
期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10017-02位相数学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習石黒　賢士
◎－－－　授業の概要　－－－◎

位相幾何学に関連する分野の中から題材を適宜選択し、高度な知識を
習得し独立した数学研究者および教育者として必要な基礎的能力を身
につけるための実績をあげることを目指す。セミナー形式で行われる
ため、発表者は内容をよく理解し、それを整理するなど事前に充分準
備することが重要である。最新の研究との関連にも配慮し、リー理
論、ホモトピー論、ホモロジー論、コホモロジー論などについて研究
能力の開発・育成の基礎を築いていく予定である。この講究を通じ
て、高度な知識を習得し独立した数学研究者や教育者として必要な基
本的能力を身につけることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

A) 知識・理解
位相数学の様々な分野の基礎を研究し、重要な研究結果についての概
略が説明できる。

B) 技能
位相数学の基礎的知識や公式を計算や証明に活用できる。

C) 態度・志向性
位相数学の基礎について学び、関連分野での応用について考えるよう
になる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 位相数学における基本的な理論を自分の言葉で説明できているかを評
価の基準とします。　その割合は
セミナーでの発表80%、準備状況20% とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストなし。　プリントを配付します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

位相数学に関する文献講読可能な知識を修得済みであること。（事前
学習）セミナーで指摘された部分を補い、よく整理する。（事後学
習）
各回の事前学習および事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 位相幾何学の研究史
2. 位相幾何学の研究概要
3. 位相幾何学の研究対象
4. 位相的Lie 理論の基礎
5. Lie 群のトポロジー研究概要
6. Lie 群のトポロジー研究例
7. 基本群の計算
8. ホモトピー群
9. 加群と準同形
10. 完全系列の応用
11. 位相空間のカテゴリー
12. ファンクター
13. 位相不変量の基礎
14. 位相不変量の応用例
15. Lie 群の位相的性質
16. 等質空間
17. ファイバー空間
18. ホモトピー論の基礎概念
19. 位相空間のホモトピー論概要
20. Lie 群のホモトピー
21. 位相空間のホモロジー
22. 分類空間の位相・基礎
23. 分類空間の位相・応用
24. 分類空間とp-コンパクト群
25. 分類空間のコホモロジー
26. 不変式論の基礎
27. 鏡映群による不変式環
28. 多項式環となる例
29. 関連する諸分野の基礎研究
30. 全体のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10018-02位相数学講究Ⅱ

通年 8  2 授業形態:講義及び演習石黒　賢士
◎－－－　授業の概要　－－－◎

位相数学講究 I での経験を踏まえ、より高いレベルでセミナーを行う
など受講者はさらに一歩も二歩も踏み込んだ自主的な研究姿勢が要求
されることとなる。セミナーでの学習を通して数学の専門的な知識を
身につけるだけでなく、専門書を自力で読み、内容をまとめ理解する
力を養成することが目的である。必要に応じて各分野での関連する最
新の研究結果を踏まえた総合的な対応により、より確実に研究能力の
開発・育成を図っていくこととなる。位相幾何学に関連する分野の中
から題材を適宜選択し、高度な知識を習得し独立した数学研究者およ
び教育者として必要な能力を身につけるための実績をあげることが目
的である。セミナー形式で行われるため、発表者は内容をよく理解
し、それを整理するなど事前に充分準備することが重要である。最新
の研究との関連にも配慮し、リー理論、ホモトピー論、ホモロジー
論、コホモロジー論などから選択された分野について高度な研究能力
の開発・育成を図っていく予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

位相数学の特定分野について研究し、研究能力の開発・育成を目的と
する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

  位相数学における特定分野の重要な理論を理解・応用できているか
を評価の基準とします。　その割合はセミナーでの発表50%、修士論
文50% とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストなし。　プリントを配付します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

位相数学に関する文献講読可能な知識を修得済みであること。（事前
学習）セミナーで指摘された部分を補い、よく整理する。（事後学
習）
各回の事前学習および事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回～第10回　最新の研究結果も含めテーマに沿った資
料収集と研究課題についての分析と考察
第１1回～第１５回　修士論文の作成・準備

毎回２コマの授業を行う



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10045-02応用解析学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習田中　尚人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

以下の(a),(b)のいずれか一方を学習する。

(a)学部3年次の基礎数学研究、4年次の卒業研究 I,II に引き続き、積分方程
式について勉強します。学部では、積分方程式を最初に系統立てて研究し
たFredholm の方法を学びました。彼のアイデアは、積分を連立1次方程式
で近似して、極限をとる、という、それまでにない斬新なものでしたが、
彼の仕事は Riesz, Shauder,Hilbert らによって抽象化され、現在では「関数
解析」と呼ばれる数学の一つの分野にまで成長しています。この講究では
このような、抽象的な枠組みにおける積分法手式論を学び、その応用とし
て、積分方程式を用いた熱方程式の解き方について勉強し、来年度修士論
文を作成する際の知識を身につけます。

(b)学部3年次の基礎数学研究に引き続き、偏微分方程式、特に、熱の伝わ
り方や物質の拡散の仕方を記述するモデル方程式である、熱方程式につい
て勉強します。熱の伝わり方を最初に定式化し、研究したのは Fourier で
す。Fourier は、熱の伝わり方は水の流れ方と同じように「熱は、温度の
高い方から低い方へと伝わる。その伝わる速さは両者の温度差に比例す
る」という法則を提案し、熱方程式を導出しました。熱方程式を使うと、
たとえば、コーヒーを入れて置いておくと、コーヒーは次第に冷めてい
き、室温に近づいていく（室温よりも低い温度にはならない！）という、
当たり前のことが「式で」解析できるようになります。もちろん、熱方程
式は1つのモデル方程式ですので、限界（記述できない現象）もありま
す。この講究では、熱方程式の解き方や、様々な性質について調べ、来年
度修士論文を作成する際の知識を身につけます。

いずれにしても、この講究を通じて、高度な知識を習得し独立した数学研
究者および教育者として必要な基本的能力を身につけることを目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(a)・抽象的な枠組みで、Fredholm 積分方程式、Volterra 積分方程式が
解けるようになる。
・熱方程式を積分方程式により定式化して、解けるようになる。

(b)・熱方程式の解の様々な性質を理解する。
・基本解や Fourier 級数を使って、熱方程式が解けるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表の準備状況（30％）毎回の内容の理解度（30％）および到達目標にあ
げた項目の達成度(40%)により評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

(a)W.Pogorzelski 著　Integral equations and their
applications, Volume I,Pergamon Press, 1966

(b)E.C.Zachmanoglou and Dale W.Thoe　著
Introduction to partial differential equations with applications, Dover, 1986

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストを精読し、テキストでは省略されたり、他の文献が引用されてて
いて結果のみが書いてある部分をすべて自分で計算する。（事前学習）

ゼミ（講究）で指摘を受けた部分を補い、ノートを整理する。（事後学
習）

各回の事前学習、事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

(a)
1. 第1種及び第2種 Volterra 方程式
2. 特異核をもつ Volterra 方程式と Abel の問題
3. Fredholmの第1定理
4. Fredholmの第2定理
5. Fredholmの関係式
6. Fredholmの第3定理
7. 退化核に対する Fredholm 方程式
8. 積分方程式の近似解
9. 逐次近似
10. 無限区間における積分方程式
11. 正規直交系の定義
12. 一般 Fourier 級数
13. 完全性
14. 平均2乗収束
15. Riesz-Fischer の定理
16. 一般正規直交系
17. 積分方程式の解への応用
18. Hilbert の定理
19. 固有関数による対称核の展開
20. 逐次核の展開
21. Hilbert-Schmidt の定理
22. Hilbert-Schmidt の定理の応用
23. 対称核の場合
24. 非対称核に対する Schmidt の定理
25. Picard の定理
26. レゾルベント核に対する積分方程式
27. 共役核
28. 固有値の近傍におけるレゾルベント核の振る舞い
29. レゾルベント核の主要部
30. 熱方程式への応用

(b)1. Gauss の発散定理
2. Green の公式
3. 熱方程式の導出
4. 初期条件と境界条件
5. 解の適切性
6. 最大値原理
7. 第1種初期・境界値問題の解の解の一意性と
   データに対する連続依存性
8. 多次元の場合
9. 1次元熱方程式に対する初期・境界値問題の解
10. 境界データが 0 の場合
11. 初期・境界値問題のGreen 関数
12. 1次元熱方程式に対する Cauchy 問題
13. 最大値原理
14. 有界でない解の一意性
15. Fourier 変換
16. 1次元熱方程式に対する Cauchy 問題の解
17. Cauchy 問題の Green 関数
18. Cauchy 問題の解の存在
19. 半無限区間における初期・境界値問題
20. 半無限な針金における熱伝導
21. 解の構成
22. 多次元の熱方程式
23. Cauchy 問題
24. 多次元熱方程式の初期・境界値問題
25. 特殊解
26. 有限区間における熱伝導
27. Fourier 級数展開
28. Dirichlet 問題
29. Neumann 問題
30. Robin 問題



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10046-03応用解析学講究Ⅱ

通年 8  2 授業形態:講義及び演習仙葉　隆
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講究では、１年次に学んだ連立常微分方程式の解の基本的性質とそ
れを調べる方法を基本的な手法として用いながら、より複雑で具体的な
連立常微分方程式の解の性質とそれを調べる方法を研究する。
   様々な連立常微分方程式が、生物学・物理学・化学などの研究対象と
なる現象を理論的に説明する際に導出される。しかしながら、学部の講
義で扱われているような基本的な常微分方程式や連立常微分方程式を除
けば、ほとんどが多項式・指数関数・三角関数などの組み合わせによっ
て解を表示できない。そこで、解の具体的な表示を用いる事なく解の性
質を調べる必要が出てくる。
  １年次では、主に二つの1変数関数を未知関数にもつ連立常微分方程式
の解について、その性質を解の具体的な表示を使わずに調べる基本的な
方法を学んだ。
　本講究では、1年生で学んだ連立常微分方程式やその解の性質、そし
てその解析手法を基礎として、より複雑で具体的な現象と関連のある連
立常微分方程式の解を扱い、その解の性質をより厳密に調べる手法やそ
れを用いて解の性質を研究する。さらに、明らかになった解の性質と背
景となっている現象との関係について研究する。
  本講究では、担当教員が指定したテキストおよび参考資料の部分を受
講生が担当教員に板書並びに口頭で発表し、その後該当部分の内容やそ
の精密化や一般化について討論を行うと言う形式で授業を進める。受講
生は予め指定された部分を熟読し必要に応じて他の文献を調査し自分自
身で理解した上で発表ができるように事前に準備する事が必要であり、
担当教員と積極的に討論する姿勢も必要となる。
　 以上の内容・方法で本講究を行う事により高度な知識を習得し独立し
た数学研究者や教育者として必要な基礎的能力を身に付けることを目指
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・連立常微分方程式とその背景となる現象の関係を説明できる。
・連立常微分方程式の解の性質を調べる事ができる。
・連立常微分方程式の解の性質とその背景となる現象との関係を説明で
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

① 評価基準
毎回の発表の状況について、単に指定された部分を板書するだけでな
く、その部分を理解するために受講者自身が行なった調査・考察を踏ま
えながら説明できているかを評価基準とする。
② 評価方法
毎回の発表状況の評価を100%とする。発表の評価は①の評価基準に沿っ
て評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　本授業では主に以下に挙げる文献をテキストとして用いる。
・Morris W. Hirsch, Stephen Smale, Robert L. Devaney著, 桐木紳、三波篤
郎、谷川清隆、辻井正人 訳、力学系入門 原著 第３版 ‒ 微分方程式から
カオスまで 、共立出版, 2017年, 7000円, ISBN-13: 978- 4320111363
・寺本英 著、数理生態学、朝倉書店, 2009年, 4200円, ISBN
978-4-254-17100-6.
・日本数理生物学会 編集、「空間」の数理生物学、シリーズ 数理生物
学要論 巻２、共立出版、4600円, ISBN 978-4-320-05684-8.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：毎回の発表する文献の部分を熟読し必要があれば他の文献を
調査しておくこと。各回の事前学習は1時間を目安とする。
事後学習：毎回の発表後の担当教員の討論を踏まえて発表した部分の理
解を深めるために再度その内容に関して学習し必要があれば他の文献の
調査をすること。各回の事後学習は1時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 2次元非線形系
2. ポアンカレー指数
3. ロトカ・ヴォルテラの被食者-捕食者モデル
4. 種内競争による安定化
5. 定常点の局所安定性

6. 捕食率の飽和効果
7. リミットサイクル
8. ３種間競争の基本的な例
9. 対称化した３種間競争モデル
10. ３すくみの競争関係
11. ３すくみの競争関係における平衡点
12. 被食者-捕食者関係にある３種系の導入
13. ３種捕食者-捕食者モデルにおける平衡点の分類
14. 捕食者モデルにおける共存平衡点の安定化
15. 相互作用の非相加性
16.  捕食のスイッチング
17. パッチ環境の意味とモデル
18. パッチ状環境における競争モデルの導入
19. パッチ状環境における競争モデルの平衡点の分類　
20. パッチ状環境における競争モデルの平衡点における線
形化
21. パッチ状環境における競争モデルの平衡状態の安定性
22. パッチ環境における被食者-捕食者モデルの導入
23. パッチ環境における被食者-捕食者モデルの平衡点の分
類
24. パッチ環境における被食者-捕食者モデルの平衡点にお
ける線形化
25. パッチ環境における被食者-捕食者モデルの平衡状態の
安定性
26. 生息地の空間構造と個体群の存続
27. 不均一な生息地における捕食者-被食者系の導入
28. 不均一な生息地における捕食者-被食者系の平衡点の分
類
29. 不均一な生息地における捕食者-被食者系の平衡点にお
ける線形化
30. 不均一な生息地における捕食者-被食者系の平衡状態の
安定性

毎回２コマの授業を行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10025-01幾何学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習成瀬　慶明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講究では、リーマン多様体論からリーマン幾何学の基礎理論に関し
て勉強し、研究を行う。ここでの勉強内容は2年次での修士論文に関
する研究の基礎となるので、単に与えられた課題だけを勉強するだけ
でなく、
(1)その課題と関連するような題材は積極的に調べて、知識の蓄積に努
める。
(2)勉強した知識をより深く理解するために、例題等に積極的に取り組
み、計算力・応用力の醸成に努める。
(3)幾何関連の本を自分自身で、幾何学量の計算等を確かめながら、疑
間を持ちながら読んで、数学の論理的思考力を養うように努める。こ
のとき、疑間点は自身が納得するような解答が見つかるまで(他の本を
調べる等して)考える。
この講究を通じて、高度な知識を修得し、数学研究者及び教育者とし
て必要な基本的能力を身につけることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.リーマン多様体について理解し、基本的な公式を計算できるように
なる。
2.リーマン多様体の部分多様体について理解し、曲率と関連する幾何
学量を計算できるようになる。
3.多様体上のリーマン計量とこれにより定まる、多様体上の曲線の長
さや曲率・体積等の理解ができるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

リーマン多様体及びリーマン多様体の部分多様体に関する基本的な知
識を理解し、基本的な公式を計算できるかどうかを判断の基準とす
る。原則として課題レポート(複数回)の内容を40%、授業における取
り組み及び活動状況を60%として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト:塩谷隆:基礎微分幾何(サイエンス社)
参考図書: 塩濱勝博・成 慶明:曲面の微分幾何学(日本評論社)
S Kobayashi and K.Nomizu,Foundations of Differential Geometry Ⅰ,Ⅱ

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

前回の授業内容を確認し、理解を深める。課題に関するレーポトを作
成する（２時間程度）。次回の学習内容を予習する（１時間程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.微分多様体
2.微分多様体上の接ベクトル
3.微分多様体の接空間
4.リーマン計量
5.接続
6.共変微分
7リーマン計量の性質
8.リーマン計量の性質の証明
9.曲率テンソル
10.曲率テンソルの性質
11.断面曲率
12.Ricci曲率
13.スカラー曲率
14.共形変換
15.共形平坦多様体
16.Einstein多様体
17.空間形
18.空間形内の部分多様体
19.部分多様体の第2基本形式
20.部分多様体の平均曲率
21.部分多様体の曲率テンソル
22.部分多様体の曲率テンソルの基本公式
23.部分多様体の基本性質
24.部分多様体の基本性質の証明
25.部分多様体の基本定理
26.部分多様体の基本定理の証明
27.Euclid空間内の部分多様体
28.Euclid空間内の部分多様体の例
29.Euclid空間内の極小超曲面
30.Euclid空間内の極小超曲面の例



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10025-02幾何学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習佐野　友二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講究では，可微分多様体の定義から始まり，その上のベクトル束の
接続と曲率を通じて，以下のような多様体の構造を導入する．可微分
多様体にリーマン計量を導入することで多様体上で長さや体積などの
定量的な議論をすることができる．特に接空間とその双対空間のテン
ソルを用いて曲率テンソルを定義できる．これは曲面のガウス曲率の
高次元化に相当する．一方で，可微分多様体の接空間に複素構造と呼
ばれる虚数に相当する構造を導入することで複素多様体を定義でき，
その上で複素関数論を展開することが可能になる．これらの構造は，
ベクトル束の接続と曲率によって統一的に扱うことができる．

また，多様体の関数の一般化として，層という概念を導入する．層を
係数とするコホモロジー論は多様体の性質を調べる上で重要な道具で
ある．特に特性類と呼ばれるコホモロジーが微分形式を用いたコホモ
ロジーで表すことができるチャーン・ヴェイユ理論は多様体のトポロ
ジーに関する問題へ微分幾何からのアプローチを可能にする．

この講究を通じて，高度な知識を習得し独立した数学研究者および教
育者として必要な基礎的能力を身につけることを目指す．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・多様体の各種構造について，定義と性質，それぞれの相互関係を理
解し，研究論文を読み進められるようになる．

