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1 理学部・理学研究科の沿革 
 
昭和24年（1949年）4月  大阪市立大学（新制）創立。大阪市立都島工業専門学校を 

母体として理工学部を設置。 
 
昭和25年（1950年）4月  大阪市の農業練習所を移管して理工学部附属植物園を設置。 
 
昭和27年（1952年）4月  理工学部附属宇宙線研究所を設置。 
 
昭和28年（1953年）4月  大阪市立大学大学院を設置（7研究科修士課程）。 

理学研究科修士課程： 
数学専攻、物理学専攻、化学専攻、生物学専攻、地質学専攻 

 
昭和29年（1954年）4月  博士課程設置（数学専攻、物理学専攻、化学専攻）。 
 
昭和30年（1955年）9月  財団法人有機化学研究所を設置。 
 
昭和32年（1957年）4月  理工学部、理学・工学の各専攻制度を廃止し、学科制度に 

変更して11学科を設置 
（数学科・物理学科・化学科・生物学科・地学科他）。 

 
昭和33年（1958年）4月  生物学専攻博士課程設置。 
 
昭和34年（1959年）4月  理工学部を廃止し、理学部と工学部を設置。 
 
昭和36年（1961年）1月  有機化学研究所の大学への寄付収受が決まり、理学部附属 

研究所となる。 
 
昭和37年（1962年）9月  理学部新学舎竣工、杉本町に移転。 
 
昭和38年（1963年）4月  地質学専攻博士課程設置。 
 
平成  5年（1993年）4月  物質科学科を設置。地学科を地球学科に改組 

理学部附属有機化学研究所を廃止。 
 
平成10年（1998年）4月  理学研究科の全専攻を改組し、数物系専攻、物質分子系 

専攻、生物地球系専攻の3専攻を設置。 
 
平成15年（2003年）3月  理学部付属宇宙線研究所を廃止し、物理学科に統合。 
 
平成15年（2003年）9月  理学研究科に数学研究所を設置。 
 
平成18年（2006年）4月  公立大学法人大阪市立大学として法人化。 
 
平成21年（2009年）4月  物質科学科の募集を停止。理科選択コースを設置。 
 
平成22年（2010年）4月  前期博士課程入学定員変更。 
 
 

平成10年度改組前 

→ 

平成10年度～平成21年度 

→

現行 

専攻名 
入 学 定 員 

専攻名 
入 学 定 員 

専攻名 
入 学 定 員 

前 期 
博士課程 

後 期 
博士課程

前 期 
博士課程

後 期 
博士課程

前 期 
博士課程 

後 期 
博士課程

数 学 8 4 数 物 系 28  14 数 物 系 29 14 
物 理 学 12 5 物質分子系 26 13 物質分子系 34 13 
化 学 16 7 生物地球系 28 14 生物地球系 29 14 

生 物 学 14 5 （合 計） （82） （41） （合 計） （92） （41） 
地 質 学 8 4 
（合 計） （58） （25）
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2 組織図 
 
＜大学院＞ 
  大学院理学研究科             数物系専攻 

                        数理構造論講座 

前期博士課程                数理解析学講座 

                        基礎物理学講座 

後期博士課程                宇宙・高エネルギー物理学講座 

                        物性物理学講座 

                       物質分子系専攻 

                        創成分子科学講座 

                        機能分子科学講座 

                       生物地球系専攻 

                        生物分子機能学講座 

                        生体機能生物学講座 

                        自然誌機能生物学講座 

                        環境地球学講座 

                        地球物質進化学講座 

附属施設                  数学研究所 

 

＜学部＞ 

理学部                  数学科 

                       物理学科 

                       化学科 

                       生物学科 

                       地球学科 

附属施設                  植物園 
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3 履修案内 
 
■本研究科の標準修業年限は 5 年で、標準修業年限 2 年の前期博士課程と標準修業年限 3 年の後期博士課程に区

分されている。 
■前期博士課程の授業科目は、講義科目、演習科目および前期特別研究科目より構成される。 

講義科目は、各分野の学問的基盤の体系的な学習を目的とする分野専門科目、それぞれの専攻内の 2 つの分

野の境界領域の学習を目的とする学際分野科目、大学院共通教育科目から構成されている。通常週 1 回、学期

当たり15週で2単位が与えられる。ただし、集中講義のように、短期間にまとめて行われることもある。 
演習科目は、各専門分野に 1 科目ずつ設けられている。これは、複数の教員の担当によって提供され、専門

分野の講義内容の理解を深めると共に、幅広い専門知識の習得を目的とする選択必修科目である。 
いずれの演習科目も 2 年間にわたって修得することを前提にしており、修得単位数は 8 単位であるが、原則

として各学年に4単位を与える。 
前期特別研究科目は、修士論文の研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技

術の修得を目的とした科目である。これは2年間にわたって修得することを前提にしており、修得単位数は 12
単位であるが、原則として各学年に6単位を与える。 
前期博士課程の修了要件は、2年以上在学し、前期特別研究12単位、演習1科目8単位、演習以外の分野専

門科目、学際分野科目、大学院共通教育科目より 10 単位以上、合計 30 単位以上を修得し、かつ修士論文を提

出して審査および試験に合格することである。 
なお、前期博士課程を修了し、引き続き後期博士課程に進学しようとする場合には、選考試験を受ける必要

がある。 
■後期博士課程の授業科目は、ゼミナール及び後期特別研究科目より構成される。 

ゼミナールは各専門分野に複数の教員の担当によって提供され、関連分野についての最近の研究の成果、発

展状況を幅広く学ぶ。通常週1回、学期当たり15週で2単位が与えられる。 
後期特別研究科目は、博士論文の研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技

術の修得を目的とした科目である。これは 3 年間にわたって修得することを前提にしており、修得単位数は 8
単位であるが、原則として初年次と2年次においてそれぞれ3単位、3年次において2単位を与える。 
後期博士課程の修了要件は、3年以上在学し、後期特別研究8単位、ゼミナール2単位以上、合計10単位以

上を修得し、かつ博士論文を提出して審査および試験に合格することである。 
■前期博士、後期博士のいずれの課程においても、特に優れた研究業績をあげた者には、在学期間の短縮規定を

適用することがある。 
■教育上有益であると認められたときには、学部、他専攻、他研究科および他の大学院等における授業科目の履

修、研究指導の一部を受けることおよび外国の大学院への留学を認めることがある。 
■在学年限は前期博士課程については4年、後期博士課程については6年とする。 
■履修計画、研究計画等の具体的な点については、研究指導を担当する教員と相談のうえ決めること。 

また、履修する授業科目は理学研究科履修規程の別表及び授業内容を参照の上、履修登録を進めること。（別

途指示） 
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4 教育理念・教育目標 
大阪市立大学大学院理学研究科の教育理念・教育目標 
 

制定 平成15年10月21日研究科教授会 
改正 平成19年 ５月15日研究科教授会 

１ 理学研究科の教育理念 
・ 極微の世界から広大な宇宙までを対象に、実験的・理論的手法を駆使して自然界を律する真理を探究する。 
・ 自然の存在様式と法則性の体系的学習を基礎に、自然の摂理に触れることへの喜びを教育の原点として、自

然科学や最先端科学・技術の振興に寄与できる国際的な視野をもった人材を育成する。 
 
２ 理学研究科の教育目標 
前期博士課程 
・ 鋭い問題意識と解決能力をもち、先端科学・技術の発展と応用展開を推進できる研究者・高度専門的職業人

を育成する。 
・ 中高教員などの教育職、各省庁、地方公共団体及び民間企業におけるＩＴ、情報、物理、化学、製薬、バイ

オ、環境などの分野で、研究・開発の中核として活躍できる人材を育成する。 
 
後期博士課程 
・ 最先端科学の研究課題を先導的に推進し、世界にはばたく研究者・高度専門的職業人を育成する。 
・ 大学、国公立や民間の研究機関及び企業の研究開発のなかで、基礎及び応用研究をリードする研究者、海外

を含め、舞台を世界に移して活躍できる人材を育成する。 
 
３ 各専攻の教育理念・教育目標 
数物系専攻 
（教育理念） 
数学および物理学は全ての自然科学の基礎である。そのような普遍性を今後も保持する必要がある一方で、急

激な変化を起こす我々の社会において、さらに数学と物理学は広がりと深みを増しつつ重要となるであろう。本

専攻では、数学および物理学の教育を通じて、自由な学問的雰囲気の中、知ることへの憧れ、考えることの楽し

さ、問題解決の喜びを大切にして、物事の本質を見極め、自由で独創的な発想ができ、自ら理解したことを正確

に分かりやすく表現できる人材の育成を目指す。 
 
（教育目標） 
前期博士課程では、鋭い問題意識と解決能力をもち、先端科学・技術の発展と応用展開を推進できる研究者・

高度専門的職業人を育成する。これらの人材は、中高教員などの教育職、各省庁、地方公共団体および民間企業

における研究開発の中核として活躍することが期待される。 
後期博士課程では、最先端科学の研究課題を先導的に推進し、世界にはばたく研究者・高度専門的職業人を養

成する。これらの人材は、大学、高専、国公立や民間の研究機関および企業の研究開発の中で、基礎および応用

研究をリードする研究者、世界を舞台に活躍できる人材となることが期待される。 
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物質分子系専攻 
（教育理念） 
現在、先端の学問領域はボーダーレス化の時代にあり、新たな領域が勃興しつつある。物質科学と化学の分野

においても、研究内容の高度化と境界領域の発展には目覚しいものがある。このような急激な質的変化に対応す

るため、社会科学との深い部分での融合領域への発展も視野に入れた自然系大学院でのリベラルアーツの涵養を

実施し、科学全体に対する広範な知識を積極的に養う事により、豊かな物質観をもち、将来の根源的な科学の変

革に対応できる人材の育成を目指した教育を行う。さらに、科学情報テクノロジー、および物質科学・化学に関

わる理論（物性理論、分子軌道法等）、先端的な物性計測・合成テクノロジーを習得した学生を育成し、将来的に

物質分子科学分野の国際的な場で活躍できる若手研究者や、国際会議などを組織できる能力をもつフロントラン

ナーの育成を目指す。 
 
（教育目標） 
前期博士課程では特に、専門的な学問体系にはいる基礎訓練に重点をおき、リベラルアーツの涵養を実施し、

科学全体に対する広範な知識を積極的に養う。外国語でのコミュニケーション能力を高めるとともに、物理学・

化学、および境界領域の学会への参加などを通じ、高度に専門・細分化した研究分野に対応できる研究者や教育

者を育成することに重点を置く。 
後期博士課程では特に、大学、国公立や民間の研究機関及び企業の研究開発をリードする研究者、海外を含め、

舞台を世界に移して活躍できる人材を育成することに重点を置く。 
 
生物地球系専攻 
（教育理念） 
現在、地球環境は大きな危機に直面している。その本質を明らかにし、適切な解決策を見いだすためには、生

物や地球に関する正確な知識と理解が不可欠である。生命現象の性質を明らかにするとともに、生物多様性の本

質を探求する生物学、および地球の歴史と実体、そして未来を解明する地球学の２つの専門分野に加え、それら

を融合した地球環境の未来を支える新しい学際分野の教育・研究を行い、社会に広く貢献できる人材を育成する。

生物学・地球学の各分野を専門として探求・展開しながらも広い視野と見識を持ち、生物学・地球学を融合した

新しい学際分野の学問体系を創造・発展できる人材の育成を目指す。 
 
（教育目標） 
前期博士課程では、鋭い問題意識と解決能力をもち、生物学・地球学および学際領域の発展とその応用展開を

推進できる研究者・高度専門的職業人を育成する。中学・高校、各省庁、地方公共団体及び民間企業において、

教育・研究・開発の中核として活躍できる人材を育成する。 
後期博士課程では、生物学・地球学および学際領域における最先端の研究課題を先導的に推進し、世界にはば

たく研究者・高度専門的職業人を育成する。大学、国公立や民間の研究機関及び企業の研究開発のなかで、基礎

及び応用研究をリードする研究者、国際的に活躍できる人材を育成する。 
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5 理学研究科履修規程 
 

制 定 平成10年 ２月17日 
改 正 平成15年 ４月 １日 
改 正 平成19年 ５月15日 
改 正 平成27年11月25日 
改 正 平成27年12月24日 

 
 

 
（趣旨） 
第１条 この規程は、大阪市立大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）、及び大阪市立大学学位規程（以

下「学位規程」という。）に基づき大阪市立大学大学院理学研究科（以下「本研究科」という。）における

履修上の必要事項を定める。 
 
（大学院学則その他との関係） 
第２条 本研究科の授業科目及び単位数、履修方法、学位論文の取扱い等については、大学院学則及び学位規程

に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 
 
（授業科目及び単位数） 
第３条 本研究科及び各専攻の教育理念・目標を達成するために、本研究科の各専攻の授業科目及び単位数を別

表のとおり定める。 
 
（履修計画及び履修認定） 
第４条 学生は、毎年所定の期間内に、その学年又は学期で履修しようとする授業科目を届けなければならない。 

２ 履修した授業科目の試験は、筆記、口述又は、研究報告によって行う。試験に合格した学生に対しては、

所定の単位を与える。 
３ 試験の期日は、授業が終了した際、授業科目担当者が適宜定める。 

 
（研究指導） 
第５条 研究指導のため、学生ごとに指導教員を定める。 

２ 指導教員は、学生が所属する専攻の教授とする。学生が所属する専攻が必要であると認めるときは、さ

らに、教授、准教授、講師及び助教を指導教員に加えることができる。 
３ 指導教員は、学生の研究課題に応じて、適切な教員を副指導教員として選ぶことができる。 
４ 学生は、本研究科教授会において教育上有益と認められるときは、国内の他の大学院又は、研究所等に

おいて研究指導を受けることができる。 
５ 前項の規程による研究指導を前期博士課程の学生について認める場合は、当該研究指導を受ける期間は、

１年を超えないものとする。 
 
（前期博士課程における履修方法及び修了認定） 
第６条 前期博士課程の学生は、前期特別研究 12 単位、演習１科目８単位及び講義によって提供される授業科

目より10単位以上を合わせて30単位以上修得しなければならない。 
２ 前期博士課程を修了するためには、前項の修得要件を満たし、修士論文を提出して審査及び試験に合格

しなければならない。 
３ 前期博士課程の修了認定を受けようとする者は、修士論文を所定の期日までに研究科長に提出しなけれ

ばならない。 
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（後期博士課程における履修方法及び修了認定） 
第７条 後期博士課程の学生は、後期特別研究８単位、ゼミナール２単位以上を合わせて 10 単位以上修得しな

ければならない。 
２ 後期博士課程を修了するためには、前項の修得要件を満たし、博士論文を提出して審査及び試験に合格

しなければならない。 
３ 後期博士課程の修了認定を受けようとする者は、博士論文を所定の期日までに提出しなければならない。 

 
（学位論文審査の評価基準） 
第８条 学位論文審査の評価基準については、別表のとおりとする。 

 
（他専攻、他研究科、他大学院等の授業科目の履修） 
第９条 学生は、本研究科教授会において教育上有益と認められるときは、他の専攻、他の研究科、他の大学院

又は、外国の大学院等における授業科目を履修することができる。 
２ 前項により修得した単位は、本研究科教授会において審査のうえ、10単位を限度として本研究科の修了

に要する単位として認定することができる。 
 
（学部開講授業科目の履修） 
第 10 条 学生は、本研究科教授会において教育上有益と認められるときは「大学院学生の学部開講授業科目の

受講に関する規程」（昭和４３年学長達第２号）の定めるところにより、学部開講科目を履修することがで

きる。 
 
（成績） 
第11条 履修成績は、合格、不合格とし、合格には次のような評価を行う。 

 AA 90～100点、Ａ 80～89点、Ｂ 70～79点、Ｃ 60～69点 
 
（在学期間の短縮） 
第 12 条 大学院学則第 20 条第１項ただし書、同条第３項ただし書き又は同条第５項ただし書に基づき、優れた

業績をあげた者又は優れた研究業績をあげた者の本研究科の在学期間を短縮することがある。この場合に

おいて、優れた業績をあげた者又は優れた研究業績をあげた者とは、標準の手続等及び判定基準による者

と同等以上と判定された者とする。 
 
（教育職員免許状授与の所要資格の取得） 
第13条 本研究科において教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教育職員免許法に基づいて別に

定めるところにより、所定の単位を修得しなければならない。 
 
（その他） 
第14条 この規程の施行について必要な事項は、本研究科教授会で定める。 

 
附 則 

１．  この規程は、平成10年４月１日から施行する。 
２．  平成 10 年 3 月 31 日現在、本研究科に在学する者の授業科目及び単位数、履修方法、指導教員について

は、なお従前の例による。 
附 則（平成27年11月25日 理学研究科教授会） 

１． この規程は、平成27年11月25日から施行する。 
２． ただし、第11条の規定は、平成25年４月１日から施行し、平成25年3月31日現在、理学研究科に在学

する者の成績については、なお従前の例による。 
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附 則（平成27年12月24日 理学研究科教授会） 
この規程は、平成27年12月24日から施行する。 

 

 別表（第８条関係） 

前期博士課程の学位論文（修士論文）審査の評価基準 

数
物
系
専
攻 

数

学

分

野 

・学位審査論文の内容は、学術的価値を有し、研究分野の発展に資するものであること。  

・学位申請者は、学位審査論文及び修士論文発表会において研究テーマに関わる従来の研究を系統的かつ適

切に説明できること。 

物

理

学

分

野 

・学位審査論文の内容が、学術的価値を有し、研究分野の発展に資するものであること。   
・学位申請者が、研究内容を系統的かつ適切に説明できる能力を有すること。 

物
質
分
子
系
専
攻 

 ・学位審査論文は、物質科学ならびに化学分野において、新規かつ独創的な内容を含む自著の論文であるこ

と。 

・学位審査論文に記された新規かつ独創的な学術研究の内容について、学位申請者による学術会議での発表

実績があること。または、著者として1編以上の原著論文が査読付き学術雑誌に掲載されていること、あ

るいは掲載が確約されていること。 

・学位申請者は、研究倫理を身につけていること。 

生
物
地
球
系
専
攻 

生

物

学

分

野 

・学位審査論文の内容に新規性があり、当該研究分野の発展に寄与することが期待できること。 

・学位申請者が、研究内容を修士論文発表会において発表した上で、質疑に対する的確な応答能力を有して

いると認められること。 

地

球

学

分

野 

・学位審査論文の内容に従来の研究には無い新たな観点や知見が何らかの形で含まれていること。 

・学位申請者が、研究内容の意義や結果について十分に理解し、その内容を的確に論理だてて説明できるこ

と。 
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 別表（第８条関係） 

後期博士課程の学位論文（博士論文）審査の評価基準 

数
物
系
専
攻 

数

学

分

野 

・学位審査論文の内容は、高度な学術的価値を有し、研究分野の発展に資するものであること。  

・学位審査論文の主要部分を含む学術論文が、査読付き国際学術誌に掲載あるいは受理されていること。 

・学位申請者は、国際的な研究活動を行うために十分な語学力を有していること。 

物

理

学

分

野 

・学位審査論文の内容が、国際的に高度な学術的価値を有し、研究分野の発展に資するものであること。 
・学位申請者が、研究の遂行に十分な学力、専門能力、語学能力を有すること。 

物
質
分
子
系
専
攻 

 ・学位審査論文は、物質科学ならびに化学分野において、新規かつ独創的な内容を含むものであり、該当研

究分野の発展に寄与するものと認められる自著の論文であること。 

・学位審査論文に記された新規かつ独創的な学術研究の内容が、学位申請者を筆頭著者とする1編以上の英

語原著論文として査読付き学術雑誌に掲載されていること、あるいは掲載が確約されていること。 

・学位申請者は、国内外における研究の遂行に十分な専門能力、語学力、研究倫理を身につけていること。

生
物
地
球
系
専
攻 

生

物

学

分

野 

・学位審査論文は、十分の学術的価値を持つとともに、当該研究分野の発展に寄与するものと認められるこ

と。 

・学位審査論文の全部または一部が、学位申請者を筆頭著者とする原著論文として査読付き国際学術誌にお

いて掲載されている、もしくは掲載が決定していること。 

・学位申請者が、研究の遂行に必要な学力および語学力を有していると認められること。 

地

球

学

分

野 

・学位審査論文の内容に十分な新規性や独創性が認められ、当該分野の進歩に寄与するものであること。 

・地球学関連分野の査読のある学会誌等に論文が第一著者として公表もしくは受理されていること。 

・学位申請者が、研究設定能力、研究分野に関連する専門的知識、高い倫理性、語学力などを有し、自立し

て研究活動を行うに十分な能力を有すること。 
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前期博士課程 数物系専攻 
授 業 科 目 

配当

年次

単 位 数 講義 
演習 
特研 

開講期 科目ナンバー 
必修 選択必修 選択 

分 
 
 

野 
 
 

専 
 
 

門 
 
 

科 
 
 

目 

№ 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

〃 

114 

〃 

115 

〃 

116 

〃 

117 

〃 

 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

〃 

129 

〃 

130 

〃 

 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

（数理構造論分野） 

数理構造論1 

数理構造論2 

数理構造論3 

数理構造論4 

代数学特論Ⅰ 

代数学特論Ⅱ 

代数学特論Ⅲ 

代数学特論Ⅳ 

幾何学特論Ⅰ 

幾何学特論Ⅱ 

幾何学特論Ⅲ 

幾何学特論Ⅳ 

代数構造論特別講義Ⅰ 

代数構造論特別講義Ⅱ 

代数構造論特別講義Ⅲ 

代数構造論特別講義Ⅳ 

幾何構造論特別講義Ⅰ 

幾何構造論特別講義Ⅱ 

幾何構造論特別講義Ⅲ 

幾何構造論特別講義Ⅳ 

数理構造論演習 

〃 

（数理解析学分野） 

数理解析学1 

数理解析学2 

数理解析学3 

数理解析学4 

解析学特論Ⅰ 

解析学特論Ⅱ 

解析学特論Ⅲ 

解析学特論Ⅳ 

数学概論Ⅰ 

数学概論Ⅱ 

解析学特別講義Ⅰ 

解析学特別講義Ⅱ 

解析学特別講義Ⅲ 

解析学特別講義Ⅳ 

数理解析学演習 

〃 

（基礎物理学分野） 

場の量子論 

素粒子論 

物理数学 

プラズマ物理学 

流体力学 

相対論的重力理論 

相対論的宇宙物理学 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習 

〃 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習 

〃 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

 

 

隔年開講 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

集中講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

隔年開講 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

集中講義 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

 

 

 

隔年開講 

〃 

〃 

〃 

 

SAMMS1501 

SAMMS1502 

SAMMS1503 

SAMMS1504 

SAMAL1501 

SAMAL1502 

SAMAL1503 

SAMAL1504 

SAMGE1501 

SAMGE1502 

SAMGE1503 

SAMGE1504 

SAMAL1505 

SAMAL1506 

SAMAL1507 

SAMAL1508 

SAMGE1505 

SAMGE1506 

SAMGE1507 

SAMGE1508 

SAMEX1501 

SAMEX1601 

 

SAMMA1501 

SAMMA1502 

SAMMA1503 

SAMMA1504 

SAMAN1501 

SAMAN1502 

SAMAN1503 

SAMAN1504 

SAMIN1501 

SAMIN1502 

SAMAN1505 

SAMAN1506 

SAMAN1507 

SAMAN1508 

SAMEX1502 

SAMEX1602 

 

SAPL11501 

SAPL11502 

SAPL11503 

SAPL11504 

SAPL11505 

SAPL11506 

SAPL11507 
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前期博士課程 数物系専攻 
授 業 科 目 

配当

年次

単 位 数 講義 
演習 
特研 

開講期 科目ナンバー 
必修 選択必修 選択 

分 
 
 

野 
 
 

専 
 
 

門 
 
 

科 
 
 

目 

№ 

138 

139 

140

〃 

〃 

〃 

〃 

141 

〃 

 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

〃 

〃 

151 

〃 

〃 

152 

〃 

 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

〃 

〃 

〃 

162 

〃

〃 

〃 

163 

〃 

（基礎物理学分野） 

原子核物理学Ⅰ 

原子核物理学Ⅱ 

基礎物理学特別講義ⅠA 

基礎物理学特別講義ⅠB 

基礎物理学特別講義ⅡA 

基礎物理学特別講義ⅡB 

基礎物理学特別講義Ⅲ 

基礎物理学演習 

〃 

（宇宙・高エネルギー物理学分野）  

高エネルギー物理学Ⅰ 

高エネルギー物理学Ⅱ 

宇宙線物理学Ⅰ 

宇宙線物理学Ⅱ 

宇宙・素粒子実験物理学Ⅰ 

宇宙・素粒子実験物理学Ⅱ 

重力波実験物理学 

宇宙物理学 

宇宙・高エネルギー物理学特別講義Ⅰ 

宇宙・高エネルギー物理学特別講義Ⅱ 

宇宙・高エネルギー物理学特別講義Ⅲ 

粒子物理学特別講義Ⅰ 

粒子物理学特別講義Ⅱ 

粒子物理学特別講義Ⅲ 

宇宙・高エネルギー物理学演習 

〃 

（物性物理学分野） 

物性物理学Ⅰ 

物性物理学Ⅱ 

量子統計力学Ⅰ 

量子統計力学Ⅱ 

低温物理学 

光物性論 

原子物理学 

固体低温物性 

物性物理学特別講義ⅠA 

物性物理学特別講義ⅠB 

物性物理学特別講義ⅡA 

物性物理学特別講義ⅡB 

凝縮系物理学特別講義ⅠA 

凝縮系物理学特別講義ⅠB 

凝縮系物理学特別講義ⅡA 

凝縮系物理学特別講義ⅡB 

物性物理学演習 

〃 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

講義

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習

〃 

 

講義

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習

〃 

 

講義

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習

〃 

 

 

 

集中講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

 

 

隔年開講 

〃 

 

隔年開講 

〃 

 

集中講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

 

 

隔年開講 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

集中講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

SAPL11508 

SAPL11509 

SAPI11501 

SAPI11502 

SAPI11503 

SAPI11504 

SAPI11505 

SAPE11501 

SAPE11601 

 

SAPL21501 

SAPL21502 

SAPL21503 

SAPL21504 

SAPL21505 

SAPL21506 

SAPL21507 

SAPL21508 

SAPI21501 

SAPI21502 

SAPI21503 

SAPI21504 

SAPI21505 

SAPI21506 

SAPE21501 

SAPE21601 

 

SAPL31501 

SAPL31502 

SAPL31503 

SAPL31504 

SAPL31505 

SAPL31506 

SAPL31507 

SAPL31508 

SAPI31501 

SAPI31502 

SAPI31503 

SAPI31504 

SAPI31505 

SAPI31506 

SAPI31507 

SAPI31508 

SAPE31501 

SAPE31601 

 
 
 

－ 12 －



前期博士課程 数物系専攻 
授 業 科 目 

配当

年次

単 位 数 講義 
演習 
特研 

開講期 科目ナンバー 
必修 選択必修 選択 

学 

際 

分 

野 

科 

目 

164 

165 

166 

167 

〃 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

〃 

〃 

174 

〃 

 

数理科学A 

数理科学B 

数理科学C 

数理科学特別講義Ⅰ 

数理科学特別講義Ⅱ 

数理物理学Ⅰ 

数理物理学Ⅱ 

数理物理学Ⅲ 

数理物理学Ⅳ 

計算科学 

数理物理学特別講義Ⅰ 

数理物理学特別講義Ⅱ 

数理物理学特別講義Ⅲ 

前期海外特別研究1 

前期海外特別研究2 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

講義

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

集中講義 

〃 

〃 

 

 

 

 

隔年開講 

集中講義 

〃 

〃 

〃（隔年開講） 

〃（隔年開講） 

SAMPL1501 

SAMPL1502 

SAMPL1503 

SAMPI1501 

SAMPI1502 

SAMPL1504 

SAMPL1505 

SAMPL1506 

SAMPL1507 

SAMPL1508 

SAMPI1505 

SAMPI1506 

SAMPI1507 

SAIAR1501 

SAIAR1502 

特
別
研
究
科
目 

175 

〃 

 

前期特別研究 

〃 

 

1 

2 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

特研

〃 

 

 

 

SAARC1501 

SAARC1601 

（注）授業時期、担当者については変更することがある。 
集中講義は毎年の開講ではないので時間割で確認すること。 
選択必修の演習は１科目８単位を必ず修得すること。なお、数学分野については数学概論Ⅰ、Ⅱを 
両方を履修することが望ましいが、少なくとも何れか一方は履修すること。 
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前期博士課程 物質分子系専攻 
授 業 科 目 

配当

年次

単 位 数 講義 
演習 
特研 

開講期 科目ナンバー 
必修 選択必修 選択 

分 
 

野 
 

専 
 

門 
 

科 
 

目 

№ 

201 

202 

203 

 

204 

205 

 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

〃 

 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

〃 

（基幹科目） 

基幹有機化学 

基幹無機化学 

基幹物理化学 

（基盤科目） 

創成分子科学 

機能分子科学 

（創成分子科学分野） 

創成有機分子科学特論Ⅰ 

創成有機分子科学特論Ⅱ 

創成無機分子科学特論Ⅰ 

創成無機分子科学特論Ⅱ 

創成分子物理化学特論Ⅰ 

創成分子物理化学特論Ⅱ 

創成先端分子科学特論 

創成分子科学演習 

〃 

（機能分子科学分野） 

機能有機分子科学特論Ⅰ 

機能有機分子科学特論Ⅱ 

機能無機分子科学特論Ⅰ 

機能無機分子科学特論Ⅱ 

機能分子物理化学特論Ⅰ 

機能分子物理化学特論Ⅱ 

機能生物物理化学特論Ⅰ 

機能生物物理化学特論Ⅱ 

機能先端分子科学特論 

機能分子科学演習 

〃 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1  

2 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

  

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

講義

〃 

〃 

 

講義

〃 

 

講義

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習

〃 

 

講義

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

隔年開講 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

隔年開講

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

SBORG1501 

SBING1501 

SBPHY1501 

 

SBCMS1501 

SBFMS1501 

 

SBCOR1501 

SBCOR1502 

SBCIN1501 

SBCIN1502 

SBCPH1501 

SBCPH1502 

SBCMS1502 

SBCMS1503 

SBCMS1601 

 

SBFOR1501 

SBFOR1502 

SBFIN1501 

SBFIN1502 

SBFPH1501 

SBFPH1502 

SBFBI1501 

SBFBI1502 

SBFMS1502 

SBFMS1503 

SBFMS1601 
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前期博士課程 物質分子系専攻 
授 業 科 目 

配当 
年次 

単 位 数 講義 
演習 
特研 

開講期 科目ナンバー 
必修 選択必修 選択 

分 

野 

専 

門 

科 

目 

№ 

224 

〃 

225 

〃 

226 

〃 

227 

〃 

228 

〃 

229 

〃 

230 

〃 

231 

〃 

（特別講義） 

創成有機化学特別講義1 

創成有機化学特別講義2 

創成無機化学特別講義1 

創成無機化学特別講義2 

創成物理化学特別講義1 

創成物理化学特別講義2 

機能有機化学特別講義1 

機能有機化学特別講義2 

機能無機化学特別講義1 

機能無機化学特別講義2 

機能物理化学特別講義1 

機能物理化学特別講義2 

探索分子化学特別講義1 

探索分子化学特別講義2 

分子制御化学特別講義1 

分子制御化学特別講義2 

 

 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

 

   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

集中講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

SBCSO1501 

SBCSO1502 

SBCSI1501 

SBCSI1502 

SBCSP1501 

SBCSP1502 

SBFSO1501 

SBFSO1502 

SBFSI1501 

SBFSI1502 

SBFSP1501 

SBFSP1502 

SBEMC1501 

SBEMC1502 

SBIMC1501 

SBIMC1502 

学
際
分
野
科
目

232 

233 

〃 

 

国際ゼミナール 

前期海外特別研究1 

前期海外特別研究2 

1・2 

1・2 

1・2 

1 

 

  

1 

1 

講義 集中講義 

〃（隔年開講） 

〃（隔年開講） 

SBISE1501 

SBIAR1501 

SBIAR1502 

 

特
別
研
究
科
目 

234 

〃 

前期特別研究 

〃 

1 

2 

6 

6 

  特研 

〃 

 SBARC1501 

SBARC1601 

大
学
院
共
通
教
育
科
目

235 

 

化学産業論 

 

1  1  講義  GECAR0503 

 

（注）講義によって提供される授業科目から10単位以上修得すること。ただし、以下の 

(1)～(3)の条件を満たすこと。 

(1)基幹科目：３科目から２科目以上選択し、必ず修得すること。 
(2)基盤科目：２科目から１科目以上選択し、必ず修得すること。 

(3)選択必修の講義科目（化学産業論、基幹科目と基盤科目）から７単位以上修得すること。 

選択必修の演習は１科目８単位を必ず修得すること。 
大学院共通教育科目（別冊子参照）を２単位まで修了単位に含めても良い。 
授業時期、担当者については変更することがある。 
特論と集中講義は毎年の開講ではないので時間割で確認すること。 
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前期博士課程 生物地球系専攻 

授 業 科 目 
配当

年次

単 位 数 講義 
演習 
特研 

開講期 科目ナンバー 
必修 選択必修 選択 

分 
 

野 
 

専 
 

門 
 

科 
 

目 

№ 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

〃 

308 

〃 

 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

〃 

316 

〃 

 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

〃 

324 

〃 

 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

〃 

〃 

〃 

331 

〃 

（生物分子機能学分野） 

代謝調節機能学特論 

微生物化学特論Ⅰ 

微生物化学特論Ⅱ 

酵素化学特論 

生体高分子機能学特論Ⅰ 

生体高分子機能学特論Ⅱ 

生物分子機能学特別講義Ⅰ 

生物分子機能学特別講義Ⅱ 

生物分子機能学演習 

〃 

（生物機能生物学分野） 

植物機能学特論Ⅰ 

植物機能学特論Ⅱ 

動物機能学特論Ⅰ 

動物機能学特論Ⅱ 

細胞機能学特論Ⅰ 

細胞機能学特論Ⅱ 

生体機能生物学特別講義Ⅰ 

生体機能生物学特別講義Ⅱ 

生体機能生物学演習 

〃 

（自然誌機能生物学分野） 

機能生態学特論 

社会生態学特論Ⅰ 

社会生態学特論Ⅱ 

情報生物学特論Ⅰ 

情報生物学特論Ⅱ 

植物進化遺伝学特論 

自然誌機能生物学特別講義Ⅰ 

自然誌機能生物学特別講義Ⅱ 

自然誌機能生物学演習 

〃 

（環境地球学分野） 

人類紀自然学特論Ⅱ 

物理探査学特論 

都市地盤構造学特論 

地球情報学 

空間情報科学特論 

環境地球学特別講義Ⅰ 

環境地球学特別講義Ⅱ 

環境地球学特別講義Ⅲ 

環境地球学特別講義Ⅳ 

環境地球学演習 

〃 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習 

〃 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習 

〃 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習 

〃 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

集中講義 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中講義 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

集中（隔年開講） 

集中講義 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

創造都市研究科提供科目 

集中講義 

〃 

〃 

〃 

 

 

SCB011501 

SCB011502 

SCB011503 

SCB011504 

SCB011505 

SCB011506 

SCB011507 

SCB011508 

SCB011509 

SCB011609 

 

SCB021501 

SCB021502 

SCB021503 

SCB021504 

SCB021505 

SCB021506 

SCB021507 

SCB021508 

SCB021509 

SCB021609 

 

SCB031501 

SCB031502 

SCB031503 

SCB031505 

SCB031506 

SCB031507 

SCB031508 

SCB031509 

SCB031510 

SCB031610 

 

SCG011501 

SCG011502 

SCG011503 

SCG011504 

SCG011505 

SCG011506 

SCG011507 

SCG011508 

SCG011509 

SCG011510 

SCG011601 
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前期博士課程 生物地球系専攻 
授 業 科 目 

配当

年次

単 位 数 講義 
演習 
特研 

開講期 科目ナンバー 
必修 選択必修 選択 

分 

野 

専 

門 

科 

目 

№ 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

〃 

〃 

〃 

338 

〃 

 

（地球物質進化学分野） 

地球物質学特論Ⅰ 

地球物質学特論Ⅱ 

岩石学特論Ⅰ 

岩石学特論Ⅱ 

地球史学特論 

地球物質進化学特別講義Ⅰ 

地球物質進化学特別講義Ⅱ 

地球物質進化学特別講義Ⅲ 

地球物質進化学特別講義Ⅳ 

地球物質進化学演習 

〃 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

演習 

〃 

 

 

 

 

 

 

 

集中講義 

〃 

〃 

〃 

 

 

 

 

SCG021501 

SCG021502 

SCG021503 

SCG021504 

SCG021505 

SCG021506 

SCG021507 

SCG021508 

SCG021509 

SCG021510 

SCG021601 

 

学 

際 

分 

野 

科 

目 

339 

340 

341 

〃 

〃 

342 

343 

344 

345 

〃 

 

機能生態学 

人と自然の共生学 

生物環境変動学特別講義Ⅰ 

生物環境変動学特別講義Ⅱ 

生物環境変動学特別講義Ⅲ 

先進生物学特別講義 

人類紀自然学特論Ⅰ 

地球進化学 

前期海外特別研究1 

前期海外特別研究2 

 

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1・2

1 

1 

1・2

1・2

 2 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

講義 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

集中（隔年開講） 

集中講義 

〃 

〃 

〃 

 

 

集中（隔年開講） 

〃 

SCBG11501 

SCBG11502 

SCBG11503 

SCBG11504 

SCBG11505 

SCBG11506 

SCBG11507 

SCBG11508 

SCIAR1501 

SCIAR1502 

特
別
研
究
科
目

 

346 

〃 

 

前期特別研究 

〃 

1 

2 

6 

6 

 

 特研 

〃 

 SCARC1501 

SCARC1601 

（注）授業時期、担当者については変更することがある。 

集中講義は毎年の開講ではないので時間割で確認をとること。 

選択必修の演習は１科目８単位を必ず修得すること。また、演習を除く選択必修科目（学際分野科目）

のうち１科目以上修得すること。 

なお、特別講義（学際科目を含む）のうち６単位（６科目）まで、指定の大学院共通教育科目（「科

学英語」・「化学産業論」・「研究倫理」：別冊子参照）のうち４単位までを前期博士課程修了単位（計

30単位）に認定する。 
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前期博士課程 大学院共通教育科目 
授 業 科 目 配当年次 単位数 科目ナンバー

№ 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

（キャリアデザイン系科目群） 

グローバル経営特論 

－あなたの志は何ですか 

化学産業論 

大学院キャリアデザイン実習 

大学院キャリアデザイン論 

－学問・大学と社会 

大学院大学教育実習 

戦略的システム思考力演習 

イノベーション創出型研究者養成 

医療の品質管理 

 

（グローバルコミュニケーション系科目群）

アカデミック・コミュニケーション演習Ⅰ 

アカデミック・コミュニケーション演習Ⅱ 

科学英語 

 

（研究者倫理教育系科目群） 

研究倫理 

 

 

1・2 

 

1・2 

1・2 

1・2 

 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

 

 

1・2 

1・2 

1・2 

 

 

1・2 

 

 

2 

 

1 

2 

1 

 

1 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

 

 

1 

 

 

GECAR0501 

 

GECAR0503 

GECAR0504 

GECAR0505 

 

GECAR0506 

GECAR0507 

GECAR0508 

GECAR0509 

 

 

GEGLC0501 

GEGLC0502 

GEGLC0503 

 

 

GESCI0501 

 

 

（注）各科目の修了単位としての認定は各専攻により異なる。 

大学院共通教育科目の詳細については別冊子を参照すること。 
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後期博士課程 数物系専攻 
授 業 科 目 

配 当 
年 次 

単 位 数 
科目ナンバー 

必 修 選択必修 選 択 
№ 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

〃 

〃 

 

数理構造論ゼミナール 

数理解析学ゼミナール 

基礎物理学ゼミナール 

宇宙・高エネルギー物理学ゼミナール 

物性物理学ゼミナール 

後期海外特別研究1 

後期海外特別研究2 

後期海外特別研究3 

 

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

SAMSM1701 

SAMSM1702 

SAPS11701 

SAPS21701 

SAPS31701 

SAIAR1701 

SAIAR1702 

SAIAR1703 

407 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

後期特別研究（D1数学分野） 

後期特別研究（D2数学分野） 

後期特別研究（D3数学分野） 

後期特別研究（D1物理学分野） 

後期特別研究（D2物理学分野） 

後期特別研究（D3物理学分野） 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 3 

3 

2 

3 

3 

2 

 SAARC1701 

SAARC1801 

SAARC1901 

SAPAR1701 

SAPAR2801 

SAPAR3901 

※後期海外特別研究1～3は修了単位に含まない。 
 
 
 
後期博士課程 物質分子系専攻 

授 業 科 目 
配 当 
年 次 

単 位 数 
科目ナンバー 

必 修 選択必修 選 択 
№ 
501 

502 

503 

504 

505 

506 

〃 

〃 

 

創成分子科学ゼミナール 

機能分子科学ゼミナール 

特別指導論 

学術交流研究 

学際的プランナー養成特別プログラム 

後期海外特別研究1 

後期海外特別研究2 

後期海外特別研究3 

 

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

SBCMS1701 

SBFMS1701 

SBLTP1701 

SBAES1701 

SBIPT1701 

SBIAR1701 

SBIAR1702 

SBIAR1703 

507 

〃 

〃 

後期特別研究（D1物質分子系） 

後期特別研究（D2物質分子系） 

後期特別研究（D3物質分子系） 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

  SBARC1701 

SBARC2801 

SBARC3901 

※後期海外特別研究1～3は修了単位に含まない。 
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後期博士課程 生物地球系専攻 
授 業 科 目 

配 当 
年 次 

単 位 数 
科目ナンバー

必 修 選択必修 選 択 
№ 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

〃 

〃 

 

生物分子機能学ゼミナール 

生体機能生物学ゼミナール 

自然誌機能生物学ゼミナール 

環境地球学ゼミナール 

地球物質進化学ゼミナール 

後期海外特別研究1 

後期海外特別研究2 

後期海外特別研究3 

 

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

1・2・3

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

SCB011702 

SCB021702 

SCB031702 

SCG021701 

SCG031701 

SCIAR1701 

SCIAR1702 

SCIAR1703 

607 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

後期特別研究（D1生物学分野） 

後期特別研究（D2生物学分野） 

後期特別研究（D3生物学分野） 

後期特別研究（D1地球学分野） 

後期特別研究（D2地球学分野） 

後期特別研究（D3地球学分野） 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 3 

3 

2 

3 

3 

2 

 SCB011701 

SCB011801 

SCB011901 

SCG011701 

SCG011801 

SCG011901 

※後期海外特別研究1～3は修了単位に含まない。 
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6 大阪市立大学学位規程 
 
（目的） 
第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定にもとづき、大阪市立大学(以下「本学」と

いう。)において授与する学位の種類、論文審査その他学位に関し必要な事項について、大阪市立大学学則及び大
阪市立大学大学院学則に定めるもののほかは、本規程の定めるところによる。 
（学位の種類） 
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び法務博士(専門職)とする。 
2 学士の学位に付記する専攻分野の種類は、次のとおりとする。 

学士(商学) 
学士(経済学) 
学士(法学) 
学士(文学) 
学士(理学) 
学士(工学) 
学士(医学) 
学士(看護学) 
学士(生活科学) 

3 修士の学位に付記する専攻分野の種類は、次のとおりとする。 
修士(経営学) 
修士(商学) 
修士(グローバルビジネス) 
修士(経済学) 
修士(法学) 
修士(文学) 
修士(理学) 
修士(工学) 
修士(医科学) 
修士(生活科学) 
修士(都市ビジネス) 
修士(都市政策) 
修士(都市情報学) 
修士(看護学) 
修士(学術) 

4 博士の学位に付記する専攻分野の種類は、次のとおりとする。 
博士(経営学) 
博士(商学) 
博士(グローバルビジネス) 
博士(経済学) 
博士(法学) 
博士(文学) 
博士(理学) 
博士(工学) 
博士(医学) 
博士(生活科学) 
博士(創造都市) 
博士(看護学) 
博士(学術) 

（学位授与の要件） 
第3条 前条第2項に定める学位は、大阪市立大学学則第25条の規定により卒業の認定を受けた者に対して授

与し、前条第3項及び第4項に定める学位は、大阪市立大学大学院学則第20条の規定により当該課程を修了した
者に対して授与する。 

2 博士の学位は、前項の規定にかかわらず、本学大学院の課程を修了しない者であっても、本学大学院に学位
論文を提出してその審査及び試験に合格し、かつ、専攻学に関し前項により学位を授与された者と同等以上の学
力があると認められた者に授与することができる。 
（課程を修了する者の学位論文の提出） 
第4条 本学大学院の課程の修了認定をうけようとする者の学位論文は、学長に提出するものとする。 
2 前項の学位論文を提出し得る者は、本学大学院修士課程、前期博士課程、後期博士課程又は医学研究科の博
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士課程に各研究科教授会の定める年限以上在学している者で、所定の単位を修得した者又は学位論文審査の終了
までに所定の単位を修得し得る見込みのある者で、かつ、必要な研究指導をうけた者でなければならない。 
（課程を修了しない者の学位授与の申請） 
第 5 条 第 3 条第 2 項により博士の学位の授与を申請する者は、学位申請書に学位論文、論文目録、論文内容

の要旨、履歴書及び学位審査手数料を添え学長に提出するものとする。ただし、本学大学院博士課程に所定の年
限以上在学して、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導をうけたうえ退学した者が、退学した日から 1 年
以内に博士の学位の授与を申請したときは、学位審査手数料を免除する。 

2 前項の学位授与の申請があったときは、学長は研究科教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえでこれを
受理する。 

3 学長は、前項により学位授与の申請を受理したときは、その学位の種類に応じて当該研究科教授会に審査さ
せる。 

4 受理した学位論文及び学位審査手数料は、還付しない。 
（学位論文） 
第6条 修士又は博士の学位論文は、1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。 
2 前項の論文は、修士の場合は、1部、博士の場合は、3部とする。 
3 修士又は博士の学位論文審査のため必要があるときは、研究科教授会は、資料等を提出させることがある。 
（学位論文の審査及び試験） 
第7条 修士又は博士の学位論文の審査及び試験は、各研究科教授会において審査委員会を設けて行う。 
2 審査委員会は、研究科教授会において当該研究科所属教員の中から選出された 3 名以上の審査委員(内 1 名

は、主査)をもって組織する。 
3 研究科教授会において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の研究科等又は国内の他の

大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員に加えることができる。 
4 試験は、学位論文を中心とし、これに関連ある科目について行う。 
（学力の確認） 
第 8 条 審査委員会は、第 3 条第 2 項により学位の授与を申請する者に対しては、学位論文の審査及び試験と

併せて学力の確認を行うものとする。 
2 学力の確認は、学位申請者が本学大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有するか否かについて口

述試験及び筆記試験により行い、外国語については2種類を課する。ただし、研究科教授会(医学研究科を除く。)
が学歴、業績等により学位申請者の学力の確認を行い得ると認めたときは、試験の全部又は一部を省略すること
ができる。 

3 本学大学院後期博士課程又は医学研究科の博士課程に所定の年限以上在学し、かつ、必要な研究指導をうけ
たうえ、所定の単位を修得して退学した者が、第 3 条第 2 項により学位の授与を申請したときは、各研究科教授
会の定める年限内に限り学力の確認を省略することができる。 
（審査の期間） 
第9条 修士の学位論文の審査及び試験は、在学期間中に終了しなければならない。 
2 博士の学位論文の審査、試験及び学力の確認は、論文を受理した日から1年以内に終了しなければならない。

ただし、特別の事情があるときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえでその期間を 6 月
以内延長することができる。 
（学位授与の審議） 
第10条 審査委員会は、修士又は博士の学位論文の審査、試験及び学力の確認が終了したときは、論文内容の

要旨、審査結果の要旨、試験の結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨に修士又は博士の学位授与に値するか否
かの意見書を添え、研究科教授会に報告しなければならない。ただし、修士論文の内容の要旨、審査結果の要旨
及び試験の結果の要旨は省略することができる。 

2 研究科教授会は、前項の報告にもとづいて学位を授与できるか否かを審議する。 
3 学位授与の審議結果には、研究科教授会構成員の 3 分の 2 以上が出席し、無記名投票によりその 3 分の 2

以上の同意を必要とする。 
4 前項により学位授与の審議を行なったときは、研究科長は、論文内容の要旨、審査結果の要旨、試験の結果

の要旨及び学力の確認の結果の要旨を添えて審議結果を学長に提出しなければならない。ただし、修士の学位に
ついては、審議結果のみとすることができる。 
（学位の授与） 
第11条 学長は、本学を卒業した者に対して学士の学位を、前条の審議結果の意見を聴いたうえで修士又は博

士の学位を、本学大学院法学研究科法曹養成専攻の専門職学位課程を修了した者に対して法務博士(専門職)の学位
を授与する。 

2 学長は、学位を授与できないものと決定したときは、該当者に対してその旨を通知する。 
3 学位の授与を受けた者は、学位の名称を用いる場合には、次のように本学名を付記するものとする。 

大阪市立大学 学士(○○) 
大阪市立大学 修士(○○) 
大阪市立大学 博士(○○) 
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大阪市立大学 法務博士(専門職) 
（学位授与の取消し） 
第12条 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、当該研究科教授会の審議を経

て、その意見を聴いたうえで既に授与した修士、博士又は法務博士(専門職)の学位を取り消すものとする。 
2 名誉を汚辱する行為があった者に対しては、学長は、教育研究評議会の審議を経て、その意見を聴いたうえ

で学位を取り消すことがある。 
（学位論文の公表） 
第13条 博士の学位を授与したときは、本学は、当該博士の学位を授与した日から 3月以内に、当該博士の学

位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文の審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。 
2 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から 1年以内に、当該博士の学位の授与に係

る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この
限りでない。 

3 前項の規定にかかわらず、学長は、研究科教授会がやむを得ない事由があると認めるときは、当該博士の学
位を授与された者が、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表するこ
とを認めることができる。 

4 前2項の規定による公表は、インターネットの利用による公表とする。 
5 第1項及び第4項に規定する、インターネットの利用による公表の具体的な方法としては、本学機関リポジ

トリによる公表とする。 
（学位論文の保管） 
第14条 修士又は博士の学位論文1部は、本学学術情報総合センターに保管する。 
（学位簿の登録） 
第15条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、文部科学大臣に報告する。 
（その他） 
第16条 学位記及び学位申請書の様式は、別表のとおりとする。 
附 則 
この規程は、平成18年4月1日から施行する。 
附 則(平成20年1月29日規程第7号) 
この規程は、平成20年4月1日から施行する。 
附 則(平成23年9月30日規程第46号) 
この規程は、平成23年10月1日から施行する。 
附 則(平成25年5月31日規程第57号) 
この規程は、平成25年6月1日から施行する。 
附 則(平成25年10月31日規程第108号) 
この規程は、平成25年11月1日から施行する。 
附 則(平成27年3月31日規程第64号) 
この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
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別 表 
１ 学位記の様式 
(1) 第３条第１項による場合 
 

 
第    号  

学  位  記 
 
                   （氏  名） 

大学印 
年 月 日生  

 
 
本学○○学部○○学科所定の課程を修め本学を卒業したことを 
認め学士（○○）の学位を授与する 

 
 

年 月 日 
 

大阪市立大学  ○○学部長（氏  名） 印 
大 阪 市 立 大 学 長（氏  名） 印 

 
 

 
第    号  

学  位  記 
 
                   （氏  名） 

大学印 
年 月 日生  

 
 
本学大学院○○研究科○○専攻の修士課程を修了したので修士 
（○○）の学位を授与する 

 
 

年 月 日 
 

 
大 阪 市 立 大 学 長（氏  名） 印 
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第    号  

学  位  記 
 
                   （氏  名） 

大学印 
年 月 日生  

 
 
本学大学院○○研究科○○専攻の前期博士課程を修了したので 
修士（○○）の学位を授与する 

 
 

年 月 日 
 

 
大 阪 市 立 大 学 長（氏  名） 印 

 
 

 
第    号  

学  位  記 
 
                   （氏  名） 

大学印 
年 月 日生  

 
 
本学大学院○○研究科○○専攻の博士課程を修了したので博士 
（○○）の学位を授与する 

 
学位論文名 

 
年 月 日 

 
大 阪 市 立 大 学 長（氏  名） 印 
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第    号  

学  位  記 
 
                   （氏  名） 

大学印 
年 月 日生  

 
 
本学大学院法学研究科法曹養成専攻の専門職学位課程を修了し 
たので法務博士（専門職）の学位を授与する 

 
 

年 月 日 
 

 
大 阪 市 立 大 学 長（氏  名） 印 

 
 
 (2) 第３条第２項による場合 
 

 
第    号  

学  位  記 
 
                   （氏  名） 

大学印 
年 月 日生  

 
 
本学に下記の学位論文を提出しその審査及び所定の試験に合格 
したので博士（○○）の学位を授与する 

 
学位論文名 

 
年 月 日 

 
大 阪 市 立 大 学 長（氏  名） 印 
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２ 学位申請書の様式 
 
 

 
学 位 申 請 書 

年 月 日  
大阪市立大学長（氏名） 様 

                （住所） 
 

（氏名）         印 
 

このたび大阪市立大学学位規程第３条第２項により博士 
（○○）の学位を受けたく学位論文３部に下記書類及び学 
位審査手数料を添えて申請いたします。 

 
記 

 
 

１ 論文目録 
２ 論文内容の要旨 
３ 履歴書 

以 上  
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7 学位授与申請手続 
１．後期博士課程の博士論文提出について 
（１）「学位規程」を参照し、指導教員と相談のうえ申請すること。また、申請にあたっては学生サポートセンター

理学研究科教務担当（以下「理学研究科教務担当」という）から提出日等の指示を受けること。ただし、年

度末修了予定については、理学研究科教務担当より一斉通知する。 

 
（２）提出書類・部数および注意事項 

書類および部数 注 意 事 項 

学位申請書    １部 ＊ 氏名は戸籍謄本記載のとおり正しく楷書で書くこと。 

学位論文     ３部 ＊ 必ず製本すること。ファイルしただけでは不可。なお、申請時においては仮製本で

も可。 

＊ 表紙および背表紙に論文名と氏名を入れること。 

＊ 印刷は、パソコンからプリントアウトしたものが望ましいが、複写機でも可。 

感熱紙は不可。 

＊ 版の大きさおよび製本については別紙のとおり。 

＊ 和文の論文については、欧文要旨をつけること。 

学位論文のデータ（PDF）

１部  

＜学術機関リポジトリ公開用＞ 

＊「論文の全文」（確定版）をPDF化し提出すること。 

著作権の問題等やむを得ない事由のため、論文（全文）が学術機関リポジトリ公開不可

の場合は代わりに「論文内容の要約」および「学位論文（全文）学術機関リポジトリ非

公開願」を提出すること。 

申請時に公開の判断ができない場合は、「論文全文（PDF）」および「論文内容の要約」

の両方を提出すること。また、公開の判断は授与後半年以内に行い、公開不可となった

場合は別途「学位論文（全文）学術機関リポジトリ非公開願」を必ず提出すること。提

出が無い場合、公開可能と判断する。 

共著者がいる場合は、公開可否の確認を取っておくこと。 

単位修得(見込)証明書 １部 ＊ 事務で発行するため、提出書類なし。 

履歴書      ※３部
＊ 学歴は大学入学から記入すること。また、正確な年月日を記入し、学科・専攻名の

記載漏れがないように注意すること。 

＊ 履歴書３部に朱肉で印鑑を押すこと。 

＊ 用紙の大きさはＡ４とすること。 

論文目録     ※３部 ＊ 主論文の題名が欧文の場合はその下に和文の題名を、和文の場合は欧文の題名を

（  ）に入れて記載すること。 

＊ 主論文名、参考論文名を項目別に記載すること。（タイトル等） 

＊ 目録に記載されているすべての論文について、すでに印刷公表したものはその方法

および年月日を、未公表のものは公表の方法および時期を記入すること。 

＊ 用紙の大きさはＡ４とすること。 

論文内容の要旨  ※３部
＊ 論文名欄の枠は、題名の長さにより適当に定めること。 

＊ 主論文の題名が欧文の場合はその下に和文の題名を、和文の場合は欧文の題名を

（  ）に入れて記載すること。 

＊ 用紙の大きさはＡ４とし、８００字程度にすること。 

＊ Wordファイルも提出すること。 

※提出する前に、理学研究科教務担当で点検を受けること。 
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（様式1：Ａ４判） 
履 歴 書 

報 告 番 号 甲 第    号 

ふりがな 
氏    名 

生年月日 
印

平成  年  月  日生

性 別 
 

本 籍 地 の 
都 道 府 県 名 

 

現  住  所  

学  歴 
例：平成 年 月 日 ○○大学○○学部○○学科入学 

            ・・・・・・・・・・・・・ 
    ・・・・・・・・・・・・・ 
    平成 年 月 日 ××大学大学院○学研究科△△系専攻後期博士課程修了見込 
 

 
（様式２：Ａ４判） 

論 文 目 録 
報告番号 甲 第    号 氏 名  

主論文 
（         注意事項参照         ） 

参考論文 
 １ 
 ２ 
 ３ 

 
（様式３：Ａ４判） 

論文内容の要旨 
報 告 番 号 甲 第    号 

論 文 名 
 

（         注意事項参照         ） 

氏 名  

＜８００字程度の要旨＞ 
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論 文 名 

（     ） 
 

理学研究科 
○○専攻 

 
平成 年度 
著  者  名 
（     ） 

 
論 文 名 

（     ） 
 
 
 
 

著 者 名 
（     ） 

論
文
名 
 
 
 
 
 
 

著
者
名 

製本について（課程博士） 
1. 大きさは「Ａ４判」とする。 

 
2. 製本の仕上がり 
（１）表紙の色は濃紺または黒とし、表紙および背表紙は「上製本（ハードカバーのもの）」で、論文名・著者名は

金文字とすること。 
【表紙】           【背表紙】 

 
 

