分子は運動エネルギー保有量がそれぞれで異なる」

･･･ 「運動エネルギーの分布」は「ボルツマン式」で表現される

→ N/N0＝exp｛－Δε/（k･T）｝ ･･･ 教科書p.484 （12A･2a）式

N0： 運動エネルギーが特定の値である分子の数

N： 上記の分子よりも「Δε（ほんの少し）だけエネルギーが大きい」分子の数

Δε： 上記の分子群2種に対するエネルギーの差

k： ボルツマン定数（＝Ｅ）

分布した運動エネルギーは平均化できる＝「均分定理」 ･･･ 教科書p.55～56

･･･ 1分子あたりの平均値＝「Ｆ」

2. 物質が保有するエネルギーの種類

前提条件その1： 充分に温度が高い（Ｇ）

前提条件その2： 運動エネルギーの分布が連続的



＜均分定理を適用できる分子運動： 教科書p.55～56 2C･4＞
※「並進運動」＝「Ｈ」

EK（分子1molの並進運動エネルギー）

＝Σ｛（m･vx
2）/2｝＋ Σ｛（m･vy

2）/2｝＋Σ｛（m･vz
2）/2｝

（k･T）/2 ･･･ 「分子1個のx軸方向並進に対して」

＝（3/2）･k･T･NA＝「Ｉ」

～並進以外の分子運動～

① 「Ｊ」

・1原子分子には無い運動

・均分定理を適用できる

② 「Ｋ」

よって、300KでのEK＝（3/2）×8.314×300＝3741[J･mol-1]