・幾何学に関する問題の意味を理解し，その解決に向けて自発的に取
り組むことができる．

・テキストや論文に書かれているテンソルや曲率に関する計算を自分
で再現できるようになる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポート（複数回）によって，微分幾何に関する定義を理解し，
計算を自分で確かめることができるかを評価する（100%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

以下を参考文献とする．
接続の微分幾何とゲージ理論（小林昭七著：裳華房: ISBN-13:
978-4785310585）
微分幾何学 (大学数学の世界1)（今野宏著：東京大学出版会：ISBN-13:
978-4130629713）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

以下の点に注意して受講して欲しい．

・（事後学習）幾何学に関する参考図書を一つ選び，講義の内容と比
較しつつ，ノートを補完し完成させること：1時間

・（事前学習）全体の流れを把握した上で，個々の事項について理解
に努めること：1時間

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 微分多様体
2. 微分形式
3. ベクトル束
4. テンソル
5. ベクトル束の接続
6. ベクトル束の曲率
7. リーマン多様体
8. リーマン多様体の接続と曲率
9. リッチ曲率とスカラー曲率
10. 複素多様体
11. エルミート多様体
12. ユニタリー接続と曲率
13. ケーラー構造
14. さまざまな例
15. 層
16. 層係数のコホモロジー
17. 層係数のコホモロジーの性質
18. ドラームコホモロジー
19. ドルボーコホモロジー
20. ドラームの定理とドルボーの定理
21. 調和形式
22. 特性類
23. チャーンヴェイユ理論
24. アインシュタイン計量
25. ケーラーアインシュタイン計量
26. モンジュアンペール方程式
27. ケーラーリッチフロー
28. ケーラーリッチソリトン
29. カラビの問題
30. その他のケーラー幾何の問題



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10026-01幾何学講究Ⅱ

通年 8  2 授業形態:講義及び演習成瀬　慶明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講究では、1年次での勉強した微分幾何学に関する内容を発展さ
せ、部分多様体の微分幾何学に関する研究を行う。特に、部分多様体
の分類とrigidity性質を研究する。このような研究内容は修士論文を作
成するための欠かせないものになる。そのために
（1）研究課題と関連するような内容を積極的に調べる。
（2）勉強した知識をより深く理解するために、例題等に積極的に取
り組み、理論的な証明力・計算力・応用力の醸成に努める。
（3）微分幾何学との関連の本を自分自身で、証明と計算等を確かめ
ながら、疑問を持ちながら読んで、数学の論理的思考力を養うように
努める。さらに、疑問点を自身が納得するような解答が見つかるまで
考える。
この講究を通じて、高度な知識を修得し、数学研究者及び教育者とし
て必要な基本的能力を身につけることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．部分多様体の微分幾何学に関する最新的な研究内容を理解するよ
うになる。
２．平均曲率フローに関する内容を取得するようになる
３．平均曲率フローのself-shimilar解を精通するようになる。
４．新しい研究成果を得るようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

部分多様体の微分幾何学に関する最新的な研究内容を理解し、平均曲
率フローに関する基本的な知識を理解できるかどうかを判断の基準と
する。原則として課題レポート(複数回)の内容を40%、授業における
取り組み及び活動状況を60%として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストを使用しない。毎回資料を配布する。
参考図書:　塩濱勝博・成　慶明：曲面の微分幾何学（日本評論社）
塩谷隆: 基礎微分幾何（サイエンス社）
  S.Kobayashi and K.Nomizu, Foundations of Differential Geometry I, II

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

前回の授業内容を確認し、理解を深める。課題に関するレーポトを作
成する（２時間程度）。次回の学習内容を予習する（１時間程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Euclid空間内の極小超曲面
2.Euclid空間内の極小超曲面の安定性
3. Euclid空間内の超曲面の面積
4. Euclid空間内の超曲面の面積の変分
5. 第１変分公式
6. 第２変分公式
7.完備極小超曲面の安定性の証明
8. 平均曲率フロー
9. 平均曲率フローの性質
10. 単調性公式
11. 単調性公式の証明
12. 平均曲率フローのself-shrinker
13. 平均曲率フローの self－shrinkerの性質
14. 平均曲率フローの self－shrinkerの例
15. 平均曲率フローの self－shrinkerの基本公式
16. 基本公式の証明
17. 平均曲率フローの self－shrinkerの体積
18. 平均曲率フローの self－shrinkerの体積の評価
19.体積の増大度
20. Self-shrinkerの平均曲率
21. 完備self-shrinkerの分類定理
22. 完備self-shrinkerの分類定理の証明
23. 完備self-shrinkerの積分公式
24. 完備self-shrinkerの積分公式の証明
25.完備self-shrinkerの最大値原理
26.完備self-shrinkerの最大値原理の証明
27. 完備self-shrinkerの最大値原理の応用
28. 完備self-shrinkerの埋め込み
29. 完備self-shrinkerのrigidity
30. 完備self-shrinkerのrigidityの証明
毎回２コマの授業を行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10026-02幾何学講究Ⅱ

通年 8  2 授業形態:講義及び演習佐野　友二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

・ 本講究では，「幾何学講究I」で学修した複素幾何学（ケーラー幾
何学）の基本知識をもとに，より具体的な課題を設定し研究すること
で，幾何学に関する専門知識を修得し，研究能力（問題設定・情報収
集・問題解決・成果発表）を身につける．ここで得られた内容は修士
論文の作成に欠かせないものになる．

・ 本講究は，以下のような流れで進められる．前半は関連するテキス
ト・論文の輪読を中心に，必要であれば，教員による講義を行う．こ
れにより研究に必要な知識を得る．その後，学修した内容をもとに問
題設定を行う．後半は，設定した課題の解決に向けて研究を行う．講
究では，研究の進捗報告を中心に，適宜，参考文献の輪読を行う．平
行して，修士論文作成のための指導が行われる．

・ 特にテキストは使用しないが，自分で必要となる参考文献を探して
くることが求められている．見つからない場合には教員に相談する．

・ 具体的には，シンプレクティック多様体上の運動量写像の理論につ
いて学修し，研究課題を設定する．特に，ケーラー多様体上の標準計
量の研究への応用として，藤木-Donaldson による運動量写像の理論を
学ぶ．

・この講究を通じて，高度な知識を習得し独立した数学研究者および
教育者として必要な基礎的能力を身につけることを目指す．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ シンプレクティック多様体上の運動量写像の基本知識が理解できる
・ 標準ケーラー計量を運動量写像を用いて理解できる
・ 上記の内容について新しい知見を得ることができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・ 輪読において，指定された範囲の内容について事前に調べて発表の
準備をしたか，自分の理解を明確に発表したかを評価の基準とし，研
究課題への自主性，積極性を評価する（50%）
・ 提示された課題（レポート）を通じてシンプレクテック多様体上運
動量写に関する定理を理解し自分で再現できることを評価基準として
研究内容の理解度を評価する（50%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に使用しない．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・（事前）ゼミで発表する内容（輪読または研究の進捗報告）を準備
する．必要であれば教員に質問する：2時間
・（事後）ゼミで議論した内容についてノートにまとめ，疑問点があ
れば調べて解決する．必要であれば教員に質問をする：2時間

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 多様体の復習
2. シンプレクティック多様体
3. シンプレクティック多様体の例
4. リー群，リー代数
5. ハミルトン作用
6. 軌道空間とスライス定理
7. 運動量写像
8. 複素射影空間
9. 正則直線束と曲率
10. 複素射影空間上の運動量写像
11. Kempf-Ness の定理
12. Kempf-Ness の定理の証明
13. シンプレックティック商
14. 幾何学的不変式論
15. ここまでのまとめ
16. ケーラー多様体の復習
17. リッチ曲率・スカラー曲率
18. 標準的ケーラー計量
19. 偏極多様体と正則切断
20. 複素構造とシンプレックティック構造
21. 藤木-Donaldson 理論（１）：概要
22. 藤木-Donaldson 理論（２）：証明
23. 藤木-Donaldson 理論（３）：応用
24. 課題設定の復習
25. 課題の先行研究のまとめ
26. 課題の結果報告（１）：準備
27. 課題の結果報告（２）：定理
28. 課題の結果報告（３）：証明
29. 課題の結果報告（４）：応用
30. まとめ

各項目について２回の講義またはゼミを行う．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10159-01幾何学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義陶山　芳彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義と後期の幾何学特論IIを通して「リーマン幾何学」を勉強す
る。

リーマン幾何学とは、多様体上に定義されたリーマン計量を基にし
て、多様体の幾何的・解析的性質を研究する学問である。リーマン多
様体と言うことによって、多様体とその上に定めたリーマン計量の組
を表す。
　リーマン計量から多様体上に距離が定義され、リーマン多様体は距
離空間となる。従って、リーマン多様体の完備性は、その距離空間と
しての多様体の完備性で定義される。
　本講義では、主として、完備リーマン多様体に関して勉強する。完
備でないリーマン多様体は、完備リーマン多様体の開集合と見なせる
からである。
　また、リーマン多様体では、そのリーマン計量から、リーマン接続
が定義される。この接続によって、多様体上のベクトル場や微分形式
を微分することができ、接続から決まるこの微分を共変微分と呼ぶ。
また、関数や微分形式の積分も定義できる。
　以上述べたように、リーマン多様体でもユークリッド空間と同様に
微分・積分が定義できることから、リーマン多様体上での幾何学や解
析学の展開が可能となる。
　講義では多様体とその上の関数、ベクトル場、微分形式等の定義か
ら始めて、多様体上で幾何学的・解析学的手法を展開することにより
導かれる測地線に関する話題とHopf-Rinowの定理を目標に勉強する。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．多様体上での解析を行うために必要な概念ーベクトル場・微分形
式等ーを理解できるようになる。
２．ベクトル場・微分形式の微積分ができるようになる。
３．多様体に関する幾何学的概念ー距離・接続・平行移動・曲率・測
地線ーを理解できるようになる。
４。幾何学を通して数学の研究スタイルを理解できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎時間の講義でレポート問題を出し、提出されたレポートにより講義
内容の理解状況を審査する。この課題レポートによって100％評価す
る．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：初回の講義で資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：次の講義の内容は、前に勉強した事柄とどのように関連し
ているかーどのような新しい言葉や内容が出てくるかー等に注意し
て、２時間程度の予習をすること。

事後学習：講義で出されたレポート問題を中心に、上に挙げた到達目
標をも念頭に置いて、２時間程度講義内容の復習を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１章　多様体
ここでは、多様体や多様体上の関数、ベクトル場、微分形
式について勉強する。

１．多様体・多様体上の関数．
２．ベクトル場
３．微分形式
４．多様体間の写像

第２章　リーマン計量とリーマン接続
ここでは、多様体上のリーマン計量とそれから生じるリー
マン距離・リーマン接続を勉強する。

５．　リーマン計量．
６．　曲線の長さ
７　　リーマン距離
８．　リーマン接続
９．　曲線に沿うベクトル場の共変微分
１０　曲線に沿うベクトル場の平行移動．
１１　写像に沿う共変微分
１２　曲率テンソル．断面曲率とリッチ曲率
１３　曲率とリーマン多様体
１４　まとめ(１)
１５．まとめ(２)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10160-01幾何学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義陶山　芳彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

前期の幾何学特論Iに引き引き続いて「リーマン幾何学」を勉強する。

リーマン幾何学とは、多様体上に定義されたリーマン計量を基にし
て、多様体の幾何的・解析的性質を研究する学問である。リーマン多
様体と言うことによって、多様体とその上に定めたリーマン計量の組
を表す。
　リーマン計量から多様体上に距離が定義され、リーマン多様体は距
離空間となる。従って、リーマン多様体の完備性は、その距離空間と
しての多様体の完備性で定義される。
　本講義では、主として、完備リーマン多様体に関して勉強する。完
備でないリーマン多様体は、完備リーマン多様体の開集合と見なせる
からである。
　また、リーマン多様体では、そのリーマン計量から、リーマン接続
が定義される。この接続によって、多様体上のベクトル場や微分形式
を微分することができ、接続から決まるこの微分を共変微分と呼ぶ。
また、関数や微分形式の積分も定義できる。
　以上述べたように、リーマン多様体でもユークリッド空間と同様に
微分・積分が定義できることから、リーマン多様体上での幾何学や解
析学の展開が可能となる。
　講義では多様体とその上の関数、ベクトル場、微分形式等の定義か
ら始めて、多様体上で幾何学的・解析学的手法を展開することにより
導かれる測地線に関する話題とHopf-Rinowの定理を目標に勉強する。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．多様体上での解析を行うために必要な概念ーベクトル場・微分形
式等ーを理解できるようになる。
２．ベクトル場・微分形式の微積分ができるようになる。
３．多様体に関する幾何学的概念ー距離・接続・平行移動・曲率・測
地線ーを理解できるようになる。
４。幾何学を通して数学の研究スタイルを理解できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎時間の講義でレポート問題を出し、提出されたレポートにより講義
内容の理解状況を審査する。この課題レポートによって100％評価す
る．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：初回の講義で資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

前期の幾何学特論Iを履修していることが望ましい．

事前学習：次の講義の内容は、前に勉強した事柄とどのように関連し
ているかーどのような新しい言葉や内容が出てくるかー等に注意し
て、２時間程度の予習をすること。

事後学習：講義で出されたレポート問題を中心に、上に挙げた到達目
標をも念頭に置いて、２時間程度の講義内容の復習をすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第３章　測地線と第一変分公式
ここでは、多様体上の測地線とその第一変分公式、及び、
その応用を勉強する。

１．測地線．
２．測地線の第一変分公式
３．第一変分公式の応用
４．指数写像
５．正規座標
６．完備性とHopｆ-Rinowの定理
７．Hopｆ-Rinowの定理の応用

第４章　測地線と第二変分公式
ここでは、多様体上の測地線の第二変分公式、及び、その
応用を勉強する。

８．　ヤコビ場．
９．　第二変分公式
１０　第二変分公式の応用
１１．Bonnet-Myersの定理
１２　リーマン多様体上の微分方程式
１３　リーマン多様体上の微分方程式の解．
１４　まとめ(１)
１５　まとめ(２)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10116-01基礎数学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義石黒　賢士
◎－－－　授業の概要　－－－◎

 ファイバーバンドルの構造および分類空間のコホモロジーに関する講
義である。ファイバーバンドルとは局所的にはファイバーと底空間に
おける座標近傍との直積で表されるもので、特に、ファイバーが離散
位相空間のときは被覆空間と言う。たとえば、単位円と線分の直積は
円柱の側面になる。円柱の側面と似たような図形にメビウスの帯があ
る。局所的には単位円の一部と線分の直積に見えるが、全体的には円
柱と異なる図形になっている。このような局所的に直積として書ける
という性質（局所自明性）を持った図形を扱うのがファイバーバンド
ル（ファイバー束）の概念である。
　ファイバー束の概念は、ホイットニーに始まる。ホイットニーは多
様体上のベクトル場から接ベクトル空間をファイバーに持つ接ベクト
ル束を構成し、その一般化としてファイバー束に到達した。その後、
様々な幾何学の基本的な道具となり、その適用範囲は広い。さらに
ファイバー束はセールやヒューレッツらによってファイバー空間とし
て一般化され、代数的位相幾何学を支える概念の一つにもなってい
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ファイバーバンドルの構造について学び、分類空間のコホモロジーが
理解できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ファイバーバンドルの構造および分類空間のコホモロジー理論を理解
できているかを評価の基準とします。　その割合は受講状況70%、レ
ポート・演習30% とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストなし。　プリントを配付します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

プリントをよく読み、概要を理解すること。（事前学習）
授業後には、ノートを整理し疑問な点についてはよく調べる。（事後
学習）
各回の事前学習および事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ファイバーバンドルとコホモロジーの基礎
2. 積バンドルと被覆空間
3. 座標バンドルとファイバーバンドル
4. 座標バンドルの定義と性質
5. ファイバーバンドルの定義と性質
6. バンドル写像
7. 座標変換によるバンドルの構成
8. 群の商空間とバンドル
9. 主バンドルと同伴主バンドル
10. 主バンドルと分類空間
11. 分類空間のコホモロジー
12. 分類空間のホモトピー論
13. P-コンパクト群
14. Millerの定理
15. T-関手の応用



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10174-01現代解析学入門Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義田中　尚人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義ではフーリエ解析（フーリエ級数展開、フーリエ変換）の基礎に
ついて勉強します。フーリエ級数展開はもともとフランス人の数学者・物理
学者の Joseph Fourier (1768-1830) が、「ある時刻の針金の温度分布がわかっ
ている時に、その後の針金の温度分布を求めよ」という問題を解く際に導入
された考え方で、どのような周期関数も正弦波と余弦波（サインとコサイ
ン）の重ね合わせで表現される、というものです。もちろんその後の研究
で、「どのような周期関数でもフーリエ級数展開できる」というわけではな
く、展開する関数にある程度の条件が必要であることがわかっていますが、
応用上よくあらわれる、グラフに不連続（値の跳び）がある関数や、グラフ
に角があってその点では微分することができない関数などもフーリエ級数展
開することができますので、十分に汎用性があると言えます。
　フーリエ級数展開する関数を画像や映像の波形から成る信号とすると、信
号をフーリエ級数展開することにより、その信号は基本周波数の整数倍の周
波数をもつ三角関数の重ね合わせとして表わされ、三角関数の係数（フーリ
エ係数）は信号に含まれるそれぞれの周波数の大きさ（周波数成分、スペク
トル）を表わしています。このようにフーリエ級数展開してそれぞれの周波
数成分の大きさを知ることにより、解析の対象となる信号の周期性の特徴を
定量的に表現出来るようになります。
　講義ではこのようなフーリエ級数の考え方や計算手法を紹介し、また、
フーリエ変換や、最後にこれらの応用としてシャノン(1916-2001)によるサン
プリング定理について解説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1　直交関数系について理解する。
2　フーリエ級数展開の意味を知る。
3　応用上よく現れる関数のフーリエ級数展開が計算出来るようになる。
4　フーリエ変換の意味を知る。
5　応用上よく現れる関数のフーリエ変換が計算出来るようになる。
6　フーリエ展開とフーリエ級数展開の関係を知る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の中で行う、到達目標の理解度を試す演習により判定する(100%)。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献