＊ 背表紙について 
論文名は、論文が和文の場合は和文を、欧文の場合は欧文

とし、著者名は「学位申請書」の氏名を記載すること。 
 
 
 
                                               
  
 
（２）次の標題紙をつけること。 

【標題紙】 
＊ 表紙および標題紙について 

論文名および著者名が和文の場合は欧文を、欧文の場合は

和文を（ ）内に記載すること。 
なお、年号については、原則として「元号」を使用するこ

と。ただし、西暦を使用する場合は、年月を記載するこ

と。 
 
 
 
 
 
 

3. 申請時の注意事項 
申請時の提出論文は製本したものが望ましいが、仮製本でも可。（ファイルしただけでは不可） 
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２．前期博士課程修了見込み者の論文提出について 

 

 前期博士課程（修士）修了見込者は、理学研究科教務担当から通知する（１１月～１２月に通知）所定の日時（２月中旬頃）

までに学位授与申請をすること。（論文タイトル報告１月上旬頃） 

 なお、早期修了予定者は指導教員と相談の上、理学研究科教務担当に申し出ること。 

 

 

１．申請書類   （１） 学位論文  ２部 

内訳 ①理学研究科教務担当から配付するファイルに綴じたもの  １部 

②各自が用意したファイルに綴じたもの          １部 

（②は理学研究科教務担当にて受付印押印後、研究室へ提出すること。) 

（２） 学位申請書  １部（理学研究科教務担当から配付） 

 

２．論文様式 

 

(1) Ａ４用紙（感熱紙は不可）を縦長に使用し、横書き左綴じとする。 

なお理学研究科教務担当で製本をするため、左側は最低３㎝、その他は 

最低１㎝の余白をとっておくこと。 

 

(2) 論文表紙に、論文名・研究科名・専攻名・氏名を明記すること。 

それ以外の情報は記載しないこと。 

（論文名は、論文が和文の場合は欧文を、論文が欧文の場合は和文を論文名 

下の（ ）内に記載すること。） 

 

(3) 理学研究科教務担当提出用ファイルには、何も書き込んだり貼り付けたりしないこと。 

 

(4) 各自が用意するファイルは、パンチレスファイルとし、論文には穴を開けないこと。 
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8 教務事項 
1．学籍番号について 
入学時の学籍番号は、在学中はもとより修了後も変更されない。学籍番号は証明書発行等の際に必要となるの

で必ず記憶しておくこと。 
 

2．諸届・諸証明発行願等について 
自宅の住所や下宿先の変更、通学区間、改姓、保証人の変更等異動があった場合は、遅滞なく理学研究科教務

担当に届け出ること。また、学生証、通学証明書の再発行も理学研究科教務担当まで申し出ること。 
 

3．諸証明書等の発行について 
諸証明書の発行には、手数料が必要である。（ただし、学割証は無料） 
在学・成績・修了見込証明書、学割証、健康診断証明書が必要な場合は、証明書自動発行機を利用すること。

その他の証明書については、サポートセンター1階教務担当に備え付けの諸証明申込書に必要事項を記入のうえ手

数料を添えて申し込むこと。なお、申込書に記入不備がある場合は発行できないことがある。また、入学試験等

の学内行事により交付できない場合や、種類・内容によっては日数がかかることがあるので注意すること。 
 
4．長期履修制度について 
職業を有する等のやむを得ない事情により、履修・研究する時間が制限されるために標準修業年限（前期博士

課程は２年、後期博士課程は３年）内での修了が困難な学生に対して、一定期間にわたる計画的な履修を認める

制度がある。長期履修期間は、在学年限（前期博士課程は４年、後期博士課程は６年）の範囲内で、１年単位（４

月から翌年３月）で定めることができる。長期履修学生制度を希望する者は、指導（予定）教員の承諾のもと、

長期履修に見合う適切な履修・研究計画を立てたうえで、毎年２月末日までに理学研究科教務担当に申請するこ

と。なお、数学分野では原則として認められない。 
 
5．休学、復学、退学、再入学について 
（1）休学、復学 

病気その他やむを得ない事情のため、長期にわたって学修できなくなった場合は、指導教員と面談のうえ、

理学研究科教務担当にて休学にかかる説明を受けたあと、休学願ならびに必要書類を提出すること。 
休学願の提出期限は、前期は２月末日、後期は８月末日である。４月１日（前期開始日）、10月１日（後期開

始日）を越えるとその期の授業料が必要となるので注意すること。 
休学の期間は、１年以内とする。ただし、学長が特別の事由があると認める場合は、これを延長することが

できる。 
休学期間中にその理由が消滅したときは、願い出て復学することができる。復学後の授業料については理学

研究科教務担当で説明を受けること。 
休学の時期は、在学年数に算入しない。また、休学・復学の許可は研究科教授会の議による。 

（2）退学 
退学を希望する場合は、指導教員・専攻主任と面談のうえ、理学研究科教務担当に退学願ならびに必要書類

を提出すること。４月１日（前期開始日）、10月１日（後期開始日）を越えるとその期の授業料が必要となるの

で注意すること。なお、退学の許可は、研究科教授会の議による。 
（3）再入学 

大学院学則第 10 条第１項の規定により退学した者又は第 12 条第１項第１号の規定により除籍された者が再

入学を願い出たときは、研究科教授会の議を経て許可することがある。 
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6．9月修了について 
前期特別研究を通算して１年以上行った者で、前期において前期特別研究を含めて修了に必要な所定の単位

を充足し、かつ本人が９月修了を希望する場合、「９月修了認定願」に修士論文を添えて７月下旬（掲示により

周知）に理学研究科教務担当まで提出すること。 

（専攻によっては認めない場合もあるので理学研究科教務担当に申し出る前に専攻の承認を得ること。） 

 

7．学生は、当該期の成績評価について、当該学部等へ異議を申し立てることができる。 
 
8．本学では、学校保健安全法の定めにより、「学校において予防すべき感染症」に罹患、または罹患した疑いが

ある場合、大学内での感染拡大を予防するため出席停止としている。詳細については全学ポータルサイトを

確認し、所定の手続きを行うこと。 
 
9．履修・その他の事項で問題が生じた場合、学生本人に断ることなく大学から保証人に連絡することがある。 
 
10．その他 
＊連絡事項は掲示によって通知するので、学生サポートセンター掲示板及び全学ポータルサイト掲示板を常に

注意して見ておくこと。 
＊本書以外に「キャンパスライフ」「学生関係諸規程」を参考にすること。 

 
9 厚生関係・奨学金関係 
1．毎年実施される健康診断を必ず受診すること。受診できなかった場合は、学外の医療機関において自費で健康

診断を受ける必要がある。 
 
2．障害事故について 

授業中に発生した障害にかかる医療費の一部を補助する制度について「学生の障害事故に伴う療養費の一部

補助に関する規程」がある。万一、障害事故が発生したときは、速やかに指導教員と理学研究科教務担当に報

告すること。 
＊「学生教育研究災害障害保険（付帯賠償責任保険付）」に必ず加入しておくこと。加入手続きは学生支援課

にて行うこと。 
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3．経済援助制度 
制  度 内   容 備 考 

大阪市立大学奨学金 経済的理由のために修学困難な者に対する

修学援助 

学生サポートセンター掲

示板等に周知する。 
入学料授業料 
減免制度 

学資を主として負担している者が死亡し、又

は風水害等の災害を受け納付が著しく困難

な者及びその他経済的理由により納付が著

しく困難な者に対する措置 
日本学生支援機構 
奨学金制度 

優れた学生で経済的理由により修学に困難

がある人に貸与 
上記以外の奨学金制度についても掲示している。また、詳細は、「キャンパスライフ」も参照のこと。 
 
4．教育研究助成等の制度 

制  度 目  的  等 備 考 

理学研究科 
後期博士課程研究奨学

奨励金制度 

 理学研究科後期博士課程に在学する者のう

ち、研究意欲が旺盛で優秀な学生に対して

研究奨学奨励金を支給し、研究に専念でき

る環境を提供するとともに、研究者にふさ

わしい能力を育成する。また、後期博士課

程学生の貢献により理学研究科の研究活動

をさらに発展させる。 

学生サポートセンター掲

示板等に周知する。申請

者は理学研究科研究奨学

奨励事業委員会において

審査され、理学研究科教

授会において受給者を決

定する。 

大阪市立大学はばたけ

夢基金 海外留学・渡

航支援事業 

海外留学・渡航する学生を支援し、グローバ

ル社会において活躍できる未来にはばたく

人材の育成をめざす。 

国際センターへ直接応募

する。審査委員会におい

て、提出書類をもとに総

合的に審査を行い、支援

対象者を決定する。 

ティーチング・アシス

タント制度 

大学院生が教員の補助者として、授業、実験、

実習に関して、教育補助業務を行うことによ

って、大学教育の充実を図るとともに指導者

としての研修の機会を提供する。 

要項に基づき研究科教授

会を通じて通知する。 

 
5．その他 

理学研究科では、学生サポートセンター掲示板・各専攻の掲示板およびポータルサイトにて大学院生への周知

を行っている。その他様々な部署からの案内も学生サポートセンター掲示板やポータルサイトにて周知されるた

め、常に確認すること。 
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10 教育職員免許状（専修免許状）の取得について 
 
1．本研究科において取得することができる教育職員免許状の種類・教科 

専 攻 教科名 免許状の種類 

数物系 
教科・数学コース 数 学 

中学校教諭専修免許状 
高等学校教諭専修免許状 

教科・理科コース 理 科 

物質分子系 理 科 

生物地球系 理 科 

 
2．免許状取得に必要な基礎資格及び教科に関する科目の最低修得単位数 

免許状の種類 教科名 基礎資格 
大学院の教科に関する 
科目の最低修得単位数 

中学校教諭 
専修免許状 

数 学 
理 科 

修士の学位を 
有すること 

別表（次頁以降参照）に掲げる科目

のうち、所属する専攻の科目から 
24単位以上修得すること。 
 

高等学校教諭 
専修免許状 

数 学 
理 科 

 
3．専修免許状取得上の注意 

次の各号のいずれかに該当している者は、本研究科前期博士課程の修了並びに教科に関する科目の所定の単

位の修得により、上記専修免許状の授与の申請ができる。 
（1）各該当教科（数学・理科）の中学校及び高等学校教諭 1種免許状を既に取得している者 
（2）大学において、中学校及び高等学校教諭1種免許状の各該当教科の免許状取得に必要な単位（教職並びに教

科に関する科目等）を充足している者。 
（3）上記（2）の必要な単位を充足していなかったが、大学院在学中に不足であった科目を修得して所要単位を

充足した者。 
 

ただし、（2）（3）の該当者については、1種免許状取得に必要な所要単位について、事前に（4月上旬）に理

学部「教職課程履修概要」を参照し、理学研究科教務担当で確認を受けること。 
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中学校・高等学校教諭専修免許状取得用：別表 

【数学】      

＜数物系専攻（数学コース）＞     

区分 授 業 科 目 配当年次 単位数 備考 

教科に関する科目 

数理構造論 1 

数理構造論 2 

数理構造論 3 

数理構造論 4 

代数学特論Ⅰ 

代数学特論Ⅱ 

代数学特論Ⅲ 

代数学特論Ⅳ 

幾何学特論Ⅰ 

幾何学特論Ⅱ 

幾何学特論Ⅲ 

幾何学特論Ⅳ 

数理構造論演習 

数理解析学１ 

数理解析学２ 

数理解析学３ 

数理解析学４ 

解析学特論Ⅰ 

解析学特論Ⅱ 

解析学特論Ⅲ 

解析学特論Ⅳ 

数学概論Ⅰ 

数学概論Ⅱ 

数理解析学演習 

数理科学 A 

数理科学 B 

数理科学 C 

前期特別研究 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

12 

数理構造論分野 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

数理解析学分野 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

学際分野 

〃 

〃 

特別研究 
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【理科】     

＜数物系専攻（理科コース）＞     

区分 授 業 科 目 配当年次 単位数 備考 

教科に関する科目 

場の量子論 

素粒子論 

物理数学 

プラズマ物理学 

流体力学 

相対論的重力理論 

相対論的宇宙物理学 

原子核物理学Ⅰ 

原子核物理学Ⅱ 

基礎物理学演習 

高エネルギー物理学Ⅰ 

高エネルギー物理学Ⅱ 

宇宙線物理学Ⅰ 

宇宙線物理学Ⅱ 

宇宙・素粒子実験物理学Ⅰ 

宇宙・素粒子実験物理学Ⅱ 

重力波実験物理学 

宇宙物理学 

宇宙・高エネルギー物理学演習

物性物理学Ⅰ 

物性物理学Ⅱ 

量子統計力学Ⅰ 

量子統計力学Ⅱ 

低温物理学 

光物性論 

原子物理学 

固体低温物性 

物性物理学演習 

数理物理学Ⅰ 

数理物理学Ⅱ 

数理物理学Ⅲ 

数理物理学Ⅳ 

計算科学 

前期特別研究 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

12 

基礎物理学分野 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

宇宙・高エネルギー分野 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

物性物理学分野 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

学際分野 

〃 

〃 

〃 

〃 

特別研究 
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【理科】     

＜物質分子系専攻＞     

区分 授 業 科 目 配当年次 単位数 備考 

教科に関する科目 

基幹有機化学 

基幹無機化学 

基幹物理化学 

創成分子科学 

機能分子科学 

創成有機分子科学特論Ⅰ 

創成有機分子科学特論Ⅱ 

創成無機分子科学特論Ⅰ 

創成無機分子科学特論Ⅱ 

創成分子物理化学特論Ⅰ 

創成分子物理化学特論Ⅱ 

創成先端分子科学特論 

創成分子科学演習 

機能有機分子科学特論Ⅰ 

機能有機分子科学特論Ⅱ 

機能無機分子科学特論Ⅰ 

機能無機分子科学特論Ⅱ 

機能分子物理化学特論Ⅰ 

機能分子物理化学特論Ⅱ 

機能生物物理化学特論Ⅰ 

機能生物物理化学特論Ⅱ 

機能先端分子科学特論 

機能分子科学演習 

前期特別研究 

1 

1 

1 

1 

1 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1～2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

12 

基幹科目 

〃 

〃 

基盤科目 

〃 

創成分子科学分野 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

機能分子科学分野 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

特別研究 
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【理科】 

＜生物地球系専攻＞     

区分 授 業 科 目 配当年次 単位数 備考 

教科に関する科目 

代謝調節機能学特論 

微生物化学特論Ⅰ 

微生物化学特論Ⅱ 

酵素化学特論 

生体高分子機能学特論Ⅰ 

生体高分子機能学特論Ⅱ 

生物分子機能学演習 

植物機能学特論Ⅰ 

植物機能学特論Ⅱ 

動物機能学特論Ⅰ 

動物機能学特論Ⅱ 

細胞機能学特論Ⅰ 

細胞機能学特論Ⅱ 

生体機能生物学演習 

機能生態学特論 

社会生態学特論Ⅰ 

社会生態学特論Ⅱ 

情報生物学特論Ⅰ 

情報生物学特論Ⅱ 

自然誌機能生物学演習 

人類紀自然学特論Ⅱ 

物理探査学特論 

都市地盤構造学特論 

地球情報学 

環境地球学演習 

地球物質学特論Ⅰ 

地球物質学特論Ⅱ 

岩石学特論Ⅰ 

岩石学特論Ⅱ 

地球史学特論 

地球物質進化学演習 

機能生態学 

人類紀自然学特論Ⅰ 

地球進化学 

前期特別研究 

 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1・2 

1～2 

1 

1 

1 

1 

1～2 

1 

1 

1 

1 

1 

1～2 

1・2 

1 

1 

1～2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

12 

生物分子機能学分野

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

生体機能生物学分野

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

自然誌機能生物学分野

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

環境地球学分野 

〃 

〃 

〃 

〃 

地球物質進化学分野

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

学際分野 

〃 

〃 

特別研究 
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11 講義等の内容（前期博士課程） 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０１ 数理構造論１ 前期 ２単位 

兼田 正治 

佐野 昂迪 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMS1501 Topics in Mathematical Structures 1 １･２年次 講義･演習 

【科目の主題】 

代数学に関する最近のトピックスや研究成果について、その分野の複数の研究者（教員）が紹介する。 

 

【授業の到達目標】 

代数学に関する最近の研究成果や研究課題を、当該分野の研究者（教員）が紹介したり、受講生が担当

教員の指示のもとに学習して発表したりすることによって、受講生の知識を研究水準に近づける。 

【授業内容・授業計画】 

例えば、Homology 代数を用いた加群の圏の考え方を学ぶのに、以下のようなものが考えられる。 

 

第１回 アルティン環 

第２回 アルティン環上の加群 

第３回 アルティン環上の加群の category 

第４回 Injective objects の紹介 

第５回 Differential complexes の紹介 

第６回 Homology の紹介 

第７回 Projective objects の紹介 

第８回 Generators の紹介 

第９回 森田同値の紹介 

第 10 回 三角圏の紹介 

第 11 回 局所化の紹介 

第 12 回 導来同値の紹介 

第 13 回 準 Frobenius 環の紹介 

第 14 回 群環の紹介 

第 15 回 群の加群に関する導雷同値について紹介 

 

【事前・事後学習の内容】 

指示された文献及びその参考文献を精読し理解する。 

【評価方法】 

出席、発表状況等を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

授業の内容、進度、形式は、担当教員の専門分野及び受講生の研究分野、研究状況等によって変更され

ることがあるので、担当者に事前に連絡されたし。 

【教材】 

授業でとりあげる課題に応じて、主要文献及びその参考文献を教員が指示する。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 
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11 講義等の内容（前期博士課程） 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０１ 数理構造論１ 前期 ２単位 

兼田 正治 

佐野 昂迪 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMS1501 Topics in Mathematical Structures 1 １･２年次 講義･演習 

【科目の主題】 

代数学に関する最近のトピックスや研究成果について、その分野の複数の研究者（教員）が紹介する。 

 

【授業の到達目標】 

代数学に関する最近の研究成果や研究課題を、当該分野の研究者（教員）が紹介したり、受講生が担当

教員の指示のもとに学習して発表したりすることによって、受講生の知識を研究水準に近づける。 

【授業内容・授業計画】 

例えば、Homology 代数を用いた加群の圏の考え方を学ぶのに、以下のようなものが考えられる。 

 

第１回 アルティン環 

第２回 アルティン環上の加群 

第３回 アルティン環上の加群の category 

第４回 Injective objects の紹介 

第５回 Differential complexes の紹介 

第６回 Homology の紹介 

第７回 Projective objects の紹介 

第８回 Generators の紹介 

第９回 森田同値の紹介 

第 10 回 三角圏の紹介 

第 11 回 局所化の紹介 

第 12 回 導来同値の紹介 

第 13 回 準 Frobenius 環の紹介 

第 14 回 群環の紹介 

第 15 回 群の加群に関する導雷同値について紹介 

 

【事前・事後学習の内容】 

指示された文献及びその参考文献を精読し理解する。 

【評価方法】 

出席、発表状況等を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

授業の内容、進度、形式は、担当教員の専門分野及び受講生の研究分野、研究状況等によって変更され

ることがあるので、担当者に事前に連絡されたし。 

【教材】 

授業でとりあげる課題に応じて、主要文献及びその参考文献を教員が指示する。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０２ 数理構造論２ 前期 ２単位 

秋吉 宏尚 

金信 泰造 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMS1502 Topics in Mathematical Structures 2 １･２年次 講義・演習 

【科目の主題】 

位相幾何学に関する最近の話題を紹介する。 

【授業の到達目標】 

位相幾何学に関する最近の研究成果や研究課題を、当該分野の研究者（教員）が紹介したり、受講生が

担当教員の指示のもとに学習して発表したりすることによって、受講生の知識を研究水準に近づける。 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 ３次元の結び目理論に関する基本的事項の解説 

第 ２回 ３次元の結び目理論に関するトピックスの紹介 

第 ３回 ３次元の結び目理論に関する最近の研究成果の紹介 

第 ４回 ４次元の結び目理論に関する基本的事項の解説 

第 ５回 ４次元の結び目理論に関するトピックスの紹介 

第 ６回 ４次元の結び目理論に関する最近の研究成果の紹介 

第 ７回 色々な位相不変量、（コ）ホモロジーに関する基本的事項の解説 

第 ８回 色々な位相不変量、（コ）ホモロジーに関するトピックスの紹介 

第 ９回 色々な位相不変量、（コ）ホモロジーに関する最近の研究成果の紹介 

第１０回 トポロジーに関連したグラフ理論に関する基本的事項の解説 

第１１回 トポロジーに関連したグラフ理論に関するトピックスの紹介 

第１２回 トポロジーに関連したグラフ理論に関する最近の研究成果の紹介 

第１３回 空間グラフ理論に関する基本的事項の解説 

第１４回 空間グラフ理論に関するトピックスの紹介 

第１５回 空間グラフ理論に関する最近の研究成果の紹介 

 

【事前・事後学習の内容】 

紹介されるトピックスや研究成果について、文献及びその参考文献を読み、より理解を深める学習が期

待される。 

【評価方法】 

出席状況、発表状況、レポート課題等を総合的に考慮する。 

【受講生へのコメント】 

授業の内容、進度、形式は、担当教員の専門分野及び受講生の研究分野、研究状況等によって変更され

ることがある。 

【教材】 

授業でとりあげる課題に応じて、主要文献及びその参考文献を教員が指示する。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０３ 数理構造論３ 後期 ２単位 

古澤 昌秋 

宮地 兵衛 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMS1503 Topics in Mathematical Structures 3 １・２年次 講義･演習 

【科目の主題】 

代数学に関する最近の話題を紹介する。 

【授業の到達目標】 

代数学に関する最近の研究成果や研究課題を、当該分野の研究者（教員）が紹介したり、受講生が担当

教員の指示のもとに学習して発表したりすることによって、受講生の知識を研究水準に近づける。 

【授業内容・授業計画】 

第 1 回 可換環論 

第２回 affine 代数多様体 

第 3 回 scheme, それぞれからの話題 

第 4 回 リー代数の基礎 

第 5 回 半単純リー代数 

第 6 回 リー代数の表現，それぞれからの話題 

第 7 回 リー群の基礎 

第 8 回 コンパクト・リー群 

第 9 回 半単純リー群，それぞれからの話題 

第 10 回 対称空間の基礎 

第 11 回 エルミート対称空間 

第 12 回 対称空間上の解析学，それぞれからの話題 

第 13 回 岩澤理論の基礎 

第 14 回 非可換岩澤理論 

第 15 回 保型形式の岩澤理論，それぞれからの話題 

 

一例として、このようなものが考えられる。 

【事前・事後学習の内容】 

指示された文献及びその参考文献を精読し理解する。 

【評価方法】 

出席状況、発表状況等を総合的に考慮する。 

【受講生へのコメント】 

授業の内容、進度、形式は、担当教員の専門分野及び受講生の研究分野、研究状況等によって変更され

ることがある。 

【教材】 

授業でとりあげる課題に応じて、主要文献及びその参考文献を教員が指示する。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０３ 数理構造論３ 後期 ２単位 

古澤 昌秋 

宮地 兵衛 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMS1503 Topics in Mathematical Structures 3 １・２年次 講義･演習 

【科目の主題】 

代数学に関する最近の話題を紹介する。 

【授業の到達目標】 

代数学に関する最近の研究成果や研究課題を、当該分野の研究者（教員）が紹介したり、受講生が担当

教員の指示のもとに学習して発表したりすることによって、受講生の知識を研究水準に近づける。 

【授業内容・授業計画】 

第 1 回 可換環論 

第２回 affine 代数多様体 

第 3 回 scheme, それぞれからの話題 

第 4 回 リー代数の基礎 

第 5 回 半単純リー代数 

第 6 回 リー代数の表現，それぞれからの話題 

第 7 回 リー群の基礎 

第 8 回 コンパクト・リー群 

第 9 回 半単純リー群，それぞれからの話題 

第 10 回 対称空間の基礎 

第 11 回 エルミート対称空間 

第 12 回 対称空間上の解析学，それぞれからの話題 

第 13 回 岩澤理論の基礎 

第 14 回 非可換岩澤理論 

第 15 回 保型形式の岩澤理論，それぞれからの話題 

 

一例として、このようなものが考えられる。 

【事前・事後学習の内容】 

指示された文献及びその参考文献を精読し理解する。 

【評価方法】 

出席状況、発表状況等を総合的に考慮する。 

【受講生へのコメント】 

授業の内容、進度、形式は、担当教員の専門分野及び受講生の研究分野、研究状況等によって変更され

ることがある。 

【教材】 

授業でとりあげる課題に応じて、主要文献及びその参考文献を教員が指示する。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０４ 数理構造論４ 後期 ２単位 

秋吉 宏尚 

鎌田 聖一 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMS1504 Topics in Mathematical Structures 4 １・２年次 講義･演習 

【科目の主題】 

位相幾何学に関する最近の話題を紹介する。 

【授業の到達目標】 

位相幾何学に関する最近の研究成果や研究課題を、当該分野の研究者（教員）が紹介したり、受講生が

担当教員の指示のもとに学習して発表したりすることによって、受講生の知識を研究水準に近づける。 

【授業内容・授業計画】 

第１回  フックス群に関する基本的事項の解説 

第２回  フックス群に関するトピックスの紹介 

第３回  フックス群に関する最近の研究成果の紹介 

第４回  曲面の写像類群に関する基本的事項の解説 

第５回  曲面の写像類群に関するトピックスの紹介 

第６回  曲面の写像類群に関する最近の研究成果の紹介 

第７回  ３次元多様体のへガード分解、デーン手術に関する基本的事項の解説 

第８回  ３次元多様体のへガード分解、デーン手術に関するトピックスの紹介 

第９回  ３次元多様体のへガード分解、デーン手術に関する最近の研究成果の紹介 

第１０回 クライン群に関する基本的事項の解説 

第１１回 クライン群に関するトピックスの紹介 

第１２回 クライン群に関する最近の研究成果の紹介 

第１３回 ３次元幾何構造に関する基本的事項の解説 

第１４回 ３次元幾何構造に関するトピックスの紹介 

第１５回 ３次元幾何構造に関する最近の研究成果の紹介 

 

一例として、このようなものが考えられる。 

【事前・事後学習の内容】 

指示された文献及びその参考文献を精読し理解する。 

【評価方法】 

出席状況、発表状況等を総合的に考慮する。 

【受講生へのコメント】 

授業の内容、進度、形式は、担当教員の専門分野及び受講生の研究分野、研究状況等によって変更され

ることがある。 

【教材】 

授業でとりあげる課題に応じて、主要文献及びその参考文献を教員が指示する。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０５ 代数学特論Ⅰ 前期 ２単位 

佐野 昂迪 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAL1501 Advanced Algebra I １・２年次 講義 

【科目の主題】 

代数多様体に関する基礎理論． 

【授業の到達目標】 

アフィン代数多様体に関する基本事項，特にヒルベルトの零点定理を理解する． 

アフィン代数多様体の貼り合わせとしての一般の代数多様体，特に射影多様体の基本事項を理解する． 

【授業内容・授業計画】 

第１回  アフィン代数多様体 

第２回  ネーター環 

第３回  ヒルベルトの基底定理 

第４回  可換環上の加群 

第５回  ヒルベルトの零点定理 

第６回  座標環，射 

第７回  アフィン代数多様体の抽象的定義 

第８回  ザリスキー位相 

第９回  既約分解 

第 10 回  環付き空間 

第 11 回  一般の代数多様体 

第 12 回  射影空間 

第 13 回  射影代数多様体 

第 14 回  接空間・次元 

第 15 回  応用 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習は要求しない． 

講義内容を理解し身につけるには，毎回，復習に十分に時間をかけることが必須である． 

【評価方法】 

レポート課題，定期試験など． 

【受講生へのコメント】 

代数学 II，代数学 III，代数学 IV の基本的内容の理解を前提とする． 

【教材】 

テキストは指定しない．講義ノートを中心に授業を行う． 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０５ 代数学特論Ⅰ 前期 ２単位 

佐野 昂迪 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAL1501 Advanced Algebra I １・２年次 講義 

【科目の主題】 

代数多様体に関する基礎理論． 

【授業の到達目標】 

アフィン代数多様体に関する基本事項，特にヒルベルトの零点定理を理解する． 

アフィン代数多様体の貼り合わせとしての一般の代数多様体，特に射影多様体の基本事項を理解する． 

【授業内容・授業計画】 

第１回  アフィン代数多様体 

第２回  ネーター環 

第３回  ヒルベルトの基底定理 

第４回  可換環上の加群 

第５回  ヒルベルトの零点定理 

第６回  座標環，射 

第７回  アフィン代数多様体の抽象的定義 

第８回  ザリスキー位相 

第９回  既約分解 

第 10 回  環付き空間 

第 11 回  一般の代数多様体 

第 12 回  射影空間 

第 13 回  射影代数多様体 

第 14 回  接空間・次元 

第 15 回  応用 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習は要求しない． 

講義内容を理解し身につけるには，毎回，復習に十分に時間をかけることが必須である． 

【評価方法】 

レポート課題，定期試験など． 

【受講生へのコメント】 

代数学 II，代数学 III，代数学 IV の基本的内容の理解を前提とする． 

【教材】 

テキストは指定しない．講義ノートを中心に授業を行う． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０６ 代数学特論Ⅱ 前期 ２単位 

宮地 兵衛 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAL1502 Advanced Algebra Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

テーマは環論および加群論。剰余環や剰余加群等の基本的概念を説明し、半単純環、半単純加群、入射

加群、射影加群について解説する。 

【授業の到達目標】 

加群の基本的性質から、Jacobson 根基、単純環の理論について講義をし、ネーター加群、アルチン加群、

入射加群、射影加群について解説する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 環上の加群の定義と性質 

第２回 剰余加群 

第３回 ネーター加群 

第４回 アルチン加群 

第５回 加群の組成列 

第６回 局所環 

第７回 Jacobson 根基 

第 8 回 根基列、台列 

第９回 半単純加群 

第 10 回 半単純加群、Zorn の補題 

第 11 回 半単純環 

第 12 回 半単純環の特徴付け 

第 13 回 単純環 

第 14 回 入射加群 

第 15 回 射影加群 

【事前・事後学習の内容】 

第１回までに代数学Ⅰ〜Ⅳの内容について復習をしておくこと。第２回以降は、事前にそれ以前の講義

ノートや配布資料を見直し、復習しておくこと。事後学習として、講義中に出した演習問題を解くこと。

【評価方法】 

レポートによって評価する。 

【受講生へのコメント】 

授業の内容、進度、難易度は、受講生の研究分野、研究状況等によって変更されることがあるので、担

当者に事前に連絡されたし。 

【教材】 

岩永恭雄 佐藤眞久, 環と加群のホモロジー代数的理論, 日本評論社 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 45 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０７ 代数学特論Ⅲ 後期 ２単位 

尾角 正人 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAL1503 Advanced Algebra Ⅲ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

ガロア理論について学ぶ。 

【授業の到達目標】 

ガロアの基本定理及びそれを応用した方程式の可解性や作図問題といった古典的な問題の解法、またよ

り現代的なガロア理論について学ぶことがこの授業の目標である。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 環論の復習 

第２回 有限体 

第３回 代数拡大 

第４回 代数閉包 

第５回 分離拡大 

第６回 正規拡大、ガロア拡大 

第７回 ガロアの基本定理 

第８回 円分体 

第９回 方程式のべき根による解法 

第 10 回 作図問題 

第 11 回 クンマー理論とアルティン・シュライヤー理論 

第 12 回 ガロア・コホモロジー 

第 13 回 無限次ガロア理論 

第 14 回 圏論入門 

第 15 回 グロタンディークのガロア理論 

 

【事前・事後学習の内容】 

第１回までに代数学Ⅰ〜Ⅳの内容について復習をしておくこと。第２回以降は、事前にそれまでの講義

ノートや配布資料を見直し、復習しておくこと。事後学習として、講義中に出した演習問題を解くこと。

【評価方法】 

レポートによって評価する。 

【受講生へのコメント】 

代数学Ⅰ〜Ⅳの内容を理解していることを前提とする。 

【教材】 

特に指定しないが、適宜資料を配布する。 

  

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０７ 代数学特論Ⅲ 後期 ２単位 

尾角 正人 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAL1503 Advanced Algebra Ⅲ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

ガロア理論について学ぶ。 

【授業の到達目標】 

ガロアの基本定理及びそれを応用した方程式の可解性や作図問題といった古典的な問題の解法、またよ

り現代的なガロア理論について学ぶことがこの授業の目標である。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 環論の復習 

第２回 有限体 

第３回 代数拡大 

第４回 代数閉包 

第５回 分離拡大 

第６回 正規拡大、ガロア拡大 

第７回 ガロアの基本定理 

第８回 円分体 

第９回 方程式のべき根による解法 

第 10 回 作図問題 

第 11 回 クンマー理論とアルティン・シュライヤー理論 

第 12 回 ガロア・コホモロジー 

第 13 回 無限次ガロア理論 

第 14 回 圏論入門 

第 15 回 グロタンディークのガロア理論 

 

【事前・事後学習の内容】 

第１回までに代数学Ⅰ〜Ⅳの内容について復習をしておくこと。第２回以降は、事前にそれまでの講義

ノートや配布資料を見直し、復習しておくこと。事後学習として、講義中に出した演習問題を解くこと。

【評価方法】 

レポートによって評価する。 

【受講生へのコメント】 

代数学Ⅰ〜Ⅳの内容を理解していることを前提とする。 

【教材】 

特に指定しないが、適宜資料を配布する。 

  

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０８ 代数学特論Ⅳ 後期 ２単位 

兼田 正治 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAL1504 Advanced Algebra Ⅳ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

一般線型群の modular 既約指標に関する Lusztig の公式について概説する。 

【授業の到達目標】 

予定される内容は，最新の結果が概観できるようにしたい。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 一般線型群の構造 

第２回 一般線型群の表現 

第３回 Weyl 群 

第４回 岩堀-Hecke 環 

第５回 Kazhdan-Lusztig 多項式 

第６回 Lusztig の公式 

第７回 Soergel bimodules 

第８回 Categorification 

第９回 Schubert variety 上の intersection cohomology complex について 

第１０回 Moment graphs  

第１１回 Braden-MacPherson sheaves 

第１２回 Moment graphs を使った Lusztig の公式の証明 

第１３回 Hodge theory 

第１４回 Equivariant cohomology 

第１５回 Lusztig の公式の反例について 

【事前・事後学習の内容】 

 

【評価方法】 

レポート課題など。 

【受講生へのコメント】 

代数学 I〜IV の内容を理解していることを前提とする。 

【教材】 

Jantzen, J.C., Representations of Algebraic Groups, 2003 AMS 

Jantzen, Moment graphs and representations in Geometric Methods in Representation Theory (1), M. Brion ed.,

pp. 249-341, S\'{e}m. Cong. No. 24-1, SMF 2012 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０９ 幾何学特論Ⅰ 前期 ２単位 

枡田 幹也 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMGE1501 Advanced Geometry Ⅰ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

位相幾何学の基本的な道具である基本群と被覆空間との関係，およびそれらの応用について講義する． 

【授業の到達目標】 

具体的な例を通して，基本群の計算，被覆空間の構成法を習得することを到達目標とする． 

 

【授業内容・授業計画】 

第 1回 位相幾何学における基本的な事項と問題 
第 2回 ホモトピー 
第 3回 基本群の定義 
第 4回 基本群の性質 
第 5回 被覆空間の定義 
第 6回 被覆空間の例 
第 7回 ホモトピー被覆定理 
第 8回 被覆空間の性質 
第 9回 普遍被覆空間の定義 
第 10 回 普遍被覆空間の存在性 
第 11 回 被覆空間と基本群の関係 
第 12 回 同型な被覆空間 
第 13 回 正則な被覆空間の定義 
第 14 回 正則な被覆空間の例 
第 15 回 被覆空間の応用 

 

【事前・事後学習の内容】 

数学は単に講義を聞いているだけでは理解できない．自分で手を動かして計算したり，例を作ったりし

て，試行錯誤する必要がある．本講義でも色々な例を挙げるが，それを自分で手を動かして確認し納得

する必要がある．そのためには，特に事後学習が重要である． 

【評価方法】 

レポート 

【受講生へのコメント】 

位相空間と群論の知識があることが望ましい． 

【教材】 

参考書 I.M. シンガー， J.A. ソープ「トポロジーと幾何学入門」 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１０９ 幾何学特論Ⅰ 前期 ２単位 

枡田 幹也 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMGE1501 Advanced Geometry Ⅰ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

位相幾何学の基本的な道具である基本群と被覆空間との関係，およびそれらの応用について講義する． 

【授業の到達目標】 

具体的な例を通して，基本群の計算，被覆空間の構成法を習得することを到達目標とする． 

 

【授業内容・授業計画】 

第 1回 位相幾何学における基本的な事項と問題 
第 2回 ホモトピー 
第 3回 基本群の定義 
第 4回 基本群の性質 
第 5回 被覆空間の定義 
第 6回 被覆空間の例 
第 7回 ホモトピー被覆定理 
第 8回 被覆空間の性質 
第 9回 普遍被覆空間の定義 
第 10 回 普遍被覆空間の存在性 
第 11 回 被覆空間と基本群の関係 
第 12 回 同型な被覆空間 
第 13 回 正則な被覆空間の定義 
第 14 回 正則な被覆空間の例 
第 15 回 被覆空間の応用 

 

【事前・事後学習の内容】 

数学は単に講義を聞いているだけでは理解できない．自分で手を動かして計算したり，例を作ったりし

て，試行錯誤する必要がある．本講義でも色々な例を挙げるが，それを自分で手を動かして確認し納得

する必要がある．そのためには，特に事後学習が重要である． 

【評価方法】 

レポート 

【受講生へのコメント】 

位相空間と群論の知識があることが望ましい． 

【教材】 

参考書 I.M. シンガー， J.A. ソープ「トポロジーと幾何学入門」 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１０ 幾何学特論Ⅱ 前期 ２単位 

枡田 幹也 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMGE1502 Advanced Geometry Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

トーラス群作用を有効に用いた幾何（トーリック幾何，トーリックトポロジー，シューベルト幾何）に関連する凸多面

体の組合せ論，環論，グラフ理論を講義する。 

【授業の到達目標】 

具体的な例を通して、トーラス群作用が有効に用いられている幾何に関連する数学を習得することを到達目標と
する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第 1 回 凸多面体 

第 2 回 f ベクトル，h ベクトル 

第 3 回 Dehn-Sommerville 等式 

第 4 回 単体複体 

第 5 回 Face ring 

第 6 回 単体的セル複体 

第 7 回 中間の纏め 

第 8 回 グラフ理論入門 

第 9 回 GKM グラフ 

第 10 回 GKM グラフのグラフコホモロジー 

第 11 回 グラスマン多様体と旗多様体 

第 12 回 グラスマン多様体，旗多様体のグラフコホモロジー 

第 13 回 幾何との関係（１） 

第 14 回 幾何との関係（２） 

第 15 回 纏め 

【事前・事後学習の内容】 

数学は単に講義を聞いているだけでは理解できない。自分で手を動かして計算したり、例を作ったりし

て、試行錯誤する必要がある。本講義でも色々な例を挙げるが、それを自分で手を動かして確認し納得

する必要がある。 

【評価方法】 

レポート 

【受講生へのコメント】 

群論，環論の知識があることが望ましい。 

【教材】 

特にない．必要に応じてプリントを配布する． 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１１ 幾何学特論Ⅲ 後期 ２単位 

金信 泰造 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMGE1503 Advanced Geometry Ⅲ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

位相幾何学の一分野である結び目理論を概説する。結び目理論のひとつの大きな目的は結び目の分類で

ある。そのために様々な不変量が定義されてきた。この講義では、アレキサンダー多項式やジョーンズ

多項式をはじめとする多項式不変量の紹介をおこなう。 

【授業の到達目標】 

結び目や絡み目の多項式不変量を通して結び目理論への理解を深めることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第 1 回 結び目理論の概要 

第 2 回 結び目図式と彩色数 

第 3 回 コンウェイ多項式の定義と計算例 

第 4 回 コンウェイ多項式の性質 

第 5 回 結び目のザイフェルト曲面と結び目の種数 

第 6 回 アレキサンダー多項式 

第 7 回 結び目群ねじれアレキサンダー多項式 

第 8 回 結び目の被覆空間 

第 9 回 ブラケット多項式 

第 10 回 ジョーンズ多項式の定義と計算例 

第 11 回 ジョーンズ多項式の性質 

第 12 回 HOMFLYPT 多項式 

第 13 回 Q 多項式 

第 14 回 カウフマン多項式 

第 15 回 結び目の局所変形 

【事前・事後学習の内容】 

講義時に配布するレジュメに、問題（講義で解説する概念を確認するため、あるいは、習熟するための

問題）が掲載されているので、講義の後に各自で解いておく。 

【評価方法】 

レポート課題などで総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

レジュメを講義時に配布する予定である。 

【備考１】 

参考図書： 

「結び目理論入門」クロウェル、フォックス著（寺阪英孝、野口廣訳、岩波書店） 

「結び目理論とその応用」村杉邦男著（日本評論社） 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１１ 幾何学特論Ⅲ 後期 ２単位 

金信 泰造 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMGE1503 Advanced Geometry Ⅲ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

位相幾何学の一分野である結び目理論を概説する。結び目理論のひとつの大きな目的は結び目の分類で

ある。そのために様々な不変量が定義されてきた。この講義では、アレキサンダー多項式やジョーンズ

多項式をはじめとする多項式不変量の紹介をおこなう。 

【授業の到達目標】 

結び目や絡み目の多項式不変量を通して結び目理論への理解を深めることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第 1 回 結び目理論の概要 

第 2 回 結び目図式と彩色数 

第 3 回 コンウェイ多項式の定義と計算例 

第 4 回 コンウェイ多項式の性質 

第 5 回 結び目のザイフェルト曲面と結び目の種数 

第 6 回 アレキサンダー多項式 

第 7 回 結び目群ねじれアレキサンダー多項式 

第 8 回 結び目の被覆空間 

第 9 回 ブラケット多項式 

第 10 回 ジョーンズ多項式の定義と計算例 

第 11 回 ジョーンズ多項式の性質 

第 12 回 HOMFLYPT 多項式 

第 13 回 Q 多項式 

第 14 回 カウフマン多項式 

第 15 回 結び目の局所変形 

【事前・事後学習の内容】 

講義時に配布するレジュメに、問題（講義で解説する概念を確認するため、あるいは、習熟するための

問題）が掲載されているので、講義の後に各自で解いておく。 

【評価方法】 

レポート課題などで総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

レジュメを講義時に配布する予定である。 

【備考１】 

参考図書： 

「結び目理論入門」クロウェル、フォックス著（寺阪英孝、野口廣訳、岩波書店） 

「結び目理論とその応用」村杉邦男著（日本評論社） 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１２ 幾何学特論Ⅳ 後期 ２単位 

金信 泰造 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMGE1504 Advanced Geometry Ⅳ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

位相幾何学の一分野である結び目理論を概説する。結び目理論のひとつの大きな目的は結び目の分類で

ある。そのために様々な不変量が定義されてきた。この講義では，結び目群，および，結び目の補空間

の被覆空間，Alexander 多項式について概説する。 

【授業の到達目標】 

結び目や絡み目の群や被覆空間を通して結び目理論への理解を深めることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第 1 回 結び目理論の概要 

第 2 回 結び目図式とライデマイスター移動 

第 3 回 群表示の復習 

第 4 回 基本群の復習 

第 5回 結び目群の表示 

第 6 回 被覆空間の定義 

第 7回 被覆空間と基本群 

第 8 回 自由群の部分群 

第 9 回 部分群の生成元と関係式 

第 10回 分岐被覆空間の定義 

第 11回 分岐被覆空間の基本群 

第 12回 無限巡回被覆空間 

第 13回 Alexander 多項式の定義 

第 14回 Alexander 多項式の性質 

第 15回 Conway 多項式 

【事前・事後学習の内容】 

講義時に配布するレジュメに、問題（講義で解説する概念を確認するため、あるいは、習熟するための

問題）が掲載されているので、講義の後に各自で解いておく。 

【評価方法】 

レポート課題などで総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

この講義は、位相数学Ⅰ、Ⅱ、および、位相幾何学Ⅰ、Ⅱの内容を前提とする。 

【教材】 

レジュメを講義時に配布する予定である． 

【備考１】 

参考図書： 

「結び目理論入門」クロウェル、フォックス著（寺阪英孝、野口廣訳、岩波書店） 

「位相幾何学入門」樹下眞一著（培風館） 

「結び目理論とその応用」村杉邦男著（日本評論社） 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１３ 代数構造論特別講義Ⅰ・Ⅱ 集中 各 1単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAL1505 

SAMAL1506 

Selected Topics in Algebraic Structures 

Ⅰ･Ⅱ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

代数系の構造論と表現論に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。主として、環

論、代数的整数論および多元環、有限群、代数群等の表現論よりテーマを選んで、他大学の専門家によ

る集中講義として開講する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１３ 代数構造論特別講義Ⅰ・Ⅱ 集中 各 1単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAL1505 

SAMAL1506 

Selected Topics in Algebraic Structures 

Ⅰ･Ⅱ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

代数系の構造論と表現論に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。主として、環

論、代数的整数論および多元環、有限群、代数群等の表現論よりテーマを選んで、他大学の専門家によ

る集中講義として開講する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１４ 代数構造論特別講義Ⅲ・Ⅳ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAL1507 

SAMAL1508 

Selected Topics in Algebraic Structures

Ⅲ･Ⅳ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

数論と情報数学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。主として、解析的整数

論、代数幾何学、組み合わせ数学、暗号理論等よりテーマを選んで、他大学の専門家による集中講義と

して開講する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１５ 幾何構造論特別講義Ⅰ・Ⅱ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMGE1505 

SAMGE1506 

Selected Topics in Geometric Structures 

Ⅰ･Ⅱ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

位相幾何学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。主としてリー群、複素代数

群及び微分位相幾何学についての話題に重点をおいて、他大学の専門家による集中講義として開講する。

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１５ 幾何構造論特別講義Ⅰ・Ⅱ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMGE1505 

SAMGE1506 

Selected Topics in Geometric Structures 

Ⅰ･Ⅱ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

位相幾何学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。主としてリー群、複素代数

群及び微分位相幾何学についての話題に重点をおいて、他大学の専門家による集中講義として開講する。

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１６ 幾何構造論特別講義Ⅲ・Ⅳ 集中 各 1単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMGE1507 

SAMGE1508 

Selected Topics in Geometric Structures 

Ⅲ･Ⅳ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

多様体論に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。主として、低次元多様体及び

結び目理論についての話題に重点をおいて、他大学の専門家による集中講義として開講する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１７ 数理構造論演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMEX1501 

SAMEX1601 
Exercises in Mathematical Structures １～２年次 演習 

【科目の主題】 

数理構造論分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての

進行状況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

数理構造論分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識を修得する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１７ 数理構造論演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMEX1501 

SAMEX1601 
Exercises in Mathematical Structures １～２年次 演習 

【科目の主題】 

数理構造論分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての

進行状況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

数理構造論分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識を修得する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１８ 数理解析学 1 前期 ２単位 
西尾 昌治 

竹内 敦司 

阿部 健 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMA1501 Mathematical Analysis 1 １・２年次 講義 

【科目の主題】 

複素解析、確率論、ポテンシャル論、偏微分方程式論、力学系、調和解析、数理統計学等、解析学全般

に関する最近のトピックスや研究成果の紹介 

【授業の到達目標】 

複素解析、確率論、ポテンシャル論、偏微分方程式論、力学系、調和解析、数理統計学等、解析学全般

に関する最近のトピックスや研究成果について、その分野の研究者(教員) が紹介したり、受講生が担当

教員の指示のもとに学習して発表したりすることによって、研究水準の知識を身につける。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回    リーマン面に関するトピックスの紹介 

第２回    正則微分に関するトピックスの紹介 

第３回    擬等角写像に関するトピックスの紹介 

第４回    数理統計学に関するトピックスの紹介 

第５回    ２次元双曲幾何に関するトピックスの紹介 

第６回    フックス群に関するトピックスの紹介 

第７回    確率解析に関するトピックスの紹介 

第８回    確率過程に関するトピックスの紹介 

第９回    円周上の力学系に関するトピックスの紹介 

第１０回   漸近的タイヒミュラー空間に関するトピックスの紹介 

第１１回   偏微分方程式論に関するトピックスの紹介 

第１２回   変分法に関するトピックスの紹介 

第１３回   調和関数に関するトピックスの紹介 

第１４回   ベルグマン空間に関するトピックスの紹介 

第１５回   ポテンシャル論に関するトピックスの紹介 

 

一例として、このようなものが考えられる。なお授業内容が前後することがある。 

【事前・事後学習の内容】 

指示された文献およびその参考文献を精読し理解する。 

【評価方法】 

出席、レポート課題など。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 

 

 

－ 57 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１９ 数理解析学２ 前期 ２単位 
大仁田 義裕 

伊達山 正人 

高橋 太 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMA1502 Mathematical Analysis 2 １・２年次 講義 

【科目の主題】 

微分幾何学に関する最近のトピックスからテーマを選んで講義する。 

【授業の到達目標】 

微分幾何学に関する最近の研究成果や研究課題を、当該分野の複数の研究者（教員）が紹介したり、受

講生が担当教員の指示のもとに学習して発表したりすることによって、受講生が微分幾何学に関する最

近の研究論文を読み進むことができるだけの基礎を身につけること。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ユークリッド空間内の部分多様体 

第 2 回 ベクトル束と線形接続 

第 3 回 Lie 群の定義、古典群、Lie 環 

第 4 回 リーマン多様体 

第 5 回 測地線、変分公式 

第 6 回 多様体のモース理論 

第 7 回 等長変換群とホロノミー群 

第 8 回 曲率 

第 9 回 定曲率リーマン多様体 

第 10 回 比較定理とその応用 

第 11 回 曲率と位相（基本群と曲率） 

第 12 回 曲率とラプラス作用素のスペクトル 

第 13 回 極小部分多様体 

第 14 回 調和写像 

第 15 回 シンプレクティック多様体 

などが講義計画の一例である。 

【事前・事後学習の内容】 

指示された参考文献や研究論文を精読し理解すること。 

【評価方法】 

出席状況、発表状況等により総合的に判断する。 

【受講生へのコメント】 

授業の内容、進度、形式は担当教員の専門分野及び受講生の研究分野や興味に応じて変更されることが

ある。 

【教材】 

各担当教員により文献が紹介される予定である。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 

 

 

－ 58 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１１９ 数理解析学２ 前期 ２単位 
大仁田 義裕 

伊達山 正人 

高橋 太 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMA1502 Mathematical Analysis 2 １・２年次 講義 

【科目の主題】 

微分幾何学に関する最近のトピックスからテーマを選んで講義する。 

【授業の到達目標】 

微分幾何学に関する最近の研究成果や研究課題を、当該分野の複数の研究者（教員）が紹介したり、受

講生が担当教員の指示のもとに学習して発表したりすることによって、受講生が微分幾何学に関する最

近の研究論文を読み進むことができるだけの基礎を身につけること。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ユークリッド空間内の部分多様体 

第 2 回 ベクトル束と線形接続 

第 3 回 Lie 群の定義、古典群、Lie 環 

第 4 回 リーマン多様体 

第 5 回 測地線、変分公式 

第 6 回 多様体のモース理論 

第 7 回 等長変換群とホロノミー群 

第 8 回 曲率 

第 9 回 定曲率リーマン多様体 

第 10 回 比較定理とその応用 

第 11 回 曲率と位相（基本群と曲率） 

第 12 回 曲率とラプラス作用素のスペクトル 

第 13 回 極小部分多様体 

第 14 回 調和写像 

第 15 回 シンプレクティック多様体 

などが講義計画の一例である。 

【事前・事後学習の内容】 

指示された参考文献や研究論文を精読し理解すること。 

【評価方法】 

出席状況、発表状況等により総合的に判断する。 

【受講生へのコメント】 

授業の内容、進度、形式は担当教員の専門分野及び受講生の研究分野や興味に応じて変更されることが

ある。 

【教材】 

各担当教員により文献が紹介される予定である。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２０ 数理解析学３ 後期 ２単位 

竹内 敦司 

吉田 雅通 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMA1503 Mathematical Analysis 3 １・２年次 講義 

【科目の主題】 

複素解析、確率論、ポテンシャル論、偏微分方程式論、力学系、調和解析、数理統計学等、解析学

全般に関する最近のトピックスや研究成果について、その分野の複数の研究者（教員）が紹介する。

【授業の到達目標】 

複素解析、確率論、ポテンシャル論、偏微分方程式論、力学系、調和解析、数理統計学等、解析学全般

に関する最近のトピックスや研究成果の紹介。 

【授業内容・授業計画】 

第１回    ３次元双曲幾何に関するトピックスの紹介 

第２回    クライン群に関するトピックスの紹介 

第３回    タイヒミュラー空間に関するトピックスの紹介 

第４回    モジュライ空間に関するトピックスの紹介 

第５回    擬等角調和写像に関するトピックスの紹介 

第６回    力学系に関するトピックスの紹介 

第７回    確率過程に関するトピックスの紹介 

第８回    確率解析に関するトピックスの紹介 

第９回    偏微分方程式論に関するトピックスの紹介 

第１０回   変分法に関するトピックスの紹介 

第１１回   放物型方程式に関するトピックスの紹介 

第１２回   ポテンシャル論に関するトピックスの紹介 

第１３回   調和解析に関するトピックスの紹介 

第１４回   数理統計学に関するトピックスの紹介 

第１５回   漸近的タイヒミュラー空間に関するトピックスの紹介 

 

一例として、このようなものが考えられる。なお授業内容が前後することがある。 

【事前・事後学習の内容】 

指示された文献およびその参考文献を精読し理解する。 

【評価方法】 

出席、レポート課題など 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 

 

 

－ 59 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２１ 数理解析学４ 後期 ２単位 

加藤 信 

尾角 正人 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMA1504 Mathematical Analysis 4 １･２年次 講義 

【科目の主題】 

微分幾何学に関する最近のトピックスを紹介する。 

【授業の到達目標】 

微分幾何学に関する最近のトピックスを知り、研究成果を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

微分幾何学に関する最近のトピックスや研究成果を、その分野の複数の研究者（教員）が紹介する。数

理解析学２も同様であるが、トピックスの紹介内容は異なる。 

 

第１回  部分多様体の幾何学に関する基本的事項の解説 

第２回  部分多様体の幾何学に関するトピックスの紹介 

第３回  部分多様体の幾何学に関する最近の研究成果の紹介 

第４回  対称空間、リー群に関する基本的事項の解説 
第５回  対称空間、リー群に関するトピックスの紹介 
第６回  対称空間、リー群に関する最近の研究成果の紹介 
第７回  調和写像、極小曲面に関する基本的事項の解説 
第８回  調和写像、極小曲面に関するトピックスの紹介 
第９回  調和写像、極小曲面に関する最近の研究成果の紹介 
第１０回 リーマン幾何に関する基本的事項の解説 
第１１回 リーマン幾何に関するトピックスの紹介 
第１２回 リーマン幾何に関する最近の研究成果の紹介 
第１３回 シンプレクティック幾何、モーメント写像に関する基本的事項の解説 
第１４回 シンプレクティック幾何、モーメント写像に関するトピックスの紹介 
第１５回 シンプレクティック幾何、モーメント写像に関する最近の研究成果の紹介 
 

【事前・事後学習の内容】 

紹介するトピックスや研究成果について、原論文を読み、より理解を深める学習が期待される。 

【評価方法】 

レポート課題など。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

特に指定しないが適宜プリント等を配付する。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 

 

 

－ 60 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２１ 数理解析学４ 後期 ２単位 

加藤 信 

尾角 正人 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMMA1504 Mathematical Analysis 4 １･２年次 講義 

【科目の主題】 

微分幾何学に関する最近のトピックスを紹介する。 

【授業の到達目標】 

微分幾何学に関する最近のトピックスを知り、研究成果を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

微分幾何学に関する最近のトピックスや研究成果を、その分野の複数の研究者（教員）が紹介する。数

理解析学２も同様であるが、トピックスの紹介内容は異なる。 

 

第１回  部分多様体の幾何学に関する基本的事項の解説 

第２回  部分多様体の幾何学に関するトピックスの紹介 

第３回  部分多様体の幾何学に関する最近の研究成果の紹介 

第４回  対称空間、リー群に関する基本的事項の解説 
第５回  対称空間、リー群に関するトピックスの紹介 
第６回  対称空間、リー群に関する最近の研究成果の紹介 
第７回  調和写像、極小曲面に関する基本的事項の解説 
第８回  調和写像、極小曲面に関するトピックスの紹介 
第９回  調和写像、極小曲面に関する最近の研究成果の紹介 
第１０回 リーマン幾何に関する基本的事項の解説 
第１１回 リーマン幾何に関するトピックスの紹介 
第１２回 リーマン幾何に関する最近の研究成果の紹介 
第１３回 シンプレクティック幾何、モーメント写像に関する基本的事項の解説 
第１４回 シンプレクティック幾何、モーメント写像に関するトピックスの紹介 
第１５回 シンプレクティック幾何、モーメント写像に関する最近の研究成果の紹介 
 

【事前・事後学習の内容】 

紹介するトピックスや研究成果について、原論文を読み、より理解を深める学習が期待される。 

【評価方法】 

レポート課題など。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

特に指定しないが適宜プリント等を配付する。 

【備考１】 

この科目の履修希望者は事前に担当教員に連絡をとること。 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２２ 解析学特論Ⅰ 前期 ２単位 

濵野 佐知子 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAN1501 Advanced Analysis I １･２年次 講義 

【科目の主題】 

多変数関数論入門の講義を行う. 多変数の正則関数は, 次元の高さからくる領域の形の自由さのみなら

ず, 正則関数の自然存在域が任意な領域ではないという一変数のときとは異なった性質をもつ. 多変数

の正則関数が住む自然な領域として正則領域を定義し, その特徴付けについて解説する.  

