
科学と人間生活
１　



○授業の受け方
・用意するもの

教科書、　問題集、　ノート、　プリント（指示のあった時）

板書されたものをかく 
スライドショーは指示のあったところを書く

実験書やレポート、 
ワークシート

自分でわかりやすいようにまとめる



科学と人間生活 
第Ⅰ編　科学技術の発展 
① 情報伝達技術の発展

ノート



Q 情報を伝える手段にはどんなものがある？

原始的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近代的

書き出してみよう



○ 人類の情報伝達の手段 ノート

身ぶり・手ぶり・声・音

言葉（声）

言葉（文字）

１→１、１→少数
その場にいる人のみ

１→多数
文字を読んだ人

文字の発明によって、時間を超えての情報伝達が可能に



　　印刷技術の発展１

グーテンベルクの活版印刷機の発明

画像：Wikipedia



　　印刷技術の発展１

グーテンベルクの活版印刷機の発明
それまでは…

写本（手書きコピーの本）

書籍の大量印刷の実用化
発明後…

今では…
デジタル印刷によって効率的な印刷が可能に

情報伝達の速度は飛躍的に進歩
https://biz.trans-suite.jp/21614

ノート

https://biz.trans-suite.jp/21614


　　電話の発明２

１９世紀前半　電気の実用化

電信機の発明

電話の発明

モールス符号などを使用

音声→電気信号→音声

ノート

スコットランドの発明家　ベルが有名



　　無線通信の発明3 

１９世紀後半　有線通信が主流

１８８８年　電磁波の存在を確認

１９０１年　長距離無線通信の成功

ドイツの物理学者　ヘルツ

イタリアの発明家　マルコーニ 約３５００km

ノート

画像：https://sites.google.com/site/
cb465mhz/marconi-2?

tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%
2Fprint%2F&showPrintDialog=1



　　ラジオ放送・テレビ放送の開始4 

２０世紀初頭　Ⅰつの周波数の電磁波を利用可能に

１９２０年以降　本格的なラジオ放送スタート

チャンネルができる

ノート



　　ラジオ放送・テレビ放送の開始4 

１９１１年　ロシアの科学者　ロージング　 
　　　　　　ブラウン管を用いた画像受信装置発案

１９２６年　高柳健次郎 
　　　　　　ブラウン管テレビの開発

１９４１年　本格的なテレビ放送スタート

イ

ノート



人物 ノートグーテンベルク
ヨハネス・グーテンベルク（１３９８～１４６８）

ドイツの金属加工職人,印刷業者
１４５５年　ラテン語の旧約聖書・新約聖書を印刷

グーテンベルク聖書

１００グルテン（労働者賃金の２年分に相当）で販売
画像：Wikipedia



人物 ノートベル

アレキサンダー・グラハム・ベル（１８４７～１９２２）

スコットランド出身の学者・発明家

聾者教育に熱心　　視話法を考案した 
ヘレンケラーに家庭教師サリヴァンを紹介

１８７６年　電話の実験に成功
「ワトソン君、用事がある。ちょっと来たまえ。」

https://store.shopping.yahoo.co.jp/bookoffonline/0015774297.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img#

https://store.shopping.yahoo.co.jp/bookoffonline/0015774297.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img#