金谷健一 著 これなら分かる応用数学教室
共立出版(2003)
ISBN　9784320017382

谷川明夫　著　フーリエ解析入門
共立出版(2007)
ISBN　9784320018358

永野宏治　著　信号処理とフーリエ変換
朝倉書店(2014)
ISBN　9784254221596

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

この講義は数学の専門にこだわらない多面的かつ先端的な知識を修得するた
めのものである。

事前学習　前回板書したノートをよく読み、内容を理解しておくこと。

事後学習　講義の内容を確認し、わからないところがあれば質問に来るこ
と。

各回の事前学習、事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1章　フーリエ級数展開とは？

1 信号の周期・周波数とフーリエ級数展開
2 正規直交系
3 3角関数の直交性とフーリエ係数
4 フーリエ係数の性質
5 フーリエ級数展開の演習

第2章　複素フーリエ級数展開と周波数スペクトル

6 複素フーリエ係数と周波数スペクトル
7 複素フーリエ級数展開
8 パーセバルの等式

第3章　フーリエ変換と連続スペクトル

9 フーリエ級数展開からフーリエ変換へ
10 いろいろな関数のフーリエ変換
11 たたみこみ積分
12 フィルター
13 パワースペクトル
14 自己相関関数
15 シャノンのサンプリング定理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10175-01現代解析学入門Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義田中　尚人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では前期の現代解析学入門Ｉで勉強した「フーリエ解析」に
ついての知識を復習しながら、さらにフーリエ変換について詳しく解説
します。
　フーリエ変換はひとことで言うと、周期的ではない関数のフーリエ係
数にあたるもので、フーリエ係数において関数の周期を無限大にしたも
のとみなせます。フーリエ変換を考えることにより信号を時間領域
（フーリエ変換する前の元の関数）と周波数領域（フーリエ変換したこ
とにより得られる周波数の関数）の二つの側面から解析できるようにな
り、これらは互いを補い合って、信号の性質を適切に表現するものにな
ります。講義ではこのようなフーリエ変換に対して成り立つ様々な性質
について説明し、またそれらを通じて自然に現れるディラックのデルタ
関数（インパルス関数）についても解説します。
　フーリエ級数やフーリエ変換では連続信号（アナログデータ）を扱い
ましたが、講義の後半では離散信号（ディジタルデータ）をさまざまな
振動成分に分解する離散フーリエ変換について勉強します。連続信号の
場合と同様の関係式が離散フーリエ変換についても成り立つことがわか
ります。最後に、離散フーリエ変換の計算回数を著しく減少させるアル
ゴリズム（高速フーリエ変換）の仕組みを説明します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1　デルタ関数について理解し、使えるようになる。
2　離散フーリエ変換の意味を知る。
3　高速フーリエ変換の仕組みを知る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の中で行う、到達目標の理解度を試す演習により判定する(100%)。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献

金谷健一 著 これなら分かる応用数学教室
共立出版(2003)
ISBN　9784320017382

谷川明夫　著　フーリエ解析入門
共立出版(2007)
ISBN　9784320018358

永野宏治　著　信号処理とフーリエ変換
朝倉書店(2014)
ISBN　9784254221596

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

この講義は数学の専門にこだわらない多面的かつ先端的な知識を修得す
るためのものである。

事前学習　前回板書したノートをよく読み、内容を理解しておくこと。

事後学習　講義の内容を確認し、わからないところがあれば質問に来る
こと。

各回の事前学習、事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1章　デルタ関数とそのフーリエ変換への応用

1 デルタ関数とは？
2 デルタ関数および関連する関数のフーリエ変換
3 周期的なデルタ関数のフーリエ変換
4 デルタ関数列を使った、サンプリング定理の説明

第2章　離散フーリエ変換(DFT)

5 複素フーリエ級数展開から離散フーリエ変換へ
6 逆離散フーリエ変換
7 1の原始N乗根による表現（Nはサンプル数）
8 フーリエ行列
9 フーリエ行列の例
10 離散フーリエ変換の応用（ノイズの除去）
11 離散コサイン変換

第3章　高速フーリエ変換(FFT)

12 高速フーリエ変換のアルゴリズム (1)
（間引き、バタフライと回転因子）
13 高速フーリエ変換のアルゴリズム (2)
（サンプル数N=8の場合の具体例）
14 ビット反転
15 DFTとFFTの計算回数の比較



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10171-01現代代数学入門

前期 2  1 授業形態:講義石黒　賢士
◎－－－　授業の概要　－－－◎

Invariant理論は代数的にも位相的にも重要な研究分野であり、多くの
研究者によってさまざまな研究結果が得られている。研究対象は、多
項式環に対する群の作用を考えたとき、その作用で不変 (invariant) で
あるものである。不変多項式の全体は環の構造を持ち、 invariant ring
と呼ばれている。たとえば、対称群の置換作用による invariant ring は
基本対称式によって生成される多項式環となることが知られている。
一般に群の作用に対しては invariant ring が多項式環になるとは限らず
複雑であるが、対称群などの鏡映群の場合は多くの定理がある。位相
的にはコンパクト連結Lie群の分類空間の有理コホモロジーがワイル群
の作用による invariant ring で表される。特に、上述の対称群はユニタ
リー群のワイル群である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

鏡映群について学び、Invariant理論とコホモローの関係が理解できる
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Invariant理論の基礎を理解できているかを評価の基準とします。　そ
の割合は受講状況70%、レポート・演習30% とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストなし。　プリントを配付します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

プリントをよく読み、概要を理解すること。（事前学習）
授業後には、ノートを整理し疑問な点についてはよく調べる。（事後
学習）
各回の事前学習および事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 鏡映群（reflection group）の基礎
2. 鏡映群と分類空間
3. コクセター群
4. ワイル群
5. Invariant ring の計算
6. 実鏡映群
7. 複素鏡映群
8. p-adic 鏡映群
9. 表現論の基礎
10. modular 表現と鏡映群
11. 多項式環と分類空間のコホモロジー
12. Invariant ring の幾何学的実現
13. Sullivan--Holzsager の定理
14. Clark--Ewing の構成
15. Invariant理論とコホモロジー



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10176-01情報科学入門

前期 2  1 授業形態:講義白石　修二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

人工知能に関するトピックに触れた後、マシンラーニングに必要な基
礎的な数学と情報について学習する。数学の内容としては、学部で学
習した行列や微積分、統計等の基礎数学である。
後半はパソコンを用いて、自分でプログラミングしながら人工脳の作
成を行う。この講義を通して、今後を担う教育者また情報科学の研究
者として必要な基礎的能力を身に付けることができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. マシンラーニングに必要な基礎理論が理解できること
2. バックプロパゲーション法が理解できる
3. 人工脳を自作できること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記各到達目標に関するレポート課題について、どれだけ時間をかけ
たか、また自分なりの考察が明確に書かれているかを評価基準とす
る。
レポート(100%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない
参考文献
https://developer.apple.com/machine-learning/

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

プログラミングができること。
実習時はパソコンを持参すること。
特に事前準備は必要ないが、２時間ぐらい時間をかけて講義で学習し
たことをノートにまとめる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 人工知能トピック
2. ニューラルネットワーク
3. 線形代数と微分
4. 誤差(２乗誤差、クロスエントロピー)
5. 学習
6. モデル
7. 推論
8. 最適化
9. 畳み込み
10.プログラミング実習(行列や微分)
11.プログラミング実習(バックプロバゲーション)
12.プログラミング実習(学習、推論)
13.プログラミング実習(最適化)
14.プログラミング実習(畳み込み)
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10059-01情報システム講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習白石　修二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

次の内容をゼミ形式で行います。

1. IT やマシンラーニングに関する理論
2. モバイル機器やデータベース、クラウド等を活用したシステム開発
3. IT、人工知能関連の英語文献購読
4. パソコンを用いてのプログラミング

システム開発の世界は、実際に作ってみないと何も分からない、
そして何も得られない世界です。
コンピュータを使いこなしながら、
システム開発の世界にどっぷりつかってもらいます。
夏合宿での中間発表を予定しています。
この講究を通して、今後を担う教育者また情報科学の研究者として必
要な基礎力並びに実践力を身に付けることができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  IT、人工知能関連の英語文献が読めるようになる
2. マシンラーニングの理論が理解できる
3. モバイルシステム開発の設計と開発ができるようになること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

英語文献を自分の言葉で要約できること、機械学習の概要を数学的に
説明できること、python, swiftを用いてプログラミングできることを評
価基準とする。
ゼミでの発表(60%)，ディスカッションの内容(40%)により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。
参考文献
モバイル機器の参考書としては、iphone に関する書籍
https://developer.apple.com/documentation

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前にゼミ発表に関連する文献を少なくとも３時間は時間をかけて学
習すること
発表後は、１時間以上時間をかけて、ディスカッション等を踏まえ
て、ノートにまとめる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. マシンラーニングに関する基礎理論
2. python入門
3. pythonによる数学実習(環境構築)
4. pythonによる数学実習(行列、微分)
5. pythonによる数学実習(統計)
6. pythonによる数学実習(学習と畳み込み)
7. pythonによる数学実習(まとめ)
8. 人工知能フレームワーク
9. visionフレームワーク
10.物体トラッキング
11.顔認識
12.swiftによるモバイルプログラミング実習(環境構築)
13.swiftによるモバイルプログラミング実習(画像認識)
14.swiftによるモバイルプログラミング実習(顔認識)
15. まとめ
16. 人工知能フレームワークの復習
17. データベース、クラウドフレームワーク
18. 色々なモデル紹介(Places205-GoogleNet, ResNet50, etc)
19. MLコミュニティ学習(Caffe, Keras, turi,...)
20. CPU と GPU
21. GPU プログラミング
22.モバイルプログラミング実習(フレームワーク利用)
23.モバイルプログラミング実習(デザイン)
24.モバイルプログラミング実習(最適化)
25.モバイルプログラミング実習(まとめ)
27. 人工脳作成
28. 携帯への人工脳の取り込み
29. アプリシステム開発
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10060-01情報システム講究Ⅱ

通年 8  2 授業形態:講義及び演習白石　修二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

次の内容をゼミ形式で行います。

1. モンテカルロ法に関する理論
2. モバイルとクラウド等を活用したシステム開発
3. 人工知能関連の英語文献購読
4. パソコンを用いてのプログラミング

情報システム考究Iに引き続き、クラウド利用のモバイルシステム開発
を継続します。理論面ではモンテカルロ法やモンテカルロ木探索等に
ついて学習しながら、不完全情報ゲームへの適用について考察する。
また、夏合宿での中間発表を予定しています。
この講究を通して、今後を担う教育者また情報科学の研究者として必
要な基礎力並びに応用力、実践力を身に付けることができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  人工知能関連の英語文献が読めるようになる
2. モンテカルロ法の理論が理解できる
3. クラウド利用のモバイルシステム開発の設計と開発ができるように
なること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

英語文献を自分の言葉で要約できること、モンテカルロ木探索アルゴ
リズムの実装ができること、swiftを用いてモバイルプログラミングで
きることを評価基準とする。
ゼミでの発表(60%)，ディスカッションの内容(40%)により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。
参考文献
モバイル機器の参考書としては、iphone に関する書籍
https://developer.apple.com/documentation

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前にゼミ発表に関連する文献を少なくとも６時間は時間をかけて学
習すること
発表後は、２時間以上時間をかけて、ディスカッション等を踏まえ
て、ノートにまとめる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-2.モンテカルロ法概要
3-4.モンテカルロ法適用例
5-6.強化学習（バンディッド問題）
7-8.強化学習（迷路問題）
9-10.TVゲーム強化学習
11-12.モンテカル木探索概要
13-14.AlphaGo の例
15-16.AlphaGoZero の例
17-20. UCT algorithmとcomplexity
21-25. 不完全情報ゲームのモデル化と設計
26-27.クラウドフレームワーク
28-31.CPU, GPUの利用
32-40.swiftによるモバイルプログラミング実習
41-46.評価関数の設計
47-50.deep learningと評価関数
51-52.並列化
53-58.不完全情報ゲームの種々の実装
59. ゲームテスト
60.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10169-01情報システム特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義白石　修二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

インテリジェントなモバイル情報システム開発のための
基礎理論と技術について学習する。
Appleが提供しているパッケージCoreML、 Vision etc を用いて、
携帯内にたやすく人工脳を作ることができる。
例えば、顔認識や物体トラッキングなど、サーバやクラウドを利用す
ることなくまた、通信やプライバシーに配慮したアプリを作成するこ
とができる。
本講義では、swiftによるプログラミング実習を交えながら、理論の意
味を確認しつつ進めていく。この講義を通して、今後を担う教育者ま
た情報科学の研究者として必要な基礎力を身に付けることができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  Xcode でアプリを作成することができる
2. マシンラーニングの基礎理論を理解できる
3. インテリジェントモバイルシステムを開発できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記各到達目標に関するレポート課題について、どれだけ時間をかけ
たか、また自分なりの考察が明確に書かれているかを評価基準とす
る。
レポート(100%)で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない
参考文献
https://developer.apple.com/machine-learning/

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実習の時はパソコンを持参すること
特に事前の準備は必要ない。講義の後は２時間以上時間をかけて学習
内容をノートにまとめること

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. Xcode
2. アプリ作成方法
3. プログラミング実習(環境構築)
4. プログラミング実習(数学)
5. プログラミング実習(まとめ)
6. マシンラーニング基礎理論
7. マシンラーニングプログラミング実習
8. マシンラーニングフレームワーク
9. visionフレームワーク
10.物体トラッキング
11.顔認識
12. swiftによるプログラミング実習(デザイン)
13. swiftによるプログラミング実習(Core Data, Vision)
14. swiftによるプログラミング実習(フレームワーク)
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10170-01情報システム特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義白石　修二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

情報システム論1に引き続き、インテリジェントなモバイル情報シス
テム開発のための基礎理論と技術について学習する。
本講義でも、Appleが提供しているパッケージCoreML、Vision etc を用
いて人工脳を作ることにする。
内容は、言語特定、実体認識、Music Tagging、Image Captioning等であ
る。
また、すでに作られている多くのモデルを紹介しながら、その携帯へ
の取り込み方についても紹介する。
この講義を通して、今後を担う教育者また情報科学の研究者として必
要な基礎力ならびに応用力を身に付けることができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. モバイルシステムの基礎理論を理解することができる
2. MLフレームワークについて説明することができる
3. インテリジェントモバイルアプリを開発することができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記各到達目標に関するレポート課題について、どれだけ時間をかけ
たか、また自分なりの考察が明確に書かれているかを評価基準とす
る。
レポート(100%)で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない
参考文献
https://developer.apple.com/machine-learning/

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実習の時はパソコンを持参すること
特に事前の準備は必要ない。講義の後は２時間以上時間をかけて学習
内容をノートにまとめること

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. MLフレームワークの復習
2. NLP(Natural Language Processing)フレームワーク
3. 言語特定
4. 実体認識
5. Music Tagging
6. Image Captioning
7. CoreML, Vision
8. アプリ作成の復習
9.プログラミング実習(人工脳作成)
10.プログラミング実習(人工脳取り込み)
11.プログラミング実習(まとめ)
12. MLコミュニティ(Caffe, Keras, turi,...)
13. 色々なモデル(Places205-GoogleNet, ResNet50, etc)
14. CoreMLコンバート
15. システム開発



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10075-01情報数理講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習田中　勝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　人工知能に代表される機械学習において，データの持つ階層構造
（分類上での階層構造や意味の上での階層構造など）に関する情報を
保持しつつ学習を行うことができるシステムとして双曲型ニューラル
ネットワークがある。情報数理講究Ⅰでは，このような特徴をもつ双
曲型ニューラルネットワークについて，高度な知識を習得し独立した
研究者および教育者として必要な基礎的能力を身に付けることを目指
します。
　特にこの情報数理講究Ⅰでは，階層構造を効率的に埋め込み表現で
きる双曲空間上での深層学習についてより詳細に情報数理講究 II で学
ぶために必要となる双曲幾何学について，いくつかの論文を読むこと
により学んでいきます。
　この双曲幾何学は非ユークリッド幾何学の一種であり，その曲率が
負になるという特徴をもっています。まずは，複素平面上で定義され
る一次分数変換から初めて多様体論の基礎的事項までを学びます。そ
の後，情報幾何学の基礎を学び統計多様体（確率分布族の要素（確率
分布）を決定するパラメータ（平均や分散など）を座標とみなすこと
で定義される多様体のことで，この多様体の一点が確率分布を一つ表
している）と双曲幾何学とのつながりについて理解を深めていきま
す。これらが理解できた後は，より一般的な立場から，ジャイロ代数
（gyroalgebra）として発展させられた双曲空間上の代数構造について
学びます。このジャイロ代数が，双曲空間上で深層学習を行う鍵とな
る道具になります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 一次分数変換とSU(1,1)について説明できる。
2. Fisher計量や双曲平面上での測地線の長さを計算できる。
3. 情報幾何学の基礎について説明できる。
4. gyroalgebraについて説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
双曲幾何学についての説明が1次分数変換の成す群と共に，Fisher計量
を通して情報幾何学との関連についても数式を用いた説明がなされ，
gyroalgebraについての説明も為されているかを評価の基準とする。
評価方法：
レポートの評価を100%として評価とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