【授業の到達目標】 

一変数関数論と多変数関数論における数学的自然の違いを理解し, いかなる領域が正則領域で, 正則領

域ではどのようなことができるのか, など正則領域を解明する問題群を学習することを目標とする. 

【授業内容・授業計画】 

第１回 一変数正則関数 

第２回 多変数正則関数 

第３回 べき級数 

第４回 Weierstrass の予備定理 

第５回 正則領域 

第６回 Osgood の定理, Hartogs の定理 

第７回 正則凸領域, Cartan-Thullen の定理 

第８回 有理型関数 

第９回 Poincaré-Cousin-Runge の問題 

第１０回 Cousin の落差定理 

第１１回 岡の上空移行の原理 

第１２回 正則領域における Cousin 第１問題  

第１３回 Cousin 第２問題 

第１４回 岡の原理 

第１５回 Runge の問題 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する. 

【評価方法】 

レポート提出による. レポート課題は授業中に出題する. 

【受講生へのコメント】 

複素解析 I, 複素解析 II の知識を持っていることが望ましい. 

【教材】 

T.Nishino: Function theory in several complex variables, American Mathematical Society (2001).  

J.Noguchi: Analytic function theory of several variables, Springer (2016).  

K.Fritzshe-H.Grauert: From holomorphic functions to complex manifolds (2002). 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 61 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２３ 解析学特論Ⅱ 前期 ２単位 

竹内 敦司 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAN1502 Advanced Analysis Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

この講義では、確率微分方程式の解として定まる確率過程について説明する。講義の前半では、確率微

分方程式の基礎理論について学び、後半では解の様々な性質を紹介する。 

【授業の到達目標】 

微分方程式の中にノイズと呼ばれるランダムな要因が入った「確率微分方程式」について、その基本理

論を学び、応用としていくつかのトピックスに触れることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回  フィルトレーション、確率過程 

第２回  条件付き期待値 

第３回  マルチンゲール 

第４回  ブラウン運動 

第５回  確率積分 

第６回  伊藤の公式 

第７回  伊藤の公式を用いた応用 

第８回  確率微分方程式の解の一意性 

第９回  確率微分方程式の解の存在性 

第 10 回  確率微分方程式により定まる流れ 

第 11 回  ギルザノフの定理 

第 12 回  ブラウン運動に対する大偏差原理 

第 13 回  確率微分方程式の解に対する大偏差原理 

第 14 回  確率微分方程式の解に関するオイラー・丸山近似 

第 15 回  確率微分方程式の解の短時間漸近展開 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業までに前回の内容を復習してから授業に臨むこと。 

【評価方法】 

出席やレポート課題などで総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

確率・統計概論、ルベーグ積分論の知識をある程度持っていることが望ましい。 

【教材】 

講義ノートを中心に授業する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 62 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２３ 解析学特論Ⅱ 前期 ２単位 

竹内 敦司 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAN1502 Advanced Analysis Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

この講義では、確率微分方程式の解として定まる確率過程について説明する。講義の前半では、確率微

分方程式の基礎理論について学び、後半では解の様々な性質を紹介する。 

【授業の到達目標】 

微分方程式の中にノイズと呼ばれるランダムな要因が入った「確率微分方程式」について、その基本理

論を学び、応用としていくつかのトピックスに触れることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回  フィルトレーション、確率過程 

第２回  条件付き期待値 

第３回  マルチンゲール 

第４回  ブラウン運動 

第５回  確率積分 

第６回  伊藤の公式 

第７回  伊藤の公式を用いた応用 

第８回  確率微分方程式の解の一意性 

第９回  確率微分方程式の解の存在性 

第 10 回  確率微分方程式により定まる流れ 

第 11 回  ギルザノフの定理 

第 12 回  ブラウン運動に対する大偏差原理 

第 13 回  確率微分方程式の解に対する大偏差原理 

第 14 回  確率微分方程式の解に関するオイラー・丸山近似 

第 15 回  確率微分方程式の解の短時間漸近展開 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業までに前回の内容を復習してから授業に臨むこと。 

【評価方法】 

出席やレポート課題などで総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

確率・統計概論、ルベーグ積分論の知識をある程度持っていることが望ましい。 

【教材】 

講義ノートを中心に授業する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２４ 解析学特論Ⅲ 後期 ２単位 

阿部 健 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAN1503 Advanced Analysis Ⅲ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

この講義では放物型方程式の初期値・境界値問題の解析に用いられる解析半群について説明する. 講義の

前半では作用素の関数についての抽象論を扱い, 後半では流体力学の基礎方程式であるナヴィエ・ストー

クス方程式への応用を紹介する. 

【授業の到達目標】 

ヒルベルト空間やバナッハ空間における解析半群の生成定理を学び, 具体例を通して抽象論が応用され

る様子を知ることを目標にする. 

【授業内容・授業計画】 

第１回 作用素の指数関数 

第２回 解析半群 

第３回 自己共役作用素 

第４回 単位の分解 

第５回 スペクトル分解 

第６回 作用素の分数ベキ 

第７回 レゾルベント 

第８回 ダンフォード積分 

第９回 増田・ステワルトの方法 

第 10 回 ナヴィエ・ストークス方程式 

第 11 回 コーシー問題 

第 12 回 初期値境界値問題 

第 13 回 ヘルムホルツ射影作用素 

第 14 回 ストークス作用素 

第 15 回 外部問題 

 

【事前・事後学習の内容】 

指示された参考文献や研究論文を精読し理解すること. 

【評価方法】 

レポート課題など. 

【受講生へのコメント】 

関数解析を受講していることが望ましい. 

【教材】 

Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems (A. Lunardi, Birkhäuser) 

The Navier-Stokes Equations (H. Sohr, Birkhäuser) 

Functional Analysis (K. Yosida, Springer) 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 63 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２５ 解析学特論Ⅳ 後期 ２単位 

高橋 太 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAN1504 Advanced Analysis Ⅳ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

この講義では、Sobolev 不等式や Hardy 不等式など、解析学の様々な分野に現れる関数不等式について列

伝的に解説を行う。またその応用についても論じる。 

【授業の到達目標】 

偏微分方程式の研究に重要な Sobolev 空間の扱いに習熟し、そこで成り立つ種々の関数不等式の導出や

応用について理解することが到達目標である。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 Sobolev 空間 

第２回 Sobolev 不等式の証明 

第３回 Sobolev 不等式と等周不等式の同値性 

第４回 Morrey の不等式と関数のヘルダー連続性 

第５回 Trudinger-Moser 不等式 

第６回 Poincaré の不等式（Dirichlet 境界条件） 

第７回 Poincaré の不等式（平均ゼロの場合） 

第８回 関数の再配列の理論（球対称減少再配列（1 次元）、Schwarz 対称化） 

第９回 関数の再配列の理論（Steiner 対称化、凸再配列） 

第 10 回 Sobolev 最良定数 

第 11 回 対数 Sobolev 不等式 

第 12 回 Nash 不等式 

第 13 回 全空間 Trudinger-Moser 型不等式 

第 14 回 Hardy 不等式 

第 15 回 臨界型 Hardy 不等式 

【事前・事後学習の内容】 

指示された参考文献や研究論文を精読し理解すること。 

【評価方法】 

レポート課題など。 

【受講生へのコメント】 

関数解析とルベーグ積分の基本的知識を習得していることが望ましい。  

【教材】 

Aspects of Sobolev-Type Inequalities (L. Saloff-Coste, Cambridge University Press) 
Analysis (E. Lieb, and M. Loss, AMS Graduate Studies in Math.) 
【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 64 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２５ 解析学特論Ⅳ 後期 ２単位 

高橋 太 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAN1504 Advanced Analysis Ⅳ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

この講義では、Sobolev 不等式や Hardy 不等式など、解析学の様々な分野に現れる関数不等式について列

伝的に解説を行う。またその応用についても論じる。 

【授業の到達目標】 

偏微分方程式の研究に重要な Sobolev 空間の扱いに習熟し、そこで成り立つ種々の関数不等式の導出や

応用について理解することが到達目標である。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 Sobolev 空間 

第２回 Sobolev 不等式の証明 

第３回 Sobolev 不等式と等周不等式の同値性 

第４回 Morrey の不等式と関数のヘルダー連続性 

第５回 Trudinger-Moser 不等式 

第６回 Poincaré の不等式（１） 

第７回 Poincaré の不等式（２） 

第８回 関数の再配列の理論（１） 

第９回 関数の再配列の理論（２） 

第 10 回 Sobolev 最良定数 

第 11 回 対数 Sobolev 不等式 

第 12 回 Nash 不等式 

第 13 回 全空間 Trudinger-Moser 型不等式 

第 14 回 Hardy 不等式 

第 15 回 臨界型 Hardy 不等式 

【事前・事後学習の内容】 

指示された参考文献や研究論文を精読し理解すること。 

【評価方法】 

レポート課題など。 

【受講生へのコメント】 

関数解析とルベーグ積分の基本的知識を習得していることが望ましい。  

【教材】 

Aspects of Sobolev-Type Inequalities (L. Saloff-Coste, Cambridge University Press) 
Analysis (E. Lieb, and M. Loss, AMS Graduate Studies in Math.) 
【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２６ 数学概論Ⅰ 前期 ２単位 

竹内 敦司 

伊達山 正人 他 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMIN1501 Introduction to Mathematics I １・２年次 講義 

【科目の主題】 

最先端の数学に関して、数学教員の半数である１０名程度が、それぞれの研究テーマに関する最近のト

ピックスを１、２回の講義で紹介するオムニバス形式の授業。なお、数学教員の残りの１０名程度が数

学概論Ⅱを担当する。 

【授業の到達目標】 

数学教員の研究テーマをオムニバス形式で紹介することを通して、最先端の現代数学を実感し、広い数

学的視野を身につけることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回   表現論に関するトピックスの紹介 

第２回   代数群に関するトピックスの紹介 

第３回   数論に関するトピックスの紹介 

第４回   環論に関するトピックスの紹介 

第５回   結び目理論に関するトピックスの紹介 

第６回   ３・４次元多様体論に関するトピックスの紹介 

第７回   変換群論に関するトピックスの紹介 

第８回   微分幾何学に関するトピックスの紹介 

第９回   変分法に関するトピックスの紹介 

第１０回  非線形微分方程式に関するトピックスの紹介 

第１１回  複素解析に関するトピックスの紹介 

第１２回  ポテンシャル論に関するトピックスの紹介 

第１３回  エルゴード理論に関するトピックスの紹介 

第１４回  確率論に関するトピックスの紹介 

第１５回  統計学に関するトピックスの紹介 

 

一例として、このようなものが考えられる。なお授業内容が前後することがある。 

【事前・事後学習の内容】 

指示された文献およびその参考文献を精読し理解する。 

【評価方法】 

出席、レポート課題など 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

特に指定しないが、適宜プリント等を配布する。 

【備考１】 

隔年開講（西暦奇数年度開講）。 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２７ 数学概論Ⅱ 前期 ２単位 

吉田 雅通 

宮地 兵衛 他 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMIN1502 Introduction to Mathematics Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

最先端の数学に関して、数学教員の半数である１０名程度が、それぞれの研究テーマに関する最近のト

ピックスを１、２回の講義で紹介するオムニバス形式の授業。なお、数学教員の残りの１０名程度が数

学概論 I を担当する。 

【授業の到達目標】 

数学教員の研究テーマをオムニバス形式で紹介することを通して、最先端の現代数学を実感し、広い数

学的視野を身につけることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回   表現論に関するトピックスの紹介 

第２回   代数群に関するトピックスの紹介 

第３回   数論に関するトピックスの紹介 

第４回   環論に関するトピックスの紹介 

第５回   結び目理論に関するトピックスの紹介 

第６回   ３・４次元多様体論に関するトピックスの紹介 

第７回   変換群論に関するトピックスの紹介 

第８回   微分幾何学に関するトピックスの紹介 

第９回   変分法に関するトピックスの紹介 

第１０回  非線形微分方程式に関するトピックスの紹介 

第１１回  複素解析に関するトピックスの紹介 

第１２回  ポテンシャル論に関するトピックスの紹介 

第１３回  エルゴード理論に関するトピックスの紹介 

第１４回  確率論に関するトピックスの紹介 

第１５回  統計学に関するトピックスの紹介 

 

一例として、このようなものが考えられる。なお授業内容が前後することがある。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート課題など 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

特に指定しないが、適宜プリント等を配布する。 

【備考１】 

隔年開講（西暦偶数年度開講）。 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２７ 数学概論Ⅱ 前期 ２単位 

吉田 雅通 

宮地 兵衛 他 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMIN1502 Introduction to Mathematics Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

最先端の数学に関して、数学教員の半数である１０名程度が、それぞれの研究テーマに関する最近のト

ピックスを１、２回の講義で紹介するオムニバス形式の授業。なお、数学教員の残りの１０名程度が数

学概論 I を担当する。 

【授業の到達目標】 

数学教員の研究テーマをオムニバス形式で紹介することを通して、最先端の現代数学を実感し、広い数

学的視野を身につけることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回   表現論に関するトピックスの紹介 

第２回   代数群に関するトピックスの紹介 

第３回   数論に関するトピックスの紹介 

第４回   環論に関するトピックスの紹介 

第５回   結び目理論に関するトピックスの紹介 

第６回   ３・４次元多様体論に関するトピックスの紹介 

第７回   変換群論に関するトピックスの紹介 

第８回   微分幾何学に関するトピックスの紹介 

第９回   変分法に関するトピックスの紹介 

第１０回  非線形微分方程式に関するトピックスの紹介 

第１１回  複素解析に関するトピックスの紹介 

第１２回  ポテンシャル論に関するトピックスの紹介 

第１３回  エルゴード理論に関するトピックスの紹介 

第１４回  確率論に関するトピックスの紹介 

第１５回  統計学に関するトピックスの紹介 

 

一例として、このようなものが考えられる。なお授業内容が前後することがある。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート課題など 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

特に指定しないが、適宜プリント等を配布する。 

【備考１】 

隔年開講（西暦偶数年度開講）。 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２８ 解析学特別講義Ⅰ・Ⅱ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAN1505 

SAMAN1506 
Selected Topics in Analysis Ⅰ･Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

大域解析学と微分幾何学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 

主として、非線形偏微分方程式、幾何学的測度論、測度付き距離空間論などの境界領域のトピックスも

対象として、他大学の専門家による集中講義として開講する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 67 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２９ 解析学特別講義Ⅲ・Ⅳ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAN1507 

SAMAN1508 
Selected Topics in Analysis Ⅲ･Ⅳ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

複素解析学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。主として、多変数解析関数

論、複素力学系、微分方程式等の話題に重点をおいてテーマを選択して、他大学の専門家による集中講

義として開講する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１２９ 解析学特別講義Ⅲ・Ⅳ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMAN1507 

SAMAN1508 
Selected Topics in Analysis Ⅲ･Ⅳ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

複素解析学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。主として、多変数解析関数

論、複素力学系、微分方程式等の話題に重点をおいてテーマを選択して、他大学の専門家による集中講

義として開講する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３０ 数理解析学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMEX1502 

SAMEX1602 
Exercises in Mathematical Analysis １～２年次 演習 

【科目の主題】 

数理解析学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての

進行状況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

数理解析学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識を修得する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３１ 場の量子論 前期 ２単位 

有馬 正樹 

丸 信人 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11501 Quantum Field Theory １・２年次 講義 

【科目の主題】 

二人の教員がそれぞれ授業を行う。有馬は基本的な内容を中心にした講義を行う。スカラー場や電磁場の正準
量子化をもとにして、場の相互作用を摂動論を用いて考察するところまでを講義する。 
丸は、経路積分量子化を通して場の量子論の基本的事項を講義する。 

【授業の到達目標】 

場の量子論について、正準量子化や経路積分量子化を通して、自由場の量子論と摂動論について学ぶ。 

 

【授業内容・授業計画】 

○有馬 
第 １回 古典場の復習 

第 ２回 保存則 

第 ３回 中性スカラー粒子について：ハミルトニアン 

第 ４回 中性スカラー粒子について：正準量子化 

第 ５回 中性スカラー粒子について：保存則の実例 

第 ６回 荷電スカラー粒子について 

第 ７回 電磁場について：スカラー場との差異 

第 ８回 電磁場について：量子化にともなう困難 

第 ９回 電磁場について：ゲージ固定と量子化 

第１０回 場の相互作用について：相互作用表示 

第１１回 場の相互作用について：Wick の定理 

第１２回 場の相互作用について：スカラー場への応用 

第１３回 場の相互作用について：ゲージ場との相互作用 

第１４回 くりこみの紹介：高次の摂動と発散 

第１５回 くりこみの紹介：くりこみの処方 

○丸 
第 １回 量子力学における経路積分 

第 ２回 スカラー場の経路積分:導入 

第 ３回 スカラー場の経路積分:グリーン関数 

第 ４回 スカラー場の経路積分:生成汎関数 

第 ５回 摂動論:定式化 

第 ６回 摂動論:ファインマン則 

第 ７回 くりこみ:正則化 

第 ８回 くりこみ:Φ4 理論 

第 ９回 くりこみ:Φ3 理論、スカラーQED、くりこみ可能性 

第１０回 有効作用:有効ポテンシャル 

第１１回 有効作用:対称性の動力学的破れ 

第１２回 スピノル場の経路積分 

第１３回 電磁場の経路積分 

第１４回 くりこみ群:摂動的くりこみ群 

第１５回 くりこみ群:ウィルソン流くりこみ群 

【事前・事後学習の内容】 

講義前に、前回の内容をノートなどで確認しておくこと。  

講義後は、講義内容について自分自身で手を動かして再確認すること。 

 

【評価方法】 

出席で評価。適宜、レポートを課す。 

【受講生へのコメント】 

受講する学生は授業内容に応じて出席するクラスを選択すること。 
まじめに出席すること。質問をすること。 

【教材】 

Greiner & Reinhardt, “Field Quantization”, Springer （有馬） 
Peskin & Schroeder, “An Introduction to Quantum Field Theory” (丸) 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３１ 場の量子論 前期 ２単位 

有馬 正樹 

丸 信人 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11501 Quantum Field Theory １・２年次 講義 

【科目の主題】 

二人の教員がそれぞれ授業を行う。有馬は基本的な内容を中心にした講義を行う。スカラー場や電磁場の正準
量子化をもとにして、場の相互作用を摂動論を用いて考察するところまでを講義する。 
丸は、経路積分量子化を通して場の量子論の基本的事項を講義する。 

【授業の到達目標】 

場の量子論について、正準量子化や経路積分量子化を通して、自由場の量子論と摂動論について学ぶ。 

 

【授業内容・授業計画】 

○有馬 
第 １回 古典場の復習 

第 ２回 保存則 

第 ３回 中性スカラー粒子について：ハミルトニアン 

第 ４回 中性スカラー粒子について：正準量子化 

第 ５回 中性スカラー粒子について：保存則の実例 

第 ６回 荷電スカラー粒子について 

第 ７回 電磁場について：スカラー場との差異 

第 ８回 電磁場について：量子化にともなう困難 

第 ９回 電磁場について：ゲージ固定と量子化 

第１０回 場の相互作用について：相互作用表示 

第１１回 場の相互作用について：Wick の定理 

第１２回 場の相互作用について：スカラー場への応用 

第１３回 場の相互作用について：ゲージ場との相互作用 

第１４回 くりこみの紹介：高次の摂動と発散 

第１５回 くりこみの紹介：くりこみの処方 

○丸 
第 １回 量子力学における経路積分 

第 ２回 スカラー場の経路積分:導入 

第 ３回 スカラー場の経路積分:グリーン関数 

第 ４回 スカラー場の経路積分:生成汎関数 

第 ５回 摂動論:定式化 

第 ６回 摂動論:ファインマン則 

第 ７回 くりこみ:正則化 

第 ８回 くりこみ:Φ4 理論 

第 ９回 くりこみ:Φ3 理論、スカラーQED、くりこみ可能性 

第１０回 有効作用:有効ポテンシャル 

第１１回 有効作用:対称性の動力学的破れ 

第１２回 スピノル場の経路積分 

第１３回 電磁場の経路積分 

第１４回 くりこみ群:摂動的くりこみ群 

第１５回 くりこみ群:ウィルソン流くりこみ群 

【事前・事後学習の内容】 

講義前に、前回の内容をノートなどで確認しておくこと。  

講義後は、講義内容について自分自身で手を動かして再確認すること。 

 

【評価方法】 

出席で評価。適宜、レポートを課す。 

【受講生へのコメント】 

受講する学生は授業内容に応じて出席するクラスを選択すること。 
まじめに出席すること。質問をすること。 

【教材】 

Greiner & Reinhardt, “Field Quantization”, Springer （有馬） 
Peskin & Schroeder, “An Introduction to Quantum Field Theory” (丸) 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３２ 素粒子論 後期 ２単位 

丸 信人 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11502 Theory of Elementary Particles  １・２年次 講義 

【科目の主題】 

素粒子論における電弱統一理論の基本事項と問題点を解説し、標準模型を超える物理の代表例である大統一

理論について紹介する。 

【授業の到達目標】 

素粒子論における電弱統一理論と大統一理論の物理について講義する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 対称性の自発的破れ:離散対称性 
第 ２回 対称性の自発的破れ:可換対称性、ゴールドストン模型 
第 ３回 対称性の自発的破れ:非可換対称性 
第 ４回 南部・ゴールドストンの定理 
第 ５回 ゲージ対称性の自発的破れ:ヒッグス機構 
第 ６回 カイラル対称性の自発的破れ:南部・ジョナ・ラシーニョ模型 
第 ７回 カイラル対称性の自発的破れ:南部・ゴールドストン粒子としてのパイ中間子 
第 ８回 ワインバーグ・サラム模型、電弱対称性の自発的破れ 
第 ９回 レプトンセクター:湯川結合、荷電カレント、中性カレント 
第１０回 クォークセクター:湯川結合、CKM 行列 
第１１回 クォークセクター:GIM 機構 
第１２回 クォークセクター:CP の破れ 
第１３回 ニュートリノ振動 
第１４回 大統一理論:SU(5)模型、ゲージ結合定数の統一 
第１５回 大統一理論:陽子崩壊、SO(10)模型 

【事前・事後学習の内容】 

講義前は、前回講義の内容について再確認すること。 

講義後は、講義内容の計算を自分の手でもう１度チェックすること。 

【評価方法】 

レポートで評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

疑問点があるときは積極的に質問してください。特殊相対論、場の理論の基本的な知識があることが望ましい。 

【教材】 

別途指定する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３３ 物理数学 後期 ２単位 

浜端 広充 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11503 Mathematical Methods of Physics １・２年次 講義 

【科目の主題】 

偏微分方程式の一般的な解法を系統立てて解説すると共に、物理学において現れるいくつかの偏微分方

程式を取り上げその解法を解説する。 

 

【授業の到達目標】 

偏微分方程式の種々の解法を理解すると共に偏微分方程式の形で定式化されることの多い物理現象を解

明する数学的能力を身につける。 

 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 線形偏微分方程式（１）： 基本概念と定義。線形重ね合わせの原理。 
第 ２回 線形偏微分方程式（２）： ２階線形偏微分方程式の分類と特性曲線法。 
第 ３回 線形偏微分方程式（３）： 変数分離法。 
第 ４回 線形偏微分方程式（４）： フーリエ変換と初期・境界値問題。 
第 ５回 線形偏微分方程式（５）： 多重フーリエ変換の偏微分方程式への応用。 
第 ６回 線形偏微分方程式（６）： ラプラス変換と初期・境界値問題。 
第 ７回 線形偏微分方程式（７）： グリーン関数と境界値問題。 
第 ８回 １階準線形偏微分方程式と特性曲線法（１）： １階方程式の分類と幾何学的解釈。 
第 ９回 １階準線形偏微分方程式と特性曲線法（２）： 特性曲線法と一般解 
第１０回 １階非線形偏微分方程式と特性曲線法： 一般化した特性曲線法と完全解。 
第１１回 保存則と衝撃波（１）： 導入と保存則。 
第１２回 保存則と衝撃波（２）： 不連続解と衝撃波。 
第１３回 いくつかの非線形偏微分方程式の厳密解（１）： バーガーズ方程式とトーマス方程式。 
第１４回 いくつかの非線形偏微分方程式の厳密解（２）： ＫｄＶ方程式。級数解。 
第１５回 射影演算子法による確率微分方程式の解法 

 

【事前・事後学習の内容】 

講義後、講義内容の計算などを自分の手で行い、講義内容を再確認した上で、次回の講義に臨むこと。 

【評価方法】 

出席点４０点。期末のレポート６０点の総計で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

適宜プリントを配布する。 
参考書：Ｌ．Ｄｅｂｎａｔｈ 著「Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers」（Ｂｉｒｋｈａｕｓｅｒ）  

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３３ 物理数学 後期 ２単位 

浜端 広充 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11503 Mathematical Methods of Physics １・２年次 講義 

【科目の主題】 

偏微分方程式の一般的な解法を系統立てて解説すると共に、物理学において現れるいくつかの偏微分方

程式を取り上げその解法を解説する。 

 

【授業の到達目標】 

偏微分方程式の種々の解法を理解すると共に偏微分方程式の形で定式化されることの多い物理現象を解

明する数学的能力を身につける。 

 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 線形偏微分方程式（１）： 基本概念と定義。線形重ね合わせの原理。 
第 ２回 線形偏微分方程式（２）： ２階線形偏微分方程式の分類と特性曲線法。 
第 ３回 線形偏微分方程式（３）： 変数分離法。 
第 ４回 線形偏微分方程式（４）： フーリエ変換と初期・境界値問題。 
第 ５回 線形偏微分方程式（５）： 多重フーリエ変換の偏微分方程式への応用。 
第 ６回 線形偏微分方程式（６）： ラプラス変換と初期・境界値問題。 
第 ７回 線形偏微分方程式（７）： グリーン関数と境界値問題。 
第 ８回 １階準線形偏微分方程式と特性曲線法（１）： １階方程式の分類と幾何学的解釈。 
第 ９回 １階準線形偏微分方程式と特性曲線法（２）： 特性曲線法と一般解 
第１０回 １階非線形偏微分方程式と特性曲線法： 一般化した特性曲線法と完全解。 
第１１回 保存則と衝撃波（１）： 導入と保存則。 
第１２回 保存則と衝撃波（２）： 不連続解と衝撃波。 
第１３回 いくつかの非線形偏微分方程式の厳密解（１）： バーガーズ方程式とトーマス方程式。 
第１４回 いくつかの非線形偏微分方程式の厳密解（２）： ＫｄＶ方程式。級数解。 
第１５回 射影演算子法による確率微分方程式の解法 

 

【事前・事後学習の内容】 

講義後、講義内容の計算などを自分の手で行い、講義内容を再確認した上で、次回の講義に臨むこと。 

【評価方法】 

出席点４０点。期末のレポート６０点の総計で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

適宜プリントを配布する。 
参考書：Ｌ．Ｄｅｂｎａｔｈ 著「Nonlinear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers」（Ｂｉｒｋｈａｕｓｅｒ）  

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３４ プラズマ物理学 前期 ２単位 

浜端 広充 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11504 Plasma Physics １・２年次 講義 

【科目の主題】 

電磁的に相互作用し合う多数個の荷電粒子の集合体であるプラズマの運動論の基礎方程式および流体方

程式を導くことにより基礎方程式を確立し、その基礎の上に種々のプラズマ現象、特にプラズマ中の波

動現象について解説する。また、弱い乱れの理論についても概説する。 

 

【授業の到達目標】 

プラズマの基礎原理を理解すると共にプラズマ物理の基本的手法を身につける。 

 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 序論（１）： デバイ遮蔽。プラズマパラメータ。 
第 ２回 序論（２）： プラズマ周波数。衝突。 
第 ３回 １個の粒子の運動（１）： 各種ドリフト運動。 
第 ４回 １個の粒子の運動（２）： 磁気モーメント。断熱不変量。ポンデロモーティブ力。 
第 ５回 プラズマ運動論（１）： クリモントビッチ方程式。プラズマの運動論的方程式。 
第 ６回 プラズマ運動論（２）： リウヴィル方程式。ＢＢＧＫＹ階層方程式。 
第 ７回 プラズマ運動論（３）： ボゴリュ－ボフの仮定。レナード－バレスク方程式。 
第 ８回 ブラソフ方程式（１）： 平衡解。静電波。 
第 ９回 ブラソフ方程式（２）： ランダウ積分路。波動－粒子相互作用。ランダウ減衰。 
第１０回 ブラソフ方程式（３）： 線形ブラソフ波の一般論。 
第１１回 ブラソフ方程式（４）： 非線形波（ＢＧＫモード他）の厳密解。 
第１２回 流体方程式（１）： ブラソフ方程式による流体方程式の導出。誘電関数。 
第１３回 流体方程式（２）： 流体方程式によるプラズマ中の各種線形波動。非線形波動。 
第１４回 弱い乱れの理論（１）： 準線形理論。誘導散乱。 
第１５回 弱い乱れの理論（２）： 波と波の相互作用。 
 

【事前・事後学習の内容】 

講義後、講義内容の計算などを自分の手で行い、講義内容を再確認した上で、次回の講義に臨むこと。 

【評価方法】 

出席点４０点。期末のレポート６０点の総計で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書： Ｄ．Ｒ．Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ著「プラズマ物理の基礎」（丸善） 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３５ 流体力学 前期 ２単位 

浜端 広充 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11505 Fluid Mechanics １・２年次 講義 

【科目の主題】 

流体の基本的概念を解説した上で流体の基礎方程式を確立し、流れを解析するための基本的概念の解説

から非粘性・粘性流体の層流についての概説をする。さらに、乱流現象を理解する上で有用な数学的手

法あるいは物理的考察法を概説する。 

【授業の到達目標】 

層流に加えて乱流の基礎的事項を理解すると共に層流と乱流における異なる思考方法を理解することにより流
体現象を解析する能力を身につける。 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 序論： 流れの諸現象。 
第 ２回 基礎方程式（１）： 連続媒質近似と場の概念。質量保存則。運動量方程式。 
第 ３回 基礎方程式（２）： エネルギー保存則。流れを解析するための基本的概念。 
第 ４回 非粘性流体運動（１）： 渦度に関する性質。ベルヌイの定理。 
第 ５回 非粘性流体運動（２）： ２次元非粘性渦なし流れ。水面波。 
第 ６回 非粘性流体運動（３）： ３次元非圧縮性渦なし流れ。圧縮性流れ。 
第 ７回 粘性流体運動（１）：解析に必要な数学的手法。 
第 ８回 粘性流体運動（２）： 厳密解をもつ流れ。 
第 ９回 粘性流体運動（３）： 低レイノルズ数の流れ。高レイノルズ数の流れ。 
第１０回 乱流（１）： 乱れの発生。平均操作。アンサンブル平均方程式。 
第１１回 乱流（２）： 一様乱流。非一様乱流における乱れの生成、拡散特性。 
第１２回 乱流モデリング（１）： 乱流のモード数。レイノルズ平均モデル。 
第１３回 乱流モデリング（２）： サブグリッドスケールモデル。 
第１４回 乱流統計理論（１）： 解析に必要な数学的手法。非一様乱流の理論。 
第１５回 乱流統計理論（２）： 乱流モデルの理論的導出。 

【事前・事後学習の内容】 

講義後、講義内容の計算などを自分の手で行い、講義内容を再確認した上で、次回の講義に臨むこと。 

【評価方法】 

出席点４０点。期末のレポート６０点の総計で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書：吉澤徴著「流体力学」（東京大学出版会） 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３５ 流体力学 前期 ２単位 

浜端 広充 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11505 Fluid Mechanics １・２年次 講義 

【科目の主題】 

流体の基本的概念を解説した上で流体の基礎方程式を確立し、流れを解析するための基本的概念の解説

から非粘性・粘性流体の層流についての概説をする。さらに、乱流現象を理解する上で有用な数学的手

法あるいは物理的考察法を概説する。 

【授業の到達目標】 

層流に加えて乱流の基礎的事項を理解すると共に層流と乱流における異なる思考方法を理解することにより流
体現象を解析する能力を身につける。 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 序論： 流れの諸現象。 
第 ２回 基礎方程式（１）： 連続媒質近似と場の概念。質量保存則。運動量方程式。 
第 ３回 基礎方程式（２）： エネルギー保存則。流れを解析するための基本的概念。 
第 ４回 非粘性流体運動（１）： 渦度に関する性質。ベルヌイの定理。 
第 ５回 非粘性流体運動（２）： ２次元非粘性渦なし流れ。水面波。 
第 ６回 非粘性流体運動（３）： ３次元非圧縮性渦なし流れ。圧縮性流れ。 
第 ７回 粘性流体運動（１）：解析に必要な数学的手法。 
第 ８回 粘性流体運動（２）： 厳密解をもつ流れ。 
第 ９回 粘性流体運動（３）： 低レイノルズ数の流れ。高レイノルズ数の流れ。 
第１０回 乱流（１）： 乱れの発生。平均操作。アンサンブル平均方程式。 
第１１回 乱流（２）： 一様乱流。非一様乱流における乱れの生成、拡散特性。 
第１２回 乱流モデリング（１）： 乱流のモード数。レイノルズ平均モデル。 
第１３回 乱流モデリング（２）： サブグリッドスケールモデル。 
第１４回 乱流統計理論（１）： 解析に必要な数学的手法。非一様乱流の理論。 
第１５回 乱流統計理論（２）： 乱流モデルの理論的導出。 

【事前・事後学習の内容】 

講義後、講義内容の計算などを自分の手で行い、講義内容を再確認した上で、次回の講義に臨むこと。 

【評価方法】 

出席点４０点。期末のレポート６０点の総計で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書：吉澤徴著「流体力学」（東京大学出版会） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３６ 相対論的重力理論 後期 ２単位 

石原 秀樹 

中尾 憲一 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11506 Relativistic Theory of Gravitation １・２年次 講義・演習 

【科目の主題】 

重力理論としての一般相対性理論の基礎および応用 

【授業の到達目標】 

重力理論としての一般相対性理論の基礎および応用について理解する． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 幾何学的基本量１：ベクトル，テンソル 
第２回 幾何学的基本量２：計量，曲率 
第３回 ベクトルの平行移動，接続 
第４回 曲がった時空と測地線 
第５回 測地線偏差方程式 
第６回 重力場の方程式 
第７回 重力場のニュートン極限 
第８回 漸近的平坦な時空 
第９回 重力崩壊 
第１０回 ブラックホール 
第１１回 ブラックホール時空での粒子と光 
第１２回 相対論的宇宙モデル 
第１３回 宇宙の時間発展 
第１４回 重力波 

第１５回 一般相対性理論の正準形式 

【事前・事後学習の内容】 

紹介された参考書の予習と復習 

【評価方法】 

平常点 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

適宜紹介する 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 75 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３７ 相対論的宇宙物理学 後期 ２単位 

石原 秀樹 

中尾 憲一 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11507 Relativistic Astrophysics １・２年次 講義・演習 

【科目の主題】 

一般相対性理論が重要な役割をになうような宇宙における物理現象 

【授業の到達目標】 

一般相対性理論が重要な役割をになうような宇宙における物理現象について理解する． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 流体力学の復習 
第２回 一般相対性理論の基礎（リーマン幾何学） 
第３回 一般相対性理論の基礎（アインシュタイン方程式） 
第４回 ビッグバン宇宙論（一様等方宇宙モデル） 
第５回 ビッグバン宇宙論（赤方偏移とハッブルの法則） 
第６回 ビッグバン宇宙論（宇宙の熱史１：相対論的統計力学） 
第７回 ビッグバン宇宙論（宇宙の熱史２：ガモフの基準と脱結合、原始ニュートリノ） 
第８回 ビッグバン宇宙論（宇宙の熱史３：軽元素合成） 
第９回 ビッグバン宇宙論（宇宙背景放射） 
第１０回 ビッグバン宇宙論（インフレーション期） 
第１２回 ブラックホール（シュバルツシルド解の導出） 
第１２回 ブラックホール（クルスカル座標と事象の地平） 
第１３回 ブラックホール（測地線、近日点移動、重力レンズ） 
第１４回 重力崩壊（星の進化とチャンドラセカール質量） 
第１５回 重力崩壊（ダストの崩壊によるブラックホール形成） 

【事前・事後学習の内容】 

紹介された参考書の予習と復習 

【評価方法】 

平常点 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

適宜紹介する 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３７ 相対論的宇宙物理学 後期 ２単位 

石原 秀樹 

中尾 憲一 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11507 Relativistic Astrophysics １・２年次 講義・演習 

【科目の主題】 

一般相対性理論が重要な役割をになうような宇宙における物理現象 

【授業の到達目標】 

一般相対性理論が重要な役割をになうような宇宙における物理現象について理解する． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 流体力学の復習 
第２回 一般相対性理論の基礎（リーマン幾何学） 
第３回 一般相対性理論の基礎（アインシュタイン方程式） 
第４回 ビッグバン宇宙論（一様等方宇宙モデル） 
第５回 ビッグバン宇宙論（赤方偏移とハッブルの法則） 
第６回 ビッグバン宇宙論（宇宙の熱史１：相対論的統計力学） 
第７回 ビッグバン宇宙論（宇宙の熱史２：ガモフの基準と脱結合、原始ニュートリノ） 
第８回 ビッグバン宇宙論（宇宙の熱史３：軽元素合成） 
第９回 ビッグバン宇宙論（宇宙背景放射） 
第１０回 ビッグバン宇宙論（インフレーション期） 
第１２回 ブラックホール（シュバルツシルド解の導出） 
第１２回 ブラックホール（クルスカル座標と事象の地平） 
第１３回 ブラックホール（測地線、近日点移動、重力レンズ） 
第１４回 重力崩壊（星の進化とチャンドラセカール質量） 
第１５回 重力崩壊（ダストの崩壊によるブラックホール形成） 

【事前・事後学習の内容】 

紹介された参考書の予習と復習 

【評価方法】 

平常点 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

適宜紹介する 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３８ 原子核物理学Ⅰ 前期 ２単位 

[佐藤 弘一] 

[千葉 陽平] 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11508 Nuclear Physics Ⅰ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

現代物理学における原子核物理学の位置づけと重要性を理解すると共に、原子核の基本的性質および核子多
体系としての原子核構造、原子核反応の基礎的内容について理解することを目標とする。 

【授業の到達目標】 

原子核構造および原子核反応に関する基礎理論と種々の模型について、基本的事項を理解する。原子核構造
については、核力および原子核の基本的性質（大きさ、形状、結合エネルギー等）、独立粒子描像と殻模型、集
団運動模型、微視的平均場理論、中性子過剰核の構造等を、また、原子核反応については、散乱の量子論、弾
性散乱と光学模型、直接過程核反応の理論（ＤＷＢＡ，チャネル結合法等）等について、具体例を交えて解説す
る。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 原子核の概要（発見の歴史、大きさの測定、結合エネルギー） 
第２回 原子核の概要（電子散乱と原子核の電荷密度） 
第３回 核力の性質と有効相互作用 

第４回 平均場と独立粒子描像、殻模型 

第５回 原子核の集団モード（振動、回転、巨大共鳴） 

第６回 集団運動の微視的理論Ⅰ(Hartree-Fock 法、時間依存 Hartree-Fock 法と RPA) 
第７回 集団運動の微視的理論Ⅱ(準粒子、Hartree-Fock-Bogoliubov 理論) 
第８回 集団運動の微視的理論Ⅲ(ボソン展開、密度汎関数理論など) 

第９回 原子核反応の概要 

第 10 回 反応の量子論、散乱状態 

第 11 回 弾性散乱と光学模型 

第 12 回 多重散乱と有効相互作用、光学ポテンシャル 

第 13 回 直接反応の理論（歪曲波ボルン近似） 

第 14 回 直接反応の理論（チャネル結合法） 

第 15 回 不安定核と分解反応、多体散乱問題 

【事前・事後学習の内容】 

各授業後に１時間程度の復習を行うことが望ましい。また、授業時に適宜紹介する文献に各自目を通し

ておくことが望ましい。必要に応じて講義時に課題を出すことがある。 

【評価方法】 

出席および授業中に課す演習問題や課題発表などの結果を総合して評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

受講人数に応じて、ゼミ・演習形式で授業を行う場合もある。 

【教材】 

参考書を授業中に適宜紹介する。例として、原子核構造論（高田健次郎、池田清美著、朝倉書店）、The Nuclear 
Many-body Problems(Ring, Schuck 著, Springer)、原子核反応論（河合光路、吉田思朗著、朝倉物理体系１９、
朝倉書店）、Nuclear Reactions for Astrophysics (Thompson, Nunes 著, Cambridge)、などを挙げる。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３９ 原子核物理学Ⅱ 後期 ２単位 

有馬 正樹 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11509 Nuclear Physics Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

粒子としての最小の実態であるハドロンの性質を理解しようとすると、必然的にハドロンが関わる相互

作用や関係する対称性に話が及ぶ。この授業では場の理論を用いて、ハドロンが関係する現象の解説を

する。特にカイラル対称性について詳しく説明をする。 

【授業の到達目標】 

原子核を構成する核子はハドロンと呼ばれる粒子群の中のひとつである。ハドロンが関わる現象を場の

理論を用いて論理的に考察し、ハドロン間に働く相互作用やさまざまな対称性と関連づけて解説する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回：場の量子論の復習１、基本的な量子化の手続き 

第２回：場の量子論の復習２、内部自由度を持つ場合 

第３回：場の量子論の復習３、保存則 

第４回：対称性の実例１、ゲージ対称性 

第５回：対称性の実例２、カイラル対称性 

第６回：ハドロンが関わる対称性１、原子核現象論に現れる対称性 

第７回：ハドロンが関わる対称性２、アイソスピン対称性 

第８回：ハドロンが関わる対称性３、弱い相互作用への応用 

第９回：SU(3) への拡張１、“奇妙な”現象 

第 10 回：SU(3) への拡張２、ストレンジネスの包括 

第 11 回：SU(3)×SU(3 )への拡張１、弱い相互作用とパリティの破れ 

第 12 回：SU(3)×SU(3 )への拡張２、カイラル対称性 

第 13 回：ハドロンの現象論的模型１、クォーク模型 

第 14 回：ハドロンの現象論的模型２、クォーク模型の発展 

第 15 回：ハドロンの現象論的模型３、クォーク模型とは異なる模型 

 

【事前・事後学習の内容】 

前回の授業内容を再確認してから次回の講義に臨むと良い。授業で示した内容はきちんとノートにとり、

式の変形などを自分で確認すると理解が深まる。 

【評価方法】 

出席とレポートで評価する。 

【受講生へのコメント】 

まじめに出席すること。 

【教材】 

G. Reinhardt, “Field quantization”, Springer 
I.J.R.Aitchison, “An informal introduction to gauge field theories” 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１３９ 原子核物理学Ⅱ 後期 ２単位 

有馬 正樹 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL11509 Nuclear Physics Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

粒子としての最小の実態であるハドロンの性質を理解しようとすると、必然的にハドロンが関わる相互

作用や関係する対称性に話が及ぶ。この授業では場の理論を用いて、ハドロンが関係する現象の解説を

する。特にカイラル対称性について詳しく説明をする。 

【授業の到達目標】 

原子核を構成する核子はハドロンと呼ばれる粒子群の中のひとつである。ハドロンが関わる現象を場の

理論を用いて論理的に考察し、ハドロン間に働く相互作用やさまざまな対称性と関連づけて解説する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回：場の量子論の復習１、基本的な量子化の手続き 

第２回：場の量子論の復習２、内部自由度を持つ場合 

第３回：場の量子論の復習３、保存則 

第４回：対称性の実例１、ゲージ対称性 

第５回：対称性の実例２、カイラル対称性 

第６回：ハドロンが関わる対称性１、原子核現象論に現れる対称性 

第７回：ハドロンが関わる対称性２、アイソスピン対称性 

第８回：ハドロンが関わる対称性３、弱い相互作用への応用 

第９回：SU(3) への拡張１、“奇妙な”現象 

第 10 回：SU(3) への拡張２、ストレンジネスの包括 

第 11 回：SU(3)×SU(3 )への拡張１、弱い相互作用とパリティの破れ 

第 12 回：SU(3)×SU(3 )への拡張２、カイラル対称性 

第 13 回：ハドロンの現象論的模型１、クォーク模型 

第 14 回：ハドロンの現象論的模型２、クォーク模型の発展 

第 15 回：ハドロンの現象論的模型３、クォーク模型とは異なる模型 

 

【事前・事後学習の内容】 

前回の授業内容を再確認してから次回の講義に臨むと良い。授業で示した内容はきちんとノートにとり、

式の変形などを自分で確認すると理解が深まる。 

【評価方法】 

出席とレポートで評価する。 

【受講生へのコメント】 

まじめに出席すること。 

【教材】 

G. Reinhardt, “Field quantization”, Springer 
I.J.R.Aitchison, “An informal introduction to gauge field theories” 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４０ 
基礎物理学特別講義 

ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB・Ⅲ 
集中 各 1 単位 

他大学の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPI11501 

～ 

SAPI11505 

Selected Topics in Fundamental Physics 

ⅠA･ⅠB･ⅡA･ⅡB･Ⅲ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

基礎物理学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 

【授業の到達目標】 

基礎物理学の各分野についての基礎的知識および基本的手法を身につける。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 79 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４１ 基礎物理学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPE11501 

SAPE11601 
Exercises in Fundamental Physics １～２年次 演習 

【科目の主題】 

基礎物理学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての

進行状況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

基礎物理学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識の修得を図るため、問題演習や基
本的な学術論文の講読を行う。 

【授業内容・授業計画】 

各教員の指示による。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 80 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４１ 基礎物理学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPE11501 

SAPE11601 
Exercises in Fundamental Physics １～２年次 演習 

【科目の主題】 

基礎物理学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての

進行状況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

基礎物理学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識の修得を図るため、問題演習や基
本的な学術論文の講読を行う。 

【授業内容・授業計画】 

各教員の指示による。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４２ 高エネルギー物理学 I 前期 ２単位 

山本 和弘 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21501 High Energy Physics I １･２年次 講義 

【科目の主題】 

素粒子物理学を概観し、素粒子物理学を学ぶために必要となる基礎的かつ専門的知識の修得をめざす。 

【授業の到達目標】 

素粒子物理学を理解するために、今までに蓄積されてきた実験結果とそれを説明する理論を対比しつつ、

種々の量子数、素粒子の性質や振る舞いの明確な理解を目指す。また、実際の解析に必要となる知識の

基礎的知識の修得をめざす。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 素粒子についての概略 

第２回 ４つの力についての概略 

第３回 相互作用と場 

第４回 場における素粒子の振る舞い 

第５回 不変原理と保存則 

第６回 スピンとパリティ 

第７回 荷電共役変換、時間反転 

第８回 アイソスピン 

第９回 重いクォークを含むハドロン 

第 10 回 バリオンの分類 

第 11 回 メソンの分類 

第 12 回 電子・陽電子対消滅過程 

第 13 回 深非弾性散乱 

第 14 回 クォークの相互作用 

第 15 回 量子色力学 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習は特にないが、事後学習としては講義ノートの復習。 

【評価方法】 

出席点、期末レポートの内容の総計で評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書：“Introduction to High Energy Physics; 4th edition”, D. H. Perkins, Cambridge 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 81 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４３ 高エネルギー物理学Ⅱ 後期 ２単位 

清矢 良浩 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21502 High Energy Physics Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

弱い相互作用の理解が，どのような実験事実や理論研究の発展によって深まっていったのかを概観し，

それらが電磁相互作用とともに統合されてワインバーグ・サラム理論に定式化される様子を概説する．

さらに強い相互作用も含めた素粒子物理学の標準模型，標準模型を超える理論等について概説する． 

【授業の到達目標】 

弱い相互作用の現象論，素粒子物理学の標準模型の基本的内容の理解． 

【授業内容・授業計画】 

第 １回  素粒子物理学の簡単な歴史や 4つの力について． 

第 ２回  ディラク方程式．ディラク粒子のヘリシティーとスピン偏極． 

第 ３回  場の理論の基礎的内容．ゲージ対称性． 

第 ４回  断面積の計算． 

第 ５回  弱い相互作用とクォーク．GIM 機構．小林・益川質量行列． 

第 ６回  ワインバーグサラム理論．荷電・中性・電磁カレント． 

第 ７回  ヒッグス粒子と自発的対称性の破れ． 

第 ８回  ゲージボソンの質量． 

第 ９回  フェルミ粒子の質量と小林・益川質量行列． 

第 10 回  ヒッグス粒子の生成と検出． 

第 11 回  強い相互作用．ハドロン構造関数． 

第 12 回  ハドロン構造関数の QCD 補正． 

第 13 回  標準模型を超える理論． 

第 14 回  誤差・確率・統計． 

第 15 回  素粒子実験研究の現状についての概説． 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習：予告された内容について予め各自で調べ，質問内容があればそれらを整理しておく． 

事後学習：授業で配布された資料を復習し，より発展的な内容について調べると共に質問内容があれば

メール等で連絡する． 

【評価方法】 

学習態度・意欲・出席の様子や期末レポート等に基づいて総合的に評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

・”Introduction to High Energy Physics; 4th edition”, D. H. Perkins, Cambridge. 

・”Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics”, F. Halzen and A. D. Martin, Wiley

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 82 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４３ 高エネルギー物理学Ⅱ 後期 ２単位 

清矢 良浩 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21502 High Energy Physics Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

弱い相互作用の理解が，どのような実験事実や理論研究の発展によって深まっていったのかを概観し，

それらが電磁相互作用とともに統合されてワインバーグ・サラム理論に定式化される様子を概説する．

さらに強い相互作用も含めた素粒子物理学の標準模型，標準模型を超える理論等について概説する． 

【授業の到達目標】 

弱い相互作用の現象論，素粒子物理学の標準模型の基本的内容の理解． 

【授業内容・授業計画】 

第 １回  素粒子物理学の簡単な歴史や 4つの力について． 

第 ２回  ディラク方程式．ディラク粒子のヘリシティーとスピン偏極． 

第 ３回  場の理論の基礎的内容．ゲージ対称性． 

第 ４回  断面積の計算． 

第 ５回  弱い相互作用とクォーク．GIM 機構．小林・益川質量行列． 

第 ６回  ワインバーグサラム理論．荷電・中性・電磁カレント． 

第 ７回  ヒッグス粒子と自発的対称性の破れ． 

第 ８回  ゲージボソンの質量． 

第 ９回  フェルミ粒子の質量と小林・益川質量行列． 

第 10 回  ヒッグス粒子の生成と検出． 

第 11 回  強い相互作用．ハドロン構造関数． 

第 12 回  ハドロン構造関数の QCD 補正． 

第 13 回  標準模型を超える理論． 

第 14 回  誤差・確率・統計． 

第 15 回  素粒子実験研究の現状についての概説． 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習：予告された内容について予め各自で調べ，質問内容があればそれらを整理しておく． 

事後学習：授業で配布された資料を復習し，より発展的な内容について調べると共に質問内容があれば

メール等で連絡する． 

【評価方法】 

学習態度・意欲・出席の様子や期末レポート等に基づいて総合的に評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

・”Introduction to High Energy Physics; 4th edition”, D. H. Perkins, Cambridge. 