人物 ノートヘルツ

ハインリヒ・ルドルフ・ヘルツ（１８５７～１８９４）

ドイツの物理学者

電磁波の実験的な発見という功績に対し、

「それは何も役に立っていない。 
マクスウェル先生が正しかったことを証明しただけの実験だ。」



人物 ノートマルコーニ

グリエルモ・マルコーニ（１８７４～１９３７）

イタリアの無線研究家・発明家

自宅の屋根裏で実験を開始

１９０９年　ノーベル物理学賞受賞

画像：Wikipedia



人物 ノート高柳健次郎

高柳　健次郎（１８９９～１９９０）

日本の科学者・技術者
日本ビクターの元副社長・技術最高顧問

テレビの父

画像：Wikipedia



科学と人間生活
２



② エネルギー資源の活用と交通手段の発展
人類が利用してきたエネルギー１

１８世紀以前　　自然エネルギーが中心
火による熱エネルギー

＋
風力・水力

現在　　石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料が中心

ノート



蒸気機関の開発２

１７１２年　ニューコメンの蒸気機関

１７世紀～　熱機関・蒸気機関の製作が試みられた

１７６９年　ワットの蒸気機関

熱効率を改良

蒸気機関

熱機関

ノート



石炭の大量消費３

１８世紀後半　産業革命へ

蒸気機関の利用
蒸気機関車　蒸気船　紡績工場

輸送力・生産力の飛躍的な増大

⭐燃料〈石炭〉の大量消費が始まった

ノート



ガソリンエンジンの発明４

１８７６年　オットーがガソリンエンジンを開発 

ダイムラー、ベンツによる自動車の製作 

フォードによる自動車の大量生産 

ノート



石油の大量消費５

自動車の普及、飛行機の開発
プラスチックや化学繊維の開発

石油の大量消費

ノート



高速鉄道とジェット旅客機の開発７

蒸気機関車　　　電気機関車・電車
新幹線などより高速での大量輸送が可能に

１９１９年　　飛行機の旅客機として利用
１９５０年代　ジェット旅客機の運用開始

短時間に長距離を移動可能に

ノート



宇宙への旅８
１９５７年　スプートニク１号（ソ連）
１９６１年　ボストーク１号（ソ連）初の有人飛行
１９６９年　アポロ１１号（アメリカ）月面着陸

その後
スペースシャトルの開発

２０１１年　国際宇宙ステーション完成 
　　　　　　（米・露・日・加・欧州）

ノート



資源の利用と環境保全９

科学技術の進歩 化石燃料の大量消費
化石燃料の枯渇
環境悪化

　持続可能な社会の実現が課題

ノート



人物

ワット

ジェームズ・ワット（１７３６～１８１９）

人物

トーマス・ニューコメン（１６６４～１７２９）
ニューコメン

イギリスの発明家・企業家

スコットランドの発明家・エンジニア
仕事率の単位『W（ワット）』の由来



人物

フォード

ヘンリー・フォード（１８６３～１９４７）

人物

カール・ベンツ（１８４４～１９２９）
ベンツ

ドイツの技術者  自動車の発明者

アメリカの企業家
フォード・モーター・カンパニー設立



科学と人間生活
３



③医療技術の発展
１ 医学のおこり

病気の原因
呪術 神々
超自然的な力

否定
ヒポクラテス

古代ギリシャ人医師 
『医学の始祖』

・四体液説
血液

粘液

黄胆汁 黒胆汁

体液のバランス→恒常性？

ノート



外科術の進歩２

パレ（フランスの従軍医）が開発
○血管結さつ法

開発前

切断面を焼ゴテで焼く

開発後

切断面を糸でくくる
失血死　多い 失血死　少ない

ノート



外科術の進歩２

華岡青洲（江戸時代の医師）が世界初成功
○全身麻酔法

麻酔薬の副作用の強さが課題

１９世紀末　エーテルやクロロフォルムの普及

外科医療技術の飛躍的進歩

ノート



外科術の進歩２
Q 感染症を防ぐ方法にはどうすれば良いだろう？



外科術の進歩２

○消毒法
１９世紀の手術　消毒しない⇨発熱・死亡も
１８４２年　ホームズ　医師の手洗い等の予防法を提唱
１８４７年　ゼンメルワイス　塩素水で手の消毒
１８６５年　リスター　フェノールでの消毒

消毒法の確立

ノート



DNAの構造の解明と医学の発展３

１９５３年　ワトソンとクリック
DNAの二重らせん構造を提唱

現在…遺伝子組み換えなどバイオテクノロジーが発展
遺伝情報に合わせた医療が可能に・・・？

ノート



移植医療と再生医学４
○移植医療 他人の組織や器官を移し替える医療
他人の組織に対しては免疫反応（＝拒絶反応）が起こる
➡ 免疫抑制剤の服用

ノート



移植医療と再生医学４
○再生医療 組織や器官を作成し、移し替える医療

患者の体細胞から作成し移植 ➡ 拒絶反応が起こらない

iPS細胞…ヒトの体細胞を用いた幹細胞 
　　　　　山中伸弥が作成

ES細胞…ヒトの受精卵を用いた幹細胞 
　　　　　倫理的な問題？

いろんな細胞に 
分化できる細胞

ノート



人物 ヒポクラテス （紀元前４６０年頃～紀元前３７０年頃）

古代ギリシャ人医師
  医術を迷信から引き離した「医学の始祖」

治療には休息・安静が重要と考えた
清潔な環境と適切な食事を重視した

ノート



人物 パレ

アンプロワーズ・パレ（１５１０～１５９０年）
フランス軍医

銃創に熱い油をかけるより、 
軟膏を塗って包帯を巻いた方が良いと気付く。

「優しい外科医」と評される。

ノート



人物 華岡青洲 （１７６０～１８３５年）

日本の江戸時代の外科医
チョウセンアサガオやトリカブトなどに麻酔効果を発見

全身麻酔薬「通仙散」完成
動物実験後、実母と妻で数回の人体実験

実母死亡、妻失明

世界初の全身麻酔手術に成功

https://nio.sakura.ne.jp/sanpo365/2k/22ki/139402.jpg

ノート

チョウセンアサガオの仲間

https://nio.sakura.ne.jp/sanpo365/2k/22ki/139402.jpg


人物 ゼンメルワイズ 「院内感染予防の父」
塩素水での消毒法を広めようとするが、病院を除籍、 
危険人物扱いとされ、受け入れられなかった。

人物 リスター
フェノールによる消毒法の確立

毒性有、現在は使用されない

「リステリン」はリスターを記念して命名

OH

ノート