初回時に必要な論文と資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：与えられた論文をよく読み，式のチェックをきちんとする
こと。また，各回の事前学習は２時間を目安とする。
事後学習：もう一度論文を読み直し，式の変形などについてノートに
整理すること。また，各回の事後学習は２時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　導入：なぜ双曲幾何学を学ぶのか
第２回　複素平面上での一次分数変換
第３回　一次分数変換の可視化
第４回　単位円板上の双曲幾何学
第５回　双曲空間の５つのisometricモデル
第６回　双曲空間の可視化
第７回　正規分布同士の距離の測り方
第８回　多様体の復習
第９回　ポアンカレ上半平面上での計量とフィッシャー計
量の関係
第１０回　ダイバージェンス
第１１回　フィッシャー幾何学
第１２回　複比と計量の関係：複比
第１３回　複比と計量の関係：計量
第１４回　多変量正規分布の場合：多変量正規分布
第１５回　多変量正規分布の場合：計量
第１６回　双曲幾何学とジャイロベクトル空間：概要
第１７回　特殊相対性理論入門
第１８回　速度の加法則とジャイロベクトルの加法則
第１９回　ジャイロ群：作用
第２０回　ジャイロ群：構造
第２１回　ジャイロベクトルの減法
第２２回　ジャイロベクトルのスカラー倍
第２３回　ジャイロ線：双曲空間での直線
第２４回　ジャイロ角：双曲空間での角度
第２５回　ジャイロ等長写像：双曲空間での等長写像
第２６回　ジャイロ運動：双曲空間での運動
第２７回　ジャイロ三角比：双曲空間での三角比
第２８回　ジャイロ三角形
第２９回　ジャイロ円
第３０回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10076-01情報数理講究Ⅱ

通年 8  2 授業形態:講義及び演習田中　勝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　人工知能に代表される機械学習において，データの持つ階層構造
（分類上での階層構造や意味の上での階層構造など）に関する情報を
保持しつつ学習を行うことができるシステムとして双曲型ニューラル
ネットワークがある。情報数理講究 II では，このような特徴をもつ双
曲型ニューラルネットワークについて，高度な知識を習得し独立した
研究者および教育者として必要な基礎的能力を身に付けることを目指
します。
　特にこの情報数理講究 II では，情報数理講究 I で学んだ双曲空間の
幾何学を活用することにより，階層構造を効率的に埋め込み表現でき
る双曲空間上での深層学習について，いくつかの論文を読むことによ
り学んでいきます。現在のところ，双曲空間を利用した深層学習には
２種類あり，一つは入力データの空間を双曲空間へ埋め込み，その後
の学習等に関しては通常の深層学習を行なうものであり，もう一つ
は，深層学習の入力から出力まで（end-to-end）を一貫して双曲空間で
行なうものである。情報数理講究 II では，主にend-to-endである双曲
空間上での深層学習を中心にして学んでいきます。この双曲空間上で
の深層学習は，まだ発展途上であり完成したものではないので，各自
の工夫と適用する対象の選定により多くの理論的発展や応用例が出て
くるものと期待される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 双曲空間上での深層学習について説明できる。
2. 双曲空間上での深層学習モデルをプログラムで実装できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
双曲幾何学上での深層学習について数式ばかりでなくシミュレーショ
ンによる結果を用いて説明がなされていることを評価の基準とする。
評価方法：
レポートの評価を100%として評価とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

初回時に必要な論文と資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：与えられた論文をよく読み，式のチェックをきちんとする
こと。また，各回の事前学習は２時間を目安とする。
事後学習：もう一度論文を読み直し，式の変形などについてノートに
整理し，プログラムの動作を確認すること。また，各回の事後学習は
２時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　導入：なぜ双曲空間上で深層学習を考えるのか
第２回　リーマン幾何学の復習
第３回　双曲空間：ポアンカレ球
第４回　ジャイロベクトル空間
第５回　ジャイロベクトルの加法則の復習
第６回　ジャイロベクトルのスカラー倍の復習
第７回　ジャイロ三角比の復習
第８回　ジャイロベクトル空間とポアンカレ球のリーマン
幾何学の関係：概要
第９回　リーマンジャイロ線素と測地線
第１０回　指数写像と対数写像：指数写像
第１１回　指数写像と対数写像：対数写像
第１２回　指数写像と対数写像によるジャイロベクトルの
加法則の表現：代数的表現
第１３回　指数写像と対数写像によるジャイロベクトルの
加法則の表現：写像的表現
第１４回　指数写像と対数写像による平行移動の表現
第１５回　これまでのまとめ
第１６回　双曲型ニューラルネットワーク：概要
第１７回　双曲型多重ロジスティック回帰：平坦型
第１８回　双曲型多重ロジスティック回帰：双曲型
第１９回　pythonによる実装：データ構造
第２０回　pythonによる実装：メインルーチン
第２１回　双曲型フィードフォワード層：概要
第２２回　双曲空間上での各点ごとの非線形変換
第２３回　双曲空間上でのバイアス項
第２４回　複数の入力ベクトルを双曲型ニューラルネット
ワークのために結合する方法
第２５回　pythonによる実装：データ構造
第２６回　pythonによる実装：メインルーチン
第２７回　双曲型リカレントニューラルネットワーク：概
要
第２８回　pythonによる実装：データ構造
第２９回　pythonによる実装：メインルーチン
第３０回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10193-01情報数理特別講義Ⅰ

集中後期 2  1 授業形態:講義清水　明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

The principles of equilibrium statistical mechanics are presented on the basis
of recent advances in research on its foundations. Instead of traditional but
misleading arguments, this lecture is based on the typicality, i.e., the fact that
almost all microstate is an equilibrium state. This leads to many possible
formulations of statistical mechanics, including the traditional ensemble
formulation and the new formulation called the thermal pure quantum
formulation. This lecture presents these two formulations, and clarify their
relations, advantages and disadvantages in practical applications. The first
nine chapters can be given as a lecture for undergraduate students. Although
the latter chapters are for graduate students and researchers, they are given  in
such a way that motivated undergraduate students can also understand them.

◎－－－　到達目標　－－－◎

統計力学の概要を理解する。

古典確率変数を含む量子状態の応用例を理解する。

最近の量子統計力学の進展の例を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義終了後、一定の期限内にレポートを提出した者に対して、レポー
トの内容に応じて成績を付ける。レポートの内容や提出期限について
は、講義の際に報せる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

S. Sugiura and A. Shimizu, Thermal Pure Quantum States at Finite
Temperature.  Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 240401.

S. Sugiura and A. Shimizu, Canonical Thermal Pure Quantum State.  Phys.
Rev. Lett. 111 (2013) 010401.

M. Hyuga, S. Sugiura. K. Sakai and A. Shimizu, Thermal Pure Quantum
States of Many-Particle Syatems.  Phys. Rev. B  90 (2014) 121110(R).

杉浦祥, 清水明, 熱的な量子純粋状態を用いた統計力学の定式化, 日本
物理学会誌 70 (2015) 368-373

H. Endo, C. Hotta and A. Shimizu, From Linear to Nonlinear Responses of
Thermal Pure Quantum States. Phys. Rev. Lett. 121, 220601 (2018)

清水明著「熱力学の基礎」（東大出版会）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義期間中は、その日の講義の内容を、理解できるまで復習するこ
と。
所要時間の目安は、バックグラウンドの多寡などによる個人差が大き
いが、およそ1～4時間ぐらいになると思われる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. What is statistical mechanics?
2. Brief summary of thermodynamics
3. Basic ideas - Typicality and Boltzmann relation
4. Ensemble formulation - principles
5. Requirement on microscopic physics
6. Other ensembles
7. Applications to classical particle systems
8. Application to quantum particle systems
9. Thermal pure quantum formulation 1
10. Thermal pure quantum formulation 2
11. Thermal pure quantum formulation 3
12. Fluctuations
13. Response to change of parameters
14. Phase transitions
15. Some advanced topics

◎－－－　関連URL　－－－◎

http://as2.c.u-tokyo.ac.jp/lecture_note/
(http://as2.c.u-tokyo.ac.jp/lecture_note/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10189-01情報数理特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義田中　勝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　情報数理特論 I では，人工知能または機械学習において代表的な学
習手法の一つである強化学習を理論とpythonによる実装を通して，教
育者として必要な基礎的能力を身に付けることを目指します。強化学
習とは（環境，状態，行動）の三つ組における行動選択の方策を将来
の期待利得（期待報酬）などを最大化するように決定していくこと
で，環境と状態に応じた最適な行動を選択していくことができるよう
にする学習の仕組みです。
　この情報数理特論 I では，強化学習の理論について学ぶばかりでは
なく，実際にpythonを用いて実装を行い色々と試してみることも要求
されます。単に，ファイルをダウンロードして動かすのではなく，自
分で考えて実際にプログラムを打ち込み，テキストのどの式がどの
コードに対応するのかを考えながら試してみてください。理学研究科
の大学院生は式が与えられると解析的に閉じた形で答えを出すことに
慣れていますので，ほとんどの場合に閉じた形での解が得られないよ
うな機械学習の分野では数値的に解を探さねばならず，気持ちの悪い
思いをすることでしょう。しかし，複雑な式もプログラムのコードに
してみると単純な計算式の塊として表現できてしまいます。これによ
り，より良い式の理解が得られることも多いのです。ためらわずに積
極的にプログラムしていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 強化学習について説明できる。
2. 強化学習モデルを実装できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
強化学習の説明が数式ばかりでなくシミュレーション結果も用いて出
来ていることを評価の基準とする。
評価方法：
レポートの評価を100%として評価とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

機械学習スタートアップシリーズ Pythonで学ぶ強化学習 入門から実践
まで，ISBN-13: 978-4065142981

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：教科書をよく読み，式のチェックをきちんとすること。ま
た，各回の事前学習は２時間を目安とする。
事後学習：もう一度教科書を読み直し，式の変形などについてノート
に整理すること。また，各回の事後学習は２時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　導入：人工知能，機械学習
第２回　強化学習の位置付け
第３回　強化学習の解法：環境から計画を立てる
第４回　Pythonによる実装
第５回　強化学習の解法：経験から計画を立てる
第６回　Pythonによる実装
第７回　強化学習に対するニューラルネットワークの適用
第８回　Pythonによる実装
第９回　強化学習の弱点
第１０回　Pythonによる実装
第１１回　強化学習の弱点を克服するための手法
第１２回　Pythonによる実装
第１３回　強化学習の活用領域
第１４回　自由課題
第１５回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10190-01情報数理特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義田中　勝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　データの背後にある確率的な関係が完全にわかっている状況では，
変分法を用いて回帰や識別のための最適な関数を導出することができ
るので，回帰のための最適な非線形関数は目的変数の条件付き期待値
となり，識別のための最適な非線形関数は事後確率を要素にもつベク
トルを出力する関数となることがわかります。このことは，回帰や識
別においてもベイズ識別と同様に，条件付き確率や事後確率が重要な
役割も担っていることを示しています。
　情報数理特論 II では，上記のようなことがどのように示されるのか
を学んでいきます。コンピュータを利用した数値計算による評価など
は行いません。すべてて計算のみで進めていきます。このテキストの
元になったのは，私が電子技術総合研究所に勤務していたときの上司
である大津氏の電子技術総合研究所 彙報であり，かなり古いものです
が，政府の方針により行政改革で産業技術総合研究所へと変わったた
め，さらに手に入り難いものとなってしまいました。今回，電子技術
総合研究所時代の先輩である栗田氏により新たに出版されることとな
り手に入り易くなりました。この情報数理特論 II では，パターン認識
の理論的側面の美しさを是非味わってもらいたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 統計的パターン認識について説明できる。
2. カーネル法を含んだ判別分析について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
統計的パターン認識についての説明が数式を用いて説明されており，
カーネル法を含んだ判別分析について数式により説明されていること
を評価の基準とする。
評価方法：
レポートの評価を100%として評価とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

統計的パターン認識と判別分析 (シリーズ 情報科学における確率モデ
ル 1)，ISBN-13: 978-4339028317

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：教科書をよく読み，式のチェックをきちんとすること。ま
た，各回の事前学習は２時間を目安とする。
事後学習：もう一度教科書を読み直し，式の変形などについてノート
に整理すること。また，各回の事後学習は２時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　導入：パターン認識とベイズ決定理論
第２回　予測のための最適非線形回帰
第３回　識別のための最小二乗非線形関数
第４回　識別のための非線形識別関数
第５回　パラメトリックモデルによる確率分布の推定
第６回　ノンパラメトリックモデルを用いる方法
第７回　セミパラメトリックな手法
第８回　線形回帰分析
第９回　最適な非線形回帰関数との関係
第１０回　線形モデルを用いた非線形回帰
第１１回　回帰分析と汎化性能
第１２回　正則化回帰
第１３回　カーネル法
第１４回　最適非線形判別分析と判別カーネル
第１５回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10063-01統計数理講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習桑江　一洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講究では高度な知識を習得し独立した数学研究者および教育者と
して必要な基礎的能力を身につけるための実績をあげることを目指し
ます。セミナー形式で行われるため、発表者は内容をよく理解し、そ
れを整理するなど事前に充分準備することが重要です。　

内容としては「測度論に基づく確率論と確率過程論」について勉強し
ます。測度論に基づく確率論は、1933年に出版された、Kolmogorov の
著書、「確率論の基礎概念」により始まった、といえます。

 皆さんは、学部の２年生のときに、有限集合上のラプラスの定義に基
づく初等確率論を学習しましたが、コインを無限回投げたとき「１が
１０回連続して出現する確率」を扱う場合ラプラスの定義に基づく確
率では対応することができません。コルモゴロフはルベーグ式積分の
アイディアを確率に導入し、「全測度の値が１の測度」として確率論
を厳密な数学的な体系として公理化しました。その結果、多くの数学
的には曖昧だった現象が数学の問題として定式化され豊穣な数学理論
として解析学の中で大きな位置を占めるに至っています。

 この講究では、測度論、いわゆるルベーグ積分論に基づく確率論の基
礎をまず学習します。また、そのことに基づいて確率論の豊富な面白
い具体例に基づくトピックを学習していきます。この購究を通じて、
高度な知識を習得し独立した数学研究者および教育者として必要な基
本的能力を身につけることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・測度論の扱いに基づいた確率論の基本的な問題が解けるようにな
る。
・ブラウン運動の性質に基づいた種々の計算ができるようになる。
・ブラウン運動に基づいた確率積分について理解できる。
・マルコフ過程のマルコフ性について理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

測度論の扱いに基づく確率論の基本的問題への解答とブラウン運動の
種々の計算の準備状況（５０％）及び確率積分とマルコフ過程のマル
コフ過程の理解度（５０％）により評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

熊谷隆　著：確率論、共立出版、2003 ISBN 978-4-320-01731-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストを精読し、テキストでは省略されたり、他の文献が引用され
てていて結果のみが書いてある部分をすべて自分で計算する。（事前
学習）

ゼミ（講究）で指摘を受けた部分を補い、ノートを整理する。（事後
学習）

各回の事前学習、事後学習は、それぞれ２時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１章　確率論の基礎

１　サイコロの確率
２　平均と分散
３　条件付き確率と独立性
４　確率空間(近代確率論の基礎)
５　大数の法則とその応用
６　分布の収束
７　特性関数
８　分布の収束と特性関数
９　応用
１０　中心極限定理
１１　大偏差原理

第２章　いろいろな確率過程

１２　ポアソン分布と指数分布
１３　ポアソン過程
１４　ブラウン運動の定義とその構成方法
１５　ブラウン運動の性質と偏微分方程式
１６　離散マルチンゲール
１７　応用A：最適戦術I
１８　最適戦術II
１９　応用B：オプションの価格付け

第３章　電気回路とランダムウォーク

２０　有限グラフ上の電気回路
２１　電気回路に対応するマルコフ連鎖
２２　ディリクレ問題の解の求め方
２３　ポアソン方程式
２４　デーンの定理
２５　有効抵抗と脱出確率
２６　レイリーの定理
２７　無限グラフ上の電気回路と、対応するマルコフ連鎖
の再帰性
２８　再帰性についてのポリやの問題
２９　いろいろなグラフ上のマルコフ連鎖の再帰性
３０　ルベーグ積分論における基本的定理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10064-01統計数理講究Ⅱ（多様体上の確率過程入門）

通年 8  2 授業形態:講義及び演習桑江　一洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講究では、1年次での勉強した確率論に関する内容を発展させ、多
様体上の確率解析に関する研究を行う。特に、Bakry-Emery Ricci テン
ソルを用いた条件下での多様体上の拡散過程について研究する。この
ような研究内容は修士論文を作成するための欠かせないものになる。
そのために
（1）研究課題と関連するような内容を積極的に調べる。
（2）勉強した知識をより深く理解するために、例題等に積極的に取
り組み、理論的な証明力・計算力・応用力の醸成に努める。
（3）微分幾何学との関連の本を自分自身で、証明と計算等を確かめ
ながら、疑問を持ちながら読んで、数学の論理的思考力を養うように
努める。さらに、疑問点を自身が納得するような解答が見つかるまで
考える。
　この購究を通じて、高度な知識を習得し独立した数学研究者および
教育者として必要な基本的能力を身につけることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・多様体上の確率過程や確率解析について基本的概念を説明できる。
・Bakry-Emery Ricci テンソルに関する内容を取得するようになる 。
・Bakry-Emery Ricci テンソルの下限の条件のもとで種々の幾何学的不
等式について精通するようになる。
・新しい研究成果を得るようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・多様体上の確率過程や確率解析について基本的概念の理解度の評価
(40%)
・Bakry-Emery Ricci テンソルに関する取り組み及び活動状況の評価
(60%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストを使用しない。毎回資料を配布する。
参考図書:　Stochastic Analysis on Manifolds, Elton P.̃Hsu 著　Graduate
School in Mathemetics 38. AMS ISBN 0-8218-0802-8
Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, Volume 24 (North-
Holland Mathematical Library)　ISBN 978-4-06-203231-5
確率微分方程式　渡辺信三著　ちくま学芸文庫 ISBN
978-4-480-09882-5