・1原子分子、2原子分子には無い運動

・均分定理を適用できない

※k（ボルツマン定数）＝R÷NA → 「k×NA＝R」

分子6.02×1023個

の合計



＜振動運動に均分定理を適用できない理由＞

･･･ 「エネルギー量子化」の影響が大きいため＝

運動エネルギーが「Ｌ」

「ボルツマン式：N/N0＝exp｛－Δε/（k･T）｝」に基づくと ･･･

「Δε」が無限小＝「連続」的な分布 → 均分定理を適用できる

「Δε」が有限の特定値＝「Ｍ」的な分布 → 均分定理を適用できない

→ 「分子運動の空間」が大きいと、Δεが小さくなる（運動のパターンが無限）

※空間の大きさに対する運動範囲の序列は「Ｎ」

広大な空間での移動 分子自身の回転 分子内部での振動



「並進」、「回転」では「Δε」が非常に小さく、分子の運動パターンが無限に存在

→ボルツマン式に基づく「連続的なエネルギー分布」

※「Δε」＝「分子が持つ運動エネルギーの差」 → 無限に小さくなる

教科書p485 図12A･1 運動の種類と分子群のエネルギー間隔（Δε）

＝Δε

分子内部における原子の「振動」は狭い空間で起こるので分子運動パターン

が有限化 → Δεの有限化＝「離散的なエネルギー分布」

※「電子」の運動は、より狭い空間（Ｏ）で起こる

→ 運動エネルギーの分布に対する離散性がより強まる

原子の構造



② ポテンシャルエネルギー ･･･ 「Ｐ」を導く

「当初は引き合うが、さらに縮まると反発し始める」

分子間の距離が縮まる（物質が密集、圧力の上昇）と ･･･

･･･ 分子間のポテンシャルエネルギー＝4･A･｛（B/r）12－（B/r）6｝

＜Lennard-Jones（レナード-ジョーンズ）ポテンシャル＞

・A，Bは定数．「r」が分子間距離

・（B/r）12：「反発力」由来のエネルギー、（B/r）6：「引力」由来のエネルギー

教科書p.430 図10B･8教科書p.25 図1C･1

※地球と物質の間で作用するポテンシャルエネルギーは「重力」を導く

･･･ 高校物理の「Ｑ」エネルギー＝質量×高さ×重力加速度



教科書p.3～33にかけての内容を

「気体の性質」と題して説明します。

＜次回（6月8日）の授業＞

・「トピック1A 完全気体（理想気体）」は高校化学と同

じなので軽く流す程度の説明になります。

・「トピック1B 気体の運動論モデル」と「トピック1C 実

存気体」を詳しく説明します。



＜6月8日の授業に向けた予習課題＞

① 「標準環境温度・圧力（SATP）」と「標準の温度・圧力（STP）」の違いを

説明しなさい。･･･ 教科書に記載

② 「理想気体（完全気体）」と「実存気体」の違いを、自然現象を例にあげて

説明しなさい。 ･･･ 「物質の三態」と関連づけると説明しやすい。

③ 金属で覆われた100mlの密閉空間の中に10mlのベンゼンと30atmの水

素ガスだけが20℃で存在している。これらを200℃で2時間加熱撹拌後に20℃
まで冷却すると、ベンゼンからシクロヘキサンへ水素化される反応に水素が

消費されたことで、水素ガスの圧力が15atmまで低下していた。

以上の情報から、ベンゼンの何%がシクロヘキサンへ変わったのかを計算し、

整数値で解答しなさい。

なお、以下の前提に基づいて計算すること。

・水素ガスは理想気体として状態が変化する。

・ベンゼンの密度は0.92g/mlであり、シクロヘキサンに変わっても密度は変化

しない。また、ベンゼンとシクロヘキサンの分子量は整数値で扱うこと。

・ベンゼン、シクロヘキサンは20℃での蒸発が無視できるほど少ない。



「化学熱力学 (1)」

令和3年6月11日（3回目授業）

2. 気体の膨張仕事
（教科書p.39~47）



2.1 膨張： 理想気体による代表的な仕事

教科書p.79 演習問題2A･6
12.5gの金属マグネシウム（24.0g･mol-1）を希塩酸の入ったビーカーに落とし、

水素が発生した。気温20℃でこの操作を行ったとき、発生した水素による

仕事を求めよ

化学反応式： Mg（s）＋2･HCl-aq.（l） → MgCl2-aq（l）＋H2（g）

･･･ 発生した水素は、「大気圧」に逆らって膨らむ

発生水素による仕事

＝「水素分子に作用する力」×「水素分子の移動距離」

＝「大気圧×ビーカー断面積」×水素分子の移動距離

＝大気圧×膨張した水素の体積

※圧力の単位： Pa＝「N･m-2」

↑
H2H2

「理想気体の状態方程式（PV＝水素の仕事＝nRT）」より、

発生水素による仕事＝大気圧（水素の圧力）×発生・膨張した水素の体積

＝水素の「Ａ」×「Ｂ」×水素の「Ｃ」

＝（12.5/24）×8.314×（273＋20）＝1269[J]



2.2 膨張の種類

① 「Ｄ」 ･･･ 一定の外圧に逆らって体積を増やす

膨張仕事（W）

･･･ 教科書p.44 2A･1a式

→ 大気圧下で風船を加熱すると、中に存在する空気が膨張

熱（エネルギー）

膨張（仕事）

＝「－1×外圧（Pex）×増加体積（ΔV）」

風船に加えた熱で中にある空気の温度が上昇。これに併せて膨張が起こる

･･･ 自然界における典型的な熱（エネルギー）移動の現象

自然界で物質が受ける熱＝「温度上昇」への消費分＋「膨張仕事」への消費分

「Ｆ」 ･･･ 教科書p.57～60

※「Ｅ」に従う自然界での膨張

※液体、固体も同様に「膨張」するが、体積増加は僅か → 「膨張仕事≒0」



「定圧膨張による仕事（W）＝－1×一定外圧（Pex）×増加体積（ΔV）」
･･･ なぜ、「－1」倍するのか？

風船の中にある空気の膨張仕事

→ 空気が持つ自身のエネルギーを膨張仕事に消費する

（教科書p.42の図2A･3と同義の図）

空気が熱・仕事を受ける

→空気は「Ｈ」

･･･ 符号は「マイナス」

･･･ 符号は「プラス」

→ 膨張仕事によって空気は「Ｇ」



＜定圧膨張のエネルギーバランス＞

物質が蓄えるエネルギー＝「Ｉ」

熱

仕事

風船に加えた熱（q）＝温度上昇に消費＋膨張仕事に消費

温度上昇＝風船内空気のエネルギー増加

理想気体の内部エネルギーは、運動エネルギーに等しい（回転・振動を含む）

・加熱（膨張）前：U1

・加熱（膨張）後：U2

・q＝（U2－U1）＋（－W）＝ΔU－W

→ 「Ｊ」 ･･･ 教科書p.53 2C･1式

膨張前
膨張後

空気の「Ｉ」

＝

・ポテンシャルエネルギーは無視できる（実存気体との比較）

・並進運動だけの単原子分子では、「Ｋ」（均分定理より）

U1 U2

※W＜0であるため、

エネルギーバランス

では「－W」とする

･･･ 教科書p.53～54

＝運動エネルギー＋ポテンシャルエネルギー



② 「Ｌ」 ･･･ 「ボイルの法則」従った膨張仕事

温度一定の状態では、圧力×体積＝一定

＜②による仕事の定量＞

②の解釈 ･･･ 「Ｍ」

圧
力

体積

②による仕事（W）＝繰り返された定圧膨張による仕事の合計

＝（－P1･dV）＋･･･＋（－Pi･dV）＋･･･＋（－P2･dV） ･･･ 右図参照

＝－Σ（Pi･dV）＝－ P･dV＝－ （n･R･T/V）･dV＝－n･R･T （1/V）･dV∫ ∫ ∫
＝「Ｎ」 ･･･ 教科書p.45 2A･2式

V2

V1

V2 V2

V1V1
「定数」



例題：簡単な例示2A･1（教科書p.47）
容積1.0dm3のシリンダーに閉じ込めた1.0molのAr（g）が，25℃で等温
可逆的に2.0dm3まで膨張した．Arによる膨張仕事を定量せよ

