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【概要】 

 

１． 鈴木 進補 准教授 （Shinsuke Suzuki） ： 11：00～11：40（質疑応答含む） 

 

「宇宙環境を利用した液体の物性研究」 

 

工業製品には、これまで以上に高機能、高

性能が求められる一方で、生産の低コスト

化、高効率化が必須である。金属、半導体

及びセラミックスをはじめとする素材の製

造条件を最適化する方法は、現場での試行

錯誤からコンピュータシミュレーションに

移ってきた。従って、素材製造の要となる

鋳造・凝固プロセスのシミュレーションの

高精度化には、プロセスの出発点である液

体の物性値に関する信頼性のある測定デー

タが求められている。そのため、材料の液体における物性研究は、対流抑制、高温環境での

測定などの技術的課題解決に向けて進められてきた。現在、国際宇宙ステーション ISS の運

用が開始され、宇宙での微小重力環境の対流抑制、浮遊などの性質を利用した高温液体の各

種物性値測定が急速に発展している。我々は、物性値の中でも拡散係数の測定を宇宙環境お

よび地上にて行い、対流抑制により信頼性の高いデータを得ている。得られたデータは、こ

れまで考えられていたモデルとは異なる液体の動的挙動も示唆するものである。今後、各物

性の研究は、相互にデータを比較しながら発展し、液体の新たな描画を提示するとともに、

素材製造の効率を高めるものと期待される。 

 

" Measurements of physical properties of liquids in space environment " 

 

In recent years, higher quality and performance are required for commercial products. 

On the other hand, reduction of prices and more efficiency of the manufacturing 



processes are necessary. Thus, fabrication processes of materials, such as metallic 

materials, semiconductors, ceramics, and so on are optimized by computer simulation 

instead of trial and error in the factory. Thus, more reliable measurement data of liquid 

are required for simulations of solidification and casting processes. The research on 

physical properties of liquid materials has been done so as to solve the difficulty of 

measurements caused by the high temperature and the convection. Recently the 

utilization of International Space Station (ISS) was started, which provides conditions 

for levitation and avoiding convection. The utilization of space environment is promoting 

rapidly the research on physical properties of liquid. Our research group has been 

performing diffusion experiments in space and on the ground, and obtained reliable data 

by suppressing convection. These data suggest new ideas about the dynamic behavior of 

liquid, which are different from the conventional models. The research on liquid will 

progress by comparing among various kinds of data of physical properties and will 

suggest new physical models to describe liquid materials. The results will improve the 

efficiency of manufacturing materials. 

 

２．稗田 健志 助教 （Takeshi Hieda） ： 11：50～12：30 （質疑応答含む） 

 

「新しい社会的リスクの比較政治経済学」 

 

本報告の目的は、近年、学問領域を横断す

る形で注目を集めつつある「新しい社会的

リスク」という概念を紹介し、そこから生

じる研究課題を説明することにある。「新し

い社会的リスク」とは脱工業化の結果とし

て顕在化してきた社会的リスクを指してい

る。重化学工業が主体であった戦後の高度

経済成長期は、そうした工業セクターで働

く男性ブルーカラー労働者を主たる対象と

した現金給付により市民を貧困・疾病・老

齢といった社会的リスクから保護することができた。女性や子供は「男性稼ぎ手」の扶養家

族としてそうした現金給付施策の保護下にあったからである。しかし、サービス生産主体の

経済へ移行し、労働市場の女性化といった社会構造の変化が生じた結果、そうした「男性稼

ぎ手」向け現金給付支出では市民を社会的リスクから保護できなくなってきた。働く母親、

シングルマザー、老親介護を抱える労働者、若年長期失業者といった層への社会サービスの

拡充が求められる所以である。しかしながら、こうした機能的必要性にも拘わらず、「新し



い社会的リスク」向けの社会政策は国ごと、および時系列でも、多様である。報告では、こ

うした多様性を説明する試論も紹介する。 

 

" Political Economy of New Social Risks " 

 

This presentation introduces the concept of “new social risks,” which is now attracting 

attentions from across disciplines, and research questions deriving from the concept. 

“New social risks” refer to the social risks that result from postindustrialization. While 

the welfare state was able to protect all citizens against social risks by providing 

blue-collar workers (male breadwinners) with cash benefits such as pensions and 

unemployment insurance during the post-war economic growth, it is no longer able to 

protect citizens against social risks with standardized cash benefit programs because 

social structures have been changed due to the emergence of service economy and the 

feminization of labor markets. That is the reason why the current welfare state is 

required to expand social protection programs against new social risks. Regardless of 

the functional necessities for new social risk policies, however, those policies are 

remarkably diverse across countries and time. The presentation also mentions a 

working hypothesis that accounts for the cross-national and temporal variations of new 

social risks policies. 