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストを精読し、テキストでは省略されている行間に気づいて、そ
のギャップを自分で埋めるよう努力する(事前学習)。ゼミ(講究)で指摘
を受けた部分を補い、ノートを整理する(事後学習)。各回の事前学
習、事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ユークリッド空間上の確率微分方程式
2. 多様体上の確率微分方程式
3. 拡散過程
4. 枠束と接続
5. テンソル場
6. 水平持ち上げと確率平行移動
7. 確率線積分
8. 多様体上のマルチンゲール
9. 部分多様体上のマルチンゲール
10. ラプラス・ベルトラミ作用素
11. 多様体上のブラウン運動
12. ブラウン運動の諸例
13. 距離関数
14. 胴径過程
15. 脱出時間の評価
16. 推移密度関数としての熱核
17. 保存性
18. フェラー性
19. 再帰性と過渡性
20. 熱核の比較
21. 熱核の短時間挙動(近接点)
22. ヴァラダーンの公式
23. 熱核の短時間挙動(非近接点)
24. ブラウン橋
25. 熱核の対数微分
26. 無限遠におけるディリクレ問題
27. 断面曲率の負の上界条件
28. 断面曲率の漸近的零上界条件
29. 回転対称な多様体
30. ブラウン運動のカップリング

毎回２コマの授業を行う



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10064-02統計数理講究Ⅱ

通年 8  2 授業形態:講義及び演習天羽　隆史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

統計数理講究Iでの経験を踏まえ、修士論文作成に向けて確率解析学を
土台とした、より高度な内容のセミナーを行う。セミナーを通して数
学の専門的な知識を身につけるだけでなく、問題の探索・解決能力と
いった研究能力を身につけることが目的である。研究段階の内容をセ
ミナー形式で行うため、発表者は問題をよく理解し、各自で計算し、
それを発表に向けて整理するなど事前に充分な準備をすることが重要
となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

確率解析学における高度な理論の修得、および研究能力・問題解決能
力の育成を目的とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1) 評価基準: セミナーでの発表・質疑応答や修士論文の内容により到
達目標を達成できているかを確認し評価する。
(2) 評価方法: セミナーでの発表・準備状況(50%)と修士論文(50%)を本
授業の評価とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

セミナーで発表するために、必要な計算をした上でノートをよく作っ
ておくこと(事前学習180分)。
セミナーで明らかになった問題・研究の方向性についてよく整理する
こと(事後学習90分)。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回～第7回: 修士論文に向けた資料収集と研究課題につ
いての分析と考察 I (Gauss過程の滑らかさ、Level crossing
汎関数の定義、1次モーメントの存在、2次モーメントの存
在、Geman条件)
第8回～第15回: 修士論文に向けた資料収集と研究課題につ
いての分析と考察 II (Bool代数上のfactorized measure
spaces、位相空間に割り当てられたBool代数、位相空間上
のfactorized measure spaces、non-linearizable continuous
product of probability spaces)
第16回～第30回: 修士論文の作成と準備



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10191-01統計数理特別講義（Bayes 推測理論）

前期 2  1 授業形態:講義天羽　隆史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

高校で学んだ確率論から始めて、Bayes 推測理論の考え方、そして
Markov 連鎖 Monte Carlo 法(MCMC)を概説する。この題材を通して、
教育者として必要な基礎的能力を身につけることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1) 条件付き確率を計算できる。
2) Bayes の定理を用いて事後確率を算出できる。
3) MCMC 法の幾つかについて説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1) 評価基準 課題レポートは、単に結論のみを記載するのではなく結
論に至るまでの過程を定義に基づいて適切に説明できているかを評価
基準とする。
(2) 評価方法 課題レポートの評価を100%とし本授業の評価とする。課
題レポートの評価はその記載状況を(1)の評価基準に沿って評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教科書は用いない。 必要に応じて資料を配布して補う。
参考書:
1) Pythonで体験するベイズ推論 PyMCによるMCMC入門 Cameron
Davidson-Pilon (著), 玉木 徹 (翻訳) 出版社: 森北出版 ISBN-10:
4627077912 ISBN-13: 978-4627077911
2) Weighing the Odds: A Course in Probability and Statistics, David Williams
(著), 出版社: Cambridge University Press, ISBN-10: 052100618X ISBN-13:
978-0521006187

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

前回までに現れた概念や定理等を良く復習し、頭に入れておくこと(事
前学習90分)。
レポート課題を出すので、講義ノート・内容を良く復習して課題に取
り組むこと(事後学習90分)。
講義の後半においては、参考書を見ながらMCMC 法を計算機に実装で
きるようになると、なお良い。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 高校で学んだ古典的確率論の復習
2. 確率分布と確率密度関数
3. 確率変数の独立性
4. 条件付き確率と Bayes の定理
5. Bayes の定理の応用例
6. 最尤推定法
7. EM アルゴリズム
8. Bayes 統計学の考え方
9. Bayes 推測 I (事前分布と事後分布)
10. Bayes 推測 II (例)
11. 大数の法則と中心極限定理
12. Monte Carlo 法
13. MCMC 法 I (Markov連鎖)
14. MCMC 法 II (Metropolis法)
15. MCMC 法 III (Gibbs sampler)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10143-01統計数理特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義天羽　隆史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では現代確率論の基礎となる測度論およびLebesgue積分論の解
説を行う。実数の持つ性質について良く復習しておくことが望まし
い。Riemann積分論に比べて著しく抽象度が高いので、集合論等の内
容を良く復習しておくこと。一方で具体的な計算は結局Riemann積分
に帰着させて実行されることも多いので、Riemann積分をよく復習し
ておくことが望ましい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

集合族・関数族から生成される可算加法族の性質について理解してい
る。
構成方法について、Riemann積分とLebesgue積分の違いを説明できる。
積分の様々な収束定理を、状況に応じて適切に選び適用することがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1) 評価基準: 課題レポートは、単に結論のみを記載するのではなく結
論に至るまでの過程を定義に基づいて適切に説明できているかを評価
基準とする。
(2) 評価方法: 課題レポートの評価を100%とし本授業の評価とする。課
題レポートの評価はその記載状況を(1)の評価基準に沿って評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

前回までに現れた概念や定理等を良く復習し、頭に入れておくこと(事
前学習90分)。
講義内容や講義資料で紹介された演習問題を、講義の内容に基づいて
解くことで理解を深めること(事後学習90分)。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 可測空間
2. 可測写像
3. 測度空間
4. Lebeague測度

5. 確率空間・確率変数とその分布
6. Skorokhod表現
7. 独立性

8. Lebesgue積分
9. 単調収束定理と優収束定理
10. Lebesgue空間
11. Lebesgue空間の完備性
12. L^2空間における直交射影
13. 条件付き期待値
14. 直積空間とFubiniの定理
15. 弱収束



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10144-01統計数理特論Ⅱ（最適輸送理論入門）

後期 2  1 授業形態:講義桑江　一洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

統計数理特論IIでは最適輸送理論についてその歴史的経緯から初めて微分幾何
学への応用について学習する。 最適輸送理論は物資の最適な輸送に関して
1781年にG. Mongeが提起した問題に由来する。この問題はモンジュの最適輸送
問題、略してモンジュの問題を呼ばれ、長年未解決であったが２１世紀初頭に
なってやっと完全に解決された。解決に向けて至る過程で得られた様々な数学
上の概念や技法が微分幾何学・非線形偏微分方程式・確率論と密接に関連する
ことが近年判明し、それらの分野の気鋭の研究者達によって現在研究が爆発的
に進展中である。アレキサンドロフ空間は断面曲率が下に有界なリーマン多様
体の一般化である。リーマン多様体において断面曲率が下に有界ならリッチ曲
率も下に有界であるので、アレキサンドロフ空間のように一般化が可能かどう
か長らく懸案問題であった。最適輸送理論を用いることでリッチ曲率が下に有
界なリーマン多様体を統計物理学で扱うエントロピーの凸性で特徴付けでき
る。これが発端となって最適輸送理論によるエントロピーの凸性を用いてアレ
キサンドロフ空間を包含する形で「リッチ曲率が下に有界な距離空間」という
概念が「曲率次元条件」という言葉で2010年にフィールズ賞を受賞したC.
Villani 氏を含む、Lott氏, Sturm 氏によって与えられた。

講義はこれらの空間概念の形成にいたる過程の基本的な部分に焦点をあてて紹
介していく。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

・測度論を用いて最適なコストの計算ができる。
・微分や積分を用いて最適輸送理論の基本的な性質を導く事ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

① 評価基準
　課題レポートについて、単に結論のみを記載するのではなく、結論に至るま
での過程を測度論ならびにそれらに関する定理を用いて適切に説明できている
かを評価基準とする。
② 評価方法
　課題レポートの評価を100%とし本授業の評価とする。課題レポートの評価
はその記載状況を①の評価基準に沿って評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

下記のテキストの前半部分の内容を主に講義する。　

・桑江一洋・塩谷隆・太田慎一・高津飛鳥・桑田和正 著, 「最適輸送理論と
リッチ曲率」, 日本数学会メモワール第８巻, 2017年,  ISBN 978-4-86497-044-0

参考書：L. Ambrosio, N. Gigli and G. Savare 著「Gradient flows in metric spaces
and in the space of probability measures」 Lectures in Mathematics ETH Zu ̈rich.
Birkh ̈auser Verlag, Basel, 2005. ISBN 3-7643-2428-7

C. Villani 著 「Topics in optimal transportation」, vol. 58 of
 Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI,
2003. ISBN 978-0-8218-3312-4

C. Villani 著「Math Transport, Old and New」Grundlehren der mathematischen
Wissenschaften, A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, vol 338, ISBN
978-3-540-71049-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習
　毎回の授業内容について事前にテキストや参考文献を参照しその基本的事項
に目を通しておくこと。各回の事前学習は、２時間を目安とする。
事後学習
　毎回の講義で説明した定義、意味、性質をノートや参考文献を用いて確認す
ること。各回の事後学習を２時間行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　モンジュの問題の歴史
２　測度論の復習(測度の定義)
３　測度論の復習(測度による積分)
４　測度論の復習(収束定理)
５　モンジュ・カントロビッチ問題
　　の解の存在
６　カントロビッチの双対原理I
　　(c-変換, c-凹性, c-劣微分)
７　カントロビッチの双対原理II
      　　    (c-巡回的単調性)
８　ブレニエの定理(モンジュの問題の解決)
９　ヴァッサーシュタイン距離I(導入)
10   　ヴァッサーシュタイン距離II(距離の公理)
11　ヴァッサーシュタイン距離III(測地空間)
12  　 曲率次元条件I
　　(多様体上の重み付きリッチ曲率)
13　曲率次元条件II(エントロピー)
14　曲率次元条件III
　　(リッチ曲率の下限の特徴付き)
15　曲率次元条件IV
　　(重み付リッチ曲率の下限の特徴付き)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10127-01偏微分方程式特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義仙葉　隆
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本授業ではベクトル解析に関する基本的な事項とそれを用いて代表
的な偏微分方程式の解の基本的な事項について学ぶ。
　初めに、勾配、発散、回転とよばれる偏微分について学ぶ。学部の
講義で、2変数関数の偏導関数の定義と計算方法に加えて曲面の接平
面と偏導関数との関係を学んだように、勾配等の偏微分についても単
に定義だけでなくそれら偏微分が持つ意味を学び、その事を踏まえて
それら偏微分の性質について学ぶ。
　次に、積分の定理であるガウスの定理とストークスの定理について
学ぶ。学部の講義で、2変数関数の重積分の定義と計算方法に加えて
立体の体積と重積分との関係を学んだように、2つの定理の命題とそ
の意味、そしてそれらを踏まえて定理の応用について学ぶ。
　さらに、前述した偏微分と積分の定理を用いて、代表的な偏微分方
程式の解の基本的な性質について学ぶ。
　本講義では、前述した微分と積分並びに偏微分方程式の解に関する
基本的な性質を計算を用いて説明するのでそれらの計算を確認しなが
ら性質の導き方を理解する学習方法を奨励する。
　これらにより高度な知識を習得した数学研究者や教育者として必要
な基礎的能力を身に付ける事を目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・勾配、発散、回転の定義と性質を用いて基本的な偏微分の計算がで
きる。
・積分の定理を用いてそこから派生する積分公式を導出できる。
・代表的な偏微分方程式の解の基本的な性質を偏微分と積分の定理を
用いて導く事ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

① 評価基準
　課題レポートは、単に結論のみを記載するのではなく結論に至るま
での過程を偏微分の定義や性質、そして積分の定理を用いて適切に説
明できているかを評価基準とする。
② 評価方法
　課題レポートの評価を100%とし本授業の評価とする。課題レポート
の評価はその記載状況を①の評価基準に沿って評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。
　本授業への理解を深める上で参考となる文献として以下を挙げる。
・阿部瀧蔵 著, ベクトル解析入門, サイエンス社, 2005年, 1200円, ISBN
4-7819-1002-5.
・小出眞路 著, 工学系のための偏微分方程式, 森北出版, 2006年, 2800
円, ISBN 4-627-07611-8.
　上記以外でも、書名に「ベクトル解析」、または「偏微分方程式」
という用語が含まれている文献であれば本授業の参考となる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習
　毎回の授業内容について事前に参考文献を参照しその基本的事項に
目を通しておくこと。各回の事前学習は1時間を目安とする。
事後学習
　毎回の講義で説明した定義、意味、性質をノートや参考文献を用い
て確認すること。各回の事後学習を1時間を目安として行い理解を深
めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　ベクトルの基本的事項
２　ベクトルの積とベクトル値関数の微分
３　ベクトルの変換
４　勾配の定義と基本的性質
５　発散の定義と基本的性質
６　回転の定義と基本的性質
７　勾配、発散、回転に関する代表的な公式
８　ガウスの定理の命題と基本的な計算例
９　ガウスの定理と発散の関係
10  ストークスの定理と基本的な計算例
11　ストークスの定理と回転の関係
12  拡散方程式とその解の意味
13　拡散方程式の解の性質
14　波動方程式とその解の意味
15　波動方程式の解の性質



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S10128-01偏微分方程式特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義仙葉　隆
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本授業では代表的な偏微分方程式の一つである熱方程式に焦点をあて
てその解の構成方法や性質などの基本的な事項について学ぶ。
　熱方程式は物体の中を熱が伝わる様子を表す偏微分方程式である。そ
の解は時刻と場所の変数を持つ未知関数であり、各時間における温度分
布を表す。本講義では主に場所の変数が1次元の場合、つまり時刻と場
所に関する2つの変数に関する偏微分方程式について学ぶ。
　初めに、ガウスの発散定理とグリーンの公式を用いて熱方程式の導出
について学ぶ。次に、熱方程式の最大値原理とそこから導かれる代表的
な解の性質について学ぶ。最後に、種々の条件下における解の構成方法
について学ぶ。
　代表的ないくつかの偏微分方程式を本授業で全て扱おうとすると概要
の説明のみになることが危惧されるため熱方程式に題材を絞った。さら
に、計算の煩雑さを必要最低限にとどめるために本講義では主に場所の
変数が1次元の場合に絞った。それでも偏微分を用いて解の性質を導く
際に複雑な計算を必要する箇所があるが、計算の理解よりもそこから導
かれる解の性質に注目して学習する事を推奨する。余力があれば、以下
に記載されている参考文献を手掛かりにして高次元の熱方程式や熱方程
式以外の偏微分方程式の解の性質についても学んでほしい。
　本講義を前述した学習方法で受講するにより高度な知識を習得した数
学研究者や教育者として必要な基礎的能力を身に付ける事を目標とす
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・微分や積分を用いて熱方程式の基本的な性質を導く事ができる。
・熱方程式の解の表示ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

① 評価基準
　課題レポートについて、単に結論のみを記載するのではなく、結論に
至るまでの過程を微分や積分ならびにそれらに関する定理を用いて適切
に説明できているかを評価基準とする。
② 評価方法
　課題レポートの評価を100%とし本授業の評価とする。課題レポート
の評価はその記載状況を①の評価基準に沿って評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。
　本授業への理解を深める上で参考となる文献として以下を挙げる。
・草野尚 著, 偏微分方程式, 朝倉書店, 1980年, 2300円, ISBN
3341-112004-0032.
・小出眞路 著, 工学系のための偏微分方程式, 森北出版, 2006年, 2800円,
ISBN 4-627-07611-8.
　上記以外でも、書名に「偏微分方程式」という用語が含まれている文
献であれば本授業の参考となる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習
　毎回の授業内容について事前に参考文献を参照しその基本的事項に目
を通しておくこと。各回の事前学習は1時間を目安とする。
事後学習
　毎回の講義で説明した定義、意味、性質をノートや参考文献を用いて
確認すること。各回の事後学習を1時間を目安として行い理解を深める
こと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　ガウスの発散定理とグリーンの公式
２　熱方程式の導出
３　1次元有界区間上の熱方程式の解の最大値原理
４　1次元有界区間上の熱方程式の解の一意性
５　1次元有界区間上の第1種境界条件をもつ熱方程式の特
殊解
６　1次元有界区間上の第1種境界条件をもつ熱方程式の解
の表示
７　数直線上の熱方程式の解の最大値原理
８　数直線上の熱方程式の有界でない解
９　数直線上の熱方程式に関する積分核
10  数直線上の熱方程式の解の表示
11　半無限区間上の熱方程式に関する積分核
12  半無限区間上の熱方程式の解の表示
13　多次元ユークリッド空間上の熱方程式の解の表示
14　多次元一般領域上の熱方程式の解
15　特殊な多次元領域上の熱方程式の解



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20123-01宇宙物理学特論

後期 2  1 授業形態:講義固武　慶
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　およそ137億年前にビッグバンとともに産声を上げた我々の宇宙。
その誕生から現在に至るまでの進化を理解するためには、これまで学
部で学んできた物理学（力学、解析力学、電磁気学、熱統計力学、流
体力学、量子力学）に加え、アインシュタインの一般相対性理論(以
下、相対論とよぶ）を学習する必要がある。