・”Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics”, F. Halzen and A. D. Martin, Wiley

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４４ 宇宙線物理学Ⅰ 前期 ２単位 

常定 芳基 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21503 Cosmic Ray Physics Ⅰ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

宇宙線物理学、高エネルギー宇宙物理学の基礎を理論実験両面について学習する。宇宙現象が物理学の
研究対象であることを実感し、定性的理解と定量的計算が行えるようになるとともに、この分野の原著
論文が読みこなせるようになることを目指す。 
 

【授業の到達目標】 

特殊相対論、粒子相互作用、運動学などこの分野に必要な基本的な物理学を復習したのち、これらを用
いて宇宙線の起源、高エネルギー宇宙現象を議論する。放射線検出器の復習と宇宙線観測方法を論じ、
世界の宇宙線観測施設や最新の研究成果にも触れる。 
 

【授業内容・授業計画】 

第１回：放射線の分類、宇宙線とは。宇宙線物理学の研究対象と範囲。 

第２回：高エネルギー粒子の運動学 I：特殊相対論的運動学 

第３回：高エネルギー粒子と物質との相互作用 I：荷電粒子と物質の電磁相互作用 

第４回：高エネルギー粒子と物質との相互作用 II：光子と物質の相互作用、原子核相互作用 

第５回：高エネルギー粒子の運動学 II：粒子集団の記述 

第６回：宇宙線の直接観測 

第７回：空気シャワー現象 

第８回：宇宙線を生み出す環境：太陽、銀河系、系外銀河 

第９回：銀河系内宇宙線 

第 10 回：宇宙線の起源天体 

第 11 回：超高エネルギー宇宙線 

第 12 回：宇宙線電子、ガンマ線成分 

第 13 回：宇宙ニュートリノ 

第 14 回：２次宇宙線観測による科学 

第 15 回：まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

毎回の講義ノートは前日までにダウンロードできるようにして通知される。事前の予習は必ずしも必要

ないが、講義では毎回のポイントを指示するので復習すること。 

【評価方法】 

出席 10%、授業中の質問と応答 30%、レポート 60% 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

テキストは用いない。参考書として木舟正「宇宙高エネルギー粒子の物理学」（培風館）を挙げる。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 83 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４５ 宇宙線物理学Ⅱ 後期 ２単位 

荻尾 彰一 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21504 Cosmic Ray Physics Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

飛翔体観測による低エネルギー宇宙線から極高エネルギー宇宙線まで，理論・観測両面から概説しつつ，

特に標準的な理論・観測技術と最新の成果・問題点に焦点をあてる． 

【授業の到達目標】 

宇宙線物理学において観測的あるいは理論的に確立している「スタンダード」を理解することを目標と

する．さらに，この土台に立ち，最新の研究に触れ，その問題点・課題を考察する能力を身につける． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 宇宙線とは何か 

第 2回 低エネルギー宇宙線のエネルギースペクトルと組成 

第 3回 宇宙線伝播の輸送方程式 

第 4回 leaky box model 

第 5 回 宇宙線の加速 

第 6回 フェルミ加速 

第 7回 空気シャワー現象 

第 8回 空気シャワー観測法 

第 9回 10 PeV までの宇宙線観測の現状 

第 10 回 10 PeV までの宇宙線観測の将来計画 

第 11 回 TeV 領域ガンマ線観測 

第 12 回 最高エネルギー宇宙線の伝播 

第 13 回 最高エネルギー宇宙線源 

第 14 回 最高エネルギー宇宙線研究の現状 

第 15 回 最高エネルギー宇宙線研究の将来計画 

【事前・事後学習の内容】 

毎回ではないが、授業時間中に配布される資料についての調査とレポート、それらについての口頭発表

を求める場合がある． 

【評価方法】 

授業中の応答，レポートに基づき，評価する． 

【受講生へのコメント】 

宇宙物理学を履修していることが望ましい． 

【教材】 

参考書 

T. K. Gaisser「Cosmic Rays and Particle Physics」（Cambridge University Press） 

小田稔「宇宙線」（裳華房） 

木舟正「宇宙高エネルギー粒子の物理学」（培風館） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 84 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４５ 宇宙線物理学Ⅱ 後期 ２単位 

荻尾 彰一 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21504 Cosmic Ray Physics Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

飛翔体観測による低エネルギー宇宙線から極高エネルギー宇宙線まで，理論・観測両面から概説しつつ，

特に標準的な理論・観測技術と最新の成果・問題点に焦点をあてる． 

【授業の到達目標】 

宇宙線物理学において観測的あるいは理論的に確立している「スタンダード」を理解することを目標と

する．さらに，この土台に立ち，最新の研究に触れ，その問題点・課題を考察する能力を身につける． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 宇宙線とは何か 

第 2回 低エネルギー宇宙線のエネルギースペクトルと組成 

第 3回 宇宙線伝播の輸送方程式 

第 4回 leaky box model 

第 5 回 宇宙線の加速 

第 6回 フェルミ加速 

第 7回 空気シャワー現象 

第 8回 空気シャワー観測法 

第 9回 10 PeV までの宇宙線観測の現状 

第 10 回 10 PeV までの宇宙線観測の将来計画 

第 11 回 TeV 領域ガンマ線観測 

第 12 回 最高エネルギー宇宙線の伝播 

第 13 回 最高エネルギー宇宙線源 

第 14 回 最高エネルギー宇宙線研究の現状 

第 15 回 最高エネルギー宇宙線研究の将来計画 

【事前・事後学習の内容】 

毎回ではないが、授業時間中に配布される資料についての調査とレポート、それらについての口頭発表

を求める場合がある． 

【評価方法】 

授業中の応答，レポートに基づき，評価する． 

【受講生へのコメント】 

宇宙物理学を履修していることが望ましい． 

【教材】 

参考書 

T. K. Gaisser「Cosmic Rays and Particle Physics」（Cambridge University Press） 

小田稔「宇宙線」（裳華房） 

木舟正「宇宙高エネルギー粒子の物理学」（培風館） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４６ 宇宙・素粒子実験物理学Ⅰ 前期 ２単位 

中野 英一 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21505 
Experimental Physics of Cosmic-rays and 

Elementary Particles Ⅰ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

宇宙線観測や素粒子実験に必要な測定技術の解説を行う．  

【授業の到達目標】 

宇宙線観測や素粒子実験に用いる検出装置の基礎や手法を理解することを目標とする． 

 

【授業内容・授業計画】 

粒子と物質の相互作用，素粒子検出器の動作原理，開発の歴史，製作・使用方法など，電子回路を詳しく解説

する．さらに加速器，ビーム光学を解説する． 

第 １回 粒子と物質の相互作用 

第 ２回 電離損失（dE/dx） 

第 ３回 比例計数管 

第 ４回 ドリフトチェンバー 

第 ５回 MWPC/MWDC 

第 ６回 マイクロパターンガス検出器（MPGD） 

第 ７回 レジスティブ・プレート・チェンバー，ガイガー・ミュラー計数管 

第 ８回 半導体検出器 

第 ９回 チェレンコフ検出器・遷移輻射検出器 

第１０回 シンチレーション検出器 

第１１回 カロリーメータ・中性子検出器 

第１２回 ミュー粒子検出器・ニュートリノ検出器 

第１３回 電子回路 I（アナログ素子を中心） 

第１４回 電子回路 II（伝達回路、デジタル等） 

第１５回 加速器 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習は特に必要としないが，授業内容に即した期末レポートの提出を求められる． 

【評価方法】 

講義中の応答，期末レポートに基づき評価する． 

【受講生へのコメント】 

電磁気学、（特殊）相対論を理解していることが望ましい． 

【教材】 

参考書：Introduction to experimental particle physics, R.C. Fernow, Cambridge university press (1986)  

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４７ 宇宙・素粒子実験物理学Ⅱ 前期 ２単位 

岩崎 昌子 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21506 
Experimental Physics of Cosmic-rays and 

Elementary Particles Ⅱ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

宇宙線や素粒子実験でのデータ収集について概要を解説し、データ収集のプログラミングを説明する。

さらに、データ解析に使用するプログラミング言語とソフトウェア技術について説明する。この授業で

は PC を用いた実習も行う。 

【授業の到達目標】 

宇宙線や素粒子実験に必要な実験技術として、データ収集、およびデータ解析のために必要な計算機プ

ログラミング技術を習得する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 概論、LINUX の使い方と X ウインドウ 

第２回 C++入門（１）：イントロダクション 

第３回 C++入門（２）：制御文 

第４回 C++入門（３）：関数・配列・ポインタ 

第５回 C++入門（４）：クラス 

第６回 C++入門（５）：継承 

第７回 ROOT の使い方（１）：イントロダクション、ヒストグラム・グラフ作成 

第８回 ROOT の使い方（２）：乱数発生、フィッテイング 

第９回 ROOT の使い方（３）：I/O、オブジェクトの作成 

第 10 回 Python 入門（１）：イントロダクション 

第 11 回 Python 入門（２）：種々のモジュールを用いたプログラムの作成１ 

第 12 回 Python 入門（３）：種々のモジュールを用いたプログラムの作成２ 

第 13 回 データ収集ソフトウェア（１）：ネットワーク分散型制御イントロダクション 

第 14 回 データ収集ソフトウェア（２）：機器制御・モニタリング１(疑似データ) 

第 15 回 データ収集ソフトウェア（３）：機器制御・モニタリング２（実際の測定機器を使用） 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業内容に関連した課題を宿題として出すので、授業終了後、各自で学習し、課題を解いておくこと。 

【評価方法】 

出席、および授業中の課題、宿題点などで採点する。 

【受講生へのコメント】 

ＰＣを用いた実習を含む。授業内容は受講者の習熟度と実習の進み具合で変わることがある。 

【教材】 

テキストを配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４７ 宇宙・素粒子実験物理学Ⅱ 前期 ２単位 

岩崎 昌子 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21506 
Experimental Physics of Cosmic-rays and 

Elementary Particles Ⅱ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

宇宙線や素粒子実験でのデータ収集について概要を解説し、データ収集のプログラミングを説明する。

さらに、データ解析に使用するプログラミング言語とソフトウェア技術について説明する。この授業で

は PC を用いた実習も行う。 

【授業の到達目標】 

宇宙線や素粒子実験に必要な実験技術として、データ収集、およびデータ解析のために必要な計算機プ

ログラミング技術を習得する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 概論、LINUX の使い方と X ウインドウ 

第２回 C++入門（１）：イントロダクション 

第３回 C++入門（２）：制御文 

第４回 C++入門（３）：関数・配列・ポインタ 

第５回 C++入門（４）：クラス 

第６回 C++入門（５）：継承 

第７回 ROOT の使い方（１）：イントロダクション、ヒストグラム・グラフ作成 

第８回 ROOT の使い方（２）：乱数発生、フィッテイング 

第９回 ROOT の使い方（３）：I/O、オブジェクトの作成 

第 10 回 Python 入門（１）：イントロダクション 

第 11 回 Python 入門（２）：種々のモジュールを用いたプログラムの作成１ 

第 12 回 Python 入門（３）：種々のモジュールを用いたプログラムの作成２ 

第 13 回 データ収集ソフトウェア（１）：ネットワーク分散型制御イントロダクション 

第 14 回 データ収集ソフトウェア（２）：機器制御・モニタリング１(疑似データ) 

第 15 回 データ収集ソフトウェア（３）：機器制御・モニタリング２（実際の測定機器を使用） 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業内容に関連した課題を宿題として出すので、授業終了後、各自で学習し、課題を解いておくこと。 

【評価方法】 

出席、および授業中の課題、宿題点などで採点する。 

【受講生へのコメント】 

ＰＣを用いた実習を含む。授業内容は受講者の習熟度と実習の進み具合で変わることがある。 

【教材】 

テキストを配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４８ 重力波実験物理学 後期 ２単位 

神田 展行 

伊藤 洋介 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21507 
Experimental Physics of 

Gravitational Waves 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

重力波検出実験に必要な基礎知識と技術解説を行い、検出実験の原理と、イベント探索データ解析の概要を理

解する。 

【授業の到達目標】 

導入部では、重力波の理論的背景、重力波源の候補について、検出器の原理および重力と重力波にかかわる

実験の歴史を紐解き、これを理解する。次に、主としてレーザー干渉計型検出器の基本原理、原理的な雑音源を

理解する。後半では、データ解析の手法や統計的取り扱いについて解説する 

【授業内容・授業計画】 

第１回 重力波と検出実験の歴史 

第２回 重力波とその源 

第３回 検出器の原理（１）共鳴型アンテナ 

第４回 検出器の原理（２）レーザー干渉計（自由質点型） 

第５回 検出器の原理（３）レーザー干渉計の応答 

第６回 検出器の雑音（１）熱雑音 

第７回 検出器の雑音（２）地面振動、レーザー、エレクトロニクス 

第８回 スペクトル解析の基礎 

第９回 マッチドフィルター法による信号検出（１）基本原理、信号雑音比 

第１０回 マッチドフィルター法による信号検出（２）テンプレートバンク 

第１１回 観測データ（オープンデータ）を用いた実習（１）イベントデータ 

第１２回 観測データ（オープンデータ）を用いた実習（２）LAL 

第１３回 観測実験における少数統計の取り扱い 

第１４回 誤差伝搬、パラメータ推定 

第１５回 電磁波観測、ニュートリノ観測との関係、そのほかの重力波検出実験（パルサータイミング、

スペースクラフトなど） 

 

【事前・事後学習の内容】 

各項目について、文献等により事前に予習する。 

講義内容のいくつかを取りあげてレポートとし、事後学習を行う。 

【評価方法】 

期末レポートおよび出席並びに授業における質問等の平常点。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

"Gravitational Waves: Theory and Experiments", Michele Maggiore, Oxford, "Fundamentals of interferometric 

gravitational wave detectors", Petr R. Saulson, World Scientific, 「スペクトル解析」,日野幹生, 朝倉書店, 「ニュ

ートリノと重力波」, 日本物理学会編, 裳華房 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４９ 宇宙物理学 前期 ２単位 
神田 展行 

常定 芳基 

山本 和弘 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21508 Astrophysics １･２年次 講義 

【科目の主題】 

宇宙物理は、マクロな体系としての一般相対論に始まり、ミクロな系をあつかう素粒子物理学まで駆使して始めて

理解できる。また、近年の多くの観測や実験にもとづき、宇宙像が形成あるいは適時修正されつつある。本講義

では宇宙物理学の基礎的内容から解説を始め、最新の観測や実験を参照しながら、宇宙物理学の最前線を学

ぶ。 

【授業の到達目標】 

膨張宇宙論の基礎から初め、ビッグバンやインフレーションについて、初期宇宙における素粒子や重力の相互作

用について学ぶ。暗黒物質やダークエネルギーといった最新のトピックスを解説する。また恒星、銀河、銀河団と

いった宇宙の階層や、宇宙の大規模構造について総覧する。授業においては、理論だけでなく、種々の高エネ

ルギー天体現象、宇宙線、重力波、加速器などの最新の観測・実験結果をとりあげ、それらが宇宙の理解にどの

ように寄与しているかを解説する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 一般相対論と膨張宇宙 

第２回 ビッグバンと宇宙背景輻射 

第３回 宇宙論パラメーター 

第４回 宇宙項とダークエネルギー 

第５回 大規模構造 

第６回 銀河 

第７回 星の進化 

第８回 終末の星々（ブラックホール、中性子星、超新星） 

第９回 ガンマ線バースト、X 線天文、ガンマ線天文 

第 10 回 暗黒物質(天体) 

第 11 回 暗黒物質(CDM) 

第 12 回 初期宇宙と素粒子物理学 

第 13 回 元素合成 

第 14 回 暗黒物質 

第 15 回 ニュートリノ天文学 

【事前・事後学習の内容】 

各項目について、文献等により事前に予習する。 

講義内容のいくつかを取りあげてレポートとし、事後学習を行う。 

【評価方法】 

期末レポートおよび出席並びに授業における質問等の平常点。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書：現代物理学叢書 宇宙物理 佐藤文隆 岩波書店 

    現代の宇宙像 日本物理学会編 培風館 

    新版 宇宙物理学: 星・銀河・宇宙論 高原文郎 朝倉書店 

    そのほか適時最新実験についての論文を参照する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１４９ 宇宙物理学 前期 ２単位 
神田 展行 

常定 芳基 

山本 和弘 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL21508 Astrophysics １･２年次 講義 

【科目の主題】 

宇宙物理は、マクロな体系としての一般相対論に始まり、ミクロな系をあつかう素粒子物理学まで駆使して始めて

理解できる。また、近年の多くの観測や実験にもとづき、宇宙像が形成あるいは適時修正されつつある。本講義

では宇宙物理学の基礎的内容から解説を始め、最新の観測や実験を参照しながら、宇宙物理学の最前線を学

ぶ。 

【授業の到達目標】 

膨張宇宙論の基礎から初め、ビッグバンやインフレーションについて、初期宇宙における素粒子や重力の相互作

用について学ぶ。暗黒物質やダークエネルギーといった最新のトピックスを解説する。また恒星、銀河、銀河団と

いった宇宙の階層や、宇宙の大規模構造について総覧する。授業においては、理論だけでなく、種々の高エネ

ルギー天体現象、宇宙線、重力波、加速器などの最新の観測・実験結果をとりあげ、それらが宇宙の理解にどの

ように寄与しているかを解説する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 一般相対論と膨張宇宙 

第２回 ビッグバンと宇宙背景輻射 

第３回 宇宙論パラメーター 

第４回 宇宙項とダークエネルギー 

第５回 大規模構造 

第６回 銀河 

第７回 星の進化 

第８回 終末の星々（ブラックホール、中性子星、超新星） 

第９回 ガンマ線バースト、X 線天文、ガンマ線天文 

第 10 回 暗黒物質(天体) 

第 11 回 暗黒物質(CDM) 

第 12 回 初期宇宙と素粒子物理学 

第 13 回 元素合成 

第 14 回 暗黒物質 

第 15 回 ニュートリノ天文学 

【事前・事後学習の内容】 

各項目について、文献等により事前に予習する。 

講義内容のいくつかを取りあげてレポートとし、事後学習を行う。 

【評価方法】 

期末レポートおよび出席並びに授業における質問等の平常点。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書：現代物理学叢書 宇宙物理 佐藤文隆 岩波書店 

    現代の宇宙像 日本物理学会編 培風館 

    新版 宇宙物理学: 星・銀河・宇宙論 高原文郎 朝倉書店 

    そのほか適時最新実験についての論文を参照する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５０ 宇宙・高エネルギー物理学特別講義Ⅰ～Ⅲ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPI21501 

SAPI21502 

SAPI21503 

Selected Topics in Astro and High Energy 

Physics Ⅰ～Ⅲ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

宇宙・高エネルギー物理学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 89 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５１ 粒子物理学特別講義Ⅰ～Ⅲ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPI21504 

SAPI21505 

SAPI21506 

Selected Topics in Particle Physics Ⅰ～Ⅲ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

粒子物理学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５１ 粒子物理学特別講義Ⅰ～Ⅲ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPI21504 

SAPI21505 

SAPI21506 

Selected Topics in Particle Physics Ⅰ～Ⅲ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

粒子物理学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５２ 宇宙・高エネルギー物理学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPE21501 

SAPE21601 

Exercises in Astro and 

High Energy Physics 
１〜２年次 演習 

【科目の主題】 

宇宙・高エネルギー物理学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テ

ーマについての進行状況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

宇宙・高エネルギー物理学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識の修得を図る。 

【授業内容・授業計画】 

問題演習や基本的な学術論文の講読を行う。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５３ 物性物理学Ⅰ 前期 ２単位 

石川 修六 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31501 Condensed Matter Physics Ⅰ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

現代物理学の主要な柱である、量子力学、統計力学、電磁気学に基礎をおき、主として周期的原子の集

合体である金属内の電子の振る舞いの理解を深める。 

フェルミ液体論を通して相互作用する粒子集団の概要を理解する。 

電子系の輸送現象の理解を通して、超伝導・超流動の概要を理解する。 

【授業の到達目標】 

電気抵抗などの電子物性が、原子が周期的に集合して構成された結晶中での電子の運動で記述されるこ

とを理解する。 

相互作用するときと相互作用しないときでは粒子系の巨視的な性質にどんな違いが生じるか理解する。 

輸送現象をどのように取り扱うかを理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 伝導電子の基本的性質（結晶中の波動、古典的電気伝導） 

第２回      〃    （自由電子モデル、周期的境界条件） 

第３回      〃    （フェルミ準位、フェルミ縮退）） 

第４回      〃    （自由電子での電気伝導、電子比熱と電子パウリ常磁性） 

第５回 相互作用するフェルミ粒子系（フェルミ液体論と量子統計） 

第６回      〃       （準粒子分布関数とエネルギー変化）  

第７回      〃       （スピンとランダウパラメータ） 

第８回      〃       （平衡状態での比熱、帯磁率、有効質量、圧縮率） 

第９回 電子の運動と輸送現象（フェルミ液体論での粘性係数、熱伝導係数、スピン拡散係数） 

第 10 回      〃    （ランダウ量子化） 

第 11 回      〃    （ホール効果、量子ホール効果） 

第 12 回      〃    （一般の輸送現象） 

第 13 回 コヒーレントな状態 

第 14 回 超伝導現象と超流動現象 

第 15 回 復習 

【事前・事後学習の内容】 

事前に４回生までに勉強した統計力学、量子力学での関連事項を復習する。 

事後は、講義内容を復習し、レポート課題に反映させること。 

【評価方法】 

出席と複数回のレポートにより、総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

金属内（結晶中）の電子の挙動を考えるときの基本的なアプローチを身につけること。 

【教材】 

テキストはない。オリジナルに製作した資料を配付する。 

参考書：鹿児島誠一「固体物理学」 裳華房 ISBN4-7853-2210-1 

参考書：C. Kittel 「固体物理学入門 第 8 版 上」丸善 ISBN4-621-07653-1 

【備考１】 

学部で「物性物理学１」の単位をすでに取得した者は履修不可。 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５３ 物性物理学Ⅰ 前期 ２単位 

石川 修六 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31501 Condensed Matter Physics Ⅰ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

現代物理学の主要な柱である、量子力学、統計力学、電磁気学に基礎をおき、主として周期的原子の集

合体である金属内の電子の振る舞いの理解を深める。 

フェルミ液体論を通して相互作用する粒子集団の概要を理解する。 

電子系の輸送現象の理解を通して、超伝導・超流動の概要を理解する。 

【授業の到達目標】 

電気抵抗などの電子物性が、原子が周期的に集合して構成された結晶中での電子の運動で記述されるこ

とを理解する。 

相互作用するときと相互作用しないときでは粒子系の巨視的な性質にどんな違いが生じるか理解する。 

輸送現象をどのように取り扱うかを理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 伝導電子の基本的性質（結晶中の波動、古典的電気伝導） 

第２回      〃    （自由電子モデル、周期的境界条件） 

第３回      〃    （フェルミ準位、フェルミ縮退）） 

第４回      〃    （自由電子での電気伝導、電子比熱と電子パウリ常磁性） 

第５回 相互作用するフェルミ粒子系（フェルミ液体論と量子統計） 

第６回      〃       （準粒子分布関数とエネルギー変化）  

第７回      〃       （スピンとランダウパラメータ） 

第８回      〃       （平衡状態での比熱、帯磁率、有効質量、圧縮率） 

第９回 電子の運動と輸送現象（フェルミ液体論での粘性係数、熱伝導係数、スピン拡散係数） 

第 10 回      〃    （ランダウ量子化） 

第 11 回      〃    （ホール効果、量子ホール効果） 

第 12 回      〃    （一般の輸送現象） 

第 13 回 コヒーレントな状態 

第 14 回 超伝導現象と超流動現象 

第 15 回 復習 

【事前・事後学習の内容】 

事前に４回生までに勉強した統計力学、量子力学での関連事項を復習する。 

事後は、講義内容を復習し、レポート課題に反映させること。 

【評価方法】 

出席と複数回のレポートにより、総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

金属内（結晶中）の電子の挙動を考えるときの基本的なアプローチを身につけること。 

【教材】 

テキストはない。オリジナルに製作した資料を配付する。 

参考書：鹿児島誠一「固体物理学」 裳華房 ISBN4-7853-2210-1 

参考書：C. Kittel 「固体物理学入門 第 8 版 上」丸善 ISBN4-621-07653-1 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５４ 物性物理学Ⅱ 後期 ２単位 

杉﨑 満 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31502 Condensed Matter Physics Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

物性物理学の対象は，多数の原子が集まってできた物質である．本講義では，物性物理学Ⅰに引き続い

て，物質の示す多様な電気的，光学的，磁気的性質について，物質中で起こる物理的な諸過程を通して

整理し理解することが本科目の主題である． 

【授業の到達目標】 

常磁性は外部磁場との相互作用のみで理解できるのに対し，強磁性，反強磁性においては電子間の相互

作用が重要であることを理解する．マグノン，プラズモン，フォノン，エキシトンといった素励起の概

念，及びこれらの素励起と外場との相互作用によって現れる物理的諸性質を理解する． 

【授業内容・授業計画】 

第１回：フント則，磁場中の電子 

第２回：常磁性と反磁性 

第３回：交換相互作用，強磁性 

第４回：反強磁性 

第５回：磁気異方性と磁区構造 

第６回：マグノン 

第７回：X線による構造解析 

第８回：格子振動とフォノン 1：音響モードと光学モード 

第９回：格子振動とフォノン 2：第二量子化 

第 10 回：状態密度，格子比熱 

第 11 回：非調和ポテンシャル 

第 12 回：反射と屈折 

第 13 回：ドルーデモデル 

第 14 回：プラズモン，エキシトン，ポーラロン，ポラリトン 

第 15 回：非線形光学応答 

 

【事前・事後学習の内容】 

基礎的な量子力学，統計力学，電磁気の理解を前提とする．授業時に与える発展的課題についても，自

主的に調査を行うこと． 

【評価方法】 

出席，及びレポートにより評価する． 

【受講生へのコメント】 

物性物理学 I の履修が望ましい． 

【教材】 

鹿児島誠一「固体物理学」 裳華房 ISBN:978-4-7853-2210-6 

【備考１】 

学部で物性物理学 2 の単位をすでに取得した者は履修不可． 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５５ 量子統計力学Ⅰ 後期 ２単位 

坪田 誠 

竹内 宏光 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31503 Quantum Statistical Physics I １・２年次 講義 

【科目の主題】 

量子統計力学の基礎と、その低温物理学への応用を理解習得する事が主題である。 

 

【授業の到達目標】 

量子流体力学の基礎について理解し、文献等を自分で読めるようになることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 序論：低温物理学の意義 

第２回 量子凝縮 

第３回 超流動 

第４回 量子渦 

第５回 超流動ヘリウムの量子渦 

第６回 量子渦のダイナミクス１：基本的な運動 

第７回 量子渦のダイナミクス２：相互摩擦の効果、再結合 

第８回 古典乱流 

第９回 量子乱流：研究史 

第 10 回 量子乱流：統計則 

第 11 回 原子気体ボース・アインシュタイン凝縮 

第 12 回 原子気体ボース・アインシュタイン凝縮の量子渦 

第 13 回 原子気体ボース・アインシュタイン凝縮の量子乱流 

第 14 回 多成分ボース・アインシュタイン凝縮 

第 15 回 多成分ボース・アインシュタイン凝縮の量子乱流 

 

【事前・事後学習の内容】 

事後、授業内容を復習し、授業中に出された演習問題を解き、指定された文献等を読むこと。 

【評価方法】 

授業中に出す課題のレポートにより評価する。期末にレポート課題を提出。この内容で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

坪田誠/西森拓「量子渦のダイナミクス/砂丘と風紋の動力学」（培風館） 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５５ 量子統計力学Ⅰ 後期 ２単位 

坪田 誠 

竹内 宏光 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31503 Quantum Statistical Physics I １・２年次 講義 

【科目の主題】 

量子統計力学の基礎と、その低温物理学への応用を理解習得する事が主題である。 

 

【授業の到達目標】 

量子流体力学の基礎について理解し、文献等を自分で読めるようになることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 序論：低温物理学の意義 

第２回 量子凝縮 

第３回 超流動 

第４回 量子渦 

第５回 超流動ヘリウムの量子渦 

第６回 量子渦のダイナミクス１：基本的な運動 

第７回 量子渦のダイナミクス２：相互摩擦の効果、再結合 

第８回 古典乱流 

第９回 量子乱流：研究史 

第 10 回 量子乱流：統計則 

第 11 回 原子気体ボース・アインシュタイン凝縮 

第 12 回 原子気体ボース・アインシュタイン凝縮の量子渦 

第 13 回 原子気体ボース・アインシュタイン凝縮の量子乱流 

第 14 回 多成分ボース・アインシュタイン凝縮 

第 15 回 多成分ボース・アインシュタイン凝縮の量子乱流 

 

【事前・事後学習の内容】 

事後、授業内容を復習し、授業中に出された演習問題を解き、指定された文献等を読むこと。 

【評価方法】 

授業中に出す課題のレポートにより評価する。期末にレポート課題を提出。この内容で評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

坪田誠/西森拓「量子渦のダイナミクス/砂丘と風紋の動力学」（培風館） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５６ 量子統計力学Ⅱ 後期 ２単位 

小栗 章 

西川 裕規 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31504 Quantum Statistical Physics Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

多粒子系の量子力学の理解に必要な場の量子論、および線形応答理論などの基礎に関する講義を行う。さら
に、平均場近似などの代表的な考え方に基づき、相転移に関する基礎事項について解説する。さらに、超伝導、
近藤効果など、低エネルギーの量子現象への応用について述べる。 
 

 

【授業の到達目標】 

量子統計力学の基礎を習得することを目的とする。特に、低温物理や強相関電子系などへの応用を念頭に置
き、物性に関する理解を様々な側面から深めることを目指す。 

 

【授業内容・授業計画】 

授業の概要は次の通り： 
第 1 回 量子統計力学における密度演算子 
第 2 回 熱平衡状態の密度演算子に対する摂動展開：虚時間形式 
第 3 回 線形応答理論・久保公式 
第 4 回 同種多粒子系の熱平衡状態：Fermi 統計・Bose 統計 
第 5 回 Fermi 気体の熱力学的性質 
第 6 回 Fermi 気体の磁性：Pauli 常磁性・Landau 反磁性 
第 7 回 同種多粒子系の第 2 量子化と Green 関数 
第 8 回 電子間相互作用の効果、Fermi 流体論 
第 9 回 固体電子系の物性：Hubbard 模型 
第 10 回 Mott-Hubbard 金属絶縁体転移 
第 11 回 Heisenberg 模型、磁気相転移 
第 12 回 電子系の輸送理論：電流ゆらぎと揺動散逸定理 
第 13 回 量子不純物系の物理(1)，近藤効果 
第 14 回 量子不純物系の物理(2)，Anderson 模型 
第 15 回 まとめ 
 

【事前・事後学習の内容】 

関連事項に関する予習および復習。 

【評価方法】 

出席とレポートで評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

学部レベルの量子力学、統計力学の知識を前提とする。 

 

【教材】 

適宜プリント等を配布する。 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５７ 低温物理学 前期 ２単位 

石川 修六 

小原 顕 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31505 Low Temperature Physics １･２年次 講義 

【科目の主題】 

現代物理学における凝縮系は近年ますますその重要性を高めている。凝縮系は非常に多くの粒子からなる集団
が示す凝縮状態である。この講義では、超伝導および超流動現象を中心にして、低温特有の様々な量子現象と
その性質について講義する。 

【授業の到達目標】 

超伝導および超流動の発見からの展開（歴史）では量子力学の必要性を理解する。 
超伝導と超流動は、巨視的量子現象であり、その背後にはコヒーレンス状態である凝縮状態であることを理解す
る。 
オーダーパラメータとは何かを理解する。 
異方的超流体と異方的超伝導の概略を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回  超伝導および超流動発見の歴史と特有の現象 

第２回  超伝導の基本的性質：ロンドンの理論 

第３回  コヒーレンス長 

第４回  巨視的量子現象 

第５回  ＢＣＳ理論 

第６回  ギンツブルグ・ランダウ理論 

第７回  第１種および第２種超伝導体 

第８回  液体ヘリウム：ゼロ点運動と量子液体 

第９回  ボース気体とＢＥＣ 

第 10 回 ラムダ転移 

第 11 回 フォノン・ロトン 

第 12 回 ヴォルテックス 

第 13 回 ２流体理論 

第 14 回 内部対流と臨界速度 

第 15 回 異方的超流体と異方的超伝導 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

期末にレポート課題を提出。この内容で評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書：「超伝導・超流動」 恒藤敏彦著 岩波講座 現代の物理学 
参考書：「超伝導現象」 M. ティンカム著 小林俊一訳 東京・産業図書 

参考書：「超流動」 山田一雄、大見哲巨著 東京・培風館 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５７ 低温物理学 前期 ２単位 

石川 修六 

小原 顕 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31505 Low Temperature Physics １･２年次 講義 

【科目の主題】 

現代物理学における凝縮系は近年ますますその重要性を高めている。凝縮系は非常に多くの粒子からなる集団
が示す凝縮状態である。この講義では、超伝導および超流動現象を中心にして、低温特有の様々な量子現象と
その性質について講義する。 

【授業の到達目標】 

超伝導および超流動の発見からの展開（歴史）では量子力学の必要性を理解する。 
超伝導と超流動は、巨視的量子現象であり、その背後にはコヒーレンス状態である凝縮状態であることを理解す
る。 
オーダーパラメータとは何かを理解する。 
異方的超流体と異方的超伝導の概略を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回  超伝導および超流動発見の歴史と特有の現象 

第２回  超伝導の基本的性質：ロンドンの理論 

第３回  コヒーレンス長 

第４回  巨視的量子現象 

第５回  ＢＣＳ理論 

第６回  ギンツブルグ・ランダウ理論 

第７回  第１種および第２種超伝導体 

第８回  液体ヘリウム：ゼロ点運動と量子液体 

第９回  ボース気体とＢＥＣ 

第 10 回 ラムダ転移 

第 11 回 フォノン・ロトン 

第 12 回 ヴォルテックス 

第 13 回 ２流体理論 

第 14 回 内部対流と臨界速度 

第 15 回 異方的超流体と異方的超伝導 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

期末にレポート課題を提出。この内容で評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書：「超伝導・超流動」 恒藤敏彦著 岩波講座 現代の物理学 
参考書：「超伝導現象」 M. ティンカム著 小林俊一訳 東京・産業図書 

参考書：「超流動」 山田一雄、大見哲巨著 東京・培風館 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５８ 光物性論 後期 ２単位 

鐘本 勝一 

杉﨑 満 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31506 Optical Properties of Condensed Matter １･２年次 講義 

【科目の主題】 

機能性物質および材料の光物性を物性物理を通して理解することが本講義のテーマである。本講義では，光受

容性生体関連物質，光機能材料，光エレクトロニクス素子の機能と物理に関して，最近の研究成果も交えながら

解説する。 

【授業の到達目標】 

本講義では，物性物理学における基礎的事項（励起子，motional narrowing, 励起子・フォノン相互作用，自己束

縛，光誘起構造変化，光誘起電子移動，dephasing，光禁制遷移励起移動，遷移金属原子スピン，等々）や最先

端のレーザー分光計測技術等を踏まえながら，有機固体や光受容蛋白質を代表とした機能性物質の光物性に

ついて理解することを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 光吸収と蛍光を中心とした物質の光学素過程の概観 

第２回 群論の導入と線形光学応答との関係 

第３回 ヒルベルト空間における時間発展演算子と密度行列の導入 

第４回 リュービル空間で記述した非線形分極率 

第５回 ダブルサイドファインマンダイアグラムと非線形光学応答の関係 

第６回 生体物質における超高速光学過程 

第７回 光合成系に観られる非線形光学応答の例 1-フォトンエコーと振電相互作用 

第８回 光合成系に観られる非線形光学応答の例 2-二次元分光法と電子状態間のコヒーレンス 

第９回 電子格子相互作用のスペクトルによる評価 

第 10 回 一次元物質における非線形感受率 

第 11 回 有機半導体の光励起ダイナミクス 

第 12 回 各種半導体の光誘起スピン物性 

第 13 回 太陽電池動作の物理 

第 14 回 発光素子の動作過程の物理 

第 15 回 半導体レーザーの動作および疑似レーザー現象 

 

【事前・事後学習の内容】 

光や半導体に関する基礎事項を事前に復習しておく。 

【評価方法】 

受講態度を含めた出席状況とレポートで総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書； 光物性研究会組織委員会編，「光物性の基礎と応用」，オプトロニクス社; S. Mukamel, Nonlinear 
Optical Spectroscopy, New York, 1999, Oxford Univesity Press; W. W. Parson, Modern Optical Spectroscopy, 
Berlin, 2015, Springer; 垣谷俊昭，「光・物質・生命と反応（上）（下）」，丸善 等。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５９ 原子物理学 後期 ２単位 

井上 慎 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31507 Atomic Physics １・２年次 講義 

【科目の主題】 

歳差運動するスピンに振動磁場を加える実験と、２準位原子に光をあてる実験は、何が共通で、何が違

うのだろうか。２準位原子が共鳴において光を吸収する断面積が、波長の自乗のオーダーになりえると

いうのは本当か？この講義の主題は、これらの問いに自信を持って答えられるくらいに電磁場と原子の

相互作用に習熟することである。 

【授業の到達目標】 

磁場中の磁気モーメントの振る舞いについて、歳差運動、ラビ振動、および断熱遷移を理解する。さら

にアインシュタインの導入した自然放出と誘導放出の概念を復習し、共鳴における原子の光の吸収の起

源を理解する。密度行列をもちいてこれらの物理現象を統一的に扱う方法論を習得する。さらに、これ

らの内容を議論している英語の視聴覚教材を聴講し、その内容について議論する力量をつける。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 水素原子のエネルギー準位 

第２回 微細構造 

第３回 ラムシフト 

第４回 共鳴の Q 値 

第５回 線幅と緩和時間 

第６回 ラビ振動 

第７回 断熱遷移 

第８回 原子と光の相互作用 

第９回 アインシュタインの A 係数と B 係数 

第 10 回 自然放出 

第 11 回 吸収の断面積 

第 12 回 遷移の飽和 

第 13 回 選択則 

第 14 回 ３準位系 

第 15 回 レーザー冷却とボース凝縮 

 

【事前・事後学習の内容】 

関連事項に関する予習、及び講義の内容の復習。ビデオ教材の視聴については別途、授業の際に指示す

る。 

【評価方法】 

試験、レポート、出席、講義中の議論への貢献などに基づき総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

適宜、edX で開講しているビデオ教材"Atomic and Optical Physics"を用いる。edX 講義には英語字幕がつい

ているので、リスニングが特別に得意でなくても理解は十分可能である。議論は日本語で行う。 

【教材】 

C.J.Foot, "Atomic Physics" (ISBN: 0198506961), edX "Atomic and Optical Physics" 

【備考１】 

連絡用ホームページを常に参照すること：http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/phys/laser/class/class-j.html 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１５９ 原子物理学 後期 ２単位 

井上 慎 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31507 Atomic Physics １・２年次 講義 

【科目の主題】 

歳差運動するスピンに振動磁場を加える実験と、２準位原子に光をあてる実験は、何が共通で、何が違

うのだろうか。２準位原子が共鳴において光を吸収する断面積が、波長の自乗のオーダーになりえると

いうのは本当か？この講義の主題は、これらの問いに自信を持って答えられるくらいに電磁場と原子の

相互作用に習熟することである。 

【授業の到達目標】 

磁場中の磁気モーメントの振る舞いについて、歳差運動、ラビ振動、および断熱遷移を理解する。さら

にアインシュタインの導入した自然放出と誘導放出の概念を復習し、共鳴における原子の光の吸収の起

源を理解する。密度行列をもちいてこれらの物理現象を統一的に扱う方法論を習得する。さらに、これ

らの内容を議論している英語の視聴覚教材を聴講し、その内容について議論する力量をつける。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 水素原子のエネルギー準位 

第２回 微細構造 

第３回 ラムシフト 

第４回 共鳴の Q 値 

第５回 線幅と緩和時間 

第６回 ラビ振動 

第７回 断熱遷移 

第８回 原子と光の相互作用 

第９回 アインシュタインの A 係数と B 係数 

第 10 回 自然放出 

第 11 回 吸収の断面積 

第 12 回 遷移の飽和 

第 13 回 選択則 

第 14 回 ３準位系 

第 15 回 レーザー冷却とボース凝縮 

 

【事前・事後学習の内容】 

関連事項に関する予習、及び講義の内容の復習。ビデオ教材の視聴については別途、授業の際に指示す

る。 

【評価方法】 

試験、レポート、出席、講義中の議論への貢献などに基づき総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

適宜、edX で開講しているビデオ教材"Atomic and Optical Physics"を用いる。edX 講義には英語字幕がつい

ているので、リスニングが特別に得意でなくても理解は十分可能である。議論は日本語で行う。 

【教材】 

C.J.Foot, "Atomic Physics" (ISBN: 0198506961), edX "Atomic and Optical Physics" 

【備考１】 

連絡用ホームページを常に参照すること：http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/phys/laser/class/class-j.html 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６０ 固体低温物性 前期 ２単位 

矢野 英雄 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPL31508 Low Temperature Solid State Physics １･２年次 講義 

【科目の主題】 

絶対零度でも零点振動によって原子の位置交換が起こる量子固体をテーマに、統計性の違い（ボース粒

子とフェルミ粒子）に現れる量子固体の性質の違いや核スピンの磁性など、低温物理学の現代的課題の

理解を深める。 

【授業の到達目標】 

量子固体の性質が現れる固体ヘリウムについて、統計性が異なる固体ヘリウム４と固体ヘリウム３の比

較や、原子交換によって現れる固体ヘリウム３核スピン間の交換相互作用と磁気的性質を学ぶ。本科目

では、量子統計と交換相互作用および磁性の概念を理解できることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 超低温における物性と磁性の起源 

第２回 超低温で見いだされる核スピン整列 

第３回 ヘリウムの性質 

第４回 統計性の違いに現れる量子固体ヘリウムの特徴 

第５回 ヘリウムの状態図 

第６回 固体ヘリウムの冷却方法（実験） 

第７回 固体ヘリウム４の交換相互作用 

第８回 固体ヘリウム３の交換相互作用 

第９回 固体ヘリウム３の核スピン間相互作用 

第 10 回 固体ヘリウム３の結晶構造と有効ハミルトニアン 

第 11 回 固体ヘリウム３の磁気的性質―高温における性質、核磁気相転移 

第 12 回 固体ヘリウム３の磁気的性質―核磁気共鳴とスピン構造、４スピン相互作用 

第 13 回 固体ヘリウムの空格子点と超固体性 

第 14 回 液体ヘリウム４の量子統計と超流動性 

第 15 回 超流動ヘリウム４の交換相互作用と運動量分布 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業に関連する課題を解いておくこと。また、授業の各項目はそれまでの学習内容の積み上げによって

進むため、学習内容を復習し理解しておくことが重要である。 

【評価方法】 

出席と提出レポートにより評価を行う。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

「物理学最前線３：超低温における固体ヘリウム」長岡洋介著、共立出版 

「Superconductivity, Superfluids and Condensates」J. F. Annett、Oxford University Press 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６１ 
物性物理学特別講義 

ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB 
集中 各１単位 

他大学の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPI31501

～

SAPI31504 

Selected Topics in Solid State Physics

ⅠA･ⅠB･ⅡA･ⅡB 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

物性物理学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 

 

【授業の到達目標】 

物性物理学に関する最先端の研究内容の概要を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

講義後に授業内容に関連したレポートを作成する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６１ 
物性物理学特別講義 

ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB 
集中 各１単位 

他大学の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPI31501

～

SAPI31504 

Selected Topics in Solid State Physics

ⅠA･ⅠB･ⅡA･ⅡB 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

物性物理学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 

 

【授業の到達目標】 

物性物理学に関する最先端の研究内容の概要を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

講義後に授業内容に関連したレポートを作成する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６２ 
凝縮系物理学特別講義 

ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB 
集中 各１単位 

他大学の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPI31505

～

SAPI31508 

Selected Topics in Condensed Matter 

Physics ⅠA･ⅠB･ⅡA･ⅡB 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

凝縮系物理学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 
 

 

【授業の到達目標】 

凝縮系物理学に関する最先端の研究内容の概要を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

講義後に授業内容に関連したレポートを作成する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６３ 物性物理学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPE31501 

SAPE31601 
Exercises in Condensed Matter Physics １～２年次 演習 

【科目の主題】 

物性物理学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての進行状
況を報告し、討論を行う。 

 

【授業の到達目標】 

物性物理学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識の修得を図る。 
適宜、問題演習や基本的な学術論文の講読を行う。 

 

【授業内容・授業計画】 

各教員の指示による。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６３ 物性物理学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPE31501 

SAPE31601 
Exercises in Condensed Matter Physics １～２年次 演習 

【科目の主題】 

物性物理学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての進行状
況を報告し、討論を行う。 

 

【授業の到達目標】 

物性物理学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識の修得を図る。 
適宜、問題演習や基本的な学術論文の講読を行う。 

 

【授業内容・授業計画】 

各教員の指示による。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６４ 数理科学Ａ 前期 ２単位 

[安本 真士] 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1501 Mathematical Sciences A １・２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６５ 数理科学Ｂ 後期 ２単位 

[河村 建吾] 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1502 Mathematical Sciences B １・２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６５ 数理科学Ｂ 後期 ２単位 

[河村 建吾] 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1502 Mathematical Sciences B １・２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６６ 数理科学Ｃ 集中 ２単位 

[小池 貴之] 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1503 Mathematical Sciences C １・２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６７ 数理科学特別講義Ⅰ・Ⅱ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPI1501 

SAMPI1502 

Selected Topics in Mathematical 

Sciences Ⅰ･Ⅱ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

数理科学分野において、代数学、幾何学、解析学の応用、もしくはそれらと自然科学、工学、社会科学

との学際領域として発展してきたものに関する最近のトピックスを、他大学の専門家による集中講義と

して開講する。離散系数理学、代数解析学、可積分系、非線形数理学の理論等よりテーマを選択する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６７ 数理科学特別講義Ⅰ・Ⅱ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPI1501 

SAMPI1502 

Selected Topics in Mathematical 

Sciences Ⅰ･Ⅱ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

数理科学分野において、代数学、幾何学、解析学の応用、もしくはそれらと自然科学、工学、社会科学

との学際領域として発展してきたものに関する最近のトピックスを、他大学の専門家による集中講義と

して開講する。離散系数理学、代数解析学、可積分系、非線形数理学の理論等よりテーマを選択する。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６８ 数理物理学Ⅰ 前期 ２単位 

糸山 浩 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1504 Mathematical Physics Ⅰ １・２年次 講義・演習 

【科目の主題】 

弦理論とゲージ理論は我々の微視的ものの見方の最も基礎となる学問である。この科目では、微分、積分、代

数、幾何学の基礎知識を前提とする。講義科目は（1）弦理論の導入、（2）ゲージ理論の導入、（3）微分形式とそ

の物理への応用。基礎的内容の導入・復習に話を限り、研究に向けた更なる学習は、数理物理学 II、IV で行う。

【授業の到達目標】 

弦理論およびそのゲージ理論とのつながりを提示する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 弦理論の導入 
第２回 南部・後藤作用 
第３回 開弦・閉弦、向き付、光円錐ゲージ  
第４回 スペクトル、臨界次元 
第５回 スピンのある弦、GSO 射影と超対称性 
第６回 経路積分とゲージ場の量子化 
第７回 Fadeev-Popov ghost 
第８回 有効作用の理論 
第９回 ベータ関数と異常次元、漸近的自由性 
第 10 回 繰り込み群の方程式 
第 11 回 超対称性 
第 12 回 Seiberg-Witten 系 
第 13 回 行列模型 
第 14 回 微分形式の基礎 
第 15 回 ゲージ理論、重力理論への応用 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

講義・演習の復習。 

【評価方法】 

出席、宿題等による。 

 

【受講生へのコメント】 

力学及び、微分、積分、代数、幾何学の基礎知識を前提とする。 

 

【教材】 

特になし 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６９ 数理物理学Ⅱ 後期 ２単位 

森山 翔文 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1505 Mathematical Physics Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

素粒子標準理論は非可換ゲージ理論を用いて記述される。非可換ゲージ理論の学習を目標とする。 

【授業の到達目標】 

ゲージ原理を習得した後に、経路積分による量子化を復習して、量子化におけるゲージ固定を学習する。また、

繰り込み群を復習した後に、漸近的自由性について学習する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ゲージ原理 

第２回 非可換ゲージ対称性 

第３回 Yang-Mills 理論 

第４回 経路積分量子化 

第５回 ゲージ固定 

第６回 BRST 対称性 

第７回 Faddeev-Popov ゲージ固定 

第８回 繰り込み群 

第９回 ベータ関数 

第 10 回 漸近的自由性 

第 11 回 共形対称性 

第 12 回 量子異常 

第 13 回 異常次元 

第 14 回 Wess-Zumino 条件 

第 15 回 指数 

 

【事前・事後学習の内容】 

教材の該当箇所を熟読し、主体的に学習すること。 

【評価方法】 

平常点で評価する。 

【受講生へのコメント】 

この授業では数理物理学 I で導入された内容を深め、研究に向けた準備をする。学習内容は学生の興味と勉強

の進展状況に応じて、適宜変更する。開講前に受講者と学習内容について相談する。 

【教材】 

Michael E. Peskin, Daniel V. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory, Perseus Books 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 108 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１６９ 数理物理学Ⅱ 後期 ２単位 

森山 翔文 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1505 Mathematical Physics Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

素粒子標準理論は非可換ゲージ理論を用いて記述される。非可換ゲージ理論の学習を目標とする。 

【授業の到達目標】 

ゲージ原理を習得した後に、経路積分による量子化を復習して、量子化におけるゲージ固定を学習する。また、

繰り込み群を復習した後に、漸近的自由性について学習する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ゲージ原理 

第２回 非可換ゲージ対称性 

第３回 Yang-Mills 理論 

第４回 経路積分量子化 

第５回 ゲージ固定 

第６回 BRST 対称性 

第７回 Faddeev-Popov ゲージ固定 

第８回 繰り込み群 

第９回 ベータ関数 

第 10 回 漸近的自由性 

第 11 回 共形対称性 

第 12 回 量子異常 

第 13 回 異常次元 

第 14 回 Wess-Zumino 条件 

第 15 回 指数 

 

【事前・事後学習の内容】 

教材の該当箇所を熟読し、主体的に学習すること。 

【評価方法】 

平常点で評価する。 

【受講生へのコメント】 

この授業では数理物理学 I で導入された内容を深め、研究に向けた準備をする。学習内容は学生の興味と勉強

の進展状況に応じて、適宜変更する。開講前に受講者と学習内容について相談する。 

【教材】 

Michael E. Peskin, Daniel V. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory, Perseus Books 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１７０ 数理物理学Ⅲ 前期 ２単位 

石原 秀樹 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1506 Mathematical Physics Ⅲ １・２年次 講義･演習 

【科目の主題】 

物理法則における不変性，共変性． 

 

【授業の到達目標】 

不変性，共変性という概念は物理法則を定式化するときに最も基礎的で重要な役割をなすことを理解する． 
 

【授業内容・授業計画】 

第１回 時空と多様体 
第２回 ベクトルと 1形式   一般相対性理論の基礎 
第３回 計量空間 
第４回 平行移動と共変微分 
第５回 測地線方程式 
第６回 Lie 微分 
第７回 等長変換と Killing ベクトル 
第８回 時空の対称性と保存則 
第９回 相対論的粒子の正準形式 
第１０回 南部-後藤弦の力学 
第１１回 拘束条件のある力学系 
第１２回 拘束条件と対称性 
第１３回 第 1種拘束と第 2種拘束 
第１４回 一般相対性理論の対称性 
第１５回 一般相対性理論の正準形式 
 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

平常点 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

適宜紹介する 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１７１ 数理物理学Ⅳ 後期 ２単位 

森山 翔文 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1507 Mathematical Physics Ⅳ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

標準理論を超える有力な試みとして、超対称性がある。この授業では、超対称理論を習得することを目標とする。

【授業の到達目標】 

４次元超対称代数と表現について習得した後に、超空間上の超場から、超対称理論や超対称多重項を学習す

る。最後に拡大超対称性や一般次元における超対称性を学習する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ボゾンとフェルミオン 

第２回 ポアンカレ対称性 

第３回 Coleman-Mandula の定理 

第４回 ４次元超対称代数 

第５回 超対称変換 

第６回 カイラル多重項 

第７回 ベクトル多重項 

第８回 超空間 

第９回 超場 

第 10 回 カイラル超場 

第 11 回 ベクトル超場 

第 12 回 拡大超対称性 

第 13 回 一般次元における超対称代数 

第 14 回 最大超対称性 

第 15 回 超重力理論 

 

【事前・事後学習の内容】 

教材の該当箇所を熟読し、主体的に学習すること。 

【評価方法】 

平常点で評価する。 

【受講生へのコメント】 

この授業では数理物理学 I で導入された内容を深め、研究に向けた準備をする。学習内容は学生の興味と勉強

の進展状況に応じて、適宜変更する。開講前に受講者と学習内容について相談する。 

【教材】 

Julius Wess, Jonathan Bagger, "Supersymmetry and Supergravity", Princeton University Press 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１７１ 数理物理学Ⅳ 後期 ２単位 

森山 翔文 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1507 Mathematical Physics Ⅳ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

標準理論を超える有力な試みとして、超対称性がある。この授業では、超対称理論を習得することを目標とする。

【授業の到達目標】 

４次元超対称代数と表現について習得した後に、超空間上の超場から、超対称理論や超対称多重項を学習す

る。最後に拡大超対称性や一般次元における超対称性を学習する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ボゾンとフェルミオン 

第２回 ポアンカレ対称性 

第３回 Coleman-Mandula の定理 

第４回 ４次元超対称代数 

第５回 超対称変換 

第６回 カイラル多重項 

第７回 ベクトル多重項 

第８回 超空間 

第９回 超場 

第 10 回 カイラル超場 

第 11 回 ベクトル超場 

第 12 回 拡大超対称性 

第 13 回 一般次元における超対称代数 

第 14 回 最大超対称性 

第 15 回 超重力理論 

 

【事前・事後学習の内容】 

教材の該当箇所を熟読し、主体的に学習すること。 

【評価方法】 

平常点で評価する。 

【受講生へのコメント】 

この授業では数理物理学 I で導入された内容を深め、研究に向けた準備をする。学習内容は学生の興味と勉強

の進展状況に応じて、適宜変更する。開講前に受講者と学習内容について相談する。 

【教材】 

Julius Wess, Jonathan Bagger, "Supersymmetry and Supergravity", Princeton University Press 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１７２ 計算科学 後期 ２単位 

神田 展行 

伊藤 洋介 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPL1508 Computational Science １･２年次 講義 

【科目の主題】 

情報・論理化の基礎と、計算機の基本構造を学ぶ。数理科学における計算機使用における基礎的な計算手法

を、実際に計算機を使いながら学ぶ。後半では、確率・統計についてとりあげ、自然科学におけるデータや数値

計算の統計的扱いについて学ぶ。 

【授業の到達目標】 

ブール代数による論理演算、各種データの情報化についての基礎、計算機上での数値表現や演算回路などを

理解する。また、古典的な計算機から現在のコンピューターまでの歴史的概観を知る。これらをもとに、数値計算

を行う場合のノウハウや代表的な計算手法を学ぶ。また物理過程を例にとりつつ、モンテカルロ法や FFT などの

計算についても学ぶ。確率統計については、密度関数の基礎からおこない、各種統計量や誤差の計算、推定の

信頼度について学ぶ。計算手法等については、実際にコンピューター上で簡単なプログラム等を用いつつ授業

を進める。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 計算科学と情報理論、ブール代数 

第２回 計算機とその歴史 

第３回 計算機における数値 

第４回 演算回路の基本 

第５回 数値計算とプログラム言語 

第６回 乱数 

第７回 モンテカルロ法：定義とよく知られた応用例 

第８回 モンテカルロ法：マルコフ連鎖 

第９回 数値積分、方程式の解 

第 10 回 高速フーリエ演算 

第 11 回 確率密度関数、ベイズの定理 

第 12 回 統計の基礎、誤差とその伝搬 

第 13 回 カイ２乗と回帰計算 

第 14 回 最尤法 

第 15 回 信頼度検定 

【事前・事後学習の内容】 

計算機や確率、統計の基礎的事項については参考書などで事前に学習する。 

例題を計算機で実際におこなったりして、事後学習を行う。 

【評価方法】 

レポートおよび出席並びに授業における質問等の平常点。 

【受講生へのコメント】 

例題やレポート課題では計算機を使用するので、受講者は各人や研究室のパソコンあるいは学術情報セ

ンターなどでプログラムを作成し動作させる環境を用意することが望ましい。 

【教材】 

参考書： The Review of Particle Physics, W.-M. Yao et al., Journal of Physics, G 33, 1 (2006)  

Numerical Recipes in C, http://numerical.recipes 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 111 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１７３ 数理物理学特別講義Ⅰ～Ⅲ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPI1505 

SAMPI1506 

SAMPI1507 

Selected Topics in Mathematical Physics

Ⅰ～Ⅲ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

数理物理学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 

【授業の到達目標】 

数理物理学の各分野についての基礎的知識および基本的手法を身につける。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 112 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１７３ 数理物理学特別講義Ⅰ～Ⅲ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMPI1505 

SAMPI1506 

SAMPI1507 

Selected Topics in Mathematical Physics

Ⅰ～Ⅲ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

数理物理学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家が集中講義する。 

【授業の到達目標】 

数理物理学の各分野についての基礎的知識および基本的手法を身につける。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポートなど。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１７４ 前期海外特別研究１・２ 集中 各 1単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAIAR1501 

SAIAR1502 

International Advanced Research Course

for Master’s Thesis of Science 1・2 
１・２年次 演習 

【科目の主題】 

学生が海外で研究活動・学術交流を行うことを通し，国際的な場における研究経験を積むこと。 

【授業の到達目標】 

海外での研究活動により、修士論文研究課題の進歩や研究目標の達成のみならず、学生が研究分野にお

ける海外の学生・研究者の科学的なコミュニティに参加することを目標とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、海外派遣先の大学・研究機関および研究課題の設定、研究計画の立案、研究発表

あるいは実験指導などを行い、適切な助言を与える。海外での英語によるプレゼンテーション等につい

ても指導する。帰国後、研究報告を行う。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途指示する。また、課題を自ら探し出し、事前事後に積極的な学習を行う。 

【評価方法】 

研究成果・研究の進捗状況により評価する。海外でのプレゼンテーション，コミュニケーションのスキルの改善に

ついても確認する。 

【受講生へのコメント】 

海外研究の計画等については、登録前に指導教員と必ず相談すること。 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 113 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１７５ 前期特別研究 通年 12 単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAARC1501 

SAARC1601 

Advanced Research Course for Master's 

Thesis of Science 
１～２年次 演習・実験 

【科目の主題】 

修士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術の修得。 

【授業の到達目標】 

修士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術を修得する。 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、研究課題の設定、研究計画の立案、専門書および学術論文の講読、実験指導などを行

い、修士論文の完成に適切な助言を与える。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 114 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

１７５ 前期特別研究 通年 12 単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAARC1501 

SAARC1601 

Advanced Research Course for Master's 

Thesis of Science 
１～２年次 演習・実験 

【科目の主題】 

修士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術の修得。 

【授業の到達目標】 

修士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術を修得する。 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、研究課題の設定、研究計画の立案、専門書および学術論文の講読、実験指導などを行

い、修士論文の完成に適切な助言を与える。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０１ 基幹有機化学 前期 ２単位 

森本 善樹 

品田 哲郎 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBORG1501 Core Organic Chemistry １年次 講義 

【科目の主題】 

物質合成はあらゆる科学に通ずる根幹をなす学問分野である。本講では、大学院レベルの有機合成反応におけ

る選択性の基礎と官能基変換の基本である酸化・還元反応等について学ぶ。有機分子が関与する弱い結合力

を理解することは、物質の相互作用を引き金とする情報伝達と機能を理解する重要なコンセプトである。その基本

概念と応用例について学ぶ。 

【授業の到達目標】 

有機合成反応の論文が理解できる程度の基礎的事項を修得することを到達目標とする。非共有結合に焦点を当

てた分子間相互作用について、その特性を理解し、カラムクロマトグラフィーなどの応用例を学ぶことを通じて理

解を深める。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 選択性発現を支配する要因、速度支配と熱力学支配 

第２回 選択性発現を支配する要因、静電相互作用と軌道相互作用、溶媒効果、隣接基関与 

第３回 選択性発現を支配する要因、位置選択性、官能基選択性 

第４回 立体特異性、環状および鎖状化合物の反応における立体選択性 

第５回 鎖状化合物の反応における立体選択性とアノマー効果 

第６回 官能基変換：還元 

第７回 官能基変換：酸化 

第８回 非共有結合と相互作用：概論 

第９回 非共有結合と相互作用：各論解説 

第 10 回 生体分子とリガンドの結合解離：概論 

第 11 回 生体分子とリガンドの結合解離：各論 

第 12 回 化合物の分離：概説 

第 13 回 化合物の分離：逆相クロマトグラフィー 

第 14 回 化合物の分離：アフィニティークロマトグラフィー 

第 15 回 試験と解説 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前に授業内容を予習しておくことが望ましい。予習課題を課す場合もある。また、各授業の前後に授

業内容に関連する教科書の該当部分を学習することを勧める。 

【評価方法】 

出席、レポート、試験等で総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

大学卒レベルの有機化学を修得していること。 

【教材】 

適宜プリントを配布する。野依良治ほか編「大学院講義有機化学Ⅰ，Ⅱ」（東京化学同人）他。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 115 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０２ 基幹無機化学 前期 ２単位 

三宅 弘之 

板崎 真澄 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBING1501 
 

Core Inorganic Chemistry １年次 講義 

【科目の主題】 

配位子場理論を学ぶことにより、金属錯体の結合と構造を理解する。また、この理論をもとに錯体の分光

学を解説する。次に、錯体の配位子置換反応や酸化還元反応について、近年の話題も取り上げながら解説

する。さらに、有機金属化学において基礎となる遷移金属－炭素間の結合を概説し、さらに遷移金属－典

型元素（Si, B, P, S など）間の結合について解説する。 

 

【授業の到達目標】 

無機化学、有機化学を問わず、今や遷移金属錯体は広く利用されている。本講義では、遷移金属錯体を扱

う上で必須となる考え方や現象の理解を助けるための基礎を、体系的に取得することを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 錯体の結合と構造および分光学の基礎 自由原子の電子状態とエネルギー準位 

第２回 錯体の結合と構造および分光学の基礎 点群の決定 群の表現と既約表現 指標表 

第３回 錯体の結合と構造および分光学の基礎 結晶場による電子状態のエネルギー準位の分裂 

第４回 錯体の結合と構造および分光学の基礎 金属イオンの光学的電子遷移確率 

第５回 錯体の反応 溶液内平衡反応 

第６回 錯体の反応 置換反応 

第７回 錯体の反応 配位子の反応 

第８回 14 族元素を配位子とする錯体 遷移金属シリル錯体 

第９回 14 族元素を配位子とする錯体 η2-シラン錯体、シリレン錯体 

第 10 回 14 族元素を配位子とする錯体 含ケイ素 3員環錯体、ケイ素が架橋した遷移金属複核錯体 

第 11 回 13 族元素を配位子とする錯体 Ｍ-Ｂ錯体 

第 12 回 13 族元素を配位子とする錯体 Ｍ-Ｅ錯体 (E = Al, Ga, In, Tl) 
第 13 回 15 族元素を配位子とする錯体 

第 14 回 16 族元素を配位子とする錯体 

第 15 回 試験と解説 

【事前・事後学習の内容】 

授業毎にプリントを配布する。必ず事前に内容を確認して授業に臨むこと。講義後は各自で講義の要点

をまとめ、指定された演習問題をひと通り解くこと。各自講義の要点をまとめるなど、準備を欠かさな

いようにすること。 
 

【評価方法】 

中間試験および期末試験などから総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した無機化学を復習しておくこと。 

【教材】 

中沢 浩・小坂田耕太郎 編著「有機金属化学」第２版（三共出版） 

シュライバー・アトキンス無機化学 第６版（東京化学同人） 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 116 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０２ 基幹無機化学 前期 ２単位 

三宅 弘之 

板崎 真澄 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBING1501 
 

Core Inorganic Chemistry １年次 講義 

【科目の主題】 

配位子場理論を学ぶことにより、金属錯体の結合と構造を理解する。また、この理論をもとに錯体の分光

学を解説する。次に、錯体の配位子置換反応や酸化還元反応について、近年の話題も取り上げながら解説

する。さらに、有機金属化学において基礎となる遷移金属－炭素間の結合を概説し、さらに遷移金属－典

型元素（Si, B, P, S など）間の結合について解説する。 

 