等温可逆膨張なので、 膨張仕事＝－ n・R･T･｛ln（V2/V1）｝

W＝－1×8.314×298×ln（2.0/1.0）＝－1717.3･･･[J]≒－1.7[kJ]

体積変化： 1.0dm3（V1） → 2.0dm3（V2）

※体積変化は「比」で評価 → 「Ｏ」

＜等温膨張のエネルギーバランス＞

熱（q）

膨張（W）膨張前
膨張後

加えた熱（q）＝温度上昇分＋膨張仕事分

※「定圧膨張」では ･･･

「等温膨張」では温度が一定

･･･ 温度上昇＝「0」
よって、加えた熱（q）＝膨張仕事分（－W）

「Ｐ」



③ 「Ｑ」

具体的な事例＝「自動車エンジン 動力発生の過程」

シリンダーは分厚い鋳鉄に囲まれる

「Ｒ」

「断熱状態」

圧縮された混合気（ガソリン蒸気＋空気）への点火・燃焼

→ 高温の燃焼ガス（CO2＋H2O）が発生し、膨張

→ 膨張の仕事によるクランクの回転＝自動車走行の動力

＜断熱膨張のエネルギーバランス＞

「定圧膨張」 ･･･ 「加えた熱＝温度上昇に消費＋膨張仕事に消費」

「断熱膨張」 ･･･ 「加えた熱＝0」 → 「外に逃げる熱＝0」
→ 内部エネルギーを使って膨張が起こる

→ 膨張仕事（W）＝「Ｓ」



2.3 膨張仕事を利用した産業技術

① 「Ｔ」 ･･･ 「エネルギーを仕事に換える」

代表事例： 自動車エンジン（内燃機関）、火力発電所（蒸気機関）

＜火力発電の概要＞

水蒸気のエネルギー → （断熱膨張） → タービンの回転（＝仕事）

発電機内で磁界中にあるコイルが回転

「Ｕ」に従って電気（誘導電流）が発生

低温物質

逆熱
機関

高温物質

仕事

熱熱

「低温物質から熱を奪う」ことが目的

･･･ 「Ｗ」と呼ぶ

「高温物質を加熱する」ことが目的

･･･ 「Ｘ」と呼ぶ

② 「Ｖ」 ･･･ 「仕事によってエネルギー（熱）を動かす」



「冷却器（蒸発器）～圧縮機～凝縮器～毛細管」から成る循環ループを

「冷媒」が状態（気体／液体）を変えながら流れる

① 蒸発器による食材の冷却

低温の冷媒（液体）が食材から熱を吸収 → 液体状の冷媒が蒸発

② 冷媒蒸気の圧縮（＝Ｙ）

冷媒蒸気の圧力・温度を高くする

･･･ 凝縮器で冷やしやすくする（Ｚ）

※圧力が高いと分子は密集 → 凝縮・液化しやすくなる

冷凍機の応用＝家庭用冷蔵庫

･･･ 「蒸気圧縮式」冷凍機

①
②



③ 凝縮器による冷媒蒸気の液化

常温の大気で冷却され、冷媒が凝縮する（ＡＡ）。

※凝縮した冷媒の温度は常温以上 → この段階では食材を冷やせない

④ 毛細管における液体冷媒の断熱膨張

液体冷媒の温度が食材を冷やせるまでに低下

→ 「内部エネルギーだけを使った膨張仕事」（ＡＢ）

③

④

※「ＡＣ（分子レベルの冷却作用）」

も加わっている（教科書p.33）



教科書p.57～60にかけての内容を

「エンタルピーと熱容量」と題して説明します。

＜次回（6月15日）の授業＞

「トピック2D エンタルピー



＜6月11日授業の復習課題＞

① 大気圧下、26℃で15Lの空気を風船に充填した。その後に風船を加熱し、

充填した空気の温度が45℃まで上昇した。

② 加熱を目的とする逆熱機関である「ヒートポンプ」を利用した家電製品

を「1件」挙げなさい

（1） 加熱に伴う空気の膨張仕事を求めよ（整数値で解答）

（2） 風船の加熱に要したエネルギーは250Jであった。風船に充填された

空気の内部エネルギー増加量（ΔU）を求めよ（整数値で解答）。

＜6月15日の授業に向けた予習課題＞

① 1400サイズの浴槽（1400mm×750mm×600mm）の80%が20℃の水で

満たされている。入浴に向けて水を40℃まで加熱したい。必要な熱[kJ]を
整数値で解答せよ。水の密度は温度によらず一定とする（1000[kg･m-3]）。
なお、1[cal]＝4.184[J]であり、放熱によるエネルギー損失は無視する。

ヒント： 水1gの温度を1℃高めることに必要な熱[cal]は？

② 「比熱容量」と「モル熱容量」の違いを説明せよ
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