　よく相対論は難解であるといわれる。確かに、相対論の教科書には
添え字のついたたくさんの式や変数が数多く現れる。相対論を定式化
するためにはテンソル演算やリーマン幾何学の基礎を習得しなければ
ならない。しかし、必要最小限のテーマを効率的に絞れば、決して難
しいものではない。本講義の前半部では、現代宇宙物理学のホットト
ピックや宇宙の誕生、進化に関する様々な謎を解くために必要な、い
わば相対論ミニマムを学習していくする。

　後半部では相対論を駆使して、宇宙の謎に迫っていく。まず、天体
現象の中でそれ自体が相対論の検証となっているという意味で最も重
要なブラックホール、その中でも最も時空構造がシンプルなシュバル
ツシルトブラックホールを解説する。次にフリードマン宇宙モデルを
始めとする標準宇宙論を解説し、宇宙の進化像や宇宙を構成する物質
がどこまで明らかにされてきたか（また、未だ理解されていない
か）、最新の観測結果を交えて説明していく。さらに宇宙を見る新し
い目として今最も注目されている重力波天文学にフォーカスをあて、
これまで未解決とされてきた様々な宇宙に関する謎がどのように明ら
かになっていくのかその展望についても解説していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①アインシュタイン方程式の意味、ニュートン力学との対応を理解で
きるようになる。
②宇宙進化の様子を定量的に説明できるようになる。
③現代宇宙物理における重要未解決問題を理解し、それが解けたとき
のインパクトや面白さを他者に説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

達成目標の到達度を調べるために、課題レポートについては、解答の
正解・不正解だけでなく、解答の過程、方法、説明等を論理的整合性
を持って明確にまとめることが出来たかを評価基準とする。
　・課題レポート（5回）の評価(80％)
　・講義における取り組みの評価(20%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

相対性理論, 佐藤勝彦, 岩波書店, (1996)
一般相対論入門、須藤靖, 日本評論社, (2005)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義内容は、系統的に積み上げられてゆく。
・事前学習としては、該当する参考文献を毎回1時間を目安に予習し
ておくこと。
・事後学習としては、毎回1.5時間を目安に講義内容の復習を行い、考
え方の道筋と専門用語の意味を順次理解しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 特殊相対論、物理法則の共変性
2. 一般相対性原理とその数学的表現
3. 平行移動と共変微分
4. 測地線方程式
5. 重力場の方程式
6. 変分原理
7. アインシュタイン方程式の導出
8. シュバルツシルト時空
9. 相対論的宇宙モデル
10. フリードマン宇宙モデル
11. 宇宙背景放射
12. 地平線問題と平坦性問題
13.インフレーション理論
14.宇宙の波動関数と開闢
15.重力波天文学



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20124-01科学教育研究特論

前期 2  1 授業形態:講義林　壮一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　自然科学の知識や考え方について，他者とコミュニケーションする
ことを”サイエンス・コミュニケーション”や”科学コミュニケー
ション”という。一般には，科学者や研究者が市民に対して行うこと
を指す場合が多い。しかし，学校の理科や科学の授業で，理科の教員
と児童や生徒，学生達の間で科学の知識や考え方を共有するように
なった，と捉えれば，理科教育や科学教育も，サイエンス・コミュニ
ケーションの一形態であると考えてよいだろう。
　一方，理科教育や科学教育とは，理科や科学を教え伝えることであ
り，理科教育や科学教育の研究とは，理科や科学をどのように教え，
どのように伝えるのが効果的か，等を調べることである。たとえば，
主体的で対話的な学びとしてのアクティブラーニングのような学習方
法やアンケートなどの調査方法について，その効果を科学的に考察し
検討していくことである。
　ここでは，理科教育や科学教育をサイエンス・コミュニケーション
として捉え，その研究を行っていく上で必要な方法論や効果の検証，
また科学教育研究上の表現や倫理等についても総合的に考えていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・科学教育研究のテーマについて理解する。
・科学教育の研究を進める上で，複数の研究手法を比較し，適切だと
考えられる方法を選ぶことができる。
・調査のために必要なアンケートや発表のための資料を作成できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義における取り組みの評価（30％）と科学教育研究に対する理解や
取り組みを調べるために複数の課題・レポート（70％）をもって，成
績の判定基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
　必要に応じて，資料を配布する。
参考書
　末田清子・抱井尚子・田崎勝也・猿橋順子 編著『コミュニケーショ
ン研究法』（ナカニシヤ出版，2011）　
　小野寺孝義 編著『新訂　心理・教育統計法特論』（財団法人　放送
大学教育振興会　2015）
　福田周・卯月研次 編著『心理・教育統計法特論』（財団法人　放送
大学教育振興会　2009）
　渡辺知明著『文章添削の教科書』（芸術新聞社　2018）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義前に指示された内容について、必ず、事前の学習を行ってくるこ
と。（予習：90分）
講義中は、学生の発表や話し合いに積極的に関わり、一人で机に向
かって学習するだけでは得られない学習の形態やその効果を実感する
こと。また，講義後には，得られた知識や体験を具体的な場面で応用
し，実践で活用できるように見直しを行うこと。（復習：90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．イントロダクション（科学教育研究とは）
2．コミュニケーションの科学
3．科学的・社会的営為としての研究
4．研究倫理
5．先行研究調査と方法
6．量的研究
7．質問紙法
8．質的研究
9．その他の研究方法
10．文章の添削（基礎　－例題－）
11．文章の添削（実践　－相互添削－）
12．科学教育研究の例（教材開発）
13．科学教育研究の例（学習効果）
14．科学教育研究の例（その他）
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20082-01基礎物理学演習

２年通年 10  1 授業形態:実験固武　慶、宮原　慎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　基礎物理学演習では，宇宙物理学，物性物理学に関する具体的な課
題に取り組みながら，基礎物理学の研究の推進に必要なスキルを身に
付けることを目的とする。研究の推進に必要なスキルは，文献の検索
法，論文の読み方，数値計算のスキル，データの整理及び可視化，プ
レゼンテーションの技法，論文の書き方など多岐にわたるが，これら
はいずれも研究を推進し，研究成果をまとめ，成果を世に問うには必
須のスキルである。

　宇宙物理学においては，宇宙最大級の爆発現象である超新星爆発や
ガンマ線バーストに関する理論的研究を行う。その準備としてまず今
後の研究に不可欠な輻射流体力学や一般相対論を演習形式で学ぶ。そ
れと同時に関連する学術論文を精読し，未解決問題を明らかにする。
その謎を解くべく受講者が自ら数値コードを作成し，大型計算機で数
値計算を行って，得られた結果を学術論文にまとめることを目指す。

　物性物理学においては，磁性などの物性理論に関する研究を行う。
まず，研究を行う基礎として，量子力学や統計力学を学習する。その
後，特異な物性を示す物質に対応する模型を設定し，解析的手法と数
値計算手法を用いて解くことによって，その性質を明らかにする。そ
の際，必要となる計算プログラムの作成は各自で行う。計算結果を
様々な角度から検討し，実験との比較や理論的予見を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・論文の検索，論文の読み方を学ぶことで，現状での研究の到達点を
知るための情報収集ができるようになる。

・数値計算のテクニックを習得し，必要なデータの蓄積法，データの
整理・可視化など，IT機器を縦横に活用できるようになる。

・研究テーマの説明，研究の実践課程の説明，研究の成果の提示な
ど，プレゼンテーション技術に熟達する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究に対する取り組み状況，ゼミでの積極性，中間報告・発表など
を通じて総合的に評価する。定量的には課題レポートの評価(50%),取
り組み・発表、プレゼンテーション力の評価(50%)とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　特に指定しない。演習の過程で様々な文献を読むことになる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　大学院での学修は，基本的には，教えてもらうのではなく，自ら学
びとるものである。事前・事後学習というよりは，毎日毎日，継続的
に，自分の力で学びとるという気持ちが必要である。授業前には該当
する文献を1時間程度以上時間をかけて予習しておくこと。毎週授業
後には、提示された課題に対して1時間程度以上時間をかけて取り組
むこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　各半期ごとの到達点の目安は以下の通りである。

第1期（M1前期）：各専門分野についての基礎知識を習得
し，研究テーマを設定する。同時に，周辺の学問について
も見識を広める。

第2期（M1後期）：研究テーマについてより深く知る。先
行研究の到達点，明らかにすべき点等を具体的に把握し，
研究の計画を立て，研究に取り組み始め，初歩的な結果を
得る。

第3期（M2前期）：更に研究を進め，結果の整理，得られ
た結果の意味等を検討し，機会があれば外部の学会・研究
会などで発表する準備を行う。

第4期（M2後期）：研究の成果を総合的に検討し，自らの
研究の到達点，残された課題などを整理し，修士論文とし
てまとめる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20083-01基礎物理学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習固武　慶
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　超新星・ガンマ線バーストを始めとする高密度爆発天体現象の中心
駆動源を理解することは、高エネルギー宇宙物理分野における一つの
グランドチャレンジである。超新星に限っても、過去４０年以上に渡
る精力的な研究にも関わらず、その爆発メカニズムは未だに完全には
理解されていない。

　爆発メカニズムの解明には、超新星の中心部で起こっているミクロ
な物理素過程を理解することが第一に重要である。さらにその上で、
星が爆発していくマクロな流体現象としての振舞いも同時に明らかに
する必要がある。このようにマルチフィジックス・マルチスケールの
現象が非線形に進化していく系の時間発展を追うためには、数値シ
ミュレーションの実行が欠かせない。

　本講究科目では、まず第一に星の進化を記述する物理プロセスを着
実に身につけて行く。具体的には、星の状態方程式を記述する物理と
その理解に必要な場の理論の知識、さらに流体力学の基礎方程式と衝
撃波の取り扱い、数値流体力学の知識を輪講形式で学習していく。適
宜、テキストで説明されている内容を数値計算で再現することで、高
度なプログラミング能力を身に着けると同時に、高エネルギー天体物
理学に関する先端的な知識を着実に習得していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・星の進化に関する物理過程を論理的に説明できるようになる。
・自ら数値コードを作成し、厳密解がある問題に関して、解の比較検
討ができるようになる。
・数値流体力学における解の時間発展の決め方を他者に明確に説明で
きるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

輪講における発表内容の理解度、プレゼンテーション方法の工夫を評
価基準とする。具体的には、輪講中の取り組み(50%)、プログラミン
グ(30%)、 ディスカッションの工夫・積極性(20%)として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars: The Physics of Compact
Objects, S.L. Shapiro and S.A. Teukolsky(著), Wiley(1983年),
ISBN0471873160

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で学習した物理（力学、電磁気、熱力学、統計力学、量子力学、
流体力学）をよく習得していることが望ましい。物理数学も問題演習
などを十分に行い計算力を鍛えておいてほしい。
事前学習としては、毎回2時間を目安に事前に指定されたテキストの
該当箇所を予習しておくこと。
事後学習としては、毎回2時間を目安に授業中に提示された課題に対
して取り組むこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.　ガイダンス　
2.　熱統計力学の復習
3.  Fermi gasの状態方程式
4.　非一様核物質の状態方程式
5.    Thomas-Fermi近似　
6.　自己重力系の静水圧平衡
7.　レーン・エムデン方程式の解析解
8.　プログラミング実習(オイラー法）
9.  プログラミング実習(可視化)
10. シュワルツシルト時空
11. 一般相対論的高密度星の平衡形状
12. プログラミング実習(ルンゲクッタ法)
13. 静水圧平衡解の状態方程式依存性
14. プログラミング実習(状態方程式)
15. 核密度物質の状態方程式
16. 場の理論入門　
17. クラインゴルドン方程式
18. グリーン関数
19. ディラック方程式
20. 量子電磁気学
21. ワインバーグサラム理論
22. 高密度物質中のニュートリノ反応
23. 有効オパシティ
24. ニュートリノ・電子散乱
25. 制動放射
26. プログラミング実習(ニュートリノオパシティ)
27. ニュートリノボルツマン方程式
28. 近似的ボルツマン方程式解法
29. IDSA 法
30. プログラミング実習(IDSA法による定常解)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20084-01基礎物理学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習固武　慶
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　超新星・ガンマ線バーストを始めとする高密度爆発天体現象の中心
駆動源を理解することは、高エネルギー宇宙物理分野における一つの
グランドチャレンジである。超新星に限っても、過去４０年以上に渡
る精力的な研究にも関わらず、その爆発メカニズムは未だに完全には
理解されていない。

　爆発メカニズムの解明には、超新星の中心部で起こっているミクロ
な物理素過程を理解することが第一に重要である。さらにその上で、
星が爆発していくマクロな流体現象としての振舞いも同時に明らかに
する必要がある。このようにマルチフィジックス・マルチスケールの
現象が非線形に進化していく系の時間発展を追うためには、数値シ
ミュレーションの実行が欠かせない。

　本講究科目ではまず,星の進化から、重力崩壊、そして爆発に至るダ
イナミクスの時間進化の理解に必要な物理過程を輪講形式で学習す
る。その後、実際の数値シミュレーションに必要な流体力学・ニュー
トリノ輻射輸送の手法について学習する。また爆発時に放射される重
力波・ニュートリノ・電磁波の特徴についても学習を進め、「マルチ
メッセンジャー天文学」の視点からベールに包まれた超新星爆発のメ
カニズムに迫っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・本講究で随時学習していく高密度天体現象に関する最先端の研究内
容を理解し、その中で既に解決された問題と未解決問題との違いを説
明できるようになる。
・上記の未解決問題の中から取捨選択し、自ら選んだ問題に対して自
ら作成した数値コードで研究を遂行できるようになる。
・自ら得た計算結果を明解かつ論理的にプレゼンテーションできるよ
うになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表内容の理解度、プレゼンテーション方法の工夫を評価基準とす
る。具体的には、輪講中の取り組み(50%)、プログラミング(30%)、
ディスカッションの工夫・積極性(20%)として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars: The Physics of Compact
Objects, S.L. Shapiro and S.A. Teukolsky(著), Wiley(1983年),
ISBN0471873160

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部で学習した物理（力学、電磁気、熱力学、統計力学、量子力学、
流体力学）をよく習得していることが望ましい。物理数学も問題演習
などを十分に行い計算力を鍛えておいてほしい。授業前には事前にテ
キストの該当箇所を1時間程度以上時間をかけて, 予習しておくこと。
毎週授業後には、提示された課題に対して1時間程度以上, 時間をかけ
て取り組むこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 非圧縮性流体力学の基礎方程式
2. 数値流体力学
3. 風上差分・CFL条件
4. HLLE・HLLC法
5. 衝撃波・リーマン問題の厳密解
6. プログラミング実習(安定性解析)
7. プログラミング実習(衝撃波管問題)
8. プログラミング実習(厳密解との比較)
9. プログラミング実習(数値精度依存性)
10. ポアソン方程式の数値的解法
11.プログラミング実習(ポアソン法方程式)
12. ニュートリノ輻射流体計算法
13. 重力崩壊時の自己相似解
14. プログラミング実習(Yahil解との比較)
15. ニュートリノ・トラッピング
16. プログラミング実習(ニュートリノ・トラッピングの可
視化）
17. ニュートリノ加熱メカニズム
18. プログラミング実習(ニュートリノ加熱領域の解析)
19. ニュートリノ加熱による爆発
20. プログラミング実習(爆発エネルギー、diagnosticsの可
視化)
21. 超新星からのニュートリノシグナル
22．ニュートリノ振動
23. プログラム実習(ニュートリノシグナルの評価)
24. 超新星からの重力波放射
25. 四重極公式
26．プログラミング実習(重力波シグナルの抽出)
27. 高速フーリエ変換
28. プログラミング実習(スペクトログラムの作成)
29. 科学的プレゼンテーション演習
30. 超新星からのマルチメッセンジャー



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20084-02基礎物理学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習宮原　慎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　基礎物理学講究では，物性物理学に関する具体的な課題に取り組み
ながら，強相関電子系や磁性に関する理論研究の推進に必要な知識を
身に付けることを目的とする。更に、研究推進に必要な，文献の検索
法，論文の読み方，数値計算のスキル，プレゼンテーションの技法，
論文の書き方などのスキルを身に付ける。

　研究を推進するために必要な知識として，超伝導、量子スピン系、
スピントロニクスなどの理論を学習する。解析的な手法、数値的な手
法に取り組み、研究推進に必要な手法を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・強相関電子系、磁性の基礎理論を理解する。
・研究推進に必要な解析的および数値的手法を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

輪講における発表内容の理解度、プレゼンテーション方法の工夫を評
価基準とする。具体的には、輪講中の取り組み(50%)、プログラミン
グ(30%)、 ディスカッションの工夫・積極性(20%)として評価する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

基礎物理学講究Iで学習した内容（熱力学、統計力学、量子力学、強相
関電子系・磁性の基礎、数値計算の基礎）をよく習得していることが
望ましい。
各回の事前学習は、2時間を目安とする。講義終了後、毎回2時間を目
安に講義内容の復習に取り組むこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.　ガイダンス
2.　多粒子系の量子力学の復習
3.　量子統計力学の復習　
4.　第二量子化の復習
5.　強束縛模型の復習
6.　まとめと復習
7.  プログラミング実習（C言語の基礎）
8.  磁性体の性質
9.  磁気抵抗効果
10. スピントロニクス
11. スピンダイナミックス
12. LLG 方程式
13. プログラミング実習(常微分方程式の数値計算)
14. プログラミング実習(LLG方程式の数値計算)
15. まとめと復習
16. 超伝導体
17. Cooper 対
18. BCS理論
19. Ginzburg-Landau 理論
20. Josephson 効果
21. プログラミング実習（数値積分）
22. プログラミング実習（ギャップ方程式の数値計算）
23. まとめと復習
24. プレゼンテーションの技法 I
25. プレゼンテーションの技法 II
26. 研究内容紹介 I (プレゼンテーションの実践)
27. 研究内容紹介 II(プレゼンテーションの実践)