【授業の到達目標】 

無機化学、有機化学を問わず、今や遷移金属錯体は広く利用されている。本講義では、遷移金属錯体を扱

う上で必須となる考え方や現象の理解を助けるための基礎を、体系的に取得することを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 錯体の結合と構造および分光学の基礎 自由原子の電子状態とエネルギー準位 

第２回 錯体の結合と構造および分光学の基礎 点群の決定 群の表現と既約表現 指標表 

第３回 錯体の結合と構造および分光学の基礎 結晶場による電子状態のエネルギー準位の分裂 

第４回 錯体の結合と構造および分光学の基礎 金属イオンの光学的電子遷移確率 

第５回 錯体の反応 溶液内平衡反応 

第６回 錯体の反応 置換反応 

第７回 錯体の反応 配位子の反応 

第８回 14 族元素を配位子とする錯体 遷移金属シリル錯体 

第９回 14 族元素を配位子とする錯体 η2-シラン錯体、シリレン錯体 

第 10 回 14 族元素を配位子とする錯体 含ケイ素 3員環錯体、ケイ素が架橋した遷移金属複核錯体 

第 11 回 13 族元素を配位子とする錯体 Ｍ-Ｂ錯体 

第 12 回 13 族元素を配位子とする錯体 Ｍ-Ｅ錯体 (E = Al, Ga, In, Tl) 
第 13 回 15 族元素を配位子とする錯体 

第 14 回 16 族元素を配位子とする錯体 

第 15 回 試験と解説 

【事前・事後学習の内容】 

授業毎にプリントを配布する。必ず事前に内容を確認して授業に臨むこと。講義後は各自で講義の要点

をまとめ、指定された演習問題をひと通り解くこと。各自講義の要点をまとめるなど、準備を欠かさな

いようにすること。 
 

【評価方法】 

中間試験および期末試験などから総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した無機化学を復習しておくこと。 

【教材】 

中沢 浩・小坂田耕太郎 編著「有機金属化学」第２版（三共出版） 

シュライバー・アトキンス無機化学 第６版（東京化学同人） 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０３ 基幹物理化学 前期 ２単位 

佐藤 和信 

八ッ橋 知幸 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBPHY1501 Core Physical Chemistry １年次 講義 

【科目の主題】 

分子物理化学のミクロな電子状態を理解するための基礎と手法を習得するために、本講義では、量子物理化学

と分子分光学の基礎について学部で履修した内容の復習を交えながらしっかりと理解するところから始めて、先

端分子科学へ応用することのできる基礎学力を築くための理論的基礎と最新の分子分光学を詳説する。 

 

【授業の到達目標】 

物理化学以外を専門分野とする大学院生が、現代の分子科学を理解するために不可欠な量子化学と分子分光

学の基礎を習得することを目的とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 量子論の基礎 

第２回 量子論の基礎 量子力学の基礎概念 

第３回 量子論の基礎 時間依存する量子力学 

第４回 原子の電子状態 

第５回 分子の電子状態 化学結合の量子論 

第６回 分子軌道法の基礎 

第７回 密度汎関数法概説 

第８回 真空紫外光の化学 真空紫外領域の活用 

第９回 真空紫外光の化学 吸収断面積、振動子強度と総和則、超励起状態とリュードベリ状態 

第 10 回 Ｘ線の化学 Ｘ線領域の活用 

第 11 回 Ｘ線の化学 光電子放出 

第 12 回 Ｘ線の化学 蛍光Ｘ線放出 

第 13 回 Ｘ線の化学 Ｘ線吸収微細構造 

第 14 回 電子線の化学 電子顕微鏡 

第 15 回 演習レポートの解説 

 

【事前・事後学習の内容】 

毎講義ごとに復習・予習プリントを配布する。必ず事前に予習内容を確認して授業に臨むこと。講義後

は各自で講義の要点をまとめ、指定された学術論文を読んでおくこと。 

【評価方法】 

レポートによる。 

【受講生へのコメント】 

量子化学と分子分光学の基礎を習得し、各自の専門研究に活かせる応用力を養ってほしい。 

【教材】 

適宜、資料を配布する。第 8-14 回の講義に関連する情報はホームページにて公開する（www.laserchem.jp）。

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０４ 創成分子科学 後期 ２単位 

手木 芳男 

中島 洋 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCMS1501 Creative Molecular Science １年次 講義 

【科目の主題】 

量子力学や電子状態理論に基づく分子性物質の理解は、分子科学にとり不可欠なものである。本講義で

は分子性物質の磁気的性質（磁性）の基礎と、分子の電子状態を研究する手段の一つとしての磁化率測

定、ＥＳＲ（時間分解ＥＳＲを含む）について講義する。後半では、金属錯体の構造と反応について、

量子化学の考え方を取り入れ、系統立てて理解する方法を講義する。 

【授業の到達目標】 

講義の前半では、大学の学部で学習した内容の復習による知識の定着を図り、磁性の基礎と、量子論に基

づく磁性の起源、交換相互作用、電子スピン共鳴分光学について、理解することを目指す。 

一方、後半では、化学群論について復習し、分子の構造要素である「対称性」を記述する道具として使えるように

なることを目指す。分子の対称性は、分子のエネルギーや反応性を理解するうえで重要だからである。群論の基

礎ができた後は、金属錯体の構造をもとに、その配位子場エネルギーを半定量的に求め、錯体の構造と反応性

を系統的に理解する手法の習得を目指す。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 磁性の起源、電子スピン、ゼーマン相互作用とラーモア周波数、反磁性 

第２回 局在電子系の常磁性とキュリー則、磁化率の測定法 

第３回 伝導電子の常磁性 

第４回 交換相互作用とその起源、分子磁性（有機磁性体）の基礎 

第５回 ワイスの分子場近似とキュリー•ワイス則、強磁性、反強磁性 

第６回 フェリ磁性体と反強磁性体 

第７回 電子スピン共鳴法と先端的電子スピン共鳴法(時間領域測定)の基礎 

第８回 化学群論 入門 －指標表の見方－ 

第９回 化学群論 入門 －指標表の使い方－ 

第 10 回 錯体の対称性を群論で考える Kugel 群とその部分群 

第 11 回 配位子場安定化エネルギーを半定量的に考える１ －角重なりモデルについて－ 

第 12 回 配位子場安定化エネルギーを半定量的に考える２ －角重なりモデルの応用－ 

第 13 回 配位子置換反応を群論で考える１ －事例の紹介－ 

第 14 回 配位子置換反応を群論で考える２ －理論的取り扱い－ 

第 15 回 磁性と錯体の群論に関する期末試験、およびその解説 

【事前・事後学習の内容】 

毎回講義を聞いた後、次の講義までに復習を行うことにより、理解を深めること。 

【評価方法】 

平常点、レポート、期末試験の結果より総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

前半については、学部在籍時に学習した熱力学、量子論、磁気共鳴を復習して、理解しておく事。 

後半については、学部在籍時に学習した群論を復習し、理解しておくこと。 

【教材】 

幸田他、「大学院講義物理化学・第２版 Ⅲ．固体の科学と物性」（東京化学同人）7 章 
高木秀夫 著「量子論に基づく無機化学」（名古屋大学出版会） 

参考書：三吉克彦 著「金属錯体の構造と性質」（岩波書店） さらに必要に応じて資料等を配布する。

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０４ 創成分子科学 後期 ２単位 

手木 芳男 

中島 洋 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCMS1501 Creative Molecular Science １年次 講義 

【科目の主題】 

量子力学や電子状態理論に基づく分子性物質の理解は、分子科学にとり不可欠なものである。本講義で

は分子性物質の磁気的性質（磁性）の基礎と、分子の電子状態を研究する手段の一つとしての磁化率測

定、ＥＳＲ（時間分解ＥＳＲを含む）について講義する。後半では、金属錯体の構造と反応について、

量子化学の考え方を取り入れ、系統立てて理解する方法を講義する。 

【授業の到達目標】 

講義の前半では、大学の学部で学習した内容の復習による知識の定着を図り、磁性の基礎と、量子論に基

づく磁性の起源、交換相互作用、電子スピン共鳴分光学について、理解することを目指す。 

一方、後半では、化学群論について復習し、分子の構造要素である「対称性」を記述する道具として使えるように

なることを目指す。分子の対称性は、分子のエネルギーや反応性を理解するうえで重要だからである。群論の基

礎ができた後は、金属錯体の構造をもとに、その配位子場エネルギーを半定量的に求め、錯体の構造と反応性

を系統的に理解する手法の習得を目指す。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 磁性の起源、電子スピン、ゼーマン相互作用とラーモア周波数、反磁性 

第２回 局在電子系の常磁性とキュリー則、磁化率の測定法 

第３回 伝導電子の常磁性 

第４回 交換相互作用とその起源、分子磁性（有機磁性体）の基礎 

第５回 ワイスの分子場近似とキュリー•ワイス則、強磁性、反強磁性 

第６回 フェリ磁性体と反強磁性体 

第７回 電子スピン共鳴法と先端的電子スピン共鳴法(時間領域測定)の基礎 

第８回 化学群論 入門 －指標表の見方－ 

第９回 化学群論 入門 －指標表の使い方－ 

第 10 回 錯体の対称性を群論で考える Kugel 群とその部分群 

第 11 回 配位子場安定化エネルギーを半定量的に考える１ －角重なりモデルについて－ 

第 12 回 配位子場安定化エネルギーを半定量的に考える２ －角重なりモデルの応用－ 

第 13 回 配位子置換反応を群論で考える１ －事例の紹介－ 

第 14 回 配位子置換反応を群論で考える２ －理論的取り扱い－ 

第 15 回 磁性と錯体の群論に関する期末試験、およびその解説 

【事前・事後学習の内容】 

毎回講義を聞いた後、次の講義までに復習を行うことにより、理解を深めること。 

【評価方法】 

平常点、レポート、期末試験の結果より総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

前半については、学部在籍時に学習した熱力学、量子論、磁気共鳴を復習して、理解しておく事。 

後半については、学部在籍時に学習した群論を復習し、理解しておくこと。 

【教材】 

幸田他、「大学院講義物理化学・第２版 Ⅲ．固体の科学と物性」（東京化学同人）7 章 
高木秀夫 著「量子論に基づく無機化学」（名古屋大学出版会） 

参考書：三吉克彦 著「金属錯体の構造と性質」（岩波書店） さらに必要に応じて資料等を配布する。

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０５ 機能分子科学 後期 ２単位 

佐藤 哲也 

西村 貴洋 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFMS1501 Functional Molecular Science １年次 講義 

【科目の主題】 

機能分子を合成する上で、最も重要な手法となりつつある、遷移金属触媒反応の基礎について解説する。有機

合成に最も広く用いられているパラジウム触媒を用いた反応について例を挙げて解説し、その後クロスカップリン

グ反応および最近のトピックスである炭素−水素結合の直接的官能基化についても述べる。 

【授業の到達目標】 

機能分子科学は、分子変換・合成を軸として、新しい反応手法の開発、ならびに生体関連物質から物性全般に

かかわる機能物質の創製を目指す学問分野である。本講義では、現代の機能分子創製において、欠くことので

きない反応手法となった、クロスカップリングを始めとする遷移金属触媒反応について解説し、有機金属化学の基

礎と触媒反応のメカニズムまで理解することを目的とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 有機金属化学の歴史 

第２回 １８電子則 

第３回 有機金属錯体の合成と性質 

第４回 有機金属錯体の反応：酸化的付加と還元的脱離 

第５回 有機金属錯体の反応：挿入・脱離・トランスメタル化 

第６回 金属触媒を用いた有機合成反応における触媒サイクル 

第７回 有機金属化学の基礎に関する中間試験と解答解説 

第８回 パラジウムの化学 

第９回 パラジウム触媒反応 

第 10 回 クロスカップリング反応の歴史・機構 

第 11 回 クロスカップリング反応の応用 

第 12 回 C-H 活性化の基礎 

第 13 回 C-H アルキル化・アルケニル化 

第 14 回 C-H アリール化 

第 15 回 クロスカップリング・C-H 活性化に関する期末試験と解答解説 

【事前・事後学習の内容】 

毎講義終了時に、次週の講義で扱う内容を示すので、事前に予習して授業に臨むこと。 

【評価方法】 

課題・小テスト（40％）・中間試験（30％）・期末試験（30％）を目安に成績を評価する。 

【受講生へのコメント】 

学部レベルの有機化学を修得していること。 

【教材】 

適宜プリントを配布する。  

参考書：大学院講義 有機化学（野依良治ら／編、東京化学同人） 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０６ 創成有機分子科学特論Ⅰ 後期 １単位 

臼杵 克之助 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCOR1501 Creative Advanced Organic Chemistry Ⅰ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

核磁気共鳴(NMR)スペクトルは有機化合物中の 1H 核や 13C 核の情報を豊富に含んでいるので、生物がつ

くりだす天然有機化合物、あるいは人工的な合成有機化合物の複雑な構造をも決定できるようになった。

本特論では、分子の平面構造に関わる情報をより直接的に多く引き出すことができる二次元 NMR に加え

て、立体配置や立体配座などを決定する際に必要な NMR の基礎知識とスペクトル解析における注意点を、

最近の研究例を中心に解説する。 

【授業の到達目標】 

演習をあわせておこなうことで、核磁気共鳴(NMR)法による有機化合物の分子構造解析に関する基礎知識

とテクニック、コツを修得する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 二次元 NMR スペクトル COSY, HMBC, HMQC, TOCSY など 

第２回 核オーバーハウザー効果 nOe 

第３回 複雑なスピン結合（一次スペクトルと二次スペクトル） 

第４回 総合演習（二次元スペクトル解析による構造解析・シグナルの帰属を行うには） 

第５回 立体配座と化学交換（NMR ダイナミクス） 

第６回 相対立体配置や絶対立体配置を決定するには 

第７回 総合演習（二次元スペクトル解析による構造解析・化学構造の決定を行うには） 

第８回 演習レポートの解説 

【事前・事後学習の内容】 

総合演習では、事前に配布する予習課題の解答をあらかじめ作成してから授業に臨むこと。 

【評価方法】 

レポート、演習、出席状況などを総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した有機化学、分光学および機器分析法に関する講義内容を復習しておくこと。 

【教材】 

プリントを配布する。 

参考書：横山泰・石原晋次・廣田洋著「演習で学ぶ有機化合物のスペクトル解析」（東京化学同人） 

    岩下孝・楠見武徳・村田道雄著「特論 NMR 立体化学」（講談社） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 120 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０６ 創成有機分子科学特論Ⅰ 後期 １単位 

臼杵 克之助 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCOR1501 Creative Advanced Organic Chemistry Ⅰ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

核磁気共鳴(NMR)スペクトルは有機化合物中の 1H 核や 13C 核の情報を豊富に含んでいるので、生物がつ

くりだす天然有機化合物、あるいは人工的な合成有機化合物の複雑な構造をも決定できるようになった。

本特論では、分子の平面構造に関わる情報をより直接的に多く引き出すことができる二次元 NMR に加え

て、立体配置や立体配座などを決定する際に必要な NMR の基礎知識とスペクトル解析における注意点を、

最近の研究例を中心に解説する。 

【授業の到達目標】 

演習をあわせておこなうことで、核磁気共鳴(NMR)法による有機化合物の分子構造解析に関する基礎知識

とテクニック、コツを修得する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 二次元 NMR スペクトル COSY, HMBC, HMQC, TOCSY など 

第２回 核オーバーハウザー効果 nOe 

第３回 複雑なスピン結合（一次スペクトルと二次スペクトル） 

第４回 総合演習（二次元スペクトル解析による構造解析・シグナルの帰属を行うには） 

第５回 立体配座と化学交換（NMR ダイナミクス） 

第６回 相対立体配置や絶対立体配置を決定するには 

第７回 総合演習（二次元スペクトル解析による構造解析・化学構造の決定を行うには） 

第８回 演習レポートの解説 

【事前・事後学習の内容】 

総合演習では、事前に配布する予習課題の解答をあらかじめ作成してから授業に臨むこと。 

【評価方法】 

レポート、演習、出席状況などを総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した有機化学、分光学および機器分析法に関する講義内容を復習しておくこと。 

【教材】 

プリントを配布する。 

参考書：横山泰・石原晋次・廣田洋著「演習で学ぶ有機化合物のスペクトル解析」（東京化学同人） 

    岩下孝・楠見武徳・村田道雄著「特論 NMR 立体化学」（講談社） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０７ 創成有機分子科学特論Ⅱ 後期 １単位 

小嵜 正敏 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCOR1502 Creative Advanced Organic Chemistry Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

最先端の合成技術を駆使することで，特異な構造，性質を持ったπ共役有機分子を得ることができる．

π共役系の接続形態（トポロジー）や構成原子の種類を変えることによって，性質の異なる多彩なπ共

役系が創出できる．現在，新規な性質を持つπ共役系の探索やπ共役分子を次世代機能性材料として応

用する研究が盛んに行われている． 

本講義では，π共役分子を中心として分子の構造，反応性中間体の性質，分子物性を説明する．また、

光化学反応も取り上げて説明する．最新の研究に関しても適時とりあげて解説する． 

【授業の到達目標】 

π共役系の合成，構造，性質，機能発現機構を理解することを目標とする．これらの理解を通じて優

れた特性，物性を持つπ共役有機分子の設計，開発を行うために必要な，高度な専門知識を習得するこ

とを目的とする． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 電子構造（分子のひずみ、芳香族性） 

第２回 反応性中間体（カルボカチオン、カルバニオン、ラジカル） 

第３回 特異なπ共役分子（シクロパラフェニレン、フラーレン、コロネン、スマネン） 

第４回 π共役分子の機能Ⅰ（電荷移動錯体、電導性分子） 

第５回 π共役分子の機能Ⅱ（有機トランジスタ） 

第６回 π共役分子の機能Ⅲ（有機太陽電池、有機発光素子） 

第７回 π共役分子の集積 （超分子） 

第 8 回 π共役分子の光化学反応 

 

 

 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業前に講義に関する資料を配付するので内容を確認し，授業に臨むこと．また，講義後に関係する

学術論文を読み最新の研究成果に関して調べること． 

【評価方法】 

講義終了後に提出するレポート等から総合的に評価する． 

【受講生へのコメント】 

特異な構造，性質を持ったπ共役有機分子について興味をもつ学生はぜひ受講してもらいたい． 

【教材】 

適時プリントを配付する．また，参考書として以下のものを推薦する． 

１. 構造有機化学、戸部義人・豊田真司、朝倉書店． 

２. 未来材料を創出するπ電子系の科学―新しい合成・構造・機能化に向けて，日本化学会編，化学同人．

３、大学院講義有機化学Ⅰ、野依良治ら編集、東京化学同人． 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０８ 創成無機分子科学特論Ⅰ 前期 １単位 

西岡 孝訓 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCIN1501 
Creative Advanced  

Inorganic Chemistry Ⅰ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

金属を含む物質の構造と性質について概観し、その合成設計のために、分子レベルで取り扱うことのできる金属

錯体やクラスター化合物の構造、性質およびその反応性について解説する。 

【授業の到達目標】 

金属錯体、クラスター化合物の構造や化学的性質と反応、触媒反応との関係を理解することで，無機物質の合目

的物質設計の基礎となる知識を身につけることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 無機物質の理解の基礎となる化学結合論 

第２回 無機物質の対称性、分子および結晶構造などに関する構造論 

第３回 無機物質固体の構造解析法 
第４回 無機物質の溶液における構造解析法 
第５回 固体金属酸化物や硫化物のモデルとしての金属錯体およびクラスター化合物の構造と性質 

第６回 金属錯体を用いた均一系触媒反応 

第７回 クラスター化合物を用いた均一系触媒反応 

第８回 期末試験と解答解説 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業前に教科書あるいは配付資料に目を通しておくこと。各授業の前後にそれぞれ 2 時間程度の予習・

復習を行うことが望ましい。 

【評価方法】 

レポート、出席、試験の結果により総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書： 岩本振武 ほか編「大学院錯体化学」（講談社サイエンティフィク）、 

シュライバー・アトキンス無機化学 第 4 版（東京化学同人）  

R. H. Crabtree The Organometallic Chemistry of the Transition Metals (John Wiley & Sons, Inc. 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０８ 創成無機分子科学特論Ⅰ 前期 １単位 

西岡 孝訓 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCIN1501 
Creative Advanced  

Inorganic Chemistry Ⅰ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

金属を含む物質の構造と性質について概観し、その合成設計のために、分子レベルで取り扱うことのできる金属

錯体やクラスター化合物の構造、性質およびその反応性について解説する。 

【授業の到達目標】 

金属錯体、クラスター化合物の構造や化学的性質と反応、触媒反応との関係を理解することで，無機物質の合目

的物質設計の基礎となる知識を身につけることを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 無機物質の理解の基礎となる化学結合論 

第２回 無機物質の対称性、分子および結晶構造などに関する構造論 

第３回 無機物質固体の構造解析法 
第４回 無機物質の溶液における構造解析法 
第５回 固体金属酸化物や硫化物のモデルとしての金属錯体およびクラスター化合物の構造と性質 

第６回 金属錯体を用いた均一系触媒反応 

第７回 クラスター化合物を用いた均一系触媒反応 

第８回 期末試験と解答解説 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業前に教科書あるいは配付資料に目を通しておくこと。各授業の前後にそれぞれ 2 時間程度の予習・

復習を行うことが望ましい。 

【評価方法】 

レポート、出席、試験の結果により総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書： 岩本振武 ほか編「大学院錯体化学」（講談社サイエンティフィク）、 

シュライバー・アトキンス無機化学 第 4 版（東京化学同人）  

R. H. Crabtree The Organometallic Chemistry of the Transition Metals (John Wiley & Sons, Inc. 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２０９ 創成無機分子科学特論Ⅱ 前期 １単位 

篠田 哲史 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCIN1502 
Creative Advanced 

Inorganic Chemistry Ⅱ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

分子間に働く弱い相互作用とその集積により実現する分子認識化学について学ぶ。特に、配位結合など

の非共有結合により形成される超分子の構造や機能について解説する。また金属錯体特有の呈色や発光

を利用した応用について解説する。 

【授業の到達目標】 

弱い相互作用による会合体形成について学び、それらの解析方法について理解する。金属イオンの配位

特性や構造的な特色を理解し、分子設計の手法を身につける。金属錯体の電子構造や電子遷移のメカニ

ズムを理解し、機能性分子の開発指針を身につける。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 弱い分子間相互作用と分子認識 

第２回 金属錯体の配位化学と分子認識化学 

第３回 配位立体化学と超分子化学 

第４回 動的錯体化学と自己集積体 

第５回 機能性金属錯体の応用例 

第６回 ランタノイド元素の特徴と錯体化学 

第７回 ランタノイド錯体の機能と応用 

第８回 超分子錯体化学に関する最近のトピックス 

 

【事前・事後学習の内容】 

分子認識化学や超分子化学に関する成書は多数出版されているので、基本事項についてはよく読んで理

解しておく。授業中に行う演習や課題については復習して実際に使えるようになること。 

【評価方法】 

出席や課題演習、レポートから評価する。 

【受講生へのコメント】 

金属錯体を主に取り上げるが、分子認識化学や超分子化学に関する一般的な講義とする予定である。 

【教材】 

参考書：「分子認識と超分子」 早下隆士・築部 浩 編著（三共出版）、「超分子金属錯体」 藤田 誠・塩谷光彦

編 （三共出版）、「希土類とアクチノイドの化学」Cotton 著(Maruzen&Wiley) 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１０ 創成分子物理化学特論Ⅰ 後期 １単位 

迫田 憲治 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCPH1501 Creative Advanced Physical Chemistry Ⅰ 1・２年次 講義 

【科目の主題】 

光と分子の相互作用を利用した分光測定は、分子の微視的な姿を観測する基本的な分析手段の一つであ

る。本講義では、分子が示す電子・振動スペクトルを解釈するために必要な基礎的知識をやさしく解説

するとともに、実際のスペクトルからどのようなことが分かるのかを実例を挙げながら解説する。 

【授業の到達目標】 

物理化学的な原理に基づいて分子の電子・振動スペクトルを理解することが出来る。また、励起状態に

ある分子が光を放出せずにエネルギーを失う過程について説明することが出来る。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 分子振動の量子論と振動スペクトル 

第２回 分子の電子スペクトルの基礎 

第３回 点群を用いた電子・振動（振電）スペクトルの解釈 

第４回 時間に依存する摂動論 

第５回 光の吸収と放出の量子論（前半） 

第６回 光の吸収と放出の量子論（後半） 

第７回 光化学の基礎（特に無輻射遷移や振動エネルギー再分配の基礎理論） 

第 8 回 第１～7 回の復習と演習レポートの解説 

 

【事前・事後学習の内容】 

講義の論理展開を自分で再構築できるように復習すること。いくつかの講義内容については簡単なレポ

ートを課すので提出すること。 

【評価方法】 

出席とレポートを総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

必要に応じて、学部の分子分光学と量子化学の学習内容を復習すること。数式はギャップがないように

板書する（もしくはプリントを配布する）が、自分でも手を動かして導出してみること。 

【教材】 

適宜プリントを配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１０ 創成分子物理化学特論Ⅰ 後期 １単位 

迫田 憲治 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCPH1501 Creative Advanced Physical Chemistry Ⅰ 1・２年次 講義 

【科目の主題】 

光と分子の相互作用を利用した分光測定は、分子の微視的な姿を観測する基本的な分析手段の一つであ

る。本講義では、分子が示す電子・振動スペクトルを解釈するために必要な基礎的知識をやさしく解説

するとともに、実際のスペクトルからどのようなことが分かるのかを実例を挙げながら解説する。 

【授業の到達目標】 

物理化学的な原理に基づいて分子の電子・振動スペクトルを理解することが出来る。また、励起状態に

ある分子が光を放出せずにエネルギーを失う過程について説明することが出来る。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 分子振動の量子論と振動スペクトル 

第２回 分子の電子スペクトルの基礎 

第３回 点群を用いた電子・振動（振電）スペクトルの解釈 

第４回 時間に依存する摂動論 

第５回 光の吸収と放出の量子論（前半） 

第６回 光の吸収と放出の量子論（後半） 

第７回 光化学の基礎（特に無輻射遷移や振動エネルギー再分配の基礎理論） 

第 8 回 第１～7 回の復習と演習レポートの解説 

 

【事前・事後学習の内容】 

講義の論理展開を自分で再構築できるように復習すること。いくつかの講義内容については簡単なレポ

ートを課すので提出すること。 

【評価方法】 

出席とレポートを総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

必要に応じて、学部の分子分光学と量子化学の学習内容を復習すること。数式はギャップがないように

板書する（もしくはプリントを配布する）が、自分でも手を動かして導出してみること。 

【教材】 

適宜プリントを配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 
番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１１ 創成分子物理化学特論Ⅱ 後期 １単位 

藤原 正澄 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCPH1502 
Creative Advanced 

Physical Chemistry Ⅱ 
1・２年次 講義 

【科目の主題】 

高度に発展した光学顕微鏡技術は、ナノ～ミクロスケールの動的な視覚情報を得るツールとして、物質

科学・化学・生命科学を横断して利用される基盤的研究手段となっており、その基本的な原理と応用例

についての知識を習得する事が重要である。本科目では、光学と電磁気学の基礎を学び、光学顕微鏡の

原理を理解する。さらに、単一分子分光法とそれをもとにした超解像顕微鏡技術について理解し、各分

野における代表的応用例に関する知識を習得する。 

【授業の到達目標】 

光学の基礎的事項を習得し、光学顕微鏡の原理を習得する。分子による光の吸収や発光を「光の伝

搬・干渉」という観点から理解する事で、通常、半古典的に扱われる光吸収・発光を光学的観点から取

り扱う方法論を習得する。また、顕微鏡を用いた様々な応用例に関する知識を習得する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 講義内容の概要を説明する。アンケート（前提となる知識・理解度のばらつきのチェック）を

行う。 

第２回 光学の基礎と光学顕微鏡の原理と構成について解説する。 

第３回 共焦点顕微鏡について解説する。 

第４回 電磁気学の基礎について解説する。 

第５回 分子の光吸収、光散乱、発光について光学的側面から解説する。 

第６回 単一分子分光・単一ナノ粒子分光について解説する。 

第７回 超解像顕微鏡について解説する。 

第８回 物質科学・化学・生命科学それぞれの分野での代表的応用例について解説する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

指定した教材の該当箇所について、必ず事前に内容を確認し、授業に臨むこと。授業の後に、指定した

原論文等の資料を調べ、理解の定着をはかること。 

【評価方法】 

出席状況、レポート等で総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した物理化学、および、分子分光学を復習しておくこと。 

【教材】 

随時資料（最新の研究成果の実例を含む）を配付する。 

参考： Novotony and Hecht,“Principles of Nano-Optics”(Cambridge University Press, 2012) 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１２ 創成先端分子科学特論 前期 １単位 

豊田 和男 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCMS1502 Creative Advanced Molecular Science 1・２年次 講義 

【科目の主題】 

分子の電子構造とその理論計算の原理および応用について, 最近の動向を踏まえて講義する. 

 

【授業の到達目標】 

分子の諸性質を良く理解し利用することは分子科学の基礎である. 本講では多様な性質を持つ化学物質の探究

に対する理論的アプローチとしての量子化学計算について述べる. 各種計算法の原理と特徴を知り, 分光学定

数や分子構造などを計算する方法を学ぶ.  

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 電子状態理論の基礎：分子軌道法，基底関数など 

第２回 摂動法と変分法による電子相関理論：MPn 摂動論と配置換相互作用(CI)法 

第３回 結合クラスター(CC)法，開殻系と励起状態の理論 

第４回 密度汎関数理論(DFT)の原理 

第５回 DFT における交換相関汎関数 

第６回 分子構造探索と物性計算 

第７回 物性計算の原理と応用 

第８回 電子状態理論の未来：大規模化と精密化 

【事前・事後学習の内容】 

プリントを適時配布する．事前に内容を確認し，講義後は要点を整理しておく．関連する論文等の文献

を読み理解を深めることも必要である． 

 

【評価方法】 

出席状況，小テスト, レポート等で総合的に評価する. 

 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した物理化学を復習しておくこと。 

 

【教材】 

必要に応じて資料を配布する. 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 126 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１２ 創成先端分子科学特論 前期 １単位 

豊田 和男 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCMS1502 Creative Advanced Molecular Science 1・２年次 講義 

【科目の主題】 

分子の電子構造とその理論計算の原理および応用について, 最近の動向を踏まえて講義する. 

 

【授業の到達目標】 

分子の諸性質を良く理解し利用することは分子科学の基礎である. 本講では多様な性質を持つ化学物質の探究

に対する理論的アプローチとしての量子化学計算について述べる. 各種計算法の原理と特徴を知り, 分光学定

数や分子構造などを計算する方法を学ぶ.  

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 電子状態理論の基礎：分子軌道法，基底関数など 

第２回 摂動法と変分法による電子相関理論：MPn 摂動論と配置換相互作用(CI)法 

第３回 結合クラスター(CC)法，開殻系と励起状態の理論 

第４回 密度汎関数理論(DFT)の原理 

第５回 DFT における交換相関汎関数 

第６回 分子構造探索と物性計算 

第７回 物性計算の原理と応用 

第８回 電子状態理論の未来：大規模化と精密化 

【事前・事後学習の内容】 

プリントを適時配布する．事前に内容を確認し，講義後は要点を整理しておく．関連する論文等の文献

を読み理解を深めることも必要である． 

 

【評価方法】 

出席状況，小テスト, レポート等で総合的に評価する. 

 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した物理化学を復習しておくこと。 

 

【教材】 

必要に応じて資料を配布する. 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１３ 創成分子科学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCMS1503 

SBCMS1601 
Exercises in Creative Molecular Science １～２年次 演習 

【科目の主題】 

創成分子科学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての進行

状況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

創成分子科学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門知識や最先端の研究方法の修得を図るため、

問題演習や実験演習ならびに学術論文の講読を行う。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した化学全般を復習しておくこと。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 127 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１４ 機能有機分子科学特論Ⅰ 後期 1 単位 

舘 祥光 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFOR1501 
Functional Advanced 

Organic Chemistry I 
１•２年次 講義 

【科目の主題】 

本講義では，各種測定方の活用と合わせて，機能分子，生体内で機能している酵素，たんぱく質などに

ついて有機化学を主に総合的に解説する。生体内の触媒である酵素活性，基質特異性など酵素の触媒作

用の発現機構の詳細について講義する。 

【授業の到達目標】 

本講義では，各種測定法を活用することにより，炭水化物，アミノ酸，ペプチド，たんぱく質，脂質，

核酸，ビタミン等の生体に関わりの深い有機化学として，生体反応の基礎，酵素触媒作用，分子認識，

補酵素の反応性，生体金属触媒作用，生体関連化学の研究手法などについて講義して理解を深める。 

【授業内容・授業計画】 

第 1 回 生体および機能分子の有機化学，科学的な研究手法 

第 2 回 生体および機能分子の反応と基礎，結合定数，会合定数，安定度定数，錯形成定数 

第 3 回 生体および機能分子の反応と基礎，吸着，アロステリック効果 

第 4 回 反応速度解析，エネルギーと反応速度，１次反応，２次反応  

第 5 回 逐次反応等, その他複合反応の解析 

第 6 回 酵素触媒反応，酵素反応の速度論解析，阻害反応 

第 7 回 電気化学測定法，電極との反応過程 

第 8 回 蛍光測定，燐光測定，課題 

【事前・事後学習の内容】 

必ず事前に講義内容を確認して授業に臨むこと。講義後は各自で講義の要点をまとめ，復習を行う。 

出された課題に取り組み，レポートにまとめて提出すること。 

【評価方法】 

出席，課題およびレポートにより総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

機器分析法，有機化学４を履修しておくことがのぞましい。 

【教材】 

Paula Y. Bruice 著/大船・香月・西郷・富岡 監訳「ブルース 有機化学 第７版 下」化学同人 

Lawrence Que Jr. 著「Physical Methods in Bioinorganic Chemistry」University Science Books 

日本化学会編「生体機能関連化学実験法」化学同人 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 128 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１４ 機能有機分子科学特論 I 後期 1 単位 

舘 祥光 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFOR1501 
Functional Advanced 

Organic Chemistry I 
１•２年次 講義 

【科目の主題】 

本講義では，各種測定方の活用と合わせて，機能分子，生体内で機能している酵素，たんぱく質などに

ついて有機化学を主に総合的に解説する。生体内の触媒である酵素活性，基質特異性など酵素の触媒作

用の発現機構の詳細について講義する。 

【授業の到達目標】 

本講義では，各種測定法を活用することにより，炭水化物，アミノ酸，ペプチド，たんぱく質，脂質，

核酸，ビタミン等の生体に関わりの深い有機化学として，生体反応の基礎，酵素触媒作用，分子認識，

補酵素の反応性，生体金属触媒作用，生体関連化学の研究手法などについて講義して理解を深める。 

【授業内容・授業計画】 

第 1 回 生体および機能分子の有機化学，科学的な研究手法 

第 2 回 生体および機能分子の反応と基礎，結合定数，会合定数，安定度定数，錯形成定数 

第 3 回 生体および機能分子の反応と基礎，吸着，アロステリック効果 

第 4 回 反応速度解析，エネルギーと反応速度，１次反応，２次反応，逐次反応等(1) 

第 5 回 反応速度解析，エネルギーと反応速度，１次反応，２次反応，逐次反応等(2) 

第 6 回 酵素触媒反応，酵素反応の速度論解析，阻害反応 

第 7 回 電気化学測定法，電極との反応過程 

第 8 回 蛍光測定，燐光測定，課題 

【事前・事後学習の内容】 

必ず事前に講義内容を確認して授業に臨むこと。講義後は各自で講義の要点をまとめ，復習を行う。 

出された課題に取り組み，レポートにまとめて提出すること。 

【評価方法】 

出席，課題およびレポートにより総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

機器分析法，有機化学４を履修しておくことがのぞましい。 

【教材】 

Paula Y. Bruice 著/大船・香月・西郷・富岡 監訳「ブルース 有機化学 第７版 下」化学同人 

Lawrence Que Jr. 著「Physical Methods in Bioinorganic Chemistry」University Science Books 

日本化学会編「生体機能関連化学実験法」化学同人 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１５ 機能有機分子科学特論Ⅱ 後期 １単位 

坂口 和彦 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFOR1502 Functional Advanced Organic Chemistry Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

目的とする有機分子をつくりあげるためには、様々な分子変換法を駆使し分子を合成することが必要となる。本特

論では、分子軌道から見た有機分子の構造、性質、反応性、並びに有機合成への応用を学習する。 

【授業の到達目標】 

有機分子の構造、性質、反応性を分子軌道と関連づけて習得し、有機合成への応用を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 立体配座と分子軌道 

第２回 反応の選択性と分子軌道（置換反応） 

第３回 反応の選択性と分子軌道（付加反応、脱離反応） 

第４回 反応の選択性と分子軌道（転位反応、フラグメント化反応） 

第５回 環化付加反応と応用 

第６回 電子環状反応と応用 

第７回 シグマトロピー転位反応と応用 

第８回 試験とその解説 

 

【事前・事後学習の内容】 

講義内容、配付資料および毎回の演習課題をよく復習すること。 

【評価方法】 

演習課題への取り組み、試験、レポートを総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

意欲的な学習への取り組みを期待する。 

 

【教材】 

プリントを配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 129 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１６ 機能無機分子科学特論Ⅰ 後期 １単位 

東海林 竜也 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFIN1501 Functional Advanced Inorganic Chemistry Ⅰ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

金属ナノ粒子や半導体ナノ粒子などの無機ナノ粒子の新しい機能を開発するためには、基本的な諸性質

を理解することが重要である。それらの性質を解説した後、無機ナノ粒子を中心にその合成、評価、機

能に役立つ知見を提供する。 

【授業の到達目標】 

ナノ粒子の性質、合成法、評価法を理解する。また、それらを機能開発に結びつけるための考え方を習

得する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ナノ粒子の基礎科学１：結晶構造と表面電荷 

第２回 ナノ粒子の基礎科学２：粒子間相互作用  

第３回 ナノ粒子の合成法：トップダウンとボトムアップ 

第４回 ナノ粒子の分析法 

第５回 光学的性質１：局在表面プラズモン 

第６回 光学的性質２：量子ドット 

第７回 ナノ粒子の触媒特性 

第８回 ナノ粒子の磁気的性質 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

講義後は、関連する論文などを読むことで理解を深めることが望ましい。 

 

【評価方法】 

レポート、試験等で総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部で学習した無機化学、物理化学を復習し、理解を深めておくこと。 

【教材】 

プリントまたはスライドで講義する。 

参考書：シュライバー・アトキンス「無機化学」（東京化学同人） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 130 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１６ 機能無機分子科学特論Ⅰ 後期 １単位 

東海林 竜也 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFIN1501 Functional Advanced Inorganic Chemistry Ⅰ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

金属ナノ粒子や半導体ナノ粒子などの無機ナノ粒子の新しい機能を開発するためには、基本的な諸性質

を理解することが重要である。それらの性質を解説した後、無機ナノ粒子を中心にその合成、評価、機

能に役立つ知見を提供する。 

【授業の到達目標】 

ナノ粒子の性質、合成法、評価法を理解する。また、それらを機能開発に結びつけるための考え方を習

得する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ナノ粒子の基礎科学１：結晶構造と表面電荷 

第２回 ナノ粒子の基礎科学２：粒子間相互作用  

第３回 ナノ粒子の合成法：トップダウンとボトムアップ 

第４回 ナノ粒子の分析法 

第５回 光学的性質１：局在表面プラズモン 

第６回 光学的性質２：量子ドット 

第７回 ナノ粒子の触媒特性 

第８回 ナノ粒子の磁気的性質 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

講義後は、関連する論文などを読むことで理解を深めることが望ましい。 

 

【評価方法】 

レポート、試験等で総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部で学習した無機化学、物理化学を復習し、理解を深めておくこと。 

【教材】 

プリントまたはスライドで講義する。 

参考書：シュライバー・アトキンス「無機化学」（東京化学同人） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１７ 機能無機分子科学特論Ⅱ 後期 １単位 

坪井 泰之 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFIN1502 Functional Advanced Inorganic Chemistry Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

貴金属ナノ粒子や半導体微結晶はユニークな光学特性や触媒活性を示すことが珍しくなく、極めて重要

な次世代無機材料である。本講義ではこのような物質群の電子構造とその光学機能に焦点を絞り、最新

の研究例を解説する 

【授業の到達目標】 

(1) 代表的な無機ナノ粒子材料の分類を知る。 

(2) それらの電子構造の考え方、合成方法を理解する。 

(3) 光学機能（プラズモンなど）とその応用を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 メゾスコピック物質群の面白さ 

第２回 メゾスコピック物質群のバラエティ 

第３回 電子構造のサイズ依存性 

第４回 無機ナノ粒子の電子構造 

第５回 代表的な無機ナノ粒子の合成方法 

第６回 有機-無機ハイブリッド ナノ粒子系紹介 

第７回 無機ナノ粒子系の構造・物性の評価方法 

第８回 無機ナノ粒子系の光学機能 

 

【事前・事後学習の内容】 

毎回講義を聞いた後、次の講義までに復習を行うことにより、理解を深めること。 

【評価方法】 

レポートもしくは試験 

【受講生へのコメント】 

大学の学部で学習した無機化学、量子論、を復習して、理解しておく事。 

【教材】 

必要に応じて資料等を配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 131 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１８ 機能分子物理化学特論Ⅰ 前期 １単位 

吉野 治一 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFPH1501 
Functional Advanced 

Physical Chemistry I 
1・２年次 講義 

【科目の主題】 

典型金属や半導体などの従来型電気伝導体に加えて，有機伝導体，酸化物高温超伝導体，重い電子系な

どに代表されるエキゾチック伝導体の物性測定の基本である輸送現象について論ずる．バンド理論や結

晶の対称性などの基礎的事項の確認の後，これらに基づいて電気抵抗・磁気電流効果(磁気抵抗効果)・熱

電気現象(Seebeck 効果，Peltier 効果，Thomson 効果) などについて測定法および解析法の実例なども交え

て概説する． 

 

【授業の到達目標】 

電気伝導体の輸送現象の基礎的な知識を得る． 

現象だけでなく測定法についても学習する． 

電子の古典力学的な運動や，バンド構造と，電気抵抗，熱電能，磁気抵抗などの輸送係数がどのように

関連しているかを理解する． 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 バンド理論および輸送係数 バンドと物質の電気的性質 

第２回 バンド理論および輸送係数 Fermi 面，輸送係数の定義 

第３回 電気抵抗  測定法，Drude の式 

第４回 電気抵抗  金属の電気抵抗の温度依存性，半導体の電気抵抗 

第５回 熱電効果  熱電能の測定法，Kelvin(Thomson)の関係式，Seebeck 効果の起源 

第６回 熱電効果  Boltzmann 方程式，半導体，一次元金属，数値計算 

第７回 磁気抵抗効果 現象と測定法，金属の磁気抵抗効果 

第８回 固体(凝集体)物性に関する最近のトピック 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習 テキストの予習 

事後学習 講義内容の復習 

【評価方法】 

レポート 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した物理化学を復習しておくこと。 

 

【教材】 

テキスト http://e.sci.osaka-cu.ac.jp/yoshino/edu/lecture2.shtml にて配布． 

参考 J.M. Ziman，「固体物性論の基礎」(第 2 版)，丸善 

 鹿児島誠一，「低次元伝導体」，裳華房． 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 132 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１８ 機能分子物理化学特論Ⅰ 前期 １単位 

吉野 治一 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFPH1501 
Functional Advanced 

Physical Chemistry I 
1・２年次 講義 

【科目の主題】 

典型金属や半導体などの従来型電気伝導体に加えて，有機伝導体，酸化物高温超伝導体，重い電子系な

どに代表されるエキゾチック伝導体の物性測定の基本である輸送現象について論ずる．バンド理論や結

晶の対称性などの基礎的事項の確認の後，これらに基づいて電気抵抗・磁気電流効果(磁気抵抗効果)・熱

電気現象(Seebeck 効果，Peltier 効果，Thomson 効果) などについて測定法および解析法の実例なども交え

て概説する． 

 

【授業の到達目標】 

電気伝導体の輸送現象の基礎的な知識を得る． 

現象だけでなく測定法についても学習する． 

電子の古典力学的な運動や，バンド構造と，電気抵抗，熱電能，磁気抵抗などの輸送係数がどのように

関連しているかを理解する． 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 バンド理論および輸送係数 バンドと物質の電気的性質 

第２回 バンド理論および輸送係数 Fermi 面，輸送係数の定義 

第３回 電気抵抗  測定法，Drude の式 

第４回 電気抵抗  金属の電気抵抗の温度依存性，半導体の電気抵抗 

第５回 熱電効果  熱電能の測定法，Kelvin(Thomson)の関係式，Seebeck 効果の起源 

第６回 熱電効果  Boltzmann 方程式，半導体，一次元金属，数値計算 

第７回 磁気抵抗効果 現象と測定法，金属の磁気抵抗効果 

第８回 固体(凝集体)物性に関する最近のトピック 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習 テキストの予習 

事後学習 講義内容の復習 

【評価方法】 

レポート 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した物理化学を復習しておくこと。 

 

【教材】 

テキスト http://e.sci.osaka-cu.ac.jp/yoshino/edu/lecture2.shtml にて配布． 

参考 J.M. Ziman，「固体物性論の基礎」(第 2 版)，丸善 

 鹿児島誠一，「低次元伝導体」，裳華房． 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２１９ 機能分子物理化学特論Ⅱ 前期 １単位 

塩見 大輔 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFPH1502 Functional Advanced Physical Chemistry Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

電磁波を利用した各種共鳴分光法や回折法は、物質の微視的構造や機能を理解するうえで重要な情報を

与える研究手段である。本科目では、各種分光法・回折法の基礎となる、物質と電磁波との相互作用の

量子論的取り扱いや固体の磁気物性を統一的かつ原理的な立場から理解する。さらに、電磁波の人為的

制御の応用として、メタマテリアルの物質開発に関して、種々の波長域での最新の研究成果について理

解する。 

【授業の到達目標】 

電磁波を利用した各種共鳴分光法や回折法について、分子構造・機能、固体の電気・磁気物性の解明へ

応用するための方法論を修得する。また，各種磁性体の磁気物性の解明や電磁波の人為的制御のための

物質開発の基礎も理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 講義内容の概要を説明する。アンケート（前提となる知識・理解度のばらつきのチェック）を

行なう。 

第２回 共鳴分光法や回折法のための量子力学と電磁気学を解説する。 

第３回 磁気共鳴分光法について、基盤理論と最新の時間領域測定法を解説する。 

第４回 Maxwell 方程式と構成方程式の一般化と、電信方程式とのアナロジーを説明し、固体の電磁気的構造

とその揺らぎを明らかにする方法論について解説する。 

第５回 一般化した構成方程式による固体の電磁気的性質の解析について、研究の実例を挙げて解説する。 

第６回 さまざまなスケールで構造制御された磁性体について、基本的な磁気物性の評価法、各種磁気

光学効果やメタマテリアルとしての応用事例について解説する。 

第７回 各種磁気光学効果・メタマテリアルの研究事例のうち、絶縁体・磁性体の構造制御によるもの

について解説する。 

第８回 演習レポートの解説 

 

【事前・事後学習の内容】 

指定した教材の該当箇所について、必ず事前に内容を確認し、授業に臨むこと。授業の後に、指定した

原論分等の資料を調べ、理解の定着をはかること。 

【評価方法】 

出席状況、レポート等で総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した物理化学を復習しておくこと。 

 

【教材】 

随時資料（最新の研究成果の実例を含む）を配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 133 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２０ 機能生物物理化学特論 I 前期 １単位 

天尾 豊 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFBI1501 
Functional Advanced Biophysical 

Chemistry I 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

本講義では、緑色植物や光合成細菌内で進行する光合成反応を題材にして，光化学反応の基礎的な理論解

析，実験手法を概説した後，光を捕集する過程，エネルギー伝達過程，電子移動過程、触媒作用過程を

物理化学的見地から説明する． 

【授業の到達目標】 

緑色植物や光合成細菌は光合成反応を利用し光エネルギーを巧みに利用して生育している．光合成反応

を詳細に眺めてみると光を捕集する過程，エネルギー伝達過程，電子移動過程、触媒作用過程等多くの

物理化学的な題材を含んでいる．本講義では光合成反応を題材として光エネルギーを捕集から触媒作用

機序までを物理化学的な見地での理解をはかる． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ガイダンス及び光化学反応追跡のための実験的手法（理論的解析） 

光化学反応を追跡するための実験的手法として，特にナノ秒以下の光化学反応の解析手段につ

いて概説する． 

第２回 光化学反応追跡のための実験的手法 

光化学反応の基礎的な理論について Stern-Volmer 式を中心に概説する． 

第３回 光合成における光エネルギー・電子移動反応 

実際の光合成反応について，特に光エネルギー移動，電子移動の観点から概説する． 

第４回 光合成反応の実験的解析手法 

光合成反応の各素反応の反応速度，電子移動速度について概説する． 

第５回 光合成反応の各論１（光捕集過程） 

実際の光合成における光捕集過を中心に概説する． 

第６回 光合成反応の各論２（電荷分離過程） 

実際の光合成における電子の流れを中心に概説する． 

第７回 光合成反応の各論３（触媒作用過程） 

実際の光合成における物質変換・触媒作用を中心に概説する． 

第 8回 光合成反応の各論４（光合成モデル分子の設計・特性） 

    光合成反応を模倣化したモデル分子の設計と光物性について概説する。 

【事前・事後学習の内容】 

講義用の資料を配布するので，次回までの内容を把握しておくことが望ましい．各回でレポートを課す

ので，事前事後学習の資料として活用して欲しい． 

【評価方法】 

試験、レポート、課題から総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

光合成を題材に光エネルギー変換過程を解説します．簡単な理論から実験手法まで網羅的に理解できる

ように講義します． 

【教材】 

特に指定しないが、講義用の資料を配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２０ 機能生物物理化学特論 I 前期 １単位 

天尾 豊 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFBI1501 
Functional Advanced Biophysical 

Chemistry I 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

本講義では、緑色植物や光合成細菌内で進行する光合成反応を題材にして，光化学反応の基礎的な理論解

析，実験手法を概説した後，光を捕集する過程，エネルギー伝達過程，電子移動過程、触媒作用過程を

物理化学的見地から説明する． 

【授業の到達目標】 

緑色植物や光合成細菌は光合成反応を利用し光エネルギーを巧みに利用して生育している．光合成反応

を詳細に眺めてみると光を捕集する過程，エネルギー伝達過程，電子移動過程、触媒作用過程等多くの

物理化学的な題材を含んでいる．本講義では光合成反応を題材として光エネルギーを捕集から触媒作用

機序までを物理化学的な見地での理解をはかる． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ガイダンス及び光化学反応追跡のための実験的手法（理論的解析） 

光化学反応を追跡するための実験的手法として，特にナノ秒以下の光化学反応の解析手段につ

いて概説する． 

第２回 光化学反応追跡のための実験的手法 

光化学反応の基礎的な理論について Stern-Volmer 式を中心に概説する． 

第３回 光合成における光エネルギー・電子移動反応 

実際の光合成反応について，特に光エネルギー移動，電子移動の観点から概説する． 

第４回 光合成反応の実験的解析手法 

光合成反応の各素反応の反応速度，電子移動速度について概説する． 

第５回 光合成反応の各論１（光捕集過程） 

実際の光合成における光捕集過を中心に概説する． 

第６回 光合成反応の各論２（電荷分離過程） 

実際の光合成における電子の流れを中心に概説する． 

第７回 光合成反応の各論３（触媒作用過程） 

実際の光合成における物質変換・触媒作用を中心に概説する． 

第 8回 光合成反応の各論４（光合成モデル分子の設計・特性） 

    光合成反応を模倣化したモデル分子の設計と光物性について概説する。 

【事前・事後学習の内容】 

講義用の資料を配布するので，次回までの内容を把握しておくことが望ましい．各回でレポートを課す

ので，事前事後学習の資料として活用して欲しい． 

【評価方法】 

試験、レポート、課題から総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

光合成を題材に光エネルギー変換過程を解説します．簡単な理論から実験手法まで網羅的に理解できる

ように講義します． 

【教材】 

特に指定しないが、講義用の資料を配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２１ 機能生物物理化学特論Ⅱ 前期 １単位 

藤井 律子 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFBI1502 
Functional Advanced Biophysical 

Chemistry Ⅱ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

可視光に応答する蛋白質の中では、蛋白質という反応場の中における色素分子の光応答が重要となる。

本講義では、光合成初期過程における励起エネルギー伝達に焦点をあて、光合成色素蛋白質に結合する

光合成色素の光物性の解明に必要な研究手法を総合的に理解することを主題とする。 

【授業の到達目標】 

（１）光合成における初期光応答の概要を理解すること。（２）光合成色素の構造と電子状態、光応答に

ついて実測と理論を組み合わせて励起エネルギー移動のメカニズムを提唱した例を理解すること。（３）

これらを通して、励起エネルギー移動メカニズムを解明するとはどのようなことかを理解すること。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 太陽光と光合成：光合成の効率、光合成膜  

第２回 光合成初期過程のあらまし：何が高効率か 

第３回 光合成色素クロロフィル、カロテノイドの構造と電子励起状態 

第３回 色素タンパク質内、色素タンパク質間の励起エネルギー移動 

第４回 励起エネルギーの消光 

第５回 光合成膜、色素蛋白複合体、光合成色素の分離精製方法：純度の定義 

第６回 構造解析方法： 

    その場観察（光学顕微鏡／電子顕微鏡／原子間力顕微鏡） 

    結晶構造解析（電子線回折／X 線回折） 

第７回 機能解析方法：（吸収、蛍光、ラマン散乱） 

第８回 光合成と太陽電池におけるエネルギー収支 

 

【事前・事後学習の内容】 

初回の授業で全体の概要を説明するが、事前に光化学(photochemistry)の概要を把握しておくことが望まし

い。授業中に紹介する実例の原著を適宜参照し、理解を深める事後学習を推奨する。 

【評価方法】 

出席とレポートにより総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

担当教員の行ってきた研究を中心にして講義を行う。 

【教材】 

授業の資料は毎回配布する。参考書は最初の授業または配布資料で紹介する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２２ 機能先端分子科学特論 前期 １単位 

宮原 郁子 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFMS1502 Functional Advanced Molecular Science １・２年次 講義 

【科目の主題】 

単結晶Ｘ線構造解析は対象とする結晶の電子密度を決定するため、対象とする分子の分子量を選ばず、直接分

子構造を明らかとする強力な手法である。本講義では、X 線結晶解析の基礎と実際について学ぶ。 

【授業の到達目標】 

X 線構造解析の理論および実際、また解析結果の取扱いについて理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 X 線回折法の原理 

第２回 結晶構造の対称性 

第３回 構造決定および精密化 

第４回 結晶化と X 線回折強度の測定 

第５回 構造解析の実際の流れ 

第６回 解析結果の解釈 

第７回 X 線構造解析結果（データーベース）の活用 

第８回 構造解析研究に関わる最近のトピックスについて 

【事前・事後学習の内容】 

配布資料をもとに、講義前に内容の確認、講義後に復習をすること。 

【評価方法】 

講義への出席状況とレポートを考慮する。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した物理化学を復習しておくこと。 

【教材】 

適宜資料を配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 136 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２２ 機能先端分子科学特論 前期 １単位 

宮原 郁子 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFMS1502 Functional Advanced Molecular Science １・２年次 講義 

【科目の主題】 

単結晶Ｘ線構造解析は対象とする結晶の電子密度を決定するため、対象とする分子の分子量を選ばず、直接分

子構造を明らかとする強力な手法である。本講義では、X 線結晶解析の基礎と実際について学ぶ。 

【授業の到達目標】 

X 線構造解析の理論および実際、また解析結果の取扱いについて理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 X 線回折法の原理 

第２回 結晶構造の対称性 

第３回 構造決定および精密化 

第４回 結晶化と X 線回折強度の測定 

第５回 構造解析の実際の流れ 

第６回 解析結果の解釈 

第７回 X 線構造解析結果（データーベース）の活用 

第８回 構造解析研究に関わる最近のトピックスについて 

【事前・事後学習の内容】 

配布資料をもとに、講義前に内容の確認、講義後に復習をすること。 

【評価方法】 

講義への出席状況とレポートを考慮する。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した物理化学を復習しておくこと。 

【教材】 

適宜資料を配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２３ 機能分子科学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFMS1503 

SBFMS1601 
Exercises in Functional Molecular Science １～２年次 演習 

【科目の主題】 

機能分子科学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての進行

状況を報告し、討論を行う。 

 

【授業の到達目標】 

機能分子科学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門知識や最先端の研究方法の修得を図るため、

問題演習や実験演習ならびに学術論文の講読を行う。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育で学習した化学全般を復習しておくこと。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 137 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２４ 創成有機化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCSO1501 

SBCSO1502 

Selected Topics in Creative Organic 

Chemistry 1･2 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

有機化学の最先端分野として目覚ましい発展を遂げている固体有機化学、生物有機化学、合成有機化学、有機

金属化学、反応有機化学、高分子有機化学等からテーマを選び、合成と反応・性質について集中講義を行い、

有機化学の理解を深める。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 138 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２４ 創成有機化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCSO1501 

SBCSO1502 

Selected Topics in Creative Organic 

Chemistry 1･2 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

有機化学の最先端分野として目覚ましい発展を遂げている固体有機化学、生物有機化学、合成有機化学、有機

金属化学、反応有機化学、高分子有機化学等からテーマを選び、合成と反応・性質について集中講義を行い、

有機化学の理解を深める。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２５ 創成無機化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCSI1501 

SBCSI1502 

Selected Topics in Creative Inorganic 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