28. 論文の書き方 I
29. 論文の書き方 II
30. まとめと復習



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20118-01計測情報処理特論

前期 2  1 授業形態:講義寺田　貢
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目では計測に利用する情報処理技法について、2輪式自律走
行小型ロボットを走行させることを例にとって取り扱い、計測と情報
処理の基礎について学ぶことを目標とする。各種のセンサーにより、
ロボットの周囲を監視し、2台のステッピングモータにより駆動され
る車輪の回転を制御することにより、必要な方向に走行させる。
　このロボットを、壁面で囲まれた迷路を走行させて迷路に沿った走
行させるためおよび障害物を検出して向きを変えて走行するための
ハードロジックを、受講者全員で討論しながら構築する。この過程を
通して、ロボット制御に必要な計測と情報処理について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)計測のための基本デバイスであるセンサーの構造・機能・応用に関
する基本的事項について理解する。（知識・理解）
(2)センサーの信号を基に、制御対象である機器に必要な検出系および
駆動系を構成できる。（技能）
(3)他の受講生と意見交換や協力して、課題に対応できるようになる。
（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回の講義内容について、講義中に提示するテーマについて、小レ
ポートを提出する。講義中には、センサーやステッピングモータを用
いた実験も行う。実験に取り組む態度についても評価に考慮する。講
義の終了時に、2輪式自律走行ロボットの構造・動作原理などに関す
るレポートを提出する。
　講義中の実験に臨む態度と実験結果(20%)、小レポートの内容
(40%)、最終レポートの内容(40%)を総合的に評価して成績を決定す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　特に定めず、必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Moodleシステムに次回の講義内容について資料をアップする。この資
料を十分に閲覧し（60分～90分程度）、概要をまとめて、オンライン
レポートを作成し（60分～90分程度）、提出する。
事後学習：
講義内容ついて十分に時間をかけて振り返る（60分～90分程度）とと
もに、内容に関する課題をレポートとして作成し（60分～90分程
度）、提出する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．イントロダクション
2．2輪式自律走行小型ロボットの概要
3．光学式近接センサーの構造と動作
4．リレーの構造と動作
5．センサーとリレーを用いたスイッチングシステム
6．ステッピングモータの動作原理
7．ステッピングモータドライバの制御方式
8．左手法迷路探索のアルゴリズムと流れ図
9．左手法迷路探索による2輪式自律走行小型ロボットの動
作
10．タイマーリレーの動作原理
11．障害物検出走行のアルゴリズムと流れ図
12．障害物検出システムの動作原理
13．障害物検出システムの作成
14．障害物検出走行
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20122-01信号特論

前期 2  1 授業形態:講義赤星　信
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　物理量の値に何らかの意味を認めるとき、その物理量は信号と呼ば
れる。例えば、試料に流れる電流値を測る実験をしているとき、その
電流値には実験の目的に応じた意味が含まれているので、電流信号と
なる。本科目では、実験や観測で接する信号について基礎的で一般的
な事項について学ぶ。
　信号は、記録媒体上では空間的に変化し、伝送媒体上では時間的に
変化する。記録媒体上の信号も、多くの場合、書込みや読出しのとき
には時間的に変化する信号となるので、ここでは主に時間的に変化す
る信号について考える。信号伝送にとっては正しく伝わることが第一
であり、紛れ込む雑音にどう対処するかが重要な関心事となる。授業
では、様々な信号の形態を概観したあと、伝送媒体の物理的解析、信
号と雑音の数理的解析、信号のデジタル化、計測や制御における様々
なトランスデューサやデータ処理チップについて学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・信号の記録や伝送の媒体について例を挙げ、その特性を説明でき
る。
・通報の情報量について説明できる。
・信号と雑音の周波数構造について説明できる。
・標本化定理を説明できる。
・デジタル化の意義を説明できる。
・トランスデューサやデジタル処理チップの例を挙げ、その特性を説
明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に対応した課題に対する報告内容によって評点が決まる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に定めない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各自の研究上で関わっている信号や身の回りの信号に関心をもつこ
と。
授業は計画にそって進むので、事前にキーワードを調べるなどの準備
で１時間程度の予習、事後には数式展開のチェックなどで１時間程度
の復習をすることが望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

信号概観
  1.物理量の変化と情報、様々な信号、
　　アナログとデジタル、通報の情報量
  2.情報の記録、物理量の空間変化、記録媒体、
　　書込と読出、記録密度
  3.情報の伝送、物理量の時間変化、伝送媒体、
　　入力と出力、伝送速度

伝送媒体
  4.交流信号と集中定数回路、機械系との類似、
　　濾波と整合
  5.分布定数回路と波動、電線、波動の一般論
  6.電磁波の伝搬、電波・マイクロ波・光
  7.有線と無線、送信と受信、損失、
　　実用伝送路の諸特性

信号と雑音
  8.搬送波、変調と復調
  9.物理量の変化とフーリエ解析
10.信号と雑音、様々なノイズ、S/N比
11.伝送帯域、信号の減衰と増幅、ノイズ対策

デジタル信号
12.アナログとデジタル、A/D変換、
　　標本化と量子化、標本化定理
13.種々の符号化方式、秘匿性、
　　放送と通信における信号
14.計測と制御における信号、検波の方法、
　　様々なトランスデューサ
15.小型・高速のデジタル処理チップ、
　　全体のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20120-01磁性物理学特論

前期 2  1 授業形態:講義眞砂　卓史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現代の情報社会は、エレクトロニクスの発展によるところが大きい。
エレクトロニクスは電子の「電荷」を利用する技術である。近年、電
子の「スピン」を活用し、新しい機能を実現させるスピントロニクス
という分野が確立された。本講義では、スピントロニクスの理解の基
盤として、磁場・磁性の基礎について重点をおいて学習する。まず、
磁場、磁化、磁束密度の物理的な意味づけから始め、磁化曲線の解説
を行う。さらに磁性体の基本的性質である、磁気異方性と磁歪、磁区
構造について学ぶ。その後、原子磁気モーメントと角運動量、磁性体
の分類について解説する。後半では、磁気抵抗効果やスピン流など、
スピントロニクスの最近の研究動向やトピックスを紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

磁場、磁化、磁束密度が説明できる。
磁化曲線の意味を読み取ることができる。
磁気異方性について説明できる。
磁区構造について説明できる。
磁性体の分類について説明できる。
スピントロニクスの応用を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題に対するレポート80%、講義における取組状況20％で評価する。
レポートでは、テキストの考え方に基づいて具体的問題がきちんと解
けているか、適切な資料を調べ自分の見解を明確に記述しているかを
評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト（要購入）
「磁気工学入門」（高梨弘毅著、共立出版）
　ISBN-13: 978-4320085879
参考書
「スピントロニクス　基礎編」（井上順一郎・伊藤博介著、共立出
版）
　ISBN-13: 978-4320085893
「磁気工学の基礎I、II」（太田恵造著、共立出版）
　ISBN-13: 978-4320002005，978-4320002012
「強磁性体の物理（上）（下）」（近角聰信著、培風館）
　ISBN-13: 978-4785323042，978-4785323196

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

電磁気学の基礎は必要なため、学部で学んだ電磁気学を良く復習して
おくこと。
各回の授業に対して、以下のような事前準備、事後学習を２時間以上
行うこと。
事前学習：前半の基礎講義においては、事前に講義内容の部分を読ん
でくること。後半のトピックスでは、各内容に関連した専門用語を調
べてくること。
事後学習：式の変形や導出など自分の手を動かして確認すること。ま
たトピックスに関しては関連資料を探して知識を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１）磁場
　　磁場の定義と単位
２）磁気モーメントと磁化
　　磁極、磁気モーメント、磁化の関係
３）磁束密度
　　磁束密度の定義と単位
４）磁化曲線と反磁場
　　磁化曲線における基本的物理量
５）磁性材料
　　軟磁性材料と硬磁性材料
６）磁気異方性
　　結晶磁気異方性、形状磁気異方性
７）磁区と磁化過程
　　技術磁化過程と磁区構造の関係
８）磁気測定法
　　磁場の発生と磁化の測定、磁区構造観察
９）原子磁気モーメントと角運動量
　　原子の持つ磁気モーメント
１０）磁性体の分類
　　反磁性、常磁性、強磁性、反強磁性
１１）スピントロニクス1
　　巨大磁気抵抗効果とトンネル磁気抵抗効果
１２）スピントロニクス2
　　半導体スピントロニクス
１３）スピントロニクス3
　　スピン流の物理
１４）スピントロニクス4
　　スピンホール効果等
１５）スピントロニクス5
　　高周波応用等



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20094-03ナノ物理学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習眞砂　卓史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　物理学、応用物理学をはじめとする自然科学は、身の回りの諸現象や宇宙など森羅万象
を理解しようとする学問であり、また現代社会を支える多くの科学技術もその基盤に物理
学がある。修士課程では、物理学や応用物理学をその原理や体系から深く理解するととも
に、それが社会でどのように役に立つのか、自分の研究や仕事が広い学問や社会の中でど
のような位置にあるのかを理解することが求められる。また、自ら課題を発見でき、課題
解決のための研究手法を身につけ、主体的に研究を遂行する能力を身につけ、将来に渡っ
てその力を自ら高めて行く力と姿勢を身に付けなければならない。実際には、このような
理解、能力、技術、姿勢は、具体的研究する過程でのみ身につくものである。
　本講究ⅠおよびⅡでは、薄膜や結晶において発現する特性・物性に関する研究ならびに
関連する内容のゼミを通じて、研究や実験の進め方を身につけるとともに、薄膜・ナノ構
造の作製技術、物性測定・解析の方法と技術を理解し、修得する。さらに、研究成果を発
表するための能力を養うことにも力を入れる。
　本講究Ⅱでは、物質の諸性質と微細構造の物理学について学び、あわせてそれらに関連
する論文を読んで理解を深めて行く。さらに、自分の研究テーマに関連する最新の学術論
文を口頭発表形式で紹介し、内容について議論する。また、定期的に進捗報告会を開催
し、日頭発表形式で研究の状況と成果を発表してもらい、質疑と議論を通して、その時点
での課題を発見し、解決のための糸口を見つけて行く。研究進捗報告会として設定された
日以外にも、論文紹介やテキストの輪講の後の時間帯や日常的な活動の中で研究に関する
議論を適宜行っていく。報告会での発表に加え、学術講演会における口頭発表やポスター
セッション発表の仕方について学び、実践によってプレゼンテーションカを身に付ける。
自らの理解した内容、研究上のアイデア、成果等を他者に分かるように説明する力を養う
とともに、建設的な議論を通して、論理正しく議論・討論する力、問題を発見し解決する
能力、他者と協力して仕事を推進する能力を高める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ナノメートルスケールの薄膜や結晶やデバイスに関する調査、研究、報告会、ゼミおよび
そこでの討論を通して、各自の研究内容を深く理解し、さらに自ら研究の計画を立て、実
験を進めることができるようになること。また、薄膜やデバイスなどを作製する技術、物
性の測定・解析の方法と技術に関して、それぞれの基礎となる原理から理解し、説明する
ことができること。研究内容や成果、調査論文の内容を他者にわかるように発表すること
ができるようになること。より具体的には以下のことを到達目標とする。
１）研究の学問的な意義や位置づけを明確にし、倫理を守って研究に取り組むことができ
る。
２）自分の研究分野に関する文献（学術論文やテキスト等）を調査し、読み、説明するこ
とができる。
３）自分の研究分野で基礎となる物理学、諸知識、測定の原理を理解し、活用すできる。
４）実験等の結果や解析から、論理的に正しい結果を導き出し、説明することができる。
５）調査した文献や研究成果などをまとめ、口頭発表により適切に説明することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講究への取り組み方・態度および講究の中での議論の内容を50%、実験報告・進捗などのレ
ポートおよびゼミや進捗報告会における論文紹介・報告・発表を50%として、設定された目
標に対する到達度を総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

毎回の授業で次の課題・内容に関して読むべき論文等を紹介する。参考図書としては、
J. M. D. Coey, “Magnetism and Magnetic Materials”
T.Shinjo, “Nanomagnetism and Spintoronics”
K.Sato,E.Saitoh, “Spintronics for Next Generation Innovative Devices” 等

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　日々の研究活動が重要であり、真摯に研究、勉学に取り組むこと。
ゼミ、実験、発表会などではそれぞれ周到な事前準備および、事後の検討、反省、次に向
けた取り組みが必要不可欠である。以下に具体的な取り組み方を示すので、これを参考に
各回の授業に対して４時間以上の事前準備・事後学習を行うこと。
　ゼミ・輪講の前には該当箇所をよく読み、必要となる基礎知識を確認するとともに調査
すべき項目を自ら見つけて調べておくこと。また、研究進捗報告の前には、試料作成や測
定などの研究においては事前に計画を立てておくとともに、装置の使い方、解析の方法等
についてよく確認しておくこと。研究の発表や論文紹介等では、プレゼンテーション資料
や配布資料を作成し、発表の準備を十分に行っておくこと。
　ゼミ・輪講の後には、内容をよく復習し、十分に理解できなかった部分についてはあら
ためて参考文献などにもあたり自ら考え、理解を深めていくこと。また、研究進捗報告の
前には、試料作成や測定などの研究においては、計画や研究の進め方に関して助言・指導
されたことを記録して次につながるようにまとめるとともに、研究内容に関するノートの
記録や実験データを整理してまとめ、結果が得られた場合にはデータ解析を進めていくこ
と。研究の過程で新たに分かったことやうまくいかなかった点を整理して、次のステップ
に進めるように自らの考えをまとめていくこと。研究の発表や論文紹介等では、プレゼン
テーションにおいて注意された点を次に活かせるように整理し、まとめておくとともに、
質問された内容で理解が不十分であった点や答えられなかった点についてはあらためて調
べ、あるいは計算等を行って、次の機会には答えられるようにしておくこと。
　また、無断での欠席、身勝手な振る舞い、危険な行動、軽率な行動は、他者の研究活動
の妨げになるだけでなく、事故につながるため、絶対に許されない。課題や発表会など期
日の指定のあるものはそれを厳守すること。
　その他、研究に関する注意を守り、教員と相談しながら積極的に講究に取り組んでいく
こと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　本講究Ⅱでは、物質の特徴的な物性、現象に関する物理
的な理解を深めるために書籍の輪講と、研究テーマに関連
する最新の学術論文を口頭発表形式で紹介し、内容につい
て議論する。また、定期的に研究報告会を開催し、口頭発
表によって研究の状況と成果を発表してもらい、質疑と議
論を行う。研究報告会として設定された日以外にも、論文
紹介やテキストの輪講の後の時間帯や日常的な活動の中で
研究に関する議論を適宜行っていく。研究は日々発展して
いくので、それに合わせて
授業計画は変更される。したがって、下記計画は参考とし
て見てほしい。

1.物性物理学の基礎の復習
2.プレゼンテーシヨンの技法Ⅰ:観衆、時間配分、リハーサ
ル
3.プレゼンテーションの技法Ⅱ:話の構造、焦点の重要性、
論理性、結論、展望
4.プレゼンテーションの技法Ⅲ:パワーポイント.視覚材料の
要素、表グラフ・図等
5.プレゼンテーションの技法Ⅳ:話し方、強調、視線、質疑
応答
6.プレゼンテーションの技法Ⅳ:ポスター発表の方法
7.研究報告(1):研究背景、目的、実験手法、測定等の原理
8.研究報告(2):試料作製に関する発表と議論
9.固体物性に関する論文(1):磁場中における電気伝導特性と
計測に関する論文
10.固体物性に関する論文(2):電子状態と電気伝導特性に関
する論文
11.物質の諸性質(1):Ferromagnetism
12.物質の諸性質(2):Exchange interaction
13.固体物性に関する論文(3):物質の磁性とその測定法に関
する論文
14.物質の諸性質(3):Band magnetism
15.研究報告(3):試料構造・結晶構造に関する発表と議論
16.物質の諸性質(4):Magnetoanisotropy
17.物質の諸性質(5):Magnetotransport
18.固体物性に関する論文(3):スピン流測定に関する論文
19.物質の諸性質(6):Spin polarized current
20.物質の諸性質(7):Spin injection and
accumulation
21.物質の諸性質(8):Spin transfer torquce
22.固体の諸性質に関するまとめ:学修の振り返リとまとめ
23.研究報告(4):磁気特性の測定・解析の結果に関する発表
と議論
24.最新の論文紹介(1):スピンポンピングに関する論文
25.最新の論文紹介(2):スピンホール効果に関する論文
26.研究報告(5):電気伝導特性の測定・解析の結果に関する
発表と議論
27.最新の論文紹介(3):スピンゼーベック効果に関する論文
28.最新の論文紹介(4):スピン波に関する論文
29.研究報告(6):ナノ構造物質の構造と物性に関する実験結
果と議論
30.講究Ⅱの総括:学修内容の振り返りとまとめ、研究の成
果のまとめ、口頭発表と議綸



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20092-01ナノ物理学実験

２年通年 10  1 授業形態:実験永田　潔文、香野 淳、眞砂 卓史、山本 大輔
◎－－－　授業の概要　－－－◎

物理学は大きく分けて、理論物理学と実験物理学の２つに分けられる。
ここではナノ物理学講究とあわせて、実験的手法を用いてナノ材料の構
造と物性の関係を明らかにしていく。主として下記実験のうち、自分の
研究テーマに即したいくつかの実験を行う。
１）試料作成、および微細加工
２）Ｘ線回折法を用いた結晶構造解析
３）Ｘ線反射率法による薄膜・ナノ構造の解析
４）電子顕微鏡を用いたミクロの構造の観察と構造解析
５）走査プローブ顕微鏡を用いた薄膜などナノ材料の観察
６）ラマン分光法や赤外分光法を用いた格子振動の研究
７）光吸収や光反射などの分光学的手法による物質の光学的性質の研究
８）光電子分光による化学結合状態、電子状態の研究
９）電気伝導度、誘電率など物質の電気的性質の研究
10）高圧下における物質の構造や光学的あるいは電気的性質の研究
11）ナノ構造の磁性に関する研究
12）スピンダイナミクスに関する研究
13）スピン波伝搬に関する研究
14）半導体２次元電子ガスの電気伝導特性の研究
15）有機金属分解法による薄膜作製とその物性に関する研究
16) 生体分子の構造や物性を解析するための装置開発に関する研究
17) 走査プローブ顕微鏡を用いた生体分子動態の可視化に関する研究
18) 生体超分子の微細構造と機能発現機構の研究
　これらの実験で使う装置は、市販品を使う場合もあれば、必要に応じ
て自分で設計し、製作する場合もある。いずれにしても研究目的にあっ
た実験装置を使って、正しく実験を行う必要がある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）自分が行う実験の目的が理解できる。
２）その目的に合った実験を行うことができる。
３）自分が行う実験上の問題解決のための論文やテキストを探し出し、
それを読むことができる。
４）実験結果から、論理的推論によって、正しい結果を導き出すことが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に対する態度（50％）と成果（50％）で評価する。
毎日、研究を行い、研究室の議論に参加する。
本や論文を読み、研究者と議論をするなど常に問題解決の糸口を探す。
努力だけでなく、実際に必要な試料を作製し、装置を使いこなすことが
でき、あるいは装置を作ることができ、実験を行い結果を出すことがで
きる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究テーマに関連した論文やその論文を理解するのに必要な文献
装置のマニュアル
装置や実験に関係するテキスト

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　すでに社会人となっている同級生もいる。従って、学生というより、
大人や社会人としての意識を持って、研究に取り組むこと。
　実験を行う前に、試料や実験装置についての文献を読み知識を深め、
試料や装置の危険性を事前に把握し、安全対策を行い、安全を確認して
から実験を行うこと。また研究室のルールを厳守すること。実験後はそ
の日のうちに結果を整理し、次の日の実験計画を立てること。実験の授
業は週に3回あるが、各回の授業に対して30分以上の事前準備・事後学習
を行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１）何をどこまで明らかにするか、研究テーマを把握す
る。またそのテーマの学問的、あるいは社会的位置づけを
明確にする。
２）そのために必要な論文やテキストを読む。
３）理論を理解する。
４）問題解決に必要な実験装置を作成する、あるいは使用
する装置に対して理解を深める。
５）問題解決に必要な実験を行い、その結果について考察
する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20087-03物性物理学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習武末　尚久
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目では、固体の物質を、原子を組み合わせて分子、クラス
ター、結晶などでモデル化し、固体の物質の成り立ちや、力学物性、
電子物性、磁性などの物理的性質を講究し、物質設計の基礎を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　固体の物質の成り立ちや物理的性質を理解でき、コンピューターを
用いて固体の物質の安定性や物理的性質をシミュレーションでき、実
験を行うことで固体の相転移を観測したり、物理的性質を測定するこ
とができ、そしてシミュレーションの結果と実験結果を相互に比較・
評価できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講究結果の報告内容で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　図書館に多数の参考書や学術論文があるので、自分の講究に合った
ものを検索して用いること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　毎回の講義の前には、自分に合った参考書や学術論文を用いて、講
義に関する専門用語の意味を調べ、物理モデルや数式を理解しておく
こと。これら予習は少なくとも2時間行うこと。また、毎回の講義の
後には、自分に合った参考書や学術論文の中から、講義に関係するこ
とを探し出して理解しておくこと。この復習も少なくとも2時間行う
こと。そして、理解できないことがあれば、それについてどこがどう
分からないのか、具体的な質問を教員にすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.原子、分子、結晶について学ぶ
2.水素原子モデルのシュレディンガー方程式とその解につ
いて学ぶ
3.原子軌道について学ぶ
4.汎関数と変分法について学ぶ
5.分子軌道について学ぶ
6.物質の全エネルギーについて学ぶ
7.分子軌道計算法について学ぶ
8.結晶の全電子を用いたバンド計算法について学ぶ
9.結晶の擬ポテンシャルを用いたバンド計算について学ぶ
10.単純な分子について、分子軌道計算を行い、分子の電子
状態や原子間の結合性を評価する
11.一種類の金属でできたクラスターについて、分子軌道計
算を行い、クラスターの電子状態や原子間の結合性を評価
する
12.化合物クラスターについて、分子軌道計算を行い、化合
物クラスターの電子状態や原子間の結合性を評価する
13.一種類の元素でできた結晶について、擬ポテンシャルを
用いたバンド計算を行い、電子のバンド構造と全エネル
ギーを評価する
14.化合物の結晶について、擬ポテンシャルを用いたバンド
計算を行い、電子のバンド構造と全エネルギーを評価する
15.固体の力学物性を学ぶ
16.固体の電子物性を学ぶ
17.固体の磁性を学ぶ
18.金属、合金、化合物について、擬ポテンシャルを用いた
バンド計算を行い、力学物性を評価する
19.金属、合金、化合物について、擬ポテンシャルを用いた
バンド計算を行い、電子物性を評価する
20.金属、合金、化合物について、擬ポテンシャルを用いた
バンド計算を行い、磁性を評価する
21.金属と合金試料の作製法を学ぶ
22.化合物試料の作製法を学ぶ
23.X線回折法を学ぶ
24.X線回折法により、金属、合金、化合物試料の出来具合
を評価する
25.X線回折法により、金属、合金、化合物試料の相転移を
観測する
26.電子顕微鏡法を学ぶ
27.電子顕微鏡法により、金属、合金、化合物試料の出来具
合を評価する
28.電子顕微鏡法により、金属、合金、化合物試料の相転移
を観測する
29.力学物性について、シミュレーションの結果と実験結果
を相互に比較・評価する
30.電子物性について、シミュレーションの結果と実験結果
を相互に比較・評価する



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20088-01物性物理学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習平松　信康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

天然高分子や合成高分子を素材とするソフトマターの物性諸現象につ
いて学習・調査し、研究を行う。具体的には、ソフトマターの歴史と
その基本的物性、構造について学び、ソフトマターの科学的・技術的
応用などについて探求する。ついで、実験的研究に資するため応用実
践編としての熱分析測定、力学的性質測定などのマクロな物理量測定
法について、また、ミクロ構造を知る手段として、X線中性子線回折
散乱法についても学ぶ。さらに、各方面へのソフトマターの応用につ
いて知り、研究の動向と研究論文の文献調査を行う。最後に、研究成
果の報告の実際について学会発表や論文執筆の要点を知る。またこれ
らを通じて、ソフトマターに関わる様々な事柄に興味を抱き、自ら積
極的に資料・文献等を調査し、現状を把握したり課題を見つけたりし
ながら、研究の方向性を見つけだす力と発信力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．ソフトマターの性質や物理的意味をおおむね理解している。
２．現代社会における応用展開動向をおおむね説明できる。
３．ソフトマターに関わる様々な事柄に興味を抱き、自ら文献・資料
調査を行って、物性物理学の課題や方向性を考えることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

調査・探求・課題に取り組む意欲や態度、中間報告・レポートの内容
や発表状況、日常のディスカッションなどを等分に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に定めず、講究の進展に伴って必要となる各種の文献を調査し読破
理解する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

自ら思考して積極的に調査・研究を遂行すること。学部で習った力
学、電磁気学、熱力学、量子力学、物性物理学等を、事前に復習する
こと。論文講読においては、事前の準備として論文を通読し、要点を
まとめること、また事後には、授業中に出て来た疑間や指摘事項の調
査をすることが必要である。これらの事前事後の学習には、毎回の授
業あたり、授業時間を除いて４時間以上を費やさなくてはならない。
また事後には、ソフトマターの応用が展開されていく社会や技術の動
向を注視し、フォローしていくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.有機分子高分子の構造と物性
2.生体の物性
3.高分子溶液の物理学
4.ゲルの物理学
5.X線による分子構造と凝集構造の測定原理と手段につい
て(応用実践編)
6.中性子線による分子構造と凝集構造の測定原理と手段に
ついて(応用実践編)
7.ソフトマターの分子構造(論文講読)
8.ソフトマターの凝集構造(論文講読)
9.熱的性質の測定原理と手段について(応用実践編)
10.ソフトマターの熱的性質(論文講読)
11.力学的性質の測定原理と手段について(応用実践編)
12.ソフトマターの力学的性質(論文講読)
13.分光による分子構造電子状態測定の原理と手段について
(応用実践編)
14.ソフトマターの分子・電子の構造について論文講読)
15.ソフトマターの食品科学への応用
16.ソフトマターの電子産業への応用
17.ソフトマターのロボット産業への応用
18.ソフトマターの医療への応用
19.現代社会とソフトマター
20.ソフトマターの研究動向
21.研究の進捗発表
22.研究結果の考察議論
23.研究のまとめと学会発表
24.研究の倫理について再度確認
25.研究報告(ポスター発表について)
26.研究報告(口頭発表の準備と方法について)
27.研究報告(質疑と議論表について)
28.論文執筆(論文の構成)
29.英語による論文執筆のイロハ
30.まとめ
(受講者の興味や理解度・講究の進度状況に応じて、取捨
選択・変更することがある。)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20088-03物性物理学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習武末　尚久
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目では、固体の物質として、強誘電体に焦点を当て、コン
ビューターシミュレーションと実験を行って強誘電体の圧電性の設計
を行い、設計された強誘電体を用いたデバイスの考案や、考案された
デバイスを用いた機能するシステムを考案する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　強誘電体の圧電性を設計でき、設計した素材を用いてデバイスを考
案し、機能するシステムを考案できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講究結果の報告内容で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　図書館に多数の参考書や学術論文があるので、自分の講究に合った
ものを検索して用いること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　毎回の講義の前には、自分に合った参考書や学術論文を用いて、講
義に関する専門用語の意味を調べ、物理モデルや数式を理解しておく
こと。これら予習は少なくとも2時間行うこと。また、毎回の講義の
後には、自分に合った参考書や学術論文の中から、講義に関係するこ
とを探し出して理解しておくこと。この復習も少なくとも2時間行う
こと。そして、理解できないことがあれば、それについてどこがどう
分からないのか、具体的な質問を教員にすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

l.常誘電体の性質について学ぶ
2.常誘電体の結晶構造について学ぶ
3.圧電体の性質について学ぶ
4.圧電体の結晶構造について学ぶ
5.強誘電体の性質について学ぶ
6.強誘電体の結晶構造について学ぶ
7.常誘電-強誘電相転移について学ぶ
8.強誘電体の圧電効果について学ぶ
9.強誘電体の逆圧電効果について学ぶ
10.強誘電体クラスターについて、分子軌道計算を行い、高
い圧電効果、逆圧電効果を持つ強誘電体を設計する
11.分子軌道計算により設計した強誘電体について、擬ポテ
ンシャルを用いたバンド計算を行い、圧電効果と逆圧電効
果の物性値を計算する。
12.設計した強誘電体を焼結合成するために焼結法を学ぶ
13.設計した強誘電体を焼結合成する
14.焼結合成された強誘電体の出来具合を、X線 回折法と電
子顕微鏡法で確認する
15.焼結合成された強誘電体を分極処理する
16.分極処理された強誘電体の誘電率を測定する
17.分極処理された強誘電体の圧電定数を測定する
18.焼結合成した強誘電体と同じ組成の微結晶を水熱合成す
るために水熱合成法を学ぶ
19.焼結合成した強誘電体と同じ組成の微結晶を水熱合成す
る
20.合成された微結晶の出来具合を、X線回折法と電子顕微
鏡法で確認する
21.合成された微結晶を用いて結晶方位の配向度
が高い強誘電体を作製する
22.結晶方位の配向度が高い強誘電体の出来具合を、X線回
折法と電子顕微鏡法で確認する
23.結晶方位の配向度が高い強誘電体の誘電率を測定する
24.結晶方位の配向度が高い強誘電体の圧電定数を測定する
25.設計した強誘電体の中で高い圧電定数を持つものの圧電
デバイスを考案する
26.設計した強誘電体の中で高い圧電定数を持つものの圧電
デバイスを試作する
27.設計した強誘電体の中で逆圧電効果が高いものの逆圧電
デバイスを考案する
28.設計した強誘電体の中で逆圧電効果が高いものの逆圧電
デバイスを試作する
29.試作した圧電デバイスを用いた機能するシステムを考案
する
30.試作した逆圧電デバイスを用いた機能するシステムを考
案する



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20086-01物性物理学実験

２年通年 10  1 授業形態:実験武末　尚久、西田　昭彦、平松　信康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目は3つの分野から構成されており、指導教員の指示によっていずれ
かに重点をおいて実験研究を行う。　
(1) 実験を主な手法としたソフトマターの物性の研究を行う際に必要な基礎
から研究最前線までの各事項について学ぶ。この分野では、各種測定法の原
理などを学ぶ座学に加え、測定装置を操作する実習やデータ分析の方法な
ど、実験技術の習得にも重きが置かれる．実験を計画し、具体的な段取をつ
け、測定等を実行し、得られたデータを分析し、新しい知見を抽出し、成果
をまとめて発表するすべての段階におけるトレーニングを含む。生体由来物
質（例え ば卵白や脂質）をはじめ、種々のソフトマター材料を研究の対象
にして相転移、ゲル化過程やその応用に関する実験を行う。またゲルを乾燥
して得られる物質の特性を調べ、環境に優しい材料としての可能性を追求す
る。
(2) イットリウム系、ガドリニウム系、イッテルビウム系、ビスマス系など
を中心とする高温超伝導材料の実験的研究を行う。固相反応法を用いてバル
ク試料や膜状試料を作成し、電気抵抗測定、走査型電子顕微鏡観察、X線回
折測定、熱分析測定などを行い、得られた試料の特性を様々な角度から、解
析・評価する。さらに評価結果を試料作成方法にフィードバックし、より高
品質な材料の創製と物性の発現を目指す。各自積極的に課題を発見し、解決
の方向性を模索しつつ、関係者と協調して実験的研究を遂行することが望ま
れる。
(3) 物質の物理的性質は結晶構造に因るところが大きいため、物性研究には
結晶構造を知るための実験手法が欠かせない。また、測定対象となる物質は
可能な限り理想的であることが必要なため、試料作製法も重要である。更に
は、結晶構造が分かれば量子力学の非経験的手法による物性計算が容易とな
り、実験と併用することにより研究の推進力が格段に向上する。上記の手法
をマスターするために、修士論文の課題に沿って実験・演習を行う。実験に
あたっては周到な事前準備が必要不可欠である。教員と相談しながら、事前
準備を確実に行うこと。また、実験の事後には、データ解析などを自らの力
で進め、かつ実験における問題点、改善すべき点、今後の課題などを整理し
て、次に備えることが重要、不可欠である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) ソフトマターを材料として、実験的研究を計画し、実行し、データを分
析し、まとめてそれらを発表する能力を身につける事ができる。論文を完成
させる。
(2) 高温超伝導体の試料を作成し、電気抵抗測定を中心とする物性測定・実
験を行うことができる。関係者と協調して研究を遂行できる。得られた試料
やその特性を様々な見地から評価し、改善の方向性を考えることができる。
(3) 結晶、薄膜、ナノ構造など個別のテーマに関する物質の性質に関する計
測法と解析法を習得し、その基礎的原理を理解し、説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1) 実験への取り組む姿勢や中間研究報告に重点を置いて総合的に評価す
る。
(2) 実験に対する取組み状況、中間報告・発表、日常のディスカッションな
どを通じて、総合的に評価する。
(3) 実験への取り組み、態度、日常的に行われる討論の内容、進捗報告会で
の発表、演習の解答、および最終的に得られる実験結果等の成果で総合評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に定めない。実験の進展に伴って必要となる各種の文献を調査・研究す
る。適宜参考図書や論文を紹介する。本学図書館にある学術論文と参考書を
活用することができる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実験に際しては、①安全を最優先にすること、②細心の注意を払って実験装
置を使用すること、③無理な使い方をしないこと。事前学習として実験装置
に関する基礎的知識を予め修得しておくこと。また事後には、実験条件や
データの精度・誤差などについて精査し考察を行うこと。これら事前事後の
学習に、各授業時間あたり最低でも4時間を超える時間を割り当てなくては
ならない。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

２年通年科目なので、大まかに次のような計画で実施す
る。各分野での計画の内容は次の通りである。
(1)
・実験的な研究についての基礎事項（誤差や有効数字、各
種データ処理法）を知る
・安全教育（中性子、電離放射線、薬品、高圧力、レー
ザーなど）
・試料作製の実際
・温度をコントロールする方法の実際
・湿度をコントロールする方法の実際
・熱分析実験装置の取り扱いとデータ分析
・ラマン散乱測定装置の取り扱いとデータ分析
・粘弾性測定装置の取り扱いとデータ分析
・X線回折法、散乱法測定装置の取り扱いとデータ分析
・中性子線散乱の測定とデータ分析
・研究成果のまとめ方、発表の方法
(2)
・実験的研究について
・原料粉末と固相反応法
・バルク試料、膜状試料の作成
・試料の仮焼きと本焼き
・試料の切り出しとサイズ測定、電極付け
・電気抵抗測定法の理解と準備
・コンピュータプログラム
・液体窒素の取り扱い
・抵抗測定結果のデータ処理とグラフ作成
・走査型電子顕微鏡の原理
・表面観察とその解析
・元素分析とその解析
・X線回折測定とその解析
・熱分析測定の原理
・熱分析測定とその解析
・試料特性の総合的評価
・試料作成方法の改善の検討
・発表技法の習得
・課題発見･設定・解決能力の育成
(3)
・自発分極が大きく、かつ柔らかい強誘電体固溶体の合成
とその高配向化
・強誘電体単結晶ナノ粒子