固体無機化学や表面界の反応基礎過程の解析化学、表面界の特異性を活用した物質設計や分離化学、最新

の有機金属化学、新規な量子機能の発現が予想される開殻系巨大金属分子クラスターの合成、構造および物性

評価等の話題の中からテーマを選ぶ。特に本講義では、有機金属化合物の特異な結合、構造、反応性等の基

礎的概念から機能材料としての利用や錯体触媒としての物質合成への応用などについて、集中講義として講義

する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 139 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２６ 創成物理化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCSP1501 

SBCSP1502 

Selected Topics in Creative Physical 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

分子励起状態のダイナミクスの量子力学的シミュレーションや反応経路積分解析と反応動力学等新しい化学物

理の発展は、勃興しつつある分子科学・化学物理である。この分野の基礎から高度な応用までを、量子化学的に

興味のあるテーマを話題にして、集中講義として講義する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 140 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２６ 創成物理化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCSP1501 

SBCSP1502 

Selected Topics in Creative Physical 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

分子励起状態のダイナミクスの量子力学的シミュレーションや反応経路積分解析と反応動力学等新しい化学物

理の発展は、勃興しつつある分子科学・化学物理である。この分野の基礎から高度な応用までを、量子化学的に

興味のあるテーマを話題にして、集中講義として講義する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２７ 機能有機化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFSO1501 

SBFSO1502 

Selected Topics in Functional Organic 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

生命現象を司る生体機能物質や光応答・電子伝達機能を持つ物質などの、構造解析や合成のための方法論を

講義する。目的とする機能物質を自在に作り上げるには、典型元素や遷移金属元素が持つ特性を引き出し、ある

いは活用する方法が基盤となる。精密有機合成や分子の集合化など機能物質を創製するための概念を論じる。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 141 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２８ 機能無機化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFSI1501 

SBFSI1502 

Selected Topics in Functional Inorgamic 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

無機化学は、特異な機能性物質として先端的な研究領域で急速に発展している。本講義ではそのような生命科

学や材料科学など無機化合物の新しい領域での最近のトピックスを、他大学の専門家により集中講義として開講

する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 142 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２８ 機能無機化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFSI1501 

SBFSI1502 

Selected Topics in Functional Inorgamic 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

無機化学は、特異な機能性物質として先端的な研究領域で急速に発展している。本講義ではそのような生命科

学や材料科学など無機化合物の新しい領域での最近のトピックスを、他大学の専門家により集中講義として開講

する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２２９ 機能物理化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFSP1501 

SBFSP1502 

Selected Topics in Functional Physical 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

種々の分光学的手段や電子状態理論等に基づく分子性物質の理解は、分子を構成単位とする機能性物質の分

子設計や物性の理解にとって不可欠である。本講義では、最新の分光法を用いた分子・分子性物質の電子状態

研究や磁性等の物性研究への適用や、特異な電子状態をもつ物質群について解説を行う。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 143 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２３０ 探索分子化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBEMC1501 

SBEMC1502 

Selected Topics in Exploring Molecular 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

分子・物質の数は膨大であり、それらを扱う分子化学は多岐にわたる分野と接触し、他の学問分野は勿論、科学

技術や産業、ひいては我々の生活と深い関わりをもっている。本講義は数多く存在する分子・物質の中から重要

と思われるものを選び、その調製法、特異的性質、多様性・応用性等を含む幅広い観点から集中講義を行い、分

子・物質への理解を深めると共に未来を開く分子・物質についての創造的思考を磨く。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 144 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２３０ 探索分子化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBEMC1501 

SBEMC1502 

Selected Topics in Exploring Molecular 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

分子・物質の数は膨大であり、それらを扱う分子化学は多岐にわたる分野と接触し、他の学問分野は勿論、科学

技術や産業、ひいては我々の生活と深い関わりをもっている。本講義は数多く存在する分子・物質の中から重要

と思われるものを選び、その調製法、特異的性質、多様性・応用性等を含む幅広い観点から集中講義を行い、分

子・物質への理解を深めると共に未来を開く分子・物質についての創造的思考を磨く。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２３１ 分子制御化学特別講義１・２ 集中 各１単位 

他大学の 

専門家 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBIMC1501 

SBIMC1502 

Selected Topics in Integrated Molecular 

Chemistry 1･2 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

別途案内する。 

【授業の到達目標】 

分子制御化学に関する最近のトピックスを、他大学の専門家により集中講義として開講する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

別途案内する。 

【受講生へのコメント】 

別途案内する。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 145 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２３２ 国際ゼミナール 集中 １単位 

専攻主任 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBISE1501 International Seminar 1・２年次 講義 

【科目の主題】 

現代科学では、研究結果の開示をはじめ、共同プロジェクトの推進など国際的な人的交流が不可欠とな

っている。本講義では、国際性豊かな人材の育成を目的とする。そのために、海外から招聘された優れ

た研究者による講義、講演会を実施し、国際公用語である英語によるコミュニケーション能力を涵養す

る。 

【授業の到達目標】 

英語で実施される講義、講演会に参加することで、今後予測される海外での活動に必要な豊かな国際的

感性と英語によるコミュニケーション能力を向上させる。 

【授業内容・授業計画】 

国際ゼミナールに割り当てられた講義・講演会に２年間で４回以上出席し、担当の教員より合格を得ること。 

４つ以上の合格で１単位とする。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席点、レポートの結果より総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

英語によるコミュニケーション能力は、今後いかなる職種であっても必要不可欠である。学生諸君は、

単位取得に必要な４回の合格に留まることなく、可能な限り本講義、講演会に出席してもらいたい。 

【教材】 

講師よりプリントを配布されることがある。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２３２ 国際ゼミナール 集中 １単位 

専攻主任 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBISE1501 International Seminar 1・２年次 講義 

【科目の主題】 

現代科学では、研究結果の開示をはじめ、共同プロジェクトの推進など国際的な人的交流が不可欠とな

っている。本講義では、国際性豊かな人材の育成を目的とする。そのために、海外から招聘された優れ

た研究者による講義、講演会を実施し、国際公用語である英語によるコミュニケーション能力を涵養す

る。 

【授業の到達目標】 

英語で実施される講義、講演会に参加することで、今後予測される海外での活動に必要な豊かな国際的

感性と英語によるコミュニケーション能力を向上させる。 

【授業内容・授業計画】 

国際ゼミナールに割り当てられた講義・講演会に２年間で４回以上の出席し、担当の教員より合格を得ること。 

４つ以上の合格で１単位とする。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席点、レポートの結果より総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

英語によるコミュニケーション能力は、今後いかなる職種であっても必要不可欠である。学生諸君は、

単位取得に必要な４回の合格に留まることなく、可能な限り本講義、講演会に出席してもらいたい。 

【教材】 

講師よりプリントを配布されることがある。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２３３ 前期海外特別研究１・２ 集中 各 1単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBIAR1501 

SBIAR1502 

International Advanced Research Course

for Master’s Thesis of Science 1・2 
１・２年次 演習 

【科目の主題】 

学生が海外で研究活動・学術交流を行うことを通し，国際的な場における研究経験を積むこと。 

【授業の到達目標】 

海外での研究活動により、修士論文研究課題の進歩や研究目標の達成のみならず、学生が研究分野にお

ける海外の学生・研究者の科学的なコミュニティに参加することを目標とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、海外派遣先の大学・研究機関および研究課題の設定、研究計画の立案、研究発表

あるいは実験指導などを行い、適切な助言を与える。海外での英語によるプレゼンテーション等につい

ても指導する。帰国後、研究報告を行う。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途指示する。また、課題を自ら探し出し、事前事後に積極的な学習を行う。 

【評価方法】 

研究成果・研究の進捗状況により評価する。海外でのプレゼンテーション，コミュニケーションのスキルの改善に

ついても確認する。 

【受講生へのコメント】 

海外研究の計画等については、登録前に指導教員と必ず相談すること。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２３４ 前期特別研究 通年 12 単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBARC1501 

SBARC1601 

Advanced Research Course for Master's 

Thesis of Science 
１～２年次 実験 

【科目の主題】 

学部在学時に修得した知識、実験技量と前期博士課程で新たに得る知識をもとに、発展的な実験研究を

行う。得られた結果を考察し、仮説を立て、検証するための更なる実験研究の立案能力を修得する。研

究成果をまとめ、前期博士課程論文発表会で発表する。 

【授業の到達目標】 

・安全に実験を進めるために、学部在籍時に比して、さらに高度な実験知識と技量を身につける。 

・研究を遂行するために必要な高度な専門知識を身につける。 

・世界に向けて研究成果を発信し、円滑な議論と討論を行うための英語によるコミュニケーション力を

身につける。 

・学部在籍時に比して、さらに高度な知識活用力、問題解決力、課題立案力を身につける。 

【授業内容・授業計画】 

次の研究室のいずれかに在籍し、指導教員が設定する課題に基づき実験研究を行う。 
 
物理化学分野：構造生物化学・量子機能物質学・分子物理化学・光物理化学 

有機化学分野：合成有機化学・分子変換学・物性有機化学・有機反応化学・精密有機化学 

無機化学分野：先端分析化学・生体分子設計学・複合分子化学・機能化学 
 
（１） 指導教員より提示された研究課題に基づき、実験計画を立案する。 

（２） 実験結果を解釈し、分かりやすく報告する能力を身につける。指導教員や研究室構成員との議論

を通じて、研究課題遂行のための実験計画の可否、変更を自身で判断する能力を身につける。 

（３） ICT を活用し、学述論文等の研究に関する情報探索力を高め、研究課題の背景と意義を理解する。

また、派生的な研究課題の設定能力を身につける。 

（４） 研究室、あるいは専攻による輪読会、雑誌会、ゼミ、講演会や学会などのプログラムに参加し、

最新の研究動向を把握するとともに、論理的に批評する能力を身につける。 

（５） 研究成果を自身で取りまとめ、国内外の学会等で発表する。また学術論文として報告する。 

（６） 安全に実験を行うための、試薬の取り扱い方や機器の操作法の習熟度を高める。 

【事前・事後学習の内容】 

日頃より、実験に関する情報取集、高度な技量の習熟を心がけ、研究課題の遂行に臨む。日々得られる

実験結果を正確な知識に基づいて考察し、指導教員、あるいは研究室構成員への報告、両者との討論を

日常的に行う。 

【評価方法】 

指導教員より提示された研究課題に取り組む姿勢と展開能力、成果の情報発信力を評価する。学会等で

の成果発表および、前期博士課程論文発表会での成果発表を単位取得の必須とする。 

【受講生へのコメント】 

前期博士課程では、学部在籍時に培った能力を自らさらに飛躍させることが求められる。授業内容の実

現に向け、各自の能動的な取り組みに期待する。 

【教材】 

研究課題に即した専門書、テキスト、学術論文を自ら選定し、学習する。指導教員、研究室構成員から

推薦、提案を受けることもある。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２３４ 前期特別研究 通年 12 単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBARC1501 

SBARC1601 

Advanced Research Course for Master's 

Thesis of Science 
１～２年次 実験 

【科目の主題】 

学部在学時に修得した知識、実験技量と前期博士課程で新たに得る知識をもとに、発展的な実験研究を

行う。得られた結果を考察し、仮説を立て、検証するための更なる実験研究の立案能力を修得する。研

究成果をまとめ、前期博士課程論文発表会で発表する。 

【授業の到達目標】 

・安全に実験を進めるために、学部在籍時に比して、さらに高度な実験知識と技量を身につける。 

・研究を遂行するために必要な高度な専門知識を身につける。 

・世界に向けて研究成果を発信し、円滑な議論と討論を行うための英語によるコミュニケーション力を

身につける。 

・学部在籍時に比して、さらに高度な知識活用力、問題解決力、課題立案力を身につける。 

【授業内容・授業計画】 

次の研究室のいずれかに在籍し、指導教員が設定する課題に基づき実験研究を行う。 
 
物理化学分野：構造生物化学・量子機能物質学・分子物理化学・光物理化学 

有機化学分野：合成有機化学・分子変換学・物性有機化学・有機反応化学・精密有機化学 

無機化学分野：先端分析化学・生体分子設計学・複合分子化学・機能化学 
 
（１） 指導教員より提示された研究課題に基づき、実験計画を立案する。 

（２） 実験結果を解釈し、分かりやすく報告する能力を身につける。指導教員や研究室構成員との議論

を通じて、研究課題遂行のための実験計画の可否、変更を自身で判断する能力を身につける。 

（３） ICT を活用し、学述論文等の研究に関する情報探索力を高め、研究課題の背景と意義を理解する。

また、派生的な研究課題の設定能力を身につける。 

（４） 研究室、あるいは専攻による輪読会、雑誌会、ゼミ、講演会や学会などのプログラムに参加し、

最新の研究動向を把握するとともに、論理的に批評する能力を身につける。 

（５） 研究成果を自身で取りまとめ、国内外の学会等で発表する。また学術論文として報告する。 

（６） 安全に実験を行うための、試薬の取り扱い方や機器の操作法の習熟度を高める。 

【事前・事後学習の内容】 

日頃より、実験に関する情報取集、高度な技量の習熟を心がけ、研究課題の遂行に臨む。日々得られる

実験結果を正確な知識に基づいて考察し、指導教員、あるいは研究室構成員への報告、両者との討論を

日常的に行う。 

【評価方法】 

指導教員より提示された研究課題に取り組む姿勢と展開能力、成果の情報発信力を評価する。学会等で

の成果発表および、前期博士課程論文発表会での成果発表を単位取得の必須とする。 

【受講生へのコメント】 

前期博士課程では、学部在籍時に培った能力を自らさらに飛躍させることが求められる。授業内容の実

現に向け、各自の能動的な取り組みに期待する。 

【教材】 

研究課題に即した専門書、テキスト、学術論文を自ら選定し、学習する。指導教員、研究室構成員から

推薦、提案を受けることもある。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

２３５ 化学産業論 後期 １単位 ＜予定＞宮田博之、

 竹花晶、沼田憲男、

藤村整、島基之、 

三村拓、常木英昭 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

GECAR0503 
Advanced Technology and Science in 

Chemical Industry 
１年次 講義 

【科目の主題】 

「Science としての Chemistry が、ソリューション・プロバイダー（課題解決型企業）としての

IndustrialChemistry にどのように結びついているか」を主テーマに、総論と個別テーマの２部構成によ

り、化学産業及び化学企業における具体的な事例等を提示しながら、化学産業に関わる企業が派遣する

講師が講義を行う。総論（3回）では、化学産業の現在・過去・未来を概観する。個別テーマ（4回）で

は、講師の所属する化学企業の代表的な製品(群)または技術を例に、研究開発・技術戦略､生産技術､知

的財産戦略､サプライチェーン､品質保証システム､分析技術､海外戦略等の視点を踏まえて開発から量産

化､事業としての成長・拡大の道程を講義する。また講師がその製品や技術にどうかかわったか､苦労､面

白さ､楽しさを自身の経験を基に語る。 

【授業の到達目標】 

大学の学問としての「化学」が、どのようにして「IndustrialChemistry」となり、『社会にどのように

貢献しているか』を理解する。さらに、化学産業で活躍する人材に何が求められるのかについて理解を

深める。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 総論Ｉ ソリューション・プロバイダーとしての化学産業 宮田 博之／宇部興産株式会社 

第２回 総論Ⅱ イノベーションから見た、日本の化学産業 竹花 晶／旭化成株式会社 

第３回 総論Ⅲ 化学産業の未来 沼田 憲男／積水化学工業株式会社 

第４回 「リチウムイオン電池用材料の開発」 藤村 整／宇部興産株式会社 

第５回 「半導体リソグラフィ材料の開発」 島 基之／JSR 株式会社 

第６回 「界面活性剤原料としての油脂アルコール」 三村 拓／花王株式会社 

第７回 「化学品製造プロセスの開発」 常木 英昭／株式会社日本触媒 

【事前・事後学習の内容】 

授業までに教材（適宜配布）の内容を確認し、授業に臨む。 

講師の所属会社について、HP などで事業領域・製品・研究開発など簡単に調査する。 

前回の講義内容について、各自要点をまとめるなど、準備を欠かさないようにする。 

【評価方法】 

出席やレポート等から総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

化学産業で活躍する人材に何が求められるのかについて理解を深めてほしい。 

【教材】 

適宜資料を配布する。 

参考資料：化学年表「日本および世界の化学史」等 

【備考１】 

オフィス・アワー 講義後３０分 

【備考２】 

学会発表、学外での共同研究、ティーチングアシスタント業務等のやむを得ない理由で欠席する場合は

事前に担当者（理学研究科 物質分子系専攻 品田哲朗）まで連絡すること。 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０１ 代謝調節機能学特論 前期 ２単位 

増井 良治 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011501 Advanced Metabolic Biochemistry １・２年次 講義 

【科目の主題】 

生体内の代謝過程を担うタンパク質は，他の分子（リガンド）と相互作用することによって働いており，

その際には立体構造の変化を伴うことも多い。また，翻訳後修飾を含めた調節機構によって酵素機能が

変化することもある。この科目では，それらの仕組みを明らかにするために必要な，タンパク質の立体

構造の成り立ちやリガンドとの相互作用についての基本的な知識を修得し，さらにその主要な解析方法

を理解する。 

【授業の到達目標】 

生体内の代謝反応を担う酵素タンパク質の構造と機能の基本について学び，それらを実際に研究するた
めの主要な解析方法について説明できるようにする。 
・タンパク質の一次構造 (修飾部位を含む) を決定する主な手法と原理を説明できる。 
・タンパク質の高次構造やリガンドとの相互作用を解析する主な手法と原理を説明できる。 
・タンパク質の高次構造がどのような相互作用によって形成されているかを説明できる。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 タンパク質の調製：発現方法 

第２回 タンパク質の調製：精製方法 

第３回 タンパク質の一次構造：アミノ酸配列決定法 

第４回 タンパク質の一次構造：翻訳後修飾，質量分析法 

第５回 タンパク質の高次構造：立体構造形成の原理・熱力学 

第６回 タンパク質の高次構造：立体構造決定法 (X 線結晶構造解析法，核磁気共鳴法) 

第７回 タンパク質とリガンドの相互作用：解離定数 

第８回 タンパク質とリガンドの相互作用：分光法の原理 

第９回 タンパク質とリガンドの相互作用：吸収スペクトル 

第 10 回 タンパク質とリガンドの相互作用：蛍光スペクトル，蛍光共鳴エネルギー転移 

第 11 回 タンパク質とリガンドの相互作用：円偏光二色性スペクトル 

第 12 回 タンパク質とリガンドの相互作用：その他の手法 

第 13 回 データベースの利用：配列データベース，タンパク質ファミリー，モチーフ 

第 14 回 データベースの利用：立体構造データベース，分子の可視化 

第 15 回 解析サーバーの利用：立体構造予測 

【事前・事後学習の内容】 

授業に先立って講義資料を配布・送付するので，事前に講義内容を予習しておくこと。授業内容をふま

えて出される課題レポートでは，自分で調べ，考えた結果をスライドにして発表できるようにする。 

【評価方法】 

平常点および発表内容にもとづいて評価する。 

【受講生へのコメント】 

自分の研究に役立てることを意識して，授業内容についても積極的に質問・意見を述べることを望む。

受講者の希望に応じて，授業内容を変更することもある。 

【教材】 

プリントを適宜配布する。 
参考書：Alan Fersht 『タンパク質の構造と機構』 (医学出版)；『ヴォート基礎生化学 第 4 版』（東京
化学同人） 

【備考１】 

メールでの問合せは随時可能 (e-mail: rmasui[at]sci.osaka-cu.ac.jp)。 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０１ 代謝調節機能学特論 前期 ２単位 

増井 良治 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011501 Advanced Metabolic Biochemistry １・２年次 講義 

【科目の主題】 

生体内の代謝過程を担うタンパク質は，他の分子（リガンド）と相互作用することによって働いており，

その際には立体構造の変化を伴うことも多い。また，翻訳後修飾を含めた調節機構によって酵素機能が

変化することもある。この科目では，それらの仕組みを明らかにするために必要な，タンパク質の立体

構造の成り立ちやリガンドとの相互作用についての基本的な知識を修得し，さらにその主要な解析方法

を理解する。 

【授業の到達目標】 

生体内の代謝反応を担う酵素タンパク質の構造と機能の基本について学び，それらを実際に研究するた
めの主要な解析方法について説明できるようにする。 
・タンパク質の一次構造 (修飾部位を含む) を決定する主な手法と原理を説明できる。 
・タンパク質の高次構造やリガンドとの相互作用を解析する主な手法と原理を説明できる。 
・タンパク質の高次構造がどのような相互作用によって形成されているかを説明できる。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 タンパク質の調製：発現方法 

第２回 タンパク質の調製：精製方法 

第３回 タンパク質の一次構造：アミノ酸配列決定法 

第４回 タンパク質の一次構造：翻訳後修飾，質量分析法 

第５回 タンパク質の高次構造：立体構造形成の原理・熱力学 

第６回 タンパク質の高次構造：立体構造決定法 (X 線結晶構造解析法，核磁気共鳴法) 

第７回 タンパク質とリガンドの相互作用：解離定数 

第８回 タンパク質とリガンドの相互作用：分光法の原理 

第９回 タンパク質とリガンドの相互作用：吸収スペクトル 

第 10 回 タンパク質とリガンドの相互作用：蛍光スペクトル，蛍光共鳴エネルギー転移 

第 11 回 タンパク質とリガンドの相互作用：円偏光二色性スペクトル 

第 12 回 タンパク質とリガンドの相互作用：その他の手法 

第 13 回 データベースの利用：配列データベース，タンパク質ファミリー，モチーフ 

第 14 回 データベースの利用：立体構造データベース，分子の可視化 

第 15 回 解析サーバーの利用：立体構造予測 

【事前・事後学習の内容】 

授業に先立って講義資料を配布・送付するので，事前に講義内容を予習しておくこと。授業内容をふま

えて出される課題レポートでは，自分で調べ，考えた結果をスライドにして発表できるようにする。 

【評価方法】 

平常点および発表内容にもとづいて評価する。 

【受講生へのコメント】 

自分の研究に役立てることを意識して，授業内容についても積極的に質問・意見を述べることを望む。

受講者の希望に応じて，授業内容を変更することもある。 

【教材】 

プリントを適宜配布する。 
参考書：Alan Fersht 『タンパク質の構造と機構』 (医学出版)；『ヴォート基礎生化学 第 4 版』（東京
化学同人） 

【備考１】 

メールでの問合せは随時可能 (e-mail: rmasui[at]sci.osaka-cu.ac.jp)。 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０２ 微生物化学特論Ⅰ 後期 ２単位 

藤田 憲一 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011502 Advanced Microbiological Chemistry I １･２年次 講義 

【科目の主題】 

微生物の細胞内で進行する様々な代謝に関して、動植物をも含めてほぼ普遍的に備わっている一次代謝につ
いて概論し、ある種の微生物に特異的な二次代謝について紹介する。二次代謝に関して種々の抗生物質など生
理活性を有する二次代謝産物を中心に話題を展開し、それらの化学構造や作用機構にまで言及する。 

【授業の到達目標】 

本科目では、基本的な生命活動に必須ではない二次代謝の存在について、加えて、その代謝産物の多様な生
理活性についてセミナー形式で理解する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ガイダンス 

第２回 一次代謝 

第３回 二次代謝 

第４回 放線菌 

第５回 生理活性物質 

第６回 生理活性物質のスクリーニング 

第７回 生理活性物質の単離および構造決定 

第８回 抗生物質 

第９回 抗真菌性抗生物質 

第１０回 薬剤耐性 

第１１回 免疫とアレルギー 

第１２回 免疫調整効果を発揮する生理活性物質 

第１３回 細胞骨格を標的とするとする生理活性物質 

第１４回 薬剤耐性機構を標的とする生理活性物質 

第１５回 総括 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習：各回のトピックスについて、最新の論文や総説なども自主的に準備して、予習しておくこと。

事後学習：各回のトピックスについて、要点や専門用語について復習しておくこと。 

【評価方法】 

平常点で行う。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書「抗生物質大要―化学と生物活性 第４版」東京大学出版会、最新の文献（論文及び総説） 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０３ 微生物化学特論Ⅱ 前期 ２単位 

田中 俊雄 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011503 Advanced Microbiological Chemistry Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

微生物および植物に由来する抗生物質や生理活性分子の構造と活性発現機構を概観し、それらの構造修

飾や応用性について学習、理解することを目標とする。 

【授業の到達目標】 

単なる授業の聴講の域にとどまらず、具体的な研究内容にもとづくセミナー形式での発表ならびに、双

方向性での質疑をおこなうことができるようになる。また、そのために必要となる資料の作成法を習得

する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ペプチド性抗生物質の構造 

第２回 ペプチド性抗生物質の活性 

第３回 生理活性テルペン類の構造 

第４回 生理活性テルペン類の活性 

第５回 ポリエンマクロライドの構造 

第６回 ポリエンマクロライドの活性 

第７回 生理活性ペプチドの構造 

第８回 生理活性ペプチドの活性 

第９回  タンパク性トキシン類の構造 

第 10 回 タンパク性トキシン類の活性 

第 11 回 ペプチド性抗生物質関連論文の学習と紹介 

第 12 回 生理活性テルペン類関連論文の学習と紹介 

第 13 回 ポリエンマクロライド抗生物質関連論文の学習と紹介 

第 14 回 ポリオールマクロライド抗生物質関連論文の学習と紹介 

第 15 回 タンパク性トキシン関連論文の学習と紹介 

【事前・事後学習の内容】 

使用する資料については、必ず目を通して意味を理解しておくこと。セミナー形式で行う発表の際に出

た質問については、必ず次週までに回答を準備すること。 

【評価方法】 

平常点のみで評価する。 

【受講生へのコメント】 

資料作成、発表、質疑に際しては、積極的に参加すること 

【教材】 

研究室で作製されたこれまでの卒論、修士論文、博士論文ならびに、関連分野の英文ジャーナルに掲載

された論文 

【備考１】 

双方向形式で行う質疑においては、積極的に発言すること 

【備考２】 

過去の文献や自らの実験結果にもとづいて資料を作製すること 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０３ 微生物化学特論Ⅱ 前期 ２単位 

田中 俊雄 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011503 Advanced Microbiological Chemistry Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

微生物および植物に由来する抗生物質や生理活性分子の構造と活性発現機構を概観し、それらの構造修

飾や応用性について学習、理解することを目標とする。 

【授業の到達目標】 

単なる授業の聴講の域にとどまらず、具体的な研究内容にもとづくセミナー形式での発表ならびに、双

方向性での質疑をおこなうことができるようになる。また、そのために必要となる資料の作成法を習得

する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ペプチド性抗生物質の構造 

第２回 ペプチド性抗生物質の活性 

第３回 生理活性テルペン類の構造 

第４回 生理活性テルペン類の活性 

第５回 ポリエンマクロライドの構造 

第６回 ポリエンマクロライドの活性 

第７回 生理活性ペプチドの構造 

第８回 生理活性ペプチドの活性 

第９回  タンパク性トキシン類の構造 

第 10 回 タンパク性トキシン類の活性 

第 11 回 ペプチド性抗生物質関連論文の学習と紹介 

第 12 回 生理活性テルペン類関連論文の学習と紹介 

第 13 回 ポリエンマクロライド抗生物質関連論文の学習と紹介 

第 14 回 ポリオールマクロライド抗生物質関連論文の学習と紹介 

第 15 回 タンパク性トキシン関連論文の学習と紹介 

【事前・事後学習の内容】 

使用する資料については、必ず目を通して意味を理解しておくこと。セミナー形式で行う発表の際に出

た質問については、必ず次週までに回答を準備すること。 

【評価方法】 

平常点のみで評価する。 

【受講生へのコメント】 

資料作成、発表、質疑に際しては、積極的に参加すること 

【教材】 

研究室で作製されたこれまでの卒論、修士論文、博士論文ならびに、関連分野の英文ジャーナルに掲載

された論文 

【備考１】 

双方向形式で行う質疑においては、積極的に発言すること 

【備考２】 

過去の文献や自らの実験結果にもとづいて資料を作製すること 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０４ 酵素化学特論 前期 ２単位 

伊藤 和央 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011504 Advanced Enzyme Chemistry １・２年次 講義 

【科目の主題】 

酵素の基質特異性、補助因子の酵素触媒にはたす役割、酵素反応速度論、酵素阻害剤の阻害機構、アイソザイ

ムの生体内での意義、酵素タンパク質の構造と触媒機構などについて、アミラーゼ群や複合糖鎖合成・分解酵素

をはじめとする糖質・糖鎖関連酵素を実例に挙げて解説し、糖鎖生物学にも言及する。また、タンパク質分解酵

素を中心とした酵素前駆体とその活性化機構など調節機構についても論ずる。さらに、バイオリアクターとしての

酵素の応用についても解説する。 

【授業の到達目標】 

生命現象にとって必須の生体触媒である酵素の特徴をその構造と関連させて深く理解することを目指す。また、

あらゆる生物に様々な形態で存在し、生体内エネルギー、構造維持、生体認識など多様な機能を担う糖質・糖鎖

の構造と機能を理解する。あわせて、酵素による生体内反応の調節制御系の理解を深めることを目指す。さら

に、酵素の特異的触媒素子としての有用性を理解し、これを応用できるようになることを目指す。 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 酵素の特異性 

第 ２回 酵素の作用様式 

第 ３回 酵素の触媒機構 

第 ４回 酵素の触媒様式 

第 ５回 酵素の構造 

第 ６回 酵素の特異性 

第 ７回 酵素の活性発現 

第 ８回 酵素の多型生成 

第 ９回 酵素の活性調節 

第 10 回 酵素を用いた分析 

第 11 回 酵素を用いた有用物質生産 

第 12 回 機能性オリゴ糖、多糖の酵素合成 

第 13 回 酵素合成オリゴ糖、多糖の構造とその機能 

第 14 回 複合糖鎖の生合成酵素系 

第 15 回 複合糖鎖の分解酵素系 

【事前・事後学習の内容】 

事前にテキストで講義内容を予習する。講義内容およびこれに関連する事柄を、参考書等をもとに各自

学習し、理解を深める。 

【評価方法】 

出席点と講義中の報告点を総合して評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

Enzyme Chemistry and Molecular Biology of Amylases and Related Enzymes(CRC Press)  

Introduction to Glycobiology(Oxford University Press) 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０５ 生体高分子機能学特論Ⅰ 前期 ２単位 

小柳 光正 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011505 Advanced Biology of Functional Proteins I １･２年次 講義 

【科目の主題】 

主に視覚に代表される光受容に関与するタンパク質を題材にして，機能的・進化的視点からタンパク質

の性質の多様性とその意義について解説・議論する． 

【授業の到達目標】 

タンパク質の機能解析の基礎を学ぶとともに，その性質や関与するシステムの進化について理解を深め

ることを第一の目標とする．さらに，習得した知識をもとに論理的に議論を展開する能力を身につける．

【授業内容・授業計画】 

第１回 光受容タンパク質研究の歴史 

第２回 光受容タンパク質の性質 

第３回 光受容タンパク質の機能解析（分子レベル） 

第４回 光受容タンパク質の機能解析（細胞レベル） 

第５回 光受容タンパク質の機能解析（表現型レベル） 

第６回 光受容タンパク質の分子進化（概論） 

第７回 光受容タンパク質の分子進化（脊椎動物） 

第８回 光受容タンパク質の分子進化（無脊椎動物） 

第９回 光受容に関与するその他のタンパク質 

第 10 回 光情報伝達メカニズム 

第 11 回 光受容システムの多様性 

第 12 回 光受容システムの進化 

第 13 回 光遺伝学 

第 14 回 光受容タンパク質研究の最前線 

第 15 回 まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前に配布資料の内容を予習し，授業に臨むこと．事後には，配布資料と講義内容を整理するなど、１

時間程度の復習を行うことが望ましい． 

【評価方法】 

授業への出席回数および講義中の発表・質問状況によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

学生の理解度に応じて，授業内容の順番などが変更になる場合がある． 

【教材】 

プリントを適宜配布する． 

【備考１】 

初回授業の時に授業の進め方などの説明をするので必ず出席のこと． 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０５ 生体高分子機能学特論Ⅰ 前期 ２単位 

小柳 光正 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011505 Advanced Biology of Functional Proteins I １･２年次 講義 

【科目の主題】 

主に視覚に代表される光受容に関与するタンパク質を題材にして，機能的・進化的視点からタンパク質

の性質の多様性とその意義について解説・議論する． 

【授業の到達目標】 

タンパク質の機能解析の基礎を学ぶとともに，その性質や関与するシステムの進化について理解を深め

ることを第一の目標とする．さらに，習得した知識をもとに論理的に議論を展開する能力を身につける．

【授業内容・授業計画】 

第１回 光受容タンパク質研究の歴史 

第２回 光受容タンパク質の性質 

第３回 光受容タンパク質の機能解析（分子レベル） 

第４回 光受容タンパク質の機能解析（細胞レベル） 

第５回 光受容タンパク質の機能解析（表現型レベル） 

第６回 光受容タンパク質の分子進化（概論） 

第７回 光受容タンパク質の分子進化（脊椎動物） 

第８回 光受容タンパク質の分子進化（無脊椎動物） 

第９回 光受容に関与するその他のタンパク質 

第 10 回 光情報伝達メカニズム 

第 11 回 光受容システムの多様性 

第 12 回 光受容システムの進化 

第 13 回 光遺伝学 

第 14 回 光受容タンパク質研究の最前線 

第 15 回 まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前に配布資料の内容を予習し，授業に臨むこと．事後には，配布資料と講義内容を整理するなど、１

時間程度の復習を行うことが望ましい． 

【評価方法】 

授業への出席回数および講義中の発表・質問状況によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

学生の理解度に応じて，授業内容の順番などが変更になる場合がある． 

【教材】 

プリントを適宜配布する． 

【備考１】 

初回授業の時に授業の進め方などの説明をするので必ず出席のこと． 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０６ 生体高分子機能学特論Ⅱ 後期 ２単位 

寺北 明久 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011506 Advanced Biology of Functional Proteins Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

視覚の光情報伝達や G タンパク質共役受容体についての基礎と先端の話題を取り上げて、構造と機能発現の
連関についての詳細を紹介するとともに、どのような研究により知見が得られたのかについても解説する。 

【授業の到達目標】 

タンパク質、特に受容体が、シグナルをどのように受け取り、タンパク質構造をどのように変化させ、下流の情報伝
達分子に情報をどのように伝えるのかをタンパク質の構造とともに理解することを第一の目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 タンパク質相互作用とシグナル伝達の基本概念 

第２回 受容体とシグナル伝達分子の分類 

第３回 受容体の生化学・生理学 

第４回 受容体の構造学・生物物理学 

第５回 シグナル伝達の分子生理学 

第６回 シグナル伝達の構成的解析 

第７回 ロドプシン類の光反応 

第８回 ロドプシン類の多様性と波長制御 

第９回 ロドプシンと G タンパク質共役型受容体の構造変化と G タンパク質の活性化 

第 10 回 嗅覚と味覚における G タンパク質共役型受容体系 

第 11 回 遺伝子改変動物を用いた生体高分子の機能と多様性解析 

第 12 回 光遺伝学の分子化学 

第 13 回 光遺伝学の応用 

第 14 回 生体高分子の分子構築と機能発現メカニズム 

第 15 回 生体高分子研究の現状と将来 

 

【事前・事後学習の内容】 

英語の文献を含む配布資料を十分に予習、事後学習を行う。 

【評価方法】 

期末のレポートの得点で評価する。 

【受講生へのコメント】 

タンパク質の機能と生理現象について、さまざま角度から理解し、自身の研究に役立ててほしい。 

【教材】 

特に指定しないが適宜プリント等を配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 155 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０７ 生物分子機能学特別講義Ⅰ・Ⅱ 集中 各１単位 
他大学・ 

研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011507 

SCB011508 

Selected Topics in Sciences of 

Biomolecules Ⅰ･Ⅱ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

生物分子機能学に関する最近のトピックスを，他大学・研究機関等の専門家が集中講義する． 

【授業の到達目標】 

生物分子機能学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 156 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０７ 生物分子機能学特別講義Ⅰ・Ⅱ 集中 各１単位 
他大学・ 

研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011507 

SCB011508 

Selected Topics in Sciences of 

Biomolecules Ⅰ･Ⅱ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

生物分子機能学に関する最近のトピックスを，他大学・研究機関等の専門家が集中講義する． 

【授業の到達目標】 

生物分子機能学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０８ 生物分子機能学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011509 

SCB011609 
Exercises in Science of Biomolecules 1～２年次 演習 

【科目の主題】 

生物分子機能学分野の各講義の理解を深めるとともに幅広い専門的知識の修得をはかるため，問題演習

や基本的な学術論文の講読を行う．受講者が自身の研究成果を報告し討論する． 

【授業の到達目標】 

生物分子機能学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行うことで，各専門分野における深い

知識を養う．また，各自の研究テーマについての進行状況を報告し討論を行うことで，自身の成果を深

く洞察し表現する能力を身につける． 

【授業内容・授業計画】 

担当教員から別途案内する． 

 

【事前・事後学習の内容】 

担当教員から別途案内する．また，研究テーマおよびその進捗に応じて，要点をまとめるなど準備を怠

らないこと． 

【評価方法】 

レポート，セミナーでの討論を総合的に評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内するが，必要なテキストや論文を自分自身で探し出し積極的な学習を行うことを

期待する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 157 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０９ 植物機能学特論Ⅰ 前期 ２単位 

曽我 康一 

保尊 隆享 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021501 Advanced Biology of Plant Functions Ⅰ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

様々な植物ホルモンがどのような構造を持ち、どんな経路で合成・分解されるか、またどのようなしく

みで輸送され、シグナル伝達を行うか、そしてどのような生理作用をどう示すかについて概説する。 

【授業の到達目標】 

高等植物の生活環調節並びに環境応答において重要な役割を果たしている植物ホルモンの構造と機能に

ついて理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 序論：植物ホルモンとは 

第 ２回 植物ホルモンの発見と研究の歴史 

第 ３回 植物ホルモンの種類と構造 

第 ４回 植物ホルモンの合成 

第 ５回 植物ホルモンの分解 

第 ６回 植物ホルモンの輸送 

第 ７回 植物ホルモンの生理作用：発芽と栄養成長の調節 

第 ８回 植物ホルモンの生理作用：生殖成長と老化の調節 

第 ９回 植物ホルモンの生理作用：光と重力に対する反応 

第１０回 植物ホルモンの生理作用：温度と水分に対する反応 

第１１回 植物ホルモンの作用機構 

第１２回 植物ホルモンの受容体 

第１３回 植物ホルモンのシグナル伝達 

第１４回 植物ホルモン間の相互作用 

第１５回 植物ホルモンの利用 

【事前・事後学習の内容】 

事前に配布するプリントの内容を講義前に確認し、不明な用語などは参考書等を利用して調べておくこ

と。また、講義内容に関する不明な点は講義時に質問をするとともに、各自で参考書などを利用して確

かめること。 

【評価方法】 

授業時における質疑応答状況と理解度（100%）。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

プリントを配布する。 

参考書：「新しい植物ホルモンの科学」（講談社）、「植物ホルモンのシグナル伝達」（秀潤社） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 158 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３０９ 植物機能学特論Ⅰ 前期 ２単位 

曽我 康一 

保尊 隆享 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021501 Advanced Biology of Plant Functions Ⅰ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

様々な植物ホルモンがどのような構造を持ち、どんな経路で合成・分解されるか、またどのようなしく

みで輸送され、シグナル伝達を行うか、そしてどのような生理作用をどう示すかについて概説する。 

【授業の到達目標】 

高等植物の生活環調節並びに環境応答において重要な役割を果たしている植物ホルモンの構造と機能に

ついて理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 序論：植物ホルモンとは 

第 ２回 植物ホルモンの発見と研究の歴史 

第 ３回 植物ホルモンの種類と構造 

第 ４回 植物ホルモンの合成 

第 ５回 植物ホルモンの分解 

第 ６回 植物ホルモンの輸送 

第 ７回 植物ホルモンの生理作用：発芽と栄養成長の調節 

第 ８回 植物ホルモンの生理作用：生殖成長と老化の調節 

第 ９回 植物ホルモンの生理作用：光と重力に対する反応 

第１０回 植物ホルモンの生理作用：温度と水分に対する反応 

第１１回 植物ホルモンの作用機構 

第１２回 植物ホルモンの受容体 

第１３回 植物ホルモンのシグナル伝達 

第１４回 植物ホルモン間の相互作用 

第１５回 植物ホルモンの利用 

【事前・事後学習の内容】 

事前に配布するプリントの内容を講義前に確認し、不明な用語などは参考書等を利用して調べておくこ

と。また、講義内容に関する不明な点は講義時に質問をするとともに、各自で参考書などを利用して確

かめること。 

【評価方法】 

授業時における質疑応答状況と理解度（100%）。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

プリントを配布する。 

参考書：「新しい植物ホルモンの科学」（講談社）、「植物ホルモンのシグナル伝達」（秀潤社） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１０ 植物機能学特論Ⅱ 後期 ２単位 

若林 和幸 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021502 Advanced Biology of Plant Functions Ⅱ １･２年次 講義 

【科目の主題】 

植物細胞壁の構造・形態、細胞壁構成成分の化学構造、細胞壁構成成分の代謝、高分子複合体の形成、

細胞壁の機能などについて解説する。 

【授業の到達目標】 

植物細胞の成長や形を直接的に規定する細胞壁について総合的に学習し、植物の成長や形態形成の仕組

みを理解するための知識を習得する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回  序論 植物細胞壁とは 

第２回  植物細胞壁の構造 

第３回  植物細胞壁の構成成分（単糖類） 

第４回  植物細胞壁の構成成分（マトリックス多糖類） 

第５回  植物細胞壁の構成成分（セルロース） 

第６回  植物細胞壁の構成成分（フェノール化合物） 

第７回  植物細胞壁の構成成分（細胞壁タンパク質） 

第８回  植物細胞壁の代謝（マトリックス多糖類の合成） 

第９回  植物細胞壁の代謝（セルロースの合成） 

第 10 回 植物細胞壁の代謝（フェノール化合物の合成） 

第 11 回 植物細胞壁の代謝（多糖類のつなぎ換え反応） 

第 12 回 植物細胞壁の代謝（多糖類の分解） 

第 13 回 細胞壁の機能（成長調節） 

第 14 回 細胞壁の機能（形態形成、防御など） 

第 15 回 まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業で説明した内容や用語で、理解が不十分であると感じた項目について、事後学習によって正しく理

解し、その知識を定着させることが重要である。 

【評価方法】 

出席とレポート 

【受講生へのコメント】 

植物機能学特論 I と合わせて履修することが望ましい。 

【教材】 

プリントを適宜配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 159 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１１ 動物機能学特論Ⅰ 前期 ２単位 

小宮 透 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021503 Advanced Animal Development Ⅰ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

従来の形態学的および細胞化学的特徴を用いた研究や、最新の特異的な遺伝子発現を指標とした生殖細胞形
成に関する研究により明らかにされたことをいくつかの動物種を例に挙げて紹介する． 

 

【授業の到達目標】 

無脊椎動物から脊椎動物に至るまで動物の生殖細胞形成機構を概観すると、決定因子型と誘導型に分類できる
ことを解説する． 

 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 動物における生殖細胞形成における 2つの様式 
第 ２回 プラナリアの生殖細胞形成 
第 ３回 線虫の生殖細胞形成 
第 ４回 キイロショウジョウバエの生殖細胞形成 
第 ５回 ゼブラフィッシュの生殖細胞形成 
第 ６回 無尾両生類の生殖細胞形成過程の概略 
第 ７回 無尾両生類の生殖細胞形成の分子メカニズム 
第 ８回 有尾両生類の生殖細胞形成 
第 ９回 鳥類（ニワトリ）の生殖細胞形成 
第１０回 哺乳類の生殖細胞形成 
第１１回 生殖細胞形成に働く遺伝子群の概略説明 
第１２回 生殖細胞形成に働く遺伝子群の分子レベルでの説明 
第１３～１５回 講義されたテーマについて各自の意見をまとめ，発表を行ない，意見を述べあう． 
 

【事前・事後学習の内容】 

プリントを配布するので事前事後に予習復習を行う． 

【評価方法】 

各自の発表についての評価とレポート・試験等の採点で決める． 

【受講生へのコメント】 

大学院生である事から、自主的に研究を追求する事を望む． 

【教材】 

参考書；「Primordial Germ Cells in the Chordates」by Nieuwkoop P. D. & Sutasurya L. A. (Cambridge University 
Press)  

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 160 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１１ 動物機能学特論Ⅰ 前期 ２単位 

小宮 透 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021503 Advanced Animal Development Ⅰ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

従来の形態学的および細胞化学的特徴を用いた研究や、最新の特異的な遺伝子発現を指標とした生殖細胞形
成に関する研究により明らかにされたことをいくつかの動物種を例に挙げて紹介する． 

 

【授業の到達目標】 

無脊椎動物から脊椎動物に至るまで動物の生殖細胞形成機構を概観すると、決定因子型と誘導型に分類できる
ことを解説する． 

 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 動物における生殖細胞形成における 2つの様式 
第 ２回 プラナリアの生殖細胞形成 
第 ３回 線虫の生殖細胞形成 
第 ４回 キイロショウジョウバエの生殖細胞形成 
第 ５回 ゼブラフィッシュの生殖細胞形成 
第 ６回 無尾両生類の生殖細胞形成過程の概略 
第 ７回 無尾両生類の生殖細胞形成の分子メカニズム 
第 ８回 有尾両生類の生殖細胞形成 
第 ９回 鳥類（ニワトリ）の生殖細胞形成 
第１０回 哺乳類の生殖細胞形成 
第１１回 生殖細胞形成に働く遺伝子群の概略説明 
第１２回 生殖細胞形成に働く遺伝子群の分子レベルでの説明 
第１３～１５回 講義されたテーマについて各自の意見をまとめ，発表を行ない，意見を述べあう． 
 

【事前・事後学習の内容】 

プリントを配布するので事前事後に予習復習を行う． 

【評価方法】 

各自の発表についての評価とレポート・試験等の採点で決める． 

【受講生へのコメント】 

大学院生である事から、自主的に研究を追求する事を望む． 

【教材】 

参考書；「Primordial Germ Cells in the Chordates」by Nieuwkoop P. D. & Sutasurya L. A. (Cambridge University 
Press)  

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１２ 動物機能学特論Ⅱ 前期 ２単位 

小宮 透 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021504 Advanced Animal Development Ⅱ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

進行に伴いしだいに複雑化する発生の過程が，遺伝子である DNA とその指令に基づいて形成された蛋白質と
の相互作用によって行われること．また，少数の遺伝子によっていかに複雑な生命現象が可能となるのかという多
様性の問題を説明したい． 

 

【授業の到達目標】 

発生現象を遺伝子発現のネットワークとしてとらえ、遺伝情報の格納庫である DNA と蛋白質相互作用という視点
から説明し、さまざまなシグナル伝達との関わりについても解説を行う。そのことにより、受講生が発生現象を高度
な遺伝子発現のネットワークとしてとらえ、それを解析出来るような基礎的な知識を身に付けることが目標である． 

【授業内容・授業計画】 

人を含めたほ乳類の遺伝子は１０万程度はあるであろうと見積もられていた．ところがゲノムプロジェクトの結果，２ 
万数千しかないことが判明した．ショウジョウバエや線虫の遺伝子はおよそ１万８千程度である．なぜ少数の遺伝
子で発生を含めた複雑な生命現象が営まれるのであろうか．多様性をもたらす原因について検討する． 
 
第１～３回 遺伝子と蛋白質（主に転写因子）の相互作用について説明する． 
第 ４回 多様性をもたらす原因についての概要説明．以降各テーマについて説明を行なう． 
第 ５回 転写レベルでの多様性． 
第 ６回 翻訳レベルでの多様性． 
第 ７回 翻訳後レベルでの多様性． 
第 ８回 多量体形成の際の蛋白質の組み合わせと多様性． 
第 ９回 シグナル伝達のクロストークと多様性． 
第１０回 さまざまな発生現象の際に同じ遺伝子が繰り返し使われることの説明． 
第１１回 抗体の多様性のメカニズムについての説明． 
第１２ ～１５回 講義されたテーマについて各自の意見をまとめ，発表を行ない，意見を述べあう．それにより発生
現象と遺伝子のかかわりについて理解を深める． 

【事前・事後学習の内容】 

プリントを配布するので事前事後に予習復習を行う． 

【評価方法】 

各自の発表についての評価とレポート・試験等の採点で決める． 

【受講生へのコメント】 

大学院生である事から、自主的に研究を追求する事を望む． 

【教材】 

The Regulatory Genome:Gene Regulatory Networks in Development and Evolution (Academic Press) 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 161 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１３ 細胞機能学特論Ⅰ 後期 ２単位 

中村 太郎 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021505 Advanced Molecular Cell Biology Ⅰ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

増殖と分化という細胞機能の基本的な性質について分子レベルを中心に講義する。分子遺伝学の手法が使える
酵母がモデル系として真核細胞の理解にどのように役立ってきたかを論じる。特に、細胞周期の制御、体細胞分
裂と減数分裂、有性生殖への分化と遺伝子発現などについて、最新の研究成果を交えて解説する。 

 

【授業の到達目標】 

増殖と分化という細胞機能の基本的な性質について、その解明に大きく貢献してきたモデル生物酵母の研究の
歴史、成果、および最新の研究について理解する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 モデル生物としての酵母  その研究の歴史 

第２回 モデル生物としての酵母  遺伝子組換え 

第３回 酵母の系統分類、生態、進化 

第４回 酵母と応用 

第５回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～出芽酵母と細胞周期 

第６回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～分裂酵母と細胞周期 

第７回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～チェックポイント 

第８回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～クロマチン構造 

第９回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～転写制御 

第 10 回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～翻訳 

第 11 回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～細胞壁 

第 12 回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～有性生殖 

第 13 回 最新の研究成果から 〜ゲノム編集と酵母 論文紹介と議論 

第 14 回 最新の研究成果から 〜バイオインフォマティクス 論文紹介と議論 

第 15 回 最新の研究成果から 〜オートファジー 論文紹介と議論 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業までに教科書指定箇所に目を通し、予習しておくこと。 

【評価方法】 

出席、レポート、授業での討論を総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

議論への積極的な参加を期待する。 

【教材】 

参考書として「酵母のすべて」シュプリンガーをすすめる。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 162 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１３ 細胞機能学特論Ⅰ 後期 ２単位 

中村 太郎 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021505 Advanced Molecular Cell Biology Ⅰ １・２年次 講義 

【科目の主題】 

増殖と分化という細胞機能の基本的な性質について分子レベルを中心に講義する。分子遺伝学の手法が使える
酵母がモデル系として真核細胞の理解にどのように役立ってきたかを論じる。特に、細胞周期の制御、体細胞分
裂と減数分裂、有性生殖への分化と遺伝子発現などについて、最新の研究成果を交えて解説する。 

 

【授業の到達目標】 

増殖と分化という細胞機能の基本的な性質について、その解明に大きく貢献してきたモデル生物酵母の研究の
歴史、成果、および最新の研究について理解する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 モデル生物としての酵母  その研究の歴史 

第２回 モデル生物としての酵母  遺伝子組換え 

第３回 酵母の系統分類、生態、進化 

第４回 酵母と応用 

第５回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～出芽酵母と細胞周期 

第６回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～分裂酵母と細胞周期 

第７回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～チェックポイント 

第８回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～クロマチン構造 

第９回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～転写制御 

第 10 回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～翻訳 

第 11 回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～細胞壁 

第 12 回 酵母研究が解明に貢献した生命現象 ～有性生殖 

第 13 回 最新の研究成果から 〜ゲノム編集と酵母 論文紹介と議論 

第 14 回 最新の研究成果から 〜バイオインフォマティクス 論文紹介と議論 

第 15 回 最新の研究成果から 〜オートファジー 論文紹介と議論 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業までに教科書指定箇所に目を通し、予習しておくこと。 

【評価方法】 

出席、レポート、授業での討論を総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

議論への積極的な参加を期待する。 

【教材】 

参考書として「酵母のすべて」シュプリンガーをすすめる。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１４ 細胞機能学特論Ⅱ 前期 ２単位 

宮田 真人 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021506 Advanced Molecular Cell Biology Ⅱ １･２年次 演習･講義 

【科目の主題】 

細胞生物学研究に必要な、知識、技術、観点、議論、発表、ソサエティー、研究の評価、などについて主に演習
形式で学び，生物学研究の実際について理解を深める。成果は年数回の学会や研究会にて発表する。 

【授業の到達目標】 

学会発表、学会での質問、論文作成、申請書作成、など細胞生物学およびその周辺分野で研究を行うた

めの能力を習得する。 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 生体運動研究俯瞰 
第 ２回 ビデオ講義 iBiology についての翻訳と議論 
第 ３回 最新論文の紹介 
第 ４回 学会発表練習 
第 ６回 受講者研究内容の紹介 
第 ７回 学外研究者によるセミナー 
第 ８回 ビデオ講義 iBiology についての翻訳と議論 
第 ９回 最新論文の紹介 
第１０回 学会発表練習 
第１１回 受講者研究内容の紹介 
第１２回 学外研究者によるセミナー 
第１３回 ビデオ講義 iBiology についての翻訳と議論 
第１４回 最新論文の紹介 
第１５回 卒業研究発表練習 

【事前・事後学習の内容】 

主に演習形式であるため，十分な準備を行って臨むこと。 

【評価方法】 

出席、質問、レポート。 

【受講生へのコメント】 

積極的な議論を期待する。 

 

【教材】 

Albert B.etal.,“Molecular Biology of the Cell 5th ed.”(Gerland Science)  

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 163 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１５ 生体機能生物学特別講義Ⅰ･Ⅱ 集中 各１単位 
他大学・ 

研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021507 

SCB021508 

Selected Topics in Sciences of Molecular 

Biofunctions Ⅰ･Ⅱ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

生体機能生物学に関する最近のトピックスを，他大学・研究機関等の専門家が集中講義する． 

【授業の到達目標】 

生体機能生物学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 164 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１５ 生体機能生物学特別講義Ⅰ･Ⅱ 集中 各１単位 
他大学・ 

研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021507 

SCB021508 

Selected Topics in Sciences of Molecular 

Biofunctions Ⅰ･Ⅱ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

生体機能生物学に関する最近のトピックスを，他大学・研究機関等の専門家が集中講義する． 

【授業の到達目標】 

生体機能生物学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１６ 生体機能生物学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021509 

SCB021609 
Exercises in Molecular Biofunctions 1～２年次 演習 

【科目の主題】 

生体機能生物学分野の各講義の理解を深めるとともに幅広い専門的知識の修得をはかるため，問題演習

や基本的な学術論文の講読を行う．受講者が自身の研究成果を報告し討論する． 

【授業の到達目標】 

生体分子機能学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行うことで，各専門分野における深い

知識を養う．また，各自の研究テーマについての進行状況を報告し討論を行うことで，自身の成果を深

く洞察し表現する能力を身につける． 

【授業内容・授業計画】 

担当教員から別途案内する． 

 

【事前・事後学習の内容】 

担当教員から別途案内する．また，研究テーマおよびその進捗に応じて，要点をまとめるなど準備を怠

らないこと．  

【評価方法】 

レポート，セミナーでの討論を総合的に評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内するが，必要なテキストや論文を自分自身で探し出し積極的な学習を行うことを

期待する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 165 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１７ 機能生態学特論 後期 ２単位 

伊東 明 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031501 Advanced Functional Ecology １・２年次 講義 

【科目の主題】 

遺伝生態学、個体群生態学、群集生態学、進化生態学と生物多様性の関係について、植物生態学分野を

中心に解説する。また、生態学におけるデータ解析の基礎についても説明する。 

【授業の到達目標】 

生物多様性の理解に必要な、遺伝学、進化学、生態学の基礎概念を理解し、関連する最新の学術論文を

読めるようになること。また、生態データの統計解析の基礎を理解し、基本的な解析ができるようにな

ること。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ガイダンス：「生態学と生物多様性」概論 

第２回 遺伝的多様性１：集団遺伝学の基礎 

第３回 遺伝的多様性２：遺伝生態学の研究手法 

第４回 種多様性１：種とは何か 

第５回 種多様性２：種分化のプロセス 

第６回 種多様性３：種多様性のパターン 

第７回 種多様性４：種多様性の維持メカニズム 

第８回 系統多様性１：系統多様性の概念 

第９回 系統多様性２：系統多様性の研究手法 

第 10 回 生態データ解析１：統計モデリングの基礎 

第 11 回 生態データ解析２：一般化線形モデル 

第 12 回 遺伝的多様性研究の事例紹介と討論 

第 13 回 種多様性研究の事例紹介と討論 

第 14 回 系統多様性研究の事例紹介と討論 

第 15 回 まとめと総合討論 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前に配布する資料を授業までに一通り読み、疑問点等を明確にしておくこと。授業後は、授業内容を

復習し、関連する文献から興味あるものを選んで内容をまとめておくこと（授業中に発表してもらう）。

データ解析の回については、授業後に自身で演習問題に取り組み、解析方法を修得すること。 

【評価方法】 

授業中の質疑応答状況、発表、及び、レポート。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書：宮下直ら『生物多様性と生態学』（朝倉書店）、津村義彦ら『森の分子生態学 2』（文一総合出版）、

久保拓弥『データ解析のための統計モデリング入門』（岩波書店） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 166 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１７ 機能生態学特論 後期 ２単位 

伊東 明 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031501 Advanced Functional Ecology １・２年次 講義 

【科目の主題】 

遺伝生態学、個体群生態学、群集生態学、進化生態学と生物多様性の関係について、植物生態学分野を

中心に解説する。また、生態学におけるデータ解析の基礎についても説明する。 

【授業の到達目標】 

生物多様性の理解に必要な、遺伝学、進化学、生態学の基礎概念を理解し、関連する最新の学術論文を

読めるようになること。また、生態データの統計解析の基礎を理解し、基本的な解析ができるようにな

ること。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ガイダンス：「生態学と生物多様性」概論 

第２回 遺伝的多様性１：集団遺伝学の基礎 

第３回 遺伝的多様性２：遺伝生態学の研究手法 

第４回 種多様性１：種とは何か 

第５回 種多様性２：種分化のプロセス 

第６回 種多様性３：種多様性のパターン 

第７回 種多様性４：種多様性の維持メカニズム 

第８回 系統多様性１：系統多様性の概念 

第９回 系統多様性２：系統多様性の研究手法 

第 10 回 生態データ解析１：統計モデリングの基礎 

第 11 回 生態データ解析２：一般化線形モデル 

第 12 回 遺伝的多様性研究の事例紹介と討論 

第 13 回 種多様性研究の事例紹介と討論 

第 14 回 系統多様性研究の事例紹介と討論 

第 15 回 まとめと総合討論 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前に配布する資料を授業までに一通り読み、疑問点等を明確にしておくこと。授業後は、授業内容を

復習し、関連する文献から興味あるものを選んで内容をまとめておくこと（授業中に発表してもらう）。

データ解析の回については、授業後に自身で演習問題に取り組み、解析方法を修得すること。 

【評価方法】 

授業中の質疑応答状況、発表、及び、レポート。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

参考書：宮下直ら『生物多様性と生態学』（朝倉書店）、津村義彦ら『森の分子生態学 2』（文一総合出版）、

久保拓弥『データ解析のための統計モデリング入門』（岩波書店） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１８ 社会生態学特論 I 前期 ２単位 

幸田 正典 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031502 Advanced Socio-ecology I １・２年次 講義 

【科目の主題】 

動物の多様な婚姻形態がなぜ生じるのか、そこでの多様な繁殖戦略について、脊椎動物を材料に論じる。

性淘汰と性的対立の問題や、関連分野である認知生態学や比較認知科学についても包括的に触れる。 

【授業の到達目標】 

動物の社会行動および社会構造を、戦略理論から統一的に理解することを目標とする。特に最新の実践

研究を紹介する。最新の研究成果の理解により、動物の行動研究により修士研究を実施していくための

基礎知識を得ることを目標とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回  社会生態学とは 

第２回  社会生態学の基礎である縄張りと順位 

第３回  脊椎動物の子育てと様式と社会 

第４回  魚類の社会生態学 

第５回  両生、は虫類の社会生態学 

第６回  鳥類の社会生態学 

第 7回  ほ乳類の社会生態学 

第８回  霊長類の社会生態学 

第９回  認知生態学: 主に仮装や擬態を巡る事例から 

第１０回 認知生態学： 性淘汰における表現型認知 

第１１回 比較認知科学：意図的騙しや計画行動 

第１２回 比較認知科学：自己認識と自己意識 

第１３回 互恵的利他行動としっぺ返し戦略 

第１４回 協同繁殖と協同的一妻多夫 

第１５回 まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

授業の資料は前の週の授業で配布する。これにより、次の授業の内容について、資料に目を通すことで、

事前学習を行うことができる。これまで通り、授業の終わりに、その日の講義での質問事項や疑問点な

どをコミュニケーションカードに記述し提出してもらう。さらに、講義の最後に授業の知識に基づき自

分で調べることも必要な、レポート用紙１枚程度の課題テーマを出し、講義後の１週間の間に作成して

もらう。この課題レポートは、事後学習として機能する。 

【評価方法】 

毎回の小テスト点（50 点）、提出レポート（50 点）により行う。 

【受講生へのコメント】 

動物の行動が修士論文の研究主題である学生の受講を勧める。 

【教材】 

基本的には、配布する資料を使用する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１９ 社会生態学特論Ⅱ 後期 ２単位 

安房田 智司 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031503 Advanced Socio-ecology Ⅱ １•２年次 講義 

【科目の主題】 

社会生態学や行動・進化生態学の分野について、最新の研究成果に触れることで、最新の話題の重要性

や問題点を学ぶだけでなく、野外調査や室内実験の手法、仮説の検証方法、論文の執筆方法など実践的

な研究の展開手法についても学ぶ。 

【授業の到達目標】 

本科目では、最新の論文の内容が理解できるだけでなく、研究背景や研究方法について説明できるよう

になることを目標とする。また、最新の研究の意義についても考え、自身の研究を展開していく技術や

考え方を身につけることができるようになることも目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 社会生態学や行動・進化生態学研究のアプローチの方法 

第２回 野外調査の方法 I：海や湖に生息する魚類 

第３回 野外調査の方法 II：川に生息する魚類 

第４回 野外調査の方法 III：陸上脊椎動物 

第５回 野外調査の方法 IV：陸上無脊椎動物 

第６回 野外操作実験 I：海や湖に生息する魚類 

第７回 野外操作実験 II：川に生息する魚類 

第８回 水槽実験 

第９回 DNA 解析 I：親子判定と血縁度の解析 

第 10 回 DNA 解析 II：分子系統樹 

第 11 回 DNA 解析 III：系統種間比較解析 

第 12 回 ホルモンと行動 I：繁殖 

第 13 回 ホルモンと行動 II：ストレス 

第 14 回 仮説の設定と検証方法 

第 15 回 研究計画から論文執筆まで 

【事前・事後学習の内容】 

論文に書かれている内容を理解するためには、たくさんの論文に触れる必要がある。講義で読む論文だ

けでなく興味のある分野については、積極的に自分で論文を探して読んで欲しい。また、その基礎とな

る英語の学習も日々行って欲しい。 

【評価方法】 

受講状況とレポート、討論を通じて把握する理解度も加味して、総合的に到達度を評価する。 

【受講生へのコメント】 

社会生態学や行動・進化生態学の分野について、いかに面白い、そしてインパクトのある研究を展開し

ていくか、実際に研究を展開していく上で重要なことや、困難なこと、そしてそれをどうやって打破す

るのかを本科目を通じて考えて欲しいと思う。 

【教材】 

テキスト 

 講義に関連したプリント類や論文を配布する。 

参考書 

1. 行動生態学（シリーズ 現代の生態学 5）、2012 年、日本生態学会編、共立出版 

2. An Introduction to Behavioural Ecology、2012 年、N. B. Davies, J. R. Krebs (eds), Wiley-Blackwell 

3. 魚類行動生態学入門、2013 年、桑村哲生・安房田智司共編著、東海大学出版会 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３１９ 社会生態学特論Ⅱ 後期 ２単位 

安房田 智司 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031503 Advanced Socio-ecology Ⅱ １•２年次 講義 

【科目の主題】 

社会生態学や行動・進化生態学の分野について、最新の研究成果に触れることで、最新の話題の重要性

や問題点を学ぶだけでなく、野外調査や室内実験の手法、仮説の検証方法、論文の執筆方法など実践的

な研究の展開手法についても学ぶ。 

【授業の到達目標】 

本科目では、最新の論文の内容が理解できるだけでなく、研究背景や研究方法について説明できるよう

になることを目標とする。また、最新の研究の意義についても考え、自身の研究を展開していく技術や

考え方を身につけることができるようになることも目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 社会生態学や行動・進化生態学研究のアプローチの方法 

第２回 野外調査の方法 I：海や湖に生息する魚類 

第３回 野外調査の方法 II：川に生息する魚類 

第４回 野外調査の方法 III：陸上脊椎動物 

第５回 野外調査の方法 IV：陸上無脊椎動物 

第６回 野外操作実験 I：海や湖に生息する魚類 

第７回 野外操作実験 II：川に生息する魚類 

第８回 水槽実験 

第９回 DNA 解析 I：親子判定と血縁度の解析 

第 10 回 DNA 解析 II：分子系統樹 

第 11 回 DNA 解析 III：系統種間比較解析 

第 12 回 ホルモンと行動 I：繁殖 

第 13 回 ホルモンと行動 II：ストレス 

第 14 回 仮説の設定と検証方法 

第 15 回 研究計画から論文執筆まで 

【事前・事後学習の内容】 

論文に書かれている内容を理解するためには、たくさんの論文に触れる必要がある。講義で読む論文だ

けでなく興味のある分野については、積極的に自分で論文を探して読んで欲しい。また、その基礎とな

る英語の学習も日々行って欲しい。 

【評価方法】 

受講状況とレポート、討論を通じて把握する理解度も加味して、総合的に到達度を評価する。 

【受講生へのコメント】 

社会生態学や行動・進化生態学の分野について、いかに面白い、そしてインパクトのある研究を展開し

ていくか、実際に研究を展開していく上で重要なことや、困難なこと、そしてそれをどうやって打破す

るのかを本科目を通じて考えて欲しいと思う。 

【教材】 

テキスト 

 講義に関連したプリント類や論文を配布する。 

参考書 

1. 行動生態学（シリーズ 現代の生態学 5）、2012 年、日本生態学会編、共立出版 

2. An Introduction to Behavioural Ecology、2012 年、N. B. Davies, J. R. Krebs (eds), Wiley-Blackwell 

3. 魚類行動生態学入門、2013 年、桑村哲生・安房田智司共編著、東海大学出版会 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２０ 情報生物学特論Ⅰ 前期 ２単位 

後藤 慎介 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031505 Advanced Information Biology I １･２年次 講義・演習 

【科目の主題】 

生物を取り巻く環境は多様であり，また大きく変動している．動物たちは環境の変動を情報として感知

し，生理状態を調節することで，その環境に適している．本講義・演習では動物，特に昆虫の生理機構

について，受講者が専門書を読み，理解し，理解した内容を発表する．  

【授業の到達目標】 

昆虫の生理機構に関しての専門知識を得る．興味のあるトピックスを選び，専門書の該当部分を読み，

理解し，理解した内容を発表することで，研究者・専門的技術者としての素養を身につける． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ガイダンス 

第２回 情報伝達 

第３回 外皮 

第４回 発生 

第５回 生殖 

第６回 行動 

第７回 代謝 

第８回 循環 

第９回 排出 

第 10 回 呼吸 

第 11 回 運動 

第 12 回 神経 

第 13 回 コミュニケーション 

第 14 回 適応 

第 15 回 総括 

 

【事前・事後学習の内容】 

発表の機会を数多く設けるので，発表のための準備を怠らないこと． 

【評価方法】 

課題の発表と討論の内容によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

最新のトピックスを扱うこと，そして受講者の希望を考慮することから，授業内容の順番が入れ替わる

ことがある．講義の進め方について，初回授業時にガイダンスを行うので必ず出席すること． 

【教材】 

授業初回に紹介する． 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２１ 情報生物学特論Ⅱ 後期 ２単位 

渕側 太郎 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031506 Advanced Information Biology Ⅱ １･２年次 講義・演習 

【科目の主題】 

天文学的なはたらきにより，地球上には周期的な環境変化，たとえば昼夜，潮汐，大潮小潮，季節が生

じる．この周期的な環境変化に対応するため，多くの生物は周期的な活動，周期的な生理状態の変化を

示す．このように生物が示す周期性を対象とする学問分野を「時間生物学」という．本講義・演習を通

して，動物，特に昆虫を対象とした時間生物学について学ぶ． 

【授業の到達目標】 

時間生物学に関する専門知識を得る．受講者が興味のあるトピックスを選び，専門書の該当部分を読み，

理解し，理解した内容を発表することで，研究者・専門的技術者としての素養を身につける． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ガイダンス 

第２回 時間生物学とは 

第３回 環境サイクル 

第４回 生物の周期性とその性質 

第５回 生物リズムの解析法 

第６回 ウルトラディアンリズム 

第７回 概日リズム 

第８回 概潮汐リズムとインフラディアンリズム 

第９回 光周性 

第 10 回 概年リズム 

第 11 回 生物時計の神経機構 

第 12 回 生物時計の分子機構 

第 13 回 周期性の適応的意義 

第 14 回 最近の論文から 

第 15 回 総括 

 

【事前・事後学習の内容】 

発表の機会を数多く設けるので，発表のための準備を怠らないこと． 

【評価方法】 

課題の発表と討論の内容によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

最新のトピックスを扱うこと，そして受講者の希望を考慮することから，授業内容の順番が入れ替わる

ことがある．講義の進め方について，初回授業時にガイダンスを行うので必ず出席すること． 

【教材】 

授業初回に紹介する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 170 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２１ 情報生物学特論Ⅱ 後期 ２単位 

渕側 太郎 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031506 Advanced Information Biology Ⅱ １･２年次 講義・演習 

【科目の主題】 

天文学的なはたらきにより，地球上には周期的な環境変化，たとえば昼夜，潮汐，大潮小潮，季節が生

じる．この周期的な環境変化に対応するため，多くの生物は周期的な活動，周期的な生理状態の変化を

示す．このように生物が示す周期性を対象とする学問分野を「時間生物学」という．本講義・演習を通

して，動物，特に昆虫を対象とした時間生物学について学ぶ． 

【授業の到達目標】 

時間生物学に関する専門知識を得る．受講者が興味のあるトピックスを選び，専門書の該当部分を読み，

理解し，理解した内容を発表することで，研究者・専門的技術者としての素養を身につける． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 ガイダンス 

第２回 時間生物学とは 

第３回 環境サイクル 

第４回 生物の周期性とその性質 

第５回 生物リズムの解析法 

第６回 ウルトラディアンリズム 

第７回 概日リズム 

第８回 概潮汐リズムとインフラディアンリズム 

第９回 光周性 

第 10 回 概年リズム 

第 11 回 生物時計の神経機構 

第 12 回 生物時計の分子機構 

第 13 回 周期性の適応的意義 

第 14 回 最近の論文から 

第 15 回 総括 

 

【事前・事後学習の内容】 

発表の機会を数多く設けるので，発表のための準備を怠らないこと． 

【評価方法】 

課題の発表と討論の内容によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

最新のトピックスを扱うこと，そして受講者の希望を考慮することから，授業内容の順番が入れ替わる

ことがある．講義の進め方について，初回授業時にガイダンスを行うので必ず出席すること． 

【教材】 

授業初回に紹介する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２２ 植物進化遺伝学特論 集中 ２単位 

山田 敏弘 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031507 Advanced Genetics of Plant Evolution １・２年次 講義 

【科目の主題】 

現在の植物に見られる多様性は，過去に起きた遺伝子進化の結果生じたものである。本講義では，過去に生育
した植物の実例を議論し，その背景にある遺伝子進化のメカニズムを考える。 

【授業の到達目標】 

維管束植物における小進化や大進化の具体例を正しく理解する。また，身近にある植物が持つ歴史や進化的独
自性を知り，その進化過程に思いを巡らせられるようになる。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 植物の進化的独自性１：細胞の観点から 

第２回 植物の進化的独自性２：化石の観点から 

第３回 デボン紀大爆発１：根の化石記録 

第４回 デボン紀大爆発２：葉の化石記録 

第５回 デボン紀大爆発３：種子の化石記録 

第６回 小葉類のボディプラン 

第７回 石炭紀の“森林” 

第８回 ペルム紀の植生 

第９回 三畳紀の植生 

第 10 回 ジュラ紀の植生 

第 11 回 被子植物のボディプラン 

第 12 回 白亜紀の植生―被子植物の登場 

第 13 回 新生代前半の植生 

第 14 回 新生代後半の植生 

第 15 回 まとめと総合討論 

【事前・事後学習の内容】 

関連論文を読む（論文については講義内で指示する）。 

【評価方法】 

レポート 

【受講生へのコメント】 

授業は集中講義方式で理学部附属植物園で行う。受講希望者は、予め担当教員に連絡すること。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 171 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２３ 自然誌機能生物学特別講義Ⅰ･Ⅱ 集中 各１単位 
他大学・ 

研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031508 

SCB031509 

Selected Topics in Functional Biology of 

Natural History Ⅰ･Ⅱ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

自然誌機能生物学に関する最近のトピックスを，他大学・研究機関等の専門家が集中講義する． 

【授業の到達目標】 

自然誌機能生物学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 172 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２３ 自然誌機能生物学特別講義Ⅰ･Ⅱ 集中 各１単位 
他大学・ 

研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031508 

SCB031509 

Selected Topics in Functional Biology of 

Natural History Ⅰ･Ⅱ 
１･２年次 講義 

【科目の主題】 

自然誌機能生物学に関する最近のトピックスを，他大学・研究機関等の専門家が集中講義する． 

【授業の到達目標】 

自然誌機能生物学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２４ 自然誌機能生物学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031510 

SCB031610 

Exercises in Functional Biology of 

Natural History 
１～２年次 演習 

【科目の主題】 

自然誌機能生物学分野の各講義の理解を深めるとともに幅広い専門的知識の修得をはかるため，問題演

習や基本的な学術論文の講読を行う．受講者が自身の研究成果を報告し討論する． 

【授業の到達目標】 

自然誌機能生物学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行うことで，各専門分野における深

い知識を養う．また，各自の研究テーマについての進行状況を報告し討論を行うことで，自身の成果を

深く洞察し表現する能力を身につける． 

【授業内容・授業計画】 

担当教員から別途案内する． 

 

【事前・事後学習の内容】 

担当教員から別途案内する．また，研究テーマおよびその進捗に応じて，要点をまとめるなど準備を怠

らないこと．  

【評価方法】 

レポート，セミナーでの討論を総合的に評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内するが，必要なテキストや論文を自分自身で探し出し積極的な学習を行うことを

期待する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 173 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２５ 人類紀自然学特論 Ⅱ 前期 ２単位 

井上 淳 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011501 
Advanced Natural History of 

Anthropogene Ⅱ 
１年次 講義・演習 

【科目の主題】 

新生代第四紀，別名人類紀の自然環境の変遷史について講義する． 

 

【授業の到達目標】 

表層環境変遷史研究の歴史と最新の成果から，第四紀の自然環境変化の概要を修得することを目標とする． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 地質時代における第四紀の位置づけ 
第２回 第四紀の特徴，第四紀の定義：気候変動 
第３回 第四紀の特徴，第四紀の定義：生物相 
第４回 第四紀の区分と編年：第四紀全体 
第５回 第四紀の区分と編年：更新世 
第６回 第四紀の区分と編年：完新世 
第７回 大氷河時代，人類の時代としての第四紀 
第８回 第四紀を対象とする研究：気候変動 
第９回 第四紀を対象とする研究：環境史 
第 10 回 更新世の気候変動，完新世の気候変動 
第 11 回 気候変動研究について：更新世 
第 12 回 気候変動研究について：完新世 
第 13 回 ミランコビッチサイクル，日射量変化に応答するモンスーン 
第 14 回 ミランコビッチサイクル，日射量変化に応答する地域的気候変動 

第 15 回 ダンスガード・オシュガーサイクル，ハインリッヒイベント 

【事前・事後学習の内容】 

与えられた論文などに関して予め読んでおくこと，授業後は十分に復習すること． 

【評価方法】 

レポートで評価する． 

 

【受講生へのコメント】 

講義中に紹介する論文を読むこと． 

【教材】 

「第四紀」（岩波書店），「第四紀学」（朝倉書店），「人類紀自然学」（共立出版） などが参考になる． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 174 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２５ 人類紀自然学特論 Ⅱ 前期 ２単位 

井上 淳 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011501 
Advanced Natural History of 

Anthropogene Ⅱ 
１年次 講義・演習 

【科目の主題】 

新生代第四紀，別名人類紀の自然環境の変遷史について講義する． 

 

【授業の到達目標】 

表層環境変遷史研究の歴史と最新の成果から，第四紀の自然環境変化の概要を修得することを目標とする． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 地質時代における第四紀の位置づけ 
第２回 第四紀の特徴，第四紀の定義：気候変動 
第３回 第四紀の特徴，第四紀の定義：生物相 
第４回 第四紀の区分と編年：第四紀全体 
第５回 第四紀の区分と編年：更新世 
第６回 第四紀の区分と編年：完新世 
第７回 大氷河時代，人類の時代としての第四紀 
第８回 第四紀を対象とする研究：気候変動 
第９回 第四紀を対象とする研究：環境史 
第 10 回 更新世の気候変動，完新世の気候変動 
第 11 回 気候変動研究について：更新世 
第 12 回 気候変動研究について：完新世 
第 13 回 ミランコビッチサイクル，日射量変化に応答するモンスーン 
第 14 回 ミランコビッチサイクル，日射量変化に応答する地域的気候変動 

第 15 回 ダンスガード・オシュガーサイクル，ハインリッヒイベント 

【事前・事後学習の内容】 

与えられた論文などに関して予め読んでおくこと，授業後は十分に復習すること． 

【評価方法】 

レポートで評価する． 

 

【受講生へのコメント】 

講義中に紹介する論文を読むこと． 

【教材】 

「第四紀」（岩波書店），「第四紀学」（朝倉書店），「人類紀自然学」（共立出版） などが参考になる． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２６ 物理探査学特論 前期 ２単位 

山口 覚 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011502 
Advanced Lecture on Exploration 

Geophysics 
１年次 講義 

【科目の主題】 

地球内部構造の探査には，物理学的手法が広く用いられている．その成果を正しく理解し，また，適切

に利用するためには，測定手法やデータ解析の原理を正確に理解し，また，多くの事例研究を知ること

が不可欠である．本講義では,広く地球内部構造の探査，特に地球物理学手法による探査法について，そ

の基礎的な概念を正確に理解すること，および最新の研究成果に関する知見を得ることを目標とする． 

【授業の到達目標】 

・地球電磁気学的探査法の探査原理を理解する． 

・地球電磁気学的探査の成果に関する知識を習得する． 

・地震学的探査の探査原理を理解する． 

・地震学的探査の成果に関する知識を習得する． 

【授業内容・授業計画】 

第１回  地球電磁気学的探査法の種類と特徴 

第２回  地球電磁気学的探査法の探査原理（電気探査法） 

第３回  地球電磁気学的探査法の探査原理（地磁気地電流法の基礎） 

第４回  地球電磁気学的探査法の探査原理（地磁気地電流法の応用） 

第５回  地球電磁気学的探査の成果に関する論文の輪読（断層の浅部構造） 

第６回  地球電磁気学的探査の成果に関する論文の輪読（断層の深部構造） 

第７回  地球電磁気学的探査の成果に関する論文の輪読（スラブ周辺の比抵抗構造） 

第８回  地震学的探査の探査原理（弾性波の伝播） 

第９回  地震学的探査の探査原理（屈折法の原理） 

第 10 回  地震学的探査の探査原理（反射法の原理） 

第 11 回  地震学的探査の成果に関する論文の輪読（活断層の浅部地下構造） 

第 12 回  地震学的探査の成果に関する論文の輪読（活断層の深部地下構造） 

第 13 回  地震学的探査の成果に関する論文の輪読（スラブ周辺の構造） 

第 14 回  地球物理学探査に関する最近のトピックス(１)：地震発生域に関するトピックス 

第 15 回  地球物理学探査に関する最近のトピックス(２)：活断層地下構造に関するトピックス 

 注：講義の順序が入れ替わる場合がある． 

【事前・事後学習の内容】 

事前：配布したプリントの内容を良く理解しておく． 

事後：プリントおよび講義の内容に加え，不足している部分を補った，総括的なノートを作成する． 

【評価方法】 

講義中に課す小レポートおよび各自が行う論文紹介によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 175 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２７ 都市地盤構造学特論 前期 ２単位 

原口 強 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011503 Urban Geology １年次 講義 

【科目の主題】 

日本国土の地形・地質の特異性，地質調査法の実務および設計から維持管理までの地質マネージメントに必要
な知識について解説する． 

 

【授業の到達目標】 

災害列島である日本国土の地形・地質の特異性と都市地盤の脆弱な地形・地質環境を理解し，その診断と処方
に必要な地質調査法の実務および設計から維持管理までの地質マネージメントの基礎を修得することを目標と
する． 

 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 日本の国土の特異性 
第 ２回 特異な日本列島の地形・地質 
第 ３回 特異な劣化過程をたどる日本列島の岩盤 
第 ４回 都市地盤の脆弱な地形・地質環境 
第 ５回 地震・津波災害 
第 ６回 火山災害 
第 ７回 斜面災害 
第 ８回 地すべり災害 
第 ９回 洪水災害 
第１０回 地下水災害 
第１１回 日本列島と欧米の地質 
第１２回 日本列島の地形と気候 
第１３回 地震・津波災害のマネージメント 
第１４回 豪雨災害のマネージメント 
第１５回 都市地盤のマネージメント 

 

【事前・事後学習の内容】 

シラバスの内容について周辺知識を含めて、事前・事後の整理をしておくこと。第１３～１５回 のマネージメントで
は、与えらたテーマについて、発表原稿を作成すること。 

 

【評価方法】 

理解度を発表内容とそのレポートとで評価する． 

【受講生へのコメント】 

都市地盤のマネージメントではテーマごとに担当者を決め発表を行い，これを元に最先端の話題を加えディスカ

ッションを行いながらテーマの理解を深める． 

【教材】 

適宜プリント等を配布する 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 176 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２７ 都市地盤構造学特論 前期 ２単位 

原口 強 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011503 Urban Geology １年次 講義 

【科目の主題】 

日本国土の地形・地質の特異性，地質調査法の実務および設計から維持管理までの地質マネージメントに必要
な知識について解説する． 

 

【授業の到達目標】 

災害列島である日本国土の地形・地質の特異性と都市地盤の脆弱な地形・地質環境を理解し，その診断と処方
に必要な地質調査法の実務および設計から維持管理までの地質マネージメントの基礎を修得することを目標と
する． 

 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 日本の国土の特異性 
第 ２回 特異な日本列島の地形・地質 
第 ３回 特異な劣化過程をたどる日本列島の岩盤 
第 ４回 都市地盤の脆弱な地形・地質環境 
第 ５回 地震・津波災害 
第 ６回 火山災害 
第 ７回 斜面災害 
第 ８回 地すべり災害 
第 ９回 洪水災害 
第１０回 地下水災害 
第１１回 日本列島と欧米の地質 
第１２回 日本列島の地形と気候 
第１３回 地震・津波災害のマネージメント 
第１４回 豪雨災害のマネージメント 
第１５回 都市地盤のマネージメント 

 

【事前・事後学習の内容】 

シラバスの内容について周辺知識を含めて、事前・事後の整理をしておくこと。第１３～１５回 のマネージメントで
は、与えらたテーマについて、発表原稿を作成すること。 

 

【評価方法】 

理解度を発表内容とそのレポートとで評価する． 

【受講生へのコメント】 

都市地盤のマネージメントではテーマごとに担当者を決め発表を行い，これを元に最先端の話題を加えディスカ

ッションを行いながらテーマの理解を深める． 

【教材】 

適宜プリント等を配布する 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２８ 地球情報学 前期 ２単位 

升本 眞二 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011504 Geoinformatics １年次 講義・実習 

【科目の主題】 

空間情報の処理に関する基礎概念・理論、具体化、応用、および実際のシステムについて講義する。 
とくに、（１）地形学的、地球科学的、環境科学的な各種情報の基本的な特性、（２）GIS（地理情報シス

テム）の基本原理、および GIS を用いたこれらの情報の各種可視化手法、モデリング手法、（３）リモー

トセンシングによる地形解析・環境解析、（４）地質構造解析等を講義する。また、これらの理解を深め

るために、実際に GIS（GRASS あるいは QGIS）を利用した実習を行う。さらに、自ら問題を設定し、

データ入手から解析までの実習を行う。 

【授業の到達目標】 

地球に関する自然科学的な情報（とくに、空間情報）に重点をおき、それらを統合化、データベース化、

可視化、解析、および応用するための基礎理論と具体的な方法を講義と一部実習を通じて理解する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 GIS（地理情報システム）の基本原理 
第２回 GIS の基本的処理と機能 
第３回 GIS の導入方法と基本操作 
第４回 座標系（地球楕円体、世界測地系、UTM 図法など） 
第５回 地形情報処理（データの種類、データ構造、可視化・解析手法） 

第６回 地形情報処理の実習（レポート作成） 

第７回 地球科学的情報の多様性、データ構造、可視化と解析手法 

第８回 地下地質情報の３次元モデル構築（基礎理論と具体的手法） 

第９回 地球科学的情報処理の実習（レポート作成） 

第 10 回 リモートセンシングの基礎理論（センサーの種類、データの構成） 

第 11 回 リモートセンシングによる地形解析（リニアメントの抽出等） 

第 12 回 リモートセンシングによる環境解析（比演算による分類、植生指標、温度抽出など） 

第 13 回 各自で設定した問題（テーマ説明と実習） 

第 14 回 各自で設定した問題の解析結果の発表と議論 

第 15 回 まとめのレポート作成 

【事前・事後学習の内容】 

配布した資料の内容を、必ず事前に確認し、授業に臨むこと。また、講義終了後に講義の内容を一通り

復習すること。 

【評価方法】 

地球に関する自然科学的な空間情報の処理に関する基礎概念や具体化の理解度、およびそれらの応用能

力をレポート等による平常点（50％）と期末に行う最終的な発表とまとめのレポート（50％）で評価す

る。 

【受講生へのコメント】 

実習のためにフリーオープンソースソフトウェアの GIS である GRASS などを利用する。 

【教材】 

「地球科学における GRASS GIS 入門」, http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~masumoto/vuniv99/ 
Neteler, M. and Mitasova, H., 2008, Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. Third edition.
(Springer, New York). 
【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２９ 空間情報科学特論 前期 ２単位 

ベンカテッシュ･ 

ラガワン 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011505 Advanced Spatial Information Science １年次 講義 

【科目の主題】 

空間情報の高度利用のための空間データのハンドリング、空間情報解析の原理と技術、および実際に 

利用可能な地理情報サービスの具体化について講義する。また、空間データのためのオープンスタン 

ダードの基本原則も講義する。なお、既存のグローバルなスタンダードに適うソフトウェアツールを用

いたプロトタイプシステムの開発の実習も合わせて行う。 

【授業の到達目標】 

インターネット環境下での空間情報の高度利用に向けた空間データのハンドリング、および空間情報 

解析の原理と技術を理解する。また、実際に Web マッピングアプリケーションや地理情報サービスの 

導入に関しての知識や具体的方法を学ぶ。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 地理情報コンテンツのトレンド：インターネット GIS、マップサーバー 

第２回 空間データ標準と相互利用可能な空間のデータおよびサービス 

第３回 地理情報 Web サービス（Web マッピングサービス、Web フィーチャ・サービスなど） 

第４回 データベースシステムと空間データエクステンション 

第５回 アプリケーション開発ツール（PHP、マップスクリプトなど） 

第６回 インターネットマッピングアプリケーションの開発と管理 

第７回 ベクトルネットワーク分析 

第８回 ラスター分析と画像処理 

第９回 インターネットによる空間処理サービス（１） 

第１０回 インターネットによる空間処理サービス（２） 

第１１回 各自でのプロトタイプシステム開発（１） 

第１２回 各自でのプロトタイプシステム開発（２） 

第１３回 各自でのプロトタイプシステム開発（３） 

第１４回 プロトタイプシステム開発結果のプレゼンテーション 

第１５回 レポート作成 

 

【事前・事後学習の内容】 

配布した資料の内容を、必ず事前に確認し、授業に臨むこと。また、講義終了後に講義の内容を一通り

復習すること。 

【評価方法】 

各自で開発したプロトタイプシステムに関する口頭発表とレポートを総合して評価する。 

【受講生へのコメント】 

「空間情報システム論」を修得済みのこと。Linux の基礎知識を必要とする。 

【教材】 

Tyler Mitchell, 2005, Web Mapping Illustrated, O’Reilly & Associates Inc; ISBN:0596008651 The 

Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), http://www.opengeospatial.org/ The Geographic Resources 

Analysis Support System, http://wgrass.media.osaka-cu.ac.jp/grassh/index.php 

【備考１】 

 

【備考２】 

 
 

－ 178 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３２９ 空間情報科学特論 前期 ２単位 

ベンカテッシュ･ 

ラガワン 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011505 Advanced Spatial Information Science １年次 講義 

【科目の主題】 

空間情報の高度利用のための空間データのハンドリング、空間情報解析の原理と技術、および実際に 

利用可能な地理情報サービスの具体化について講義する。また、空間データのためのオープンスタン 

ダードの基本原則も講義する。なお、既存のグローバルなスタンダードに適うソフトウェアツールを用

いたプロトタイプシステムの開発の実習も合わせて行う。 

【授業の到達目標】 

インターネット環境下での空間情報の高度利用に向けた空間データのハンドリング、および空間情報 

解析の原理と技術を理解する。また、実際に Web マッピングアプリケーションや地理情報サービスの 

導入に関しての知識や具体的方法を学ぶ。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 地理情報コンテンツのトレンド：インターネット GIS、マップサーバー 

第２回 空間データ標準と相互利用可能な空間のデータおよびサービス 

第３回 地理情報 Web サービス（Web マッピングサービス、Web フィーチャ・サービスなど） 

第４回 データベースシステムと空間データエクステンション 

第５回 アプリケーション開発ツール（PHP、マップスクリプトなど） 

第６回 インターネットマッピングアプリケーションの開発と管理 

第７回 ベクトルネットワーク分析 

第８回 ラスター分析と画像処理 

第９回 インターネットによる空間処理サービス（１） 

第１０回 インターネットによる空間処理サービス（２） 

第１１回 各自でのプロトタイプシステム開発（１） 

第１２回 各自でのプロトタイプシステム開発（２） 

第１３回 各自でのプロトタイプシステム開発（３） 

第１４回 プロトタイプシステム開発結果のプレゼンテーション 

第１５回 レポート作成 

 

【事前・事後学習の内容】 

配布した資料の内容を、必ず事前に確認し、授業に臨むこと。また、講義終了後に講義の内容を一通り

復習すること。 

【評価方法】 

各自で開発したプロトタイプシステムに関する口頭発表とレポートを総合して評価する。 

【受講生へのコメント】 

「空間情報システム論」を修得済みのこと。Linux の基礎知識を必要とする。 

【教材】 

Tyler Mitchell, 2005, Web Mapping Illustrated, O’Reilly & Associates Inc; ISBN:0596008651 The 

Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC), http://www.opengeospatial.org/ The Geographic Resources 

Analysis Support System, http://wgrass.media.osaka-cu.ac.jp/grassh/index.php 

【備考１】 

 

【備考２】 

 
 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３０ 環境地球学特別講義Ⅰ～Ⅳ 集中 各１単位 

他大学・ 

他研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011506 

～ 

SCG011509 

Selected Topics in Environmental 

Geoscience Ⅰ～Ⅳ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

地球を構成する大気圏・水圏・地圏における環境とその変遷、人間活動との相互関係、都市地盤の形成・構造や
材料学的特性、地球情報の処理理論・活用技術などについて最新の研究動向などを交えて、他大学の専門家
による集中講義として開講する。 

 

【授業の到達目標】 

環境地球学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答などによって評価する． 

【受講生へのコメント】 

各年度で内容が変わるため，履修希望者はポータルサイトや掲示板で内容や開講時期を確認すること． 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 179 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３１ 環境地球学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011510 

SCG011601 
Exercises in Environmental Geoscience １～２年次 演習 

【科目の主題】 

環境地球学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての進行状

況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

環境地球学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識の修得を図るため、問題演習や基本的な
学術論文の講読を行う。 

 

【授業内容・授業計画】 

各教員より提示する。 

【事前・事後学習の内容】 

与えられた論文などを予め読んでおくこと。授業後は十分に復習すること。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３１ 環境地球学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG011510 

SCG011601 
Exercises in Environmental Geoscience １～２年次 演習 

【科目の主題】 

環境地球学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての進行状

況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

環境地球学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識の修得を図るため、問題演習や基本的な
学術論文の講読を行う。 

 

【授業内容・授業計画】 

各教員より提示する。 

【事前・事後学習の内容】 

与えられた論文などを予め読んでおくこと。授業後は十分に復習すること。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３２ 地球物質学特論Ⅰ 前期 ２単位 

篠田 圭司 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021501 Advanced Earth's Material Science Ⅰ １年次 講義 

【科目の主題】 

赤外・ラマン分光法や、メスバウアー分光法など、各種の分光法を用いて鉱物の分析を行う際の基礎となる量子
論の考え方について学ぶ。メスバウアー分光法を用いた鉱物中の鉄の分析法と鉱物学への応用について講義
する。ベーシック量子論（土屋賢一）の講読と、メスバウアー分光法を用いた鉱物中の鉄の分析法の解説。 

【授業の到達目標】 

量子論の基本的な理解（シュレディンガー方程式、基本的なポテンシャル下でのエネルギー準位の求め

方、摂動論） 

メスバウアー分光法と鉱物学への応用 

【授業内容・授業計画】 

第１−11 回 ベーシック量子論（土屋賢一 著）の講読 

第１回 前期量子論 

第２回 シュレディンガー方程式 

第３回 井戸型ポテンシャル 

第４回 １次元調和振動子 

第５回 水素原子の電子軌道 

第６回 １次元ポテンシャルによる散乱 

第７回 不確定性原理 

第８回 一般論 

第９回 角運動量 

第 10 回 スピン 

第 11 回 摂動論 

第 12 回 メスバウアー分光法（原理） 

第 13 回 メスバウアー分光法（測定法） 

第 14 回 メスバウアー分光法の鉱物学への応用（磁鉄鉱の測定例） 

第 15 回 メスバウアー分光法の鉱物学への応用（輝石、黒雲母の測定例） 

 

【事前・事後学習の内容】 

ベーシック量子論の精読 

【評価方法】 

出席と授業中の発表による。 

 

【受講生へのコメント】 

テキストの精読を期待する。 

 

【教材】 

ベーシック量子論（土屋賢一、裳華房）、メスバウア分光入門（藤田英一、アグネ技術センター） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 181 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３３ 地球物質学特論Ⅱ 前期 ２単位 

益田 晴恵 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021502 Advanced Earth's Material Science Ⅱ １年次 講義 

【科目の主題】 

 地球は太陽熱を最大のエネルギー源とするが，物質的には閉鎖系である。地球上で起るほとんど全ての現象
は，地球全体を仮想的な入れ物（地球システム）の内部での物質移動で説明できる。このような地球システムの概
念に基づいて，地球表層付近でのエネルギーと物質の移動を規制する物理化学的要因と循環過程を理解する。

【授業の到達目標】 

 化学反応の素過程から見た地質現象の理解，人類の社会活動が地球環境に与える影響の評価と対策などを，
具体的な例を挙げて検討する。また，同位体を含む分析化学的手法による素過程の追跡法を概説し，地質現象
を化学的な視点から理解する。授業は英語の教科書を用いて主として演習形式で行い，英語の読解力を身につ
けると同時に、分析化学的手法に基づいて現象を説明する能力を高める。 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 地球システムとは何か。地球の化学組成と元素分配の歴史 
第 ２回 元素の地球化学的性質と存在状態・同位体とその応用 
第 ３回 放射性同位体１ 地球年代学 
第 ４回 放射性同位体２ 娘核種を用いた環境復元 
第 ５回 安定同位体１ 地質温度計 
第 ６回 安定同位体２ 起源物質と循環過程の追跡 
第 ７回 微量元素の挙動を規制する物理化学的要因１ 吸着反応 
第 ８回 微量元素の挙動を規制する物理化学的要因２ 有機物とキレート反応 
第 ９回 微量元素の挙動を規制する物理化学的要因３ 鉱物形成と陽イオン置換 
第１０回 微量元素を用いた起源物質と循環過程の追跡 
第１１回 人為的擾乱による地球化学的環境変化１ 炭素循環と生物化学作用 
第１２回 人為的擾乱による地球化学的環境変化２ 環境汚染とその対策 
第１３回 化学的風化作用における鉱物と溶液の反応 
第１４回 鉱物形成過程における物理化学環境と時間 
第１５回 地下水汚染と自然−人間相互作用 

 

【事前・事後学習の内容】 

 英語の教科書を、他の受講生に説明できる程度まで読み込んでくること、毎回出される家庭学習を必

ずやってくること。 

【評価方法】 

授業中の発表と出されたレポートで評価する。 

【受講生へのコメント】 

 課題をこなすのは楽ではありませんが、授業修了後には、専門の英語を読む能力と化学を自然現象に

適用して理解する能力が格段に向上しているはずです。一緒に頑張りましょう。 

【教材】 

参考書： Jacobson M.C. et al. (2000) Earth System Science From Biogeochemical Cycles to Global 
Change. International Geophysics Ser. V. 72, Academic Press; Schweitzer G. K. and Resterfield L. 
(2010) The aqueous chemistry of the elements. Oxford University Press. 
【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３３ 地球物質学特論Ⅱ 前期 ２単位 

益田 晴恵 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021502 Advanced Earth's Material Science Ⅱ １年次 講義 

【科目の主題】 

 地球は太陽熱を最大のエネルギー源とするが，物質的には閉鎖系である。地球上で起るほとんど全ての現象
は，地球全体を仮想的な入れ物（地球システム）の内部での物質移動で説明できる。このような地球システムの概
念に基づいて，地球表層付近でのエネルギーと物質の移動を規制する物理化学的要因と循環過程を理解する。

【授業の到達目標】 

 化学反応の素過程から見た地質現象の理解，人類の社会活動が地球環境に与える影響の評価と対策などを，
具体的な例を挙げて検討する。また，同位体を含む分析化学的手法による素過程の追跡法を概説し，地質現象
を化学的な視点から理解する。授業は英語の教科書を用いて主として演習形式で行い，英語の読解力を身につ
けると同時に、分析化学的手法に基づいて現象を説明する能力を高める。 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 地球システムとは何か。地球の化学組成と元素分配の歴史 
第 ２回 元素の地球化学的性質と存在状態・同位体とその応用 
第 ３回 放射性同位体１ 地球年代学 
第 ４回 放射性同位体２ 娘核種を用いた環境復元 
第 ５回 安定同位体１ 地質温度計 
第 ６回 安定同位体２ 起源物質と循環過程の追跡 
第 ７回 微量元素の挙動を規制する物理化学的要因１ 吸着反応 
第 ８回 微量元素の挙動を規制する物理化学的要因２ 有機物とキレート反応 
第 ９回 微量元素の挙動を規制する物理化学的要因３ 鉱物形成と陽イオン置換 
第１０回 微量元素を用いた起源物質と循環過程の追跡 
第１１回 人為的擾乱による地球化学的環境変化１ 炭素循環と生物化学作用 
第１２回 人為的擾乱による地球化学的環境変化２ 環境汚染とその対策 
第１３回 化学的風化作用における鉱物と溶液の反応 
第１４回 鉱物形成過程における物理化学環境と時間 
第１５回 地下水汚染と自然−人間相互作用 

 

【事前・事後学習の内容】 

 英語の教科書を、他の受講生に説明できる程度まで読み込んでくること、毎回出される家庭学習を必

ずやってくること。 

【評価方法】 

授業中の発表と出されたレポートで評価する。 

【受講生へのコメント】 

 課題をこなすのは楽ではありませんが、授業修了後には、専門の英語を読む能力と化学を自然現象に

適用して理解する能力が格段に向上しているはずです。一緒に頑張りましょう。 

【教材】 

参考書： Jacobson M.C. et al. (2000) Earth System Science From Biogeochemical Cycles to Global 
Change. International Geophysics Ser. V. 72, Academic Press; Schweitzer G. K. and Resterfield L. 
(2010) The aqueous chemistry of the elements. Oxford University Press. 
【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３４ 岩石学特論Ⅰ 後期 ２単位 

奥平 敬元 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021503 Special Lecture in Petrology Ⅰ １年次 講義・演習 

【科目の主題】 

構造地質学的・岩石学的手法を駆使した解析から，数十億年の地球ダイナミクスを考察する過程を体感する． 

【授業の到達目標】 

地球ダイナミクスを解明するためのツールとしての，構造地質学的解析法および岩石学的解析法を理解し，実際

の変成帯に対してそれを適用し，地球ダイナミクスの研究法を修得する． 

【授業内容・授業計画】 

第 １回 講義の内容と導入：変成作用と変成岩 
第 ２回 ギブズエネルギーと相律：クラウジウス・クラペイロンの式と CaCO3 の相変化  
第 ３回 単相系の相平衡：シュライネマーカーの束とアルミノ珪酸塩の相図 
第 ４回 多相系の相平衡（その１）：自由エネルギー曲線と SiO2 –NaAlSi3O8（二成分系）の相平衡 
第 ５回 多相系の相平衡（その 2）：固溶体と混合エントロピー（連続固溶体と不連続固溶体） 
第 ６回 多相系の相平衡連続（二相共存）での相図と多相系のシュライネマーカーの束 
第 ７回 変成作用の解析方法（その１）：成分の減少表現と投影 
第 ８回 変成作用の解析方法（その 2）：連続反応と不連続反応，分配係数 
第 ９回 変成作用の解析方法（その 3）：変成分帯とアイソグラッド 
第１０回 変成作用の解析方法（その 4）：変成反応の解読と温度−圧力経路 
第１１回 広域変成帯の形成過程：広域変成帯の形成と地球ダイナミクス 
第１２回 変形作用の基礎（その 1）：応力とひずみ 
第１３回 変形作用の基礎（その 2）：脆性変形と延性変形 
第１４回 変形作用の基礎（その 3）：褶曲作用と剪断作用 
第１５回 地球ダイナミクスにおける変成作用と変形作用 

 

【事前・事後学習の内容】 

学習内容を理解し、身に着けるためには演習問題を解くことが重要である。そのため、各授業の前後に

それぞれ２時間程度の予習・復習を行うことが望ましい。 

【評価方法】 

講義毎に行なう演習で評価する． 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

プレートテクトニクスの基礎（瀬野徹三，共立出版）， レオロジーと地球科学（唐戸俊一郎，東京大学出版会），構

造地質学（狩野謙一・村田明広，朝倉書店），岩石形成のダイナミクス（坂野昇平ほか，東京大学出版会） 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３５ 岩石学特論Ⅱ 後期 ２単位 

柵山 徹也 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021504 Special Lecture in Petrology Ⅱ １年次 講義 

【科目の主題】 

火成岩には人類が到達不可能な地球深部の情報とその履歴が残されている。火成岩に残された情報の多
様性と、そこから構築された地球内部ダイナミクス観について理解することを目標とする。 

 

【授業の到達目標】 

岩石学的・地球化学的手法を用いて火成岩を解析することで、マントルの熱・物質循環過程を解読する
方法を概観する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 講義の内容と導入：マグマの生成から噴火へいたるプロセスの概観 

第２回 マグマの種類と多様性：岩石系列 

第３回 マグマ組成の多様性の原因1：結晶分別過程 

第４回 マグマ組成の多様性の原因2：マグマ同士の混合 

第５回 マグマ組成の多様性の原因3：外来物質の混入 

第６回 マグマ組成の多様性の原因4：初生マグマの多様性 

第７回 マグマの構造と物性 

第８回 マグマ温度・圧力・含水量計 

第９回 マントルの融解1：上部マントルの岩石学 

第10回 マントルの融解2：融解条件の変化に伴うマグマ組成の変化 

第11回 マントルの融解3：マントル化学組成の変化に伴うマグマ組成の変化 

第12回 マントルの融解4：融解過程の多様性と微量元素の挙動 

第13回 マントルの融解5：放射性同位体比組成の多様性とその意味 

第14回 火山岩から推定されるマントルダイナミクス1：沈み込み帯と中央海嶺火山活動 

第15回 火山岩から推定されるマントルダイナミクス2：プレート内火山活動 

 

【事前・事後学習の内容】 

前回までの内容を踏まえて講義を行うため，特に復習を重点的に行うこと．次回の講義内容に相当する

部分を教科書で予め学習すると効果的に講義内容を理解できる． 

【評価方法】 

講義内で行う演習およびレポート等で評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

必要な資料は適宜配布する。以下全て参考書。火山現象のモデリング（小屋口剛博、東京大学出版会）、

マグマダイナミクスと火山噴火（鍵山恒臣編、朝倉書店）、マントル・地殻の地球化学（野津憲治・清水

洋共編、培風館）、マグマ科学への招待（谷口宏充、裳華房） 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３５ 岩石学特論Ⅱ 後期 ２単位 

柵山 徹也 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021504 Special Lecture in Petrology Ⅱ １年次 講義 

【科目の主題】 

火成岩には人類が到達不可能な地球深部の情報とその履歴が残されている。火成岩に残された情報の多
様性と、そこから構築された地球内部ダイナミクス観について理解することを目標とする。 

 

【授業の到達目標】 

岩石学的・地球化学的手法を用いて火成岩を解析することで、マントルの熱・物質循環過程を解読する
方法を概観する。 

 

【授業内容・授業計画】 

第１回 講義の内容と導入：マグマの生成から噴火へいたるプロセスの概観 

第２回 マグマの種類と多様性：岩石系列 

第３回 マグマ組成の多様性の原因1：結晶分別過程 

第４回 マグマ組成の多様性の原因2：マグマ同士の混合 

第５回 マグマ組成の多様性の原因3：外来物質の混入 

第６回 マグマ組成の多様性の原因4：初生マグマの多様性 

第７回 マグマの構造と物性 

第８回 マグマ温度・圧力・含水量計 

第９回 マントルの融解1：上部マントルの岩石学 

第10回 マントルの融解2：融解条件の変化に伴うマグマ組成の変化 

第11回 マントルの融解3：マントル化学組成の変化に伴うマグマ組成の変化 

第12回 マントルの融解4：融解過程の多様性と微量元素の挙動 

第13回 マントルの融解5：放射性同位体比組成の多様性とその意味 

第14回 火山岩から推定されるマントルダイナミクス1：沈み込み帯と中央海嶺火山活動 

第15回 火山岩から推定されるマントルダイナミクス2：プレート内火山活動 

 

【事前・事後学習の内容】 

前回までの内容を踏まえて講義を行うため，特に復習を重点的に行うこと．次回の講義内容に相当する

部分を教科書で予め学習すると効果的に講義内容を理解できる． 

【評価方法】 

講義内で行う演習およびレポート等で評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

必要な資料は適宜配布する。以下全て参考書。火山現象のモデリング（小屋口剛博、東京大学出版会）、

マグマダイナミクスと火山噴火（鍵山恒臣編、朝倉書店）、マントル・地殻の地球化学（野津憲治・清水

洋共編、培風館）、マグマ科学への招待（谷口宏充、裳華房） 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３６ 地球史学特論 前期 2 単位 

足立 奈津子 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021505 Advanced Historical Geology 1 年次 講義 

【科目の主題】 

炭酸塩岩に記録された海棲生物の古生態や進化様式，地球表層環境の変遷に関する基本的情報を読み取

るための研究手法を概説する。  
 

【授業の到達目標】 

炭酸塩岩に記録された海棲生物の古生態やその変遷様式，海洋古環境の変動について，自ら解読するた

めの方法を修得する。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 講義の概要と導入−炭酸塩岩の概要− 

第２回 海成炭酸塩岩の構成要素と時代変遷 

第３回 炭酸塩岩の分類 

第４回 微生物岩の特徴と区分 

第５回 現生微生物岩の形成過程 

第６回 微生物岩の時代変遷と海洋古環境との関係 

第７回 炭酸塩の続成作用−過程と環境− 

第８回 ドロマイト化作用 

第９回 炭酸塩岩の堆積環境と堆積相 

第 10 回 現生生物礁の特徴と形成環境 

第 11 回 地質時代の生物礁の概要 

第 12 回 先カンブリア時代の炭酸塩岩の特徴 

第 13 回 古生代の生物礁生態系と変遷様式 

第 14 回 中生代の生物礁生態系と変遷様式 

第 15 回 まとめ 

 

【事前・事後学習の内容】 

紹介する参考書をあらかじめ読んでおくこと。講義終了後は，講義内容を振り返り内容をまとめておく

こと。 

【評価方法】 

レポートによって評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

プリントを配布する。参考書を講義中に紹介する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３７ 地球物質進化学特別講義Ⅰ～Ⅳ 集中 各１単位 

他大学・ 

他研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021506 

～ 

SCG021509 

Selected Topics in Evolution of 

Lithosphere, Hydrosphere and Biosphere 

Ⅰ～Ⅳ 

１・２年次 講義 

【科目の主題】 

地球の歴史を通じて地圏、水圏、生物圏の構成とその変遷過程について鉱物、岩石・岩体、大陸、地球規模の
様々なスケールで取り上げ、最新の研究動向などを交えて、他大学の専門家による集中講義として開講する。 

 

【授業の到達目標】 

地球物質進化学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答などによって評価する． 

【受講生へのコメント】 

各年度で内容が変わるため，履修希望者はポータルサイトや掲示板で内容や開講時期を確認すること． 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３７ 地球物質進化学特別講義Ⅰ～Ⅳ 集中 各１単位 

他大学・ 

他研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021506 

～ 

SCG021509 

Selected Topics in Evolution of 

Lithosphere, Hydrosphere and Biosphere 

Ⅰ～Ⅳ 

１・２年次 講義 

【科目の主題】 

地球の歴史を通じて地圏、水圏、生物圏の構成とその変遷過程について鉱物、岩石・岩体、大陸、地球規模の
様々なスケールで取り上げ、最新の研究動向などを交えて、他大学の専門家による集中講義として開講する。 

 

【授業の到達目標】 

地球物質進化学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答などによって評価する． 

【受講生へのコメント】 

各年度で内容が変わるため，履修希望者はポータルサイトや掲示板で内容や開講時期を確認すること． 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３８ 地球物質進化学演習 通年 ８単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021510 

SCG021601 

Exercises in Evolution of Lithosphere， 

Hydrosphere and Biosphere 
１～２年次 演習 

【科目の主題】 

地球物質進化学分野の最新の研究論文を選び内容の紹介と討論を行う。また、各自の研究テーマについての進

行状況を報告し、討論を行う。 

【授業の到達目標】 

地球物質進化学分野の各講義の理解を深めるとともに、幅広い専門的知識の修得を図るため、問題演習や基本
的な学術論文の講読を行う。 

 

【授業内容・授業計画】 

各教員により提示する。 

【事前・事後学習の内容】 

与えられた論文などを予め読んでおくこと。授業後は十分に復習すること。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 187 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３９ 機能生態学 前期 ２単位 

名波 哲 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCBG11501 Functional Ecology １･２年次 講義 

【科目の主題】 

「生物多様性」という言葉を定義したのち、生物多様性が地球上に生まれ、維持されている仕組みを解説する。ま
た、現在地球上で進行しつつある生物多様性の消失の問題にスポットを当てながら、生物多様性の保全と活用を
目指す国内外の社会的な取り組みを紹介する。 

【授業の到達目標】 

社会の中ですっかり認知された「生物多様性」という概念を正確に理解する。学際科目として、さまざまな角度から
生物多様性にスポットをあて、生物多様性を保全しつつ活用する意義や方策について、深く考える力を養うことを
目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 自然観 ～自然をどのようにとらえるか～ 

第２回 環境の多様性 

第３回 生物多様性の定義（１）～種多様性～ 

第４回 生物多様性の定義（２）～遺伝的多様性～ 

第５回 生物多様性の定義（３）～生態系多様性～ 

第６回 生物多様性の定義（４）～生物間相互作用の多様性～ 

第７回 生物の絶滅 

第８回 生物多様性の危機 

第９回 外来種問題（１）～世界と日本の外来種～ 

第 10 回 外来種問題（２）～身近な外来種～ 

第 11 回 私たちの生活と生物多様性 

第 12 回 生物多様性の保全と持続的利用（１）～市民と自治体の取り組み～ 

第 13 回 生物多様性の保全と持続的利用（２）～国の取り組み～ 

第 14 回 生物多様性の保全と持続的利用（３）～国際的な取り組み～ 

第 15 回 総合討論 

 

【事前・事後学習の内容】 

関連分野の参考書が多数出版されているので、随時紹介する。それらを参考に授業の前後にそれぞれ２

時間程度の予習・復習を行うことが望ましい。 

【評価方法】 

レポートにより行う。 

【受講生へのコメント】 

私たちの生活にもたらされる生物多様性の恩恵や生物多様性が現在直面している問題に関心をもって授業に臨

んでほしい。 

【教材】 

プリントを配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３３９ 機能生態学 前期 ２単位 

名波 哲 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCBG11501 Functional Ecology １･２年次 講義 

【科目の主題】 

「生物多様性」という言葉を定義したのち、生物多様性が地球上に生まれ、維持されている仕組みを解説する。ま
た、現在地球上で進行しつつある生物多様性の消失の問題にスポットを当てながら、生物多様性の保全と活用を
目指す国内外の社会的な取り組みを紹介する。 

【授業の到達目標】 

社会の中ですっかり認知された「生物多様性」という概念を正確に理解する。学際科目として、さまざまな角度から
生物多様性にスポットをあて、生物多様性を保全しつつ活用する意義や方策について、深く考える力を養うことを
目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 自然観 ～自然をどのようにとらえるか～ 

第２回 環境の多様性 

第３回 生物多様性の定義（１）～種多様性～ 

第４回 生物多様性の定義（２）～遺伝的多様性～ 

第５回 生物多様性の定義（３）～生態系多様性～ 

第６回 生物多様性の定義（４）～生物間相互作用の多様性～ 

第７回 生物の絶滅 

第８回 生物多様性の危機 

第９回 外来種問題（１）～世界と日本の外来種～ 

第 10 回 外来種問題（２）～身近な外来種～ 

第 11 回 私たちの生活と生物多様性 

第 12 回 生物多様性の保全と持続的利用（１）～市民と自治体の取り組み～ 

第 13 回 生物多様性の保全と持続的利用（２）～国の取り組み～ 

第 14 回 生物多様性の保全と持続的利用（３）～国際的な取り組み～ 

第 15 回 総合討論 

 

【事前・事後学習の内容】 

関連分野の参考書が多数出版されているので、随時紹介する。それらを参考に授業の前後にそれぞれ２

時間程度の予習・復習を行うことが望ましい。 

【評価方法】 

レポートにより行う。 

【受講生へのコメント】 

私たちの生活にもたらされる生物多様性の恩恵や生物多様性が現在直面している問題に関心をもって授業に臨

んでほしい。 

【教材】 

プリントを配布する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４０ 人と自然の共生学 集中 ２単位 

植松 千代美 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCBG11502 Symbiosis between Nature and Humankind １・２年次 講義 

【科目の主題】 

地球の歴史という時間軸の中で、人と自然がどのような関係にあったのかを、植物を中心に据えつつ、

様々な局面について学ぶ。過去に学ぶ中から今後における人と自然の望ましい共生の姿について考察す

る。 

【授業の到達目標】 

人は地球の歴史の中ではごく最近登場したにもかかわらず、急速に分布を拡大し，個体数を爆発的に増

加させてきた。その背景には植物の利用、農耕の発達、自然の利用があったことを学ぶ。一方で産業や

都市の発達は自然環境を破壊し地球温暖化を招いたことを学び、受講生による議論を通じて、今後の人

と自然の共生の望ましい姿を 1人 1人が描けるようになることを目指す。 

【授業内容・授業計画】 

第１回 地球と生命の進化の歴史 

第２回 人の誕生 

第３回 人による植物の利用 

第４回 人による植物の探索 

第５回 栽培植物の起源を探る（１） 

第６回 栽培植物の起源を探る（２） 

第７回 農業における自然との共生（１） 

第８回 農業における自然との共生（２） 

第９回 森と里山の歴史 

第 10 回 地球温暖化の諸相 

第 11 回 食糧とエネルギー 

第 12 回 植物園の機能 

第 13 回 持続可能な人と自然の関係 

第 14 回 フリーディスカッション 

第 15 回 まとめ 
 

【事前・事後学習の内容】 

事前学習として参考図書「都市 森 人をつなぐ 森の植物園からの提言」（京都大学学術出版会）の通読

をすすめる。そのほかについては受講希望者に別途案内する。 

 

【評価方法】 

出席、議論への参加、レポートによる。 

【受講生へのコメント】 

授業は集中講義方式で夏期休暇期間または研修期間に理学部附属植物園で行う。受講希望者は、履修届けの
提出に加え、授業準備の都合上、予め担当教員にメイルにて連絡すること。 

【教材】 

配布資料による。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４１ 生物環境変動学特別講義Ⅰ～Ⅲ 集中 各１単位 

他大学・ 

研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCBG11503 

SCBG11504 

SCBG11505 

Selected Topics in Global Change of 

Bio-environment Ⅰ～Ⅲ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

学外の専門家により、地球規模の環境変動が生態系に与える影響についての集中講義を行い、気象学、

生態学、進化生物学などの境界領域の幅広い知見を紹介し、環境変動に対する生物の応答について解説

する． 

【授業の到達目標】 

生物学分野と地球学分野の境界領域に位置付けられる生物環境変動学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

生物学分野と地球学分野の境界領域分野の講義が行われる．各年度で内容が変わるため，履修希望者は

ポータルサイトや掲示板で内容や開講時期を確認すること． 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４１ 生物環境変動学特別講義Ⅰ～Ⅲ 集中 各１単位 

他大学・ 

研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCBG11503 

SCBG11504 

SCBG11505 

Selected Topics in Global Change of 

Bio-environment Ⅰ～Ⅲ 
１・２年次 講義 

【科目の主題】 

学外の専門家により、地球規模の環境変動が生態系に与える影響についての集中講義を行い、気象学、

生態学、進化生物学などの境界領域の幅広い知見を紹介し、環境変動に対する生物の応答について解説

する． 

【授業の到達目標】 

生物学分野と地球学分野の境界領域に位置付けられる生物環境変動学に関する最先端の知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答によって評価する． 

【受講生へのコメント】 

生物学分野と地球学分野の境界領域分野の講義が行われる．各年度で内容が変わるため，履修希望者は

ポータルサイトや掲示板で内容や開講時期を確認すること． 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４２ 先進生物学特別講義 集中 １単位 
他大学・ 

研究機関の 

専門家 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCBG11506 Selected Topics of Advanced Biology １･２年次 講義 

【科目の主題】 

生物学に関する先進的な研究を，他大学・研究機関等の専門家が集中講義する． 

【授業の到達目標】 

生物学に関する先進的な知識を得る． 

【授業内容・授業計画】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【事前・事後学習の内容】 

ポータルサイトや掲示板で別途案内する． 

【評価方法】 

試験，レポート，質疑応答によって評価する．  

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

担当教員から別途案内する． 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４３ 人類紀自然学特論Ⅰ 前期 ２単位 

三田村 宗樹 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCBG11507 
Advanced Natural History of 

Anthropogene Ⅰ 
１年次 講義 

【科目の主題】 

第四紀の自然環境変化や地殻変動がもたらす地層形成や地形変化を理解し，その過程で形成された第四紀層

の特性や災害について解説する． 

【授業の到達目標】 

表層環境変遷史研究の歴史と最新の成果から，第四紀の自然環境変化と人為的環境変化との概要を修得する

ことを目標とする． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 第四紀気候変動 
第２回 動・植物群変遷史 
第３回 海水準変動 
第４回 地形形成 
第５回 堆積盆地の形成 
第６回 堆積盆地における地層形成 
第７回 第四紀地殻変動 
第８回 風化と土壌形成 
第９回 斜面変動 
第 10 回 第四紀層の圧密特性と地盤沈下 
第 11 回 第四紀層の地震動特性 
第 12 回 第四紀層と地下水 
第 13 回 活断層評価と第四紀層 
第 14 回 地盤環境 

第 15 回 人工地層 

【事前・事後学習の内容】 

「人類紀自然学」（共立出版）を読み、理解を深めること． 

【評価方法】 

レポートで評価する． 

 

【受講生へのコメント】 

関連する大阪周辺地域に赴き，見学も行う予定である. 

【教材】 

「第四紀」（岩波書店），「第四紀学」（朝倉書店），「人類紀自然学」（共立出版），「地すべりと地質学」（古今書院）

などが参考になる． 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４３ 人類紀自然学特論Ⅰ 前期 ２単位 

三田村 宗樹 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCBG11507 
Advanced Natural History of 

Anthropogene Ⅰ 
１年次 講義 

【科目の主題】 

第四紀の自然環境変化や地殻変動がもたらす地層形成や地形変化を理解し，その過程で形成された第四紀層

の特性や災害について解説する． 

【授業の到達目標】 

表層環境変遷史研究の歴史と最新の成果から，第四紀の自然環境変化と人為的環境変化との概要を修得する

ことを目標とする． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 第四紀気候変動 
第２回 動・植物群変遷史 
第３回 海水準変動 
第４回 地形形成 
第５回 堆積盆地の形成 
第６回 堆積盆地における地層形成 
第７回 第四紀地殻変動 
第８回 風化と土壌形成 
第９回 斜面変動 
第 10 回 第四紀層の圧密特性と地盤沈下 
第 11 回 第四紀層の地震動特性 
第 12 回 第四紀層と地下水 
第 13 回 活断層評価と第四紀層 
第 14 回 地盤環境 

第 15 回 人工地層 

【事前・事後学習の内容】 

「人類紀自然学」（共立出版）を読み、理解を深めること． 

【評価方法】 

レポートで評価する． 

 

【受講生へのコメント】 

関連する大阪周辺地域に赴き，見学も行う予定である. 

【教材】 

「第四紀」（岩波書店），「第四紀学」（朝倉書店），「人類紀自然学」（共立出版），「地すべりと地質学」（古今書院）

などが参考になる． 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４４ 地球進化学 前期 ２単位 

江﨑 洋一 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCBG11508 Earth Evolution System １年次 講義 

【科目の主題】 

地球史の中で，始生累代以降の生物進化と地球環境変遷との関わりを基軸として，生物圏の発展過程を講義す
る． 

 

【授業の到達目標】 

地球の誕生から現在に至るまで，生物進化と地球環境がどのように関わり合いながら相互に変化してきたのかを
理解する． 

【授業内容・授業計画】 

第１回 現在の地球システムの構成 

第２回 地球の誕生と地球システムの形成様式 

第３回 始生累代における生命の誕生（約 40 億年前） 

第４回 原生累代における真核生物の出現（約 25 億年前） 

第５回 雪玉地球と大気組成の変化 

第６回 原生累代末における多細胞動物の出現 

第７回 カンブリア大爆発の時代背景 

第８回 カンブリア大爆発の実像 

第９回 オルドビス紀における生物の大放散 

第 10 回 生物の上陸と大森林の形成 

第 11 回 ペルム紀末の生物大量絶滅とその後の回復 

第 12 回 白亜紀末の生物大量絶滅とその後の回復 

第 13 回 生物相の変化と礁の時代変遷 

第 14 回 地球生物環境の変動と資源の形成 

第 15 回 地球システムの未来 

 

【事前・事後学習の内容】 

事前に講義に関する資料を配布する．内容を確認し，授業に臨むこと．また，講義終了後に内容を一通

り復習すること． 

【評価方法】 

課題についてのレポートで評価する.  
 

【受講生へのコメント】 

地球と生物の学際分野（地球生物学分野）の科目である． 

【教材】 

特に指定しないが適宜プリント等を配布する.  

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 193 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４５ 前期海外特別研究１・２ 集中 各 1単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCIAR1501 

SCIAR1502 

International Advanced Research Course

for Master’s Thesis of Science 1・2 
１・２年次 演習 

【科目の主題】 

学生が海外で研究活動・学術交流を行うことを通し，国際的な場における研究経験を積むこと。 

【授業の到達目標】 

海外での研究活動により、修士論文研究課題の進歩や研究目標の達成のみならず、学生が研究分野にお

ける海外の学生・研究者の科学的なコミュニティに参加することを目標とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、海外派遣先の大学・研究機関および研究課題の設定、研究計画の立案、研究発表

あるいは実験指導などを行い、適切な助言を与える。海外での英語によるプレゼンテーション等につい

ても指導する。帰国後、研究報告を行う。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途指示する。また、課題を自ら探し出し、事前事後に積極的な学習を行う。 

【評価方法】 

研究成果・研究の進捗状況により評価する。海外でのプレゼンテーション，コミュニケーションのスキルの改善に

ついても確認する。 

【受講生へのコメント】 

海外研究の計画等については、登録前に指導教員と必ず相談すること。 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 194 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４５ 前期海外特別研究１・２ 集中 各 1単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCIAR1501 

SCIAR1502 

International Advanced Research Course

for Master’s Thesis of Science 1・2 
１・２年次 演習 

【科目の主題】 

学生が海外で研究活動・学術交流を行うことを通し，国際的な場における研究経験を積むこと。 

【授業の到達目標】 

海外での研究活動により、修士論文研究課題の進歩や研究目標の達成のみならず、学生が研究分野にお

ける海外の学生・研究者の科学的なコミュニティに参加することを目標とする。 

 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、海外派遣先の大学・研究機関および研究課題の設定、研究計画の立案、研究発表

あるいは実験指導などを行い、適切な助言を与える。海外での英語によるプレゼンテーション等につい

ても指導する。帰国後、研究報告を行う。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途指示する。また、課題を自ら探し出し、事前事後に積極的な学習を行う。 

【評価方法】 

研究成果・研究の進捗状況により評価する。海外でのプレゼンテーション，コミュニケーションのスキルの改善に

ついても確認する。 

【受講生へのコメント】 

海外研究の計画等については、登録前に指導教員と必ず相談すること。 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

３４６ 前期特別研究 通年 12 単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCARC1501 

SCARC1601 

Advanced Research Course for Master’s 

Thesis of Science 
１～２年次 演習・実験 

【科目の主題】 

生物学、地球学、それぞれの分野の基礎を踏まえ、具体的な研究課題を担当教員の指導のもとに設定し、

研究計画の立案、実験や野外実習、研究結果の解釈を実践し、そのプロセスと成果を修士論文としてま

とめる。 

 

【授業の到達目標】 

修士論文研究を通して、生物学、地球学の各分野の基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技

術を習得する。また、研究課題の設定、研究計画の立案、実験や野外実習、研究結果の解釈とその成果

を表現する能力を身につける。 

 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、研究課題の設定、研究計画の立案、実験や野外実習、研究結果の解釈と要約など

の指導を随時行い、修士論文の完成に適切な助言を与える。 

 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途案内する。また、研究テーマおよびその進捗に応じて、必要なテキストや論文を自分自

身で探し出し積極的な学習を行うこと。 

【評価方法】 

研究結果、研究姿勢、発表内容を含む総合評価。 

【受講生へのコメント】 

学生教育研究災害傷害保険（学研災）および付帯賠償責任（付帯賠責）」に必ず加入しておくこと。 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 195 －



12 講義等の内容（後期博士課程） 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０１ 数理構造論ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMSM1701 Seminar in Mathematical Analysis 1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

数理構造論の分野における最近の研究成果、発展状況について。 

【授業の到達目標】 

数理解析学の分野における最近の研究成果、発展状況を複数を幅広く学ぶ。 

【授業内容・授業計画】 

複数の教員によるゼミナール形式の授業。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 196 －



12 講義等の内容（後期博士課程） 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０１ 数理構造論ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMSM1701 Seminar in Mathematical Analysis 1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

数理構造論の分野における最近の研究成果、発展状況について。 

【授業の到達目標】 

数理解析学の分野における最近の研究成果、発展状況を複数を幅広く学ぶ。 

【授業内容・授業計画】 

複数の教員によるゼミナール形式の授業。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 
番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０２ 数理解析学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAMSM1702 Seminar in Mathematical Structures 1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

数理解析学の分野における最近の研究成果、発展状況について。 

【授業の到達目標】 

数理解析学の分野における最近の研究成果、発展状況を複数を幅広く学ぶ。 

【授業内容・授業計画】 

複数の教員によるゼミナール形式の授業。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 197 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０３ 基礎物理学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPS11701 Seminar in Fundamental Physics 1･2･3 年次 実習 

【科目の主題】 

基礎物理学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によって

幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

学生それぞれによる自主的な研究課題の設定、研究計画の立案を促し、学術的に高度な内容による研究指導を

行い、博士論文の完成に適切な助言を与える。 

【授業内容・授業計画】 

基礎物理学の各分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によ

って幅広く学ぶ。 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、授業での討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 198 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０３ 基礎物理学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPS11701 Seminar in Fundamental Physics 1･2･3 年次 実習 

【科目の主題】 

基礎物理学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によって

幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

学生それぞれによる自主的な研究課題の設定、研究計画の立案を促し、学術的に高度な内容による研究指導を

行い、博士論文の完成に適切な助言を与える。 

【授業内容・授業計画】 

基礎物理学の各分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によ

って幅広く学ぶ。 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、授業での討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０４ 宇宙・高エネルギー物理学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPS21701 
Seminar in Astroparticle and High Energy 

Physics 
1･2･3 年次 実習 

【科目の主題】 

宇宙・高エネルギー物理学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式

の授業によって幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

学生それぞれによる自主的な研究課題の設定、研究計画の立案を促し、学術的に高度な内容による研究指導を

行い、博士論文の完成に適切な助言を与える。 

【授業内容・授業計画】 

宇宙・高エネルギー物理学の各分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール

形式の授業によって幅広く学ぶ。 

 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、授業での討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 199 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０５ 物性物理学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPS31701 Seminar in Condensed Matter Physics 1･2･3 年次 実習 

【科目の主題】 

物性物理学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によって

幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

学生それぞれによる自主的な研究課題の設定、研究計画の立案を促し、学術的に高度な内容による研究指導を

行い、博士論文の完成に適切な助言を与える。 

【授業内容・授業計画】 

物性物理学の各分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によ

って幅広く学ぶ。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、授業での討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 200 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０５ 物性物理学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAPS31701 Seminar in Condensed Matter Physics 1･2･3 年次 実習 

【科目の主題】 

物性物理学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によって

幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

学生それぞれによる自主的な研究課題の設定、研究計画の立案を促し、学術的に高度な内容による研究指導を

行い、博士論文の完成に適切な助言を与える。 

【授業内容・授業計画】 

物性物理学の各分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によ

って幅広く学ぶ。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、授業での討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０６ 後期海外特別研究１・２・３ 集中 各１単位 

各教員 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAIAR1701 

SAIAR1702 

SAIAR1703 

International Advanced Research Course 
for Doctoral Thesis of Science 1･2･3 

1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

学生が海外で研究活動・学術交流を行うことを通し，国際的な場における研究経験を積むこと。 

【授業の到達目標】 

海外での研究活動により，博士論文研究課題の進歩や研究目標の達成のみならず，学生が研究分野にお

ける海外の学生・研究者の科学的なコミュニティに参加することを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、海外派遣先の大学・研究機関および研究課題の設定、研究計画の立案、研究発表あるい

は実験指導などを行い、適切な助言を与える。海外での英語によるプレゼンテーション等についても指導する。

帰国後、研究報告を行う。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途指示する。また、課題を自ら探し出し、事前事後に積極的な学習を行う。 

【評価方法】 

研究成果・研究の進捗状況により評価する。海外でのプレゼンテーション、コミュニケーションのスキルの改善に

ついても確認・評価する。 

【受講生へのコメント】 

海外研究の計画等については、登録前に指導教員と必ず相談すること。 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 201 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０７ 後期特別研究 通年 ８単位 

各教員 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAARC1701 

SAARC1801 

SAARC1901 

SAPAR1701 

SAPAR2801 

SAPAR3901 

Advanced Research Course for 

Doctoral Thesis of Science 
１～３年次 演習・実験 

【科目の主題】 

博士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術の習得。 

【授業の到達目標】 

博士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術を修得する。 

【授業内容・授業計画】 

博士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術の修得を目的とす

る。このため、学生それぞれに対し、研究課題の設定、研究計画の立案、専門書および学術論文の講読、

実験指導などを行い、博士学位論文の完成に適切な助言を与える。 

また、研究成果の学会発表、学術論文誌への原稿作成・投稿についても指導する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 202 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

４０７ 後期特別研究 通年 ８単位 

各教員 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SAARC1701 

SAARC1801 

SAARC1901 

SAPAR1701 

SAPAR2801 

SAPAR3901 

Advanced Research Course for 

Doctoral Thesis of Science 
１～３年次 演習・実験 

【科目の主題】 

博士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術の習得。 

【授業の到達目標】 

博士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術を修得する。 

【授業内容・授業計画】 

博士論文研究課題遂行のための基礎となる理論、実験についての体系的な知識・技術の修得を目的とす

る。このため、学生それぞれに対し、研究課題の設定、研究計画の立案、専門書および学術論文の講読、

実験指導などを行い、博士学位論文の完成に適切な助言を与える。 

また、研究成果の学会発表、学術論文誌への原稿作成・投稿についても指導する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０１ 創成分子科学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBCMS1701 Seminar in Creative Molecular Science 1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

創成分子科学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によっ

て幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育および前期博士課程で学習した化学全般を復習しておくこと。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 203 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０２ 機能分子科学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFMS1701 Seminar in Functional Molecular Science 1・2・3 年次 演習 

【科目の主題】 

機能分子科学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によっ

て幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育および前期博士課程で学習した化学全般を復習しておくこと。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 204 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０２ 機能分子科学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBFMS1701 Seminar in Functional Molecular Science 1・2・3 年次 演習 

【科目の主題】 

機能分子科学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によっ

て幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育および前期博士課程で学習した化学全般を復習しておくこと。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０３ 特別指導論 通年 ２単位 

小嵜 正敏 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBLTP1701 Leadership Training Program 1･2･3 年次 実習 

【科目の主題】 
大学院生が主導的に参加する実践的教育経験の機会を設けることによって、実体験に基づいた「リーダ
ーシップ」と「コミュニケーション」能力を養成する。 

 

【授業の到達目標】 

高校化学グランドコンテストへのエントリーを目指した高校生の研究サポート行い、実践的に指導力と

コミュニケーション力を身に付ける。 

【授業内容・授業計画】 

高校化学グランドコンテストにエントリーを計画している高校に出向き、高校教員と協力して高校生が

行う研究の指導、相談、討論を行う。また、メールや電話などにより随時相談を受け付け、それに対応

する。これらの経験を通して、指導力ならびにコミュニケーション力を実践的に身に付ける。 

 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

受講生のレポートならびに高校教員からのレポートを参考にして、評価を行う。 

【受講生へのコメント】 

大学の学部教育および前期博士課程で学習した化学全般を復習しておくこと。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 205 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０４ 学術交流研究 通年 ２単位 

手木 芳男 他 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBAES1701 Academic Exchange Study 1･2･3 年次 実習 

【科目の主題】 
分野を異にする研究者との研究交流（共同研究等）を通じて、多研究分野に触れることで、幅広い研究
視野を養成する。 

【授業の到達目標】 
大学院生が主体的に異分野の研究者との研究交流を行う事より、異分野・学際分野への対応能力、広い
学問的視野を身につける。 

 

【授業内容・授業計画】 

大学院生が主体的に参加する分野を異にする研究者との研究交流の機会を設け、共同研究、研究ディス

カッションを行う。指導教員と相談の上、研究交流を目的とした共同研究先等への大学院生の派遣や、

他分野のセミナーへの参加と研究ディスカッションを実施する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

受講生のレポートを参考にして、評価を行う。 

【受講生へのコメント】 

積極的に参加することで視野を広げて欲しい。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 206 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０４ 学術交流研究 通年 ２単位 

手木 芳男 他 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBAES1701 Academic Exchange Study 1･2･3 年次 実習 

【科目の主題】 
分野を異にする研究者との研究交流（共同研究等）を通じて、多研究分野に触れることで、幅広い研究
視野を養成する。 

【授業の到達目標】 
大学院生が主体的に異分野の研究者との研究交流を行う事より、異分野・学際分野への対応能力、広い
学問的視野を身につける。 

 

【授業内容・授業計画】 

大学院生が主体的に参加する分野を異にする研究者との研究交流の機会を設け、共同研究、研究ディス

カッションを行う。指導教員と相談の上、研究交流を目的とした共同研究先等への大学院生の派遣や、

他分野のセミナーへの参加と研究ディスカッションを実施する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

受講生のレポートを参考にして、評価を行う。 

【受講生へのコメント】 

積極的に参加することで視野を広げて欲しい。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０５ 学際的プランナー養成特別プログラム 通年 ２単位 

神谷 信夫 他 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBIPT1701 Interdisciplinary Planner Training Program 1･2･3 年次 実習 

【科目の主題】 

短期海外派遣・国際研究交流などを通じて学際性と国際性を育成する。 

【授業の到達目標】 

海外共同研究先などへの短期派遣、国際会議での発表と議論、国際ゼミナールなどで招聘した外国人研

究者との討論などを行って、国際的に活躍できる学際的研究者となるための素養を身につける。 

【授業内容・授業計画】 

(1)担当教員が、指導教員を交えて本人の希望や実施計画を相談・確認しする。 

(2)実施計画に従って、海外共同研究先などへの短期滞在、国際会議での発表と議論、国際ゼミナールな

どで招聘した外国人研究者との討論などを行う。 

(3)実施した内容についてレポートを提出する。 

(4)担当教員は、提出されたレポートに基づいて目標達成度の観点から評価する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

レポートに基づいて目標達成度の観点から評価する。 

【受講生へのコメント】 

積極的に参加することで視野を広げて欲しい。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 207 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０６ 後期海外特別研究１・２・３ 集中 各１単位 

各教員 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBIAR1701 

SBIAR1702 

SBIAR1703 

International Advanced Research Course 
for Doctoral Thesis of Science 1･2･3 

1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

学生が海外で研究活動・学術交流を行うことを通し，国際的な場における研究経験を積むこと。 

【授業の到達目標】 

海外での研究活動により，博士論文研究課題の進歩や研究目標の達成のみならず，学生が研究分野にお

ける海外の学生・研究者の科学的なコミュニティに参加することを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、海外派遣先の大学・研究機関および研究課題の設定、研究計画の立案、研究発表あるい

は実験指導などを行い、適切な助言を与える。海外での英語によるプレゼンテーション等についても指導する。

帰国後、研究報告を行う。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途指示する。また、課題を自ら探し出し、事前事後に積極的な学習を行う。 

【評価方法】 

研究成果・研究の進捗状況により評価する。海外でのプレゼンテーション、コミュニケーションのスキルの改善に

ついても確認・評価する。 

【受講生へのコメント】 

海外研究の計画等については、登録前に指導教員と必ず相談すること。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

－ 208 －



 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０６ 後期海外特別研究１・２・３ 集中 各１単位 

各教員 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBIAR1701 

SBIAR1702 

SBIAR1703 

International Advanced Research Course 
for Doctoral Thesis of Science 1･2･3 

1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

学生が海外で研究活動・学術交流を行うことを通し，国際的な場における研究経験を積むこと。 

【授業の到達目標】 

海外での研究活動により，博士論文研究課題の進歩や研究目標の達成のみならず，学生が研究分野にお

ける海外の学生・研究者の科学的なコミュニティに参加することを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、海外派遣先の大学・研究機関および研究課題の設定、研究計画の立案、研究発表あるい

は実験指導などを行い、適切な助言を与える。海外での英語によるプレゼンテーション等についても指導する。

帰国後、研究報告を行う。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途指示する。また、課題を自ら探し出し、事前事後に積極的な学習を行う。 

【評価方法】 

研究成果・研究の進捗状況により評価する。海外でのプレゼンテーション、コミュニケーションのスキルの改善に

ついても確認・評価する。 

【受講生へのコメント】 

海外研究の計画等については、登録前に指導教員と必ず相談すること。 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

５０７ 後期特別研究 通年 ８単位 

各教員 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SBARC1701 

SBARC2801 

SBARC3901 

Advanced Research Course for 

Doctoral Thesis of Science 
１～３年次 演習・実験 

【科目の主題】 

研究課題の遂行に必要な知識の獲得、実験技量の習熟とともに周辺科学への造詣を深めることで、学問

の一部分野を体系化する能力の涵養をめざす。後進への指導力を身につけ、独立した研究指導者として

活動するための素養を身につける。また、英語による研究成果の発信力、討議力を高め、世界で活躍で

きる人材への飛躍をめざす。 

【授業の到達目標】 

・研究遂行に必要な高度な実験技術、技量および専門知識の修得。 

・世界に向けて研究成果を発信し、円滑な議論と討論を行うための英語によるコミュニケーション力の

習熟。 

・学部学生、前期博士課程学生に対する研究指導力の涵養。 

・独立した研究者として必要な研究課題の解決能力、研究課題の立案能力の修得。 

【授業内容・授業計画】 

次の研究室のいずれかに在籍し、指導教員が設定する課題に基づき実験研究を行う。 
 
物理化学分野：構造生物化学・量子機能物質学・分子物理化学・光物理化学 

有機化学分野：合成有機化学・分子変換学・物性有機化学・有機反応化学・精密有機化学 

無機化学分野：先端分析化学・生体分子設計学・複合分子化学・機能化学 
 
（１） 指導教員が示唆する研究課題をもとに、実際の研究計画を立案・実施する。また、研究計画に基

づき、後進の指導を行う。 

（２） ICT を活用し、学述論文等の研究に関する情報探索力を高め、研究課題の背景と意義を理解する。

また、派生的な研究課題の設定能力を身につける。 

（３） 研究成果を自身で取りまとめ、国内外の学会等で発表する。 

（４） 学術論文誌での研究発表に必要な原稿作成能力・投稿技量の習熟を行う。 

（５） 専門的研究能力の育成に加え、課題設定能力、仮説立案能力を育成し、学際分野を含む広い分野

への対応能力を培うため、分野横断型研究提案会（プロポーザルディフェンス）を実施する。 

【事前・事後学習の内容】 

日頃より、実験に関する情報取集、高度な技量の習熟を心がけ、研究課題の遂行に臨む。日々得られる

実験結果を正確な知識に基づいて考察し、指導教員、あるいは研究室構成員への報告、両者との討論を

日常的に行う。 

【評価方法】 

自ら立案した研究課題の展開能力、成果の情報発信力、後進の指導を評価する。学会等での成果発表お

よび、査読付き学術雑誌への成果発表を単位取得の必須とする。プロポーザルディフェンスへの参加を

必須とする。 

【受講生へのコメント】 

後期博士課程では、自らを世界で活躍できる独立した研究者へと飛躍させることが求められる。授業内

容の実現に向け、各自の能動的な取り組みに期待する。 

【教材】 

研究課題に即した専門書、テキスト、学術論文を自ら選定し、学習する。指導教員、研究室構成員から

推薦、提案を受けることもある。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０１ 生物分子機能学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011702 Seminar in Sciences of Biomolecules 1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

生物分子機能学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によ

って幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０１ 生物分子機能学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011702 Seminar in Sciences of Biomolecules 1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

生物分子機能学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によ

って幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０２ 生体機能生物学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB021702 
Seminar in Sciences of Molecular 

Biofunctions 
1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

生体機能生物学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によ

って幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０３ 自然誌機能生物学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031702 
Seminar in Functional Biology of 

Natural History 
1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

自然誌機能生物学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業に

よって幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０３ 自然誌機能生物学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB031702 
Seminar in Functional Biology of 

Natural History 
1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

自然誌機能生物学分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業に

よって幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

別途案内する。 

【授業内容・授業計画】 

別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０４ 環境地球学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG021701 Seminar in Environmental Geoscience 1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

環境地球学の各分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業によ

って幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

環境地球学の各分野における最近の研究成果、発展状況を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

各教員から別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

各教員から別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０５ 地球物質進化学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG031701 
Seminar in Evolution of Lithosphere, 

Hydrosphere and Biosphere 
1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

地球物質進化学の各分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業

によって幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

地球物質進化学の各分野における最近の研究成果、発展状況を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

各教員から別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

各教員から別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０５ 地球物質進化学ゼミナール 通年 ２単位 

各教員 科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCG031701 
Seminar in Evolution of Lithosphere, 

Hydrosphere and Biosphere 
1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

地球物質進化学の各分野における最近の研究成果、発展状況を複数の教員によるゼミナール形式の授業

によって幅広く学ぶ。 

【授業の到達目標】 

地球物質進化学の各分野における最近の研究成果、発展状況を理解する。 

【授業内容・授業計画】 

各教員から別途案内する。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途案内する。 

【評価方法】 

出席、レポート、セミナーでの討論を総合的に評価する。 

【受講生へのコメント】 

 

【教材】 

各教員から別途案内する。 

【備考１】 

 

【備考２】 

 

 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０６ 後期海外特別研究１・２・３ 集中 各１単位 

各教員 
科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCIAR1701 

SCIAR1702 

SCIAR1703 

International Advanced Research Course 
for Doctoral Thesis of Science 1･2･3 

1･2･3 年次 演習 

【科目の主題】 

学生が海外で研究活動・学術交流を行うことを通し，国際的な場における研究経験を積むこと。 

【授業の到達目標】 

海外での研究活動により，博士論文研究課題の進歩や研究目標の達成のみならず，学生が研究分野にお

ける海外の学生・研究者の科学的なコミュニティに参加することを目標とする。 

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、海外派遣先の大学・研究機関および研究課題の設定、研究計画の立案、研究発表あるい

は実験指導などを行い、適切な助言を与える。海外での英語によるプレゼンテーション等についても指導する。

帰国後、研究報告を行う。 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途指示する。また、課題を自ら探し出し、事前事後に積極的な学習を行う。 

【評価方法】 

研究成果・研究の進捗状況により評価する。海外でのプレゼンテーション、コミュニケーションのスキルの改善に

ついても確認・評価する。 

【受講生へのコメント】 

海外研究の計画等については、登録前に指導教員と必ず相談すること。 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０７ 後期特別研究 通年 ８単位 

各教員 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011701  

SCB011801 

SCB011901 

SCG011701  

SCG011801  

SCG011901  

Advanced Research Course for 

Doctoral Thesis of Science 
1～3 年次 演習・実験 

【科目の主題】 

生物学、地球学それぞれの分野の理論，実験についての体系的な知識・技術を用いて、具体的な研究課

題を自ら設定し、研究計画の立案、実験や野外調査、研究結果の解釈を実践し、そのプロセスと成果を

博士論文としてまとめる。 

 

【授業の到達目標】 

修了後の各進路における発展の礎とすべく，生物学、地球学における研究課題を自身で発見し，解決で

きる能力を身につける。また，外国語などを用いて，自身の研究成果を国際的に発信できる能力を習得

する。  

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、研究課題の設定、研究計画の立案、実験や野外調査、研究結果の解釈と要約など

の指導を随時行い、博士論文の完成に適切な助言を与える。また、研究成果の学会発表、学術論文誌へ

の原稿作成・投稿についても指導する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途案内する。また、研究テーマおよびその進捗に応じて、必要なテキストや論文を自分自

身で探し出し積極的な学習を行うこと。 

【評価方法】 

研究結果、研究姿勢、発表内容を含む総合評価。 

【受講生へのコメント】 

「学生教育研究災害傷害保険（学研災）および付帯賠償責任（付帯賠責）」に必ず加入しておくこと。 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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13 教員の研究テーマ・授業科目一覧 
≪数物系専攻≫ 

講座 専 門 分 野 氏 名 研 究 テ ー マ 

数
理
構
造
論 

位
相
幾
何
学 

多
様
体
論 

表
現
論 

代
数
系 

兼田 正治 
金信 泰造 
鎌田 聖一 
古澤 昌秋 
枡田 幹也 
秋吉 宏尚 
宮地 兵衛 
吉田 雅通 
佐野 昂迪 

代数群及びその表現論 
結び目理論 
結び目と3・4次元トポロジー 
保型表現と保型L函数 
変換群の幾何学 
双曲幾何と3次元多様体論 
Hecke環の表現論と圏化 

エルゴード理論、力学系に基づく作用素環論 
L関数の特殊値と岩澤理論 

数
理
解
析
学 

偏
微
分
方
程
式 

微
分
幾
何
学 

代
数
解
析
学 

応
用
数
学 

確
率
論 

実
解
析
・
複
素
解
析 

大仁田義裕 
尾角 正人 
高橋 太 
阿部 健 
加藤 信 
竹内 敦司 
西尾 昌治 
濵野佐知子 
伊達山正人 

微分幾何学、調和写像論 
可積分系と表現論 
変分法、非線形偏微分方程式論 
偏微分方程式論 
大域解析学（多様体の幾何解析） 
確率解析 
ポテンシャル論 
複素解析、多変数関数論 
エルゴード理論に関する力学系の研究 

基
礎
物
理
学 

数
理
物
理 

宇
宙
物
理 

原
子
核
理
論 

素
粒
子
論 

石原 秀樹 
糸山 浩 
浜端 広充 
中尾 憲一 
有馬 正樹 
丸  信人 
森山 翔文 

相対論的宇宙物理学 
場の量子論及び紐（弦）理論 
プラズマ中の非線形磁気流体波と乱流 
宇宙論物理学及び重力理論 
クォーク模型とハドロン間相互作用 
超対称模型、余剰次元模型に基づく標準模型を超える素粒子

弦理論とゲージ理論の数理 
宇
宙
・
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
物
理
学 

重
力
波
実
験
物
理
学

宇
宙
・
素
粒
子
実
験
物
理
学

高
エ
ネ
ル
ギ
ー
物
理
学

宇
宙
線
物
理
学 

神田 展行 
清矢 良浩 
荻尾 彰一 
山本 和弘 
中野 英一 
伊藤 洋介 
常定 芳基 
岩崎 昌子 

重力波検出実験、重力波宇宙物理学  
ニュートリノ物理、ミューオン物理、陽子・反陽子衝突実験 
高エネルギー宇宙線観測、粒子線天文学  
ニュートリノ物理、ミューオン物理、陽子・反陽子衝突 
素粒子実験物理、宇宙線観測 
重力波天文学、一般相対性理論 
超高エネルギー宇宙線物理学 
電子・陽電子衝突型加速器を用いた素粒子実験物理 

物
性
物
理
学 

電
子
相
関
物
理
学 

レ
ー
ザ
ー
量
子
物
理
学 

素
励
起
物
理
学 

生
体
・
構
造
物
性
物
理
学 

光
物
性
物
理
学 

超
低
温
物
理
学 

石川 修六 
坪田 誠 
小栗 章 
井上 慎 
矢野 英雄 
杉﨑 満 
鐘本 勝一 
小原 顕 
西川 裕規 
竹内 宏光 

超低温物理学：量子液体の相転移現象と量子渦 
物性理論：量子流体 
物性理論：電子系の低エネルギー量子状態・多体効果 
レーザー冷却実験、気体のボース凝縮 
超低温物理学：量子液体の相互作用と位相欠陥  
光合成系における構造とエネルギー伝達機能の解明 
有機半導体の光・スピン・デバイス物性 
超低温物理学：量子液体中の音波の伝播 
物性理論：強相関電子系、量子輸送 
物性理論：量子流体力学 

 
 
 
 
 
 
 
 

授業科目（前期博士） 担 当 者 
（数理構造論分野） 
数理構造論 1 
数理構造論 2 
数理構造論 3 
数理構造論 4 
代数学特論 I 
代数学特論 II 
代数学特論 III 
代数学特論 IV 
幾何学特論 I 
幾何学特論 II 
幾何学特論 III 
幾何学特論 IV 
代数構造論特別講義Ⅰ・Ⅱ 
代数構造論特別講義Ⅲ・Ⅳ 
幾何構造論特別講義Ⅰ・Ⅱ 
幾何構造論特別講義Ⅲ・Ⅳ 
数理構造論演習 
（数理解析学分野） 
数理解析学 1 
数理解析学 2 
数理解析学 3 
数理解析学 4 
解析学特論 I 
解析学特論 II 
解析学特論 III 
解析学特論 IV 
数学概論 I  
数学概論 II  
解析学特別講義Ⅰ・Ⅱ 
解析学特別講義Ⅲ・Ⅳ 
数理解析学演習 
（基礎物理学分野） 
場の量子論 
素粒子論 
物理数学 
プラズマ物理学 
流体力学 
相対論的重力理論 
相対論的宇宙物理学 
原子核物理学Ⅰ 
原子核物理学Ⅱ 
基礎物理学特別講義ⅠA 
基礎物理学特別講義ⅠB 
基礎物理学特別講義ⅡA 
基礎物理学特別講義ⅡB 
基礎物理学特別講義Ⅲ 
基礎物理学演習 
（宇宙・高エネルギー物理学分野） 
高エネルギー物理学Ⅰ 
高エネルギー物理学Ⅱ 
宇宙線物理学Ⅰ 
宇宙線物理学Ⅱ 
宇宙・素粒子実験物理学Ⅰ 
宇宙・素粒子実験物理学Ⅱ 
重力波実験物理学 
宇宙物理学 
宇宙・高エネルギー物理学特別講義Ⅰ 
宇宙・高エネルギー物理学特別講義Ⅱ 
宇宙・高エネルギー物理学特別講義Ⅲ 
粒子物理学特別講義Ⅰ 
粒子物理学特別講義Ⅱ 
粒子物理学特別講義Ⅲ 
宇宙・高エネルギー物理学演習 
（物性物理学分野） 
物性物理学Ⅰ 
物性物理学Ⅱ 
量子統計力学Ⅰ 
量子統計力学Ⅱ 
低温物理学 
光物性論 
原子物理学 
固体低温物性 
物性物理学特別講義ⅠA 
物性物理学特別講義ⅠB 
物性物理学特別講義ⅡA 
物性物理学特別講義ⅡB 
凝縮系物理学特別講義ⅠA 
凝縮系物理学特別講義ⅠB 
凝縮系物理学特別講義ⅡA 
凝縮系物理学特別講義ⅡB 
物性物理学演習 
（学際分野科目） 
数理科学A 
数理科学B 
数理科学C 
数理科学特別講義Ⅰ・Ⅱ 
数理物理学Ⅰ 
数理物理学Ⅱ 
数理物理学Ⅲ 
数理物理学Ⅳ 
計算科学 
数理物理学特別講義Ⅰ 
数理物理学特別講義Ⅱ 
数理物理学特別講義Ⅲ 
前期海外特別研究1・2 
（特別研究科目） 
前期特別研究 

 
兼田 正治・佐野 昂迪 
秋吉 宏尚・金信 泰造 
古澤 昌秋・宮地 兵衛 
鎌田 聖一・秋吉 宏尚 
佐野 昂迪 
宮地 兵衛 
尾角 正人 
兼田 正治 
枡田 幹也 
枡田 幹也 
金信 泰造 
金信 泰造 
 
 
 
（中村 拓司） 
各 教 員 
 
西尾昌治・竹内敦司・阿部 健 
大仁田義裕・伊達山正人・高橋 太 
竹内 敦司・吉田 雅通 
加藤 信・尾角 正人 
濵野 佐知子 
竹内 敦司 
阿部 健 
高橋 太 
竹内 敦司・伊達山正人 他
吉田 雅通・宮地 兵衛 他 
 
（菱田 俊明） 
各 教 員 
 
有馬 正樹・丸 信人 
丸 信人 
浜端 広充 
浜端 広充 
浜端 広充 
石原 秀樹・中尾 憲一 
石原 秀樹・中尾 憲一 
〔佐藤 弘一〕・〔千葉 陽平〕
有馬 正樹 
 
 
 
 
（藤田 佳孝） 
各 教 員 
 
山本 和弘 
清矢 良浩 
常定 芳基 
荻尾 彰一 
中野 英一 
岩崎 昌子 
神田 展行・伊藤 洋介
神田 展行・常定 芳基・山本 和弘 
 
（米德 大輔） 
 
 
（栗木 雅夫） 
 
各 教 員 
 
石川 修六 
杉﨑 満 
坪田 誠・竹内 宏光 
小栗 章・西川 裕規 
石川 修六・小原 顕 
鐘本 勝一・杉﨑 満 
井上 慎 
矢野 英雄 
 
 
 
（赤井 一郎） 
 
 
 
（竹内 一将） 
各 教 員 
 
〔安本 真士〕 
〔河村 建吾〕 
〔小池 貴之〕 
（跡部 発） 
糸山 浩 
森山 翔文 
石原 秀樹 
森山 翔文 
神田 展行・伊藤 洋介
 
 
（小林 達夫） 
各 教 員 
 
各 教 員 

授業科目（後期博士課程） 担 当 者 
数理構造論ゼミナール 各 教 員 
数理解析学ゼミナール 各 教 員 
基礎物理学ゼミナール 各 教 員 
宇宙・高エネルギー物理学ゼミナール 各 教 員 
物性物理学ゼミナール 各 教 員 
後期海外特別研究1～3 各 教 員 
後期特別研究 各 教 員 
平成３０年度 非常勤講師  
中村 拓司（大阪電気通信大学） 藤田 佳孝（大阪大学）

菱田 俊明（名古屋大学） 米德 大輔（金沢大学）

跡部 発（東京大学） 栗木 雅夫（広島大学）

 赤井 一郎（熊本大学）

 竹内 一将（東京工業大学）

 小林 達夫（北海道大学）

※括弧内は非常勤・特任講師を示す。 

 

番号 授業科目名 開講期 単位数 担当教員名 

６０７ 後期特別研究 通年 ８単位 

各教員 

科目ﾅﾝﾊﾞｰ 英語表記 年次 授業形態 

SCB011701  

SCB011801 

SCB011901 

SCG011701  

SCG011801  

SCG011901  

Advanced Research Course for 

Doctoral Thesis of Science 
1～3 年次 演習・実験 

【科目の主題】 

生物学、地球学それぞれの分野の理論，実験についての体系的な知識・技術を用いて、具体的な研究課

題を自ら設定し、研究計画の立案、実験や野外調査、研究結果の解釈を実践し、そのプロセスと成果を

博士論文としてまとめる。 

 

【授業の到達目標】 

修了後の各進路における発展の礎とすべく，生物学、地球学における研究課題を自身で発見し，解決で

きる能力を身につける。また，外国語などを用いて，自身の研究成果を国際的に発信できる能力を習得

する。  

【授業内容・授業計画】 

学生それぞれに対し、研究課題の設定、研究計画の立案、実験や野外調査、研究結果の解釈と要約など

の指導を随時行い、博士論文の完成に適切な助言を与える。また、研究成果の学会発表、学術論文誌へ

の原稿作成・投稿についても指導する。 

 

【事前・事後学習の内容】 

各教員から別途案内する。また、研究テーマおよびその進捗に応じて、必要なテキストや論文を自分自

身で探し出し積極的な学習を行うこと。 

【評価方法】 

研究結果、研究姿勢、発表内容を含む総合評価。 

【受講生へのコメント】 

「学生教育研究災害傷害保険（学研災）および付帯賠償責任（付帯賠責）」に必ず加入しておくこと。 

【教材】 

 

【備考１】 

 

【備考２】 
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≪物質分子系専攻≫ 
講座 専 門 分 野 氏 名 研 究 テ ー マ 

創
成
分
子
科
学 

先
端
分
析
化
学 

 
 

精
密
有
機
化
学 

物
性
有
機
化
学 

 
 

光
物
理
化
学 

分
子
物
理
化
学 

 
 

複
合
分
子
化
学 

量
子
機
能
物
質
学 

 

生
体
分
子
設
計
学 

手木 芳男 
佐藤 和信 
 
小嵜 正敏 
坪井 泰之 
中島 洋 
森内 敏之 
八ッ橋知幸 
西村 貴洋 
松下 叔夫 
塩見 大輔 
西岡 孝訓 
吉野 治一 
迫田 憲治 
豊田 和男 
板崎 真澄 
藤原 正澄 
 
東海林竜也 

分子磁性と有機スピン系の光励起状態及び分子素子の研究 
分子性有機磁性化合物の電子状態、新しい電子磁気共鳴

分光法の開発、分子スピン量子コンピュータの開発 
有機材料化学、精密構造を有する機能性高分子の創出 
ナノ・マイクロ分析化学・分光計測とプラズモニクス 
金属タンパク質を基盤とする機能性材料の開発 
ハイブリッド錯体システムの創成 
高強度超短パルスレーザーと分子との相互作用 
触媒的不斉合成反応の開発 
理論化学 
結晶性有機固体の磁性・磁気共鳴 
機能性錯体及び無機材料の設計 
低次元伝導体の輸送現象と高効率熱電材料の探索 
複雑分子システムにおける機能発現機構の解明 
分子の磁性・励起状態に関する理論化学・計算化学 
遷移金属錯体による分子変換反応の開発 
量子ナノフォトニクスに立脚した革新的分子機能計測法

の開拓とその応用に関する研究 
非平衡開放系における分子の顕微分光分析 

機
能
分
子
科
学 

分
子
変
換
学 

 
 
 

機
能
化
学 

合
成
有
機
化
学 

 
 

有
機
反
応
化
学 

構
造
生
物
化
学 

 
 

人
工
光
合
成 

神谷 信夫 
 
森本 善樹 
品田 哲郎 
天尾 豊 
佐藤 哲也 
篠田 哲史 
坂口 和彦 
臼杵克之助 
三宅 弘之 
宮原 郁子 
藤井 律子 
舘  祥光 
 
西川 慶祐 
保野 陽子 

結晶相における酵素反応化学、タンパク質超分子の機能

制御機構 
合成有機化学・天然物有機化学 
高度生体応答物質の合成研究 
人工光合成系構築のための機能性分子の設計と創製 
触媒を用いた有機合成反応の開発 
分子認識素子の開発と機能 
反応活性種の設計・制御と分子変換法の開発 
生物有機化学：生物活性物質の構造決定・合成・機能解析 
動的超分子錯体の創成と機能化 
たんぱく質の立体構造と機能 
光合成機能性分子の構造と光化学 
生体の機能解明と分子構造の精密制御による機能分子の

創成、開発 
高活性天然有機化合物の合成と新規合成手法の開発 
生体機能制御分子の合成とケミカルバイオロジー研究 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成３０年度 非常勤講師  
西林 仁昭（東京大学） 宮田 博之（宇部興産株式会社）

笹森 貴裕（名古屋市立大学） 竹花 晶（旭化成株式会社）

矢持 秀起（京都大学） 沼田 憲男（積水化学工業株式会社）

松崎 典弥（大阪大学） 藤村 整（宇部興産株式会社）

尾関 智二（日本大学） 島  基之（JSR株式会社）

鈴木 守（大阪大学） 三村 拓（花王株式会社） 
三井 正明（立教大学） 常木 英昭（株式会社日本触媒） 
並河 英紀（山形大学） 
 

 

授業科目（前期博士） 担 当 者 
（基幹科目） 

基幹有機化学 

基幹無機化学 

基幹物理化学 

（基盤科目） 

創成分子科学 

機能分子科学 

（創成分子科学分野） 

創成有機分子科学特論Ⅰ 

創成有機分子科学特論Ⅱ 

創成無機分子科学特論Ⅰ 

創成無機分子科学特論Ⅱ 

創成分子物理化学特論Ⅰ 

創成分子物理化学特論Ⅱ 

創成先端分子科学特論 

創成分子科学演習 

（機能分子科学分野） 

機能有機分子科学特論Ⅰ 

機能有機分子科学特論Ⅱ 

機能無機分子科学特論Ⅰ 

機能無機分子科学特論Ⅱ 

機能分子物理化学特論Ⅰ 

機能分子物理化学特論Ⅱ 

機能生物物理化学特論Ⅰ 

機能生物物理化学特論Ⅱ 

機能先端分子科学特論 

機能分子科学演習 

（学際分野科目） 

国際ゼミナール 

前期海外特別研究1・2 

（特別講義） 

創成有機化学特別講義1 

創成有機化学特別講義2 

創成無機化学特別講義1 

創成無機化学特別講義2 

創成物理化学特別講義1 

創成物理化学特別講義2 

機能有機化学特別講義1 

機能有機化学特別講義2 

機能無機化学特別講義1 

機能無機化学特別講義2 

機能物理化学特別講義1 

機能物理化学特別講義2 

探索分子化学特別講義1 

探索分子化学特別講義2 

分子制御化学特別講義1 

分子制御化学特別講義2 

（特別研究科目） 

前期特別研究 

 

（大学院共通教育科目） 

化学産業論 

 

 

 

 

 

 

 

森本 善樹・品田 哲郎

板崎 真澄・三宅 弘之

佐藤 和信・八ッ橋知幸

 

手木 芳男・中島 洋 

佐藤 哲也・西村 貴洋

 

臼杵 克之助 

小嵜 正敏 

西岡 孝訓 

篠田 哲史 

迫田 憲治 

藤原 正澄 

豊田 和男 

各 教 員 

 

舘  祥光 

坂口 和彦 

東海林 竜也 

坪井 泰之 

吉野 治一 

塩見 大輔 

天尾 豊 

藤井 律子 

宮原 郁子 

各 教 員 

 

専攻主任 

各 教 員 

 

 

（西林 仁昭） 

 

（笹森 貴裕） 

 

（矢持 秀起） 

 

（松崎 典弥） 

 

（尾関 智二） 

 

（鈴木 守） 

 

（三井 正明） 

 

（並河 英紀） 

 

各 教 員 

 

 

（宮田 博之） 

（竹花 晶） 

（沼田 憲男） 

（藤村 整） 

（島  基之） 

（三村 拓） 

（常木 英昭） 

授業科目（後期博士課程） 担 当 者 
創成分子科学ゼミナール 各 教 員 
機能分子科学ゼミナール 各 教 員 
特別指導論 小嵜 正敏 他
学術交流研究 手木 芳男 他
学際的プランナー養成特別プログラム 神谷 信夫 他
後期海外特別研究1～3 各 教 員 
後期特別研究 各 教 員 

※括弧内は非常勤講師を示す。 
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≪生物地球系専攻≫ 
講座 専 門 分 野 氏 名 研 究 テ ー マ 

生
物
分
子
機
能
学 

生
体
高
分
子
機
能
学 

生
体
低
分
子
機
能
学 

代
謝
調
節
機
能
学 

田中 俊雄 
寺北 明久 
 
増井 良治 
伊藤 和央 
 
藤田 憲一 
小柳 光正 

抗真菌性抗生物質の探索と作用機構 
シグナル伝達に関与するタンパク質の多様性と構造・機

能の連関 
DNA 修復と翻訳後修飾の分子機構 
酵素の機能と構造及び活性調節／糖質・糖鎖関連酵素の

生体内機能とその応用開発／タンパク質限定分解機能 
薬剤耐性を制御する物質の探索およびその作用機構 
光受容タンパク質の構造と機能の多様性 

生
体
機
能
生
物
学 

細
胞
機
能
学 

植
物
機
能
生
物
学 

動
物
機
能
生
物
学 

保尊 隆享 
宮田 真人 
若林 和幸 
中村 太郎 
小宮 透 
水野 寿朗 
曽我 康一 

植物の成長調節および環境応答機構 
マイコプラズマ滑走運動のメカニズム 
植物細胞壁の構造と機能 
分裂酵母における有性生殖の分子メカニズム 
ｱﾌﾘｶﾂﾒｶ゙ ｴﾙの生殖細胞決定因子を構成する分子の単離と解析

中胚葉誘導における細胞間相互作用 
環境要因による植物の成長と形態形成 

自
然
誌
機
能
生
物
学

植
物
進
化
適
応
学 

情
報
生
物
学 

植
物
機
能
生
態
学 

動
物
機
能
生
態
学 

幸田 正典 
山田 敏弘 
伊東 明 
植松千代美 
後藤 慎介 
名波 哲 
厚井 聡 
安房田智司 
渕側 太郎 

脊椎動物の行動生態学と認知行動学 
植物の進化形態学と古植物学 
植物の更新過程と多種共存機構 
花の色と形の分子生物学 
動物の環境適応の生理学 
森林植物の生活史特性と更新維持機構 
植物の多様性と適応進化 
魚類の繁殖戦略についての行動生態学的研究 
動物社会のリズム生態学 

環
境
地
球
学 

地
球
情
報
学 

都
市
地
盤
構
造
学

人
類
紀
自
然
学

升本 眞二 
三田村宗樹 
山口 覚 
原口 強 
井上 淳 
根本 達也 

地質情報の定式化と表現方法 
都市地質学：大阪平野の地盤特性 
地震発生域の構造状態の地球物理学研究 
都市地質工学、防災地質工学 
第四紀学：人と自然の相互作用の歴史 
地質情報の共有と利活用 

地
球
物
質
進
化
学 

地
球
史
学 

岩
石
学 

地
球
物
質
学 

江﨑 洋一 
益田 晴恵 
篠田 圭司 
奥平 敬元 
柵山 徹也 
足立奈津子 

地球環境変遷史：化石刺胞動物の系統 
地殻表層部の水循環に伴う物質移動 
鉱物の高温高圧下での振動分光学的研究 
地殻ダイナミクスと構造岩石学 
マグマ生成・分化過程とマントルの地球化学的進化 
礁生態系の変遷様式と地球表層環境の変動 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成３０年度 非常勤講師  

倉光 成紀（大阪大学） 平田 岳史（京都大学） 

橋本 隆（奈良先端科学技術大学院大学） 上嶋 誠（東京大学） 

岡ノ谷 一夫（東京大学） 岩森 光（海洋研究開発機構） 

石井 弘明（神戸大学）  
 

授業科目（前期博士） 担 当 者 
（生物分子機能学分野） 
代謝調節機能学特論 
微生物化学特論Ⅰ 
微生物化学特論Ⅱ 
酵素化学特論 
生体高分子機能学特論Ⅰ 
生体高分子機能学特論Ⅱ 
生物分子機能学特別講義Ⅰ 
生物分子機能学特別講義Ⅱ 
生物分子機能学演習 
（生体機能生物学分野） 
植物機能学特論Ⅰ 
植物機能学特論Ⅱ 
動物機能学特論Ⅰ 
動物機能学特論Ⅱ 
細胞機能学特論Ⅰ 
細胞機能学特論Ⅱ 
生体機能生物学特別講義Ⅰ 
生体機能生物学特別講義Ⅱ 
生体機能生物学演習 
（自然誌機能生物学分野） 
機能生態学特論 
社会生態学特論Ⅰ 
社会生態学特論Ⅱ 
情報生物学特論Ⅰ 
情報生物学特論Ⅱ 
植物進化遺伝学特論 
自然誌機能生物学特別講義Ⅰ 
自然誌機能生物学特別講義Ⅱ 
自然誌機能生物学演習 
（環境地球学分野） 
人類紀自然学特論Ⅱ 
物理探査学特論 
都市地盤構造学特論 
地球情報学 
空間情報科学特論 ☆ 
環境地球学特別講義Ⅰ 
環境地球学特別講義Ⅱ 
環境地球学特別講義Ⅲ 
環境地球学特別講義Ⅳ 
環境地球学演習 
（地球物質進化学分野） 
地球物質学特論Ⅰ 
地球物質学特論Ⅱ 
岩石学特論 I 
岩石学特論 II 
地球史学特論 
地球物質進化学特別講義Ⅰ 
地球物質進化学特別講義Ⅱ 
地球物質進化学特別講義Ⅲ 
地球物質進化学特別講義Ⅳ 
地球物質進化学演習 
（学際分野科目） 
機能生態学 
人と自然の共生学 
生物環境変動学特別講義Ⅰ 
生物環境変動学特別講義Ⅱ 
生物環境変動学特別講義Ⅲ 
先進生物学特別講義 
人類紀自然学特論Ⅰ 
地球進化学 
前期海外特別研究1・2 
（特別研究科目） 
前期特別研究 

 
増井 良治 
藤田 憲一 
田中 俊雄 
伊藤 和央 
小柳 光正 
寺北 明久 
 
（倉光 成紀） 
各 教 員 
 
曽我 康一・保尊 隆享 
若林 和幸 
小宮 透 
小宮 透 
中村 太郎 
宮田 真人 
 
（橋本 隆） 
各 教 員 
 
伊東 明 
幸田 正典 
安房田 智司 
後藤 慎介 
渕側 太郎 
山田 敏弘 
 
（岡ノ谷 一夫） 
各 教 員 
 
井上 淳 
山口 覚 
原口 強 
升本 眞二 
Ⅴ．ラガワン 
 
 
（上嶋 誠） 
 
各 教 員 
 
篠田 圭司 
益田 晴恵 
奥平 敬元 
柵山 徹也 
足立 奈津子 
 
（平田 岳史） 
 
（岩森 光） 
各 教 員 
 
名波 哲 
植松 千代美 
 
 
（石井 弘明） 
 
三田村 宗樹 
江﨑 洋一 
各 教 員 
 
各 教 員 

授業科目（後期博士課程） 担 当 者 
生物分子機能学ゼミナール 各 教 員 
生体機能生物学ゼミナール 各 教 員 
自然誌機能生物学ゼミナール 各 教 員 
環境地球学ゼミナール 各 教 員 
地球物質進化学ゼミナール 各 教 員 
後期海外特別研究1～3 各 教 員 
後期特別研究 各 教 員 

※括弧内は非常勤・特任講師を示す。
☆印は創造都市研究科の提供科目 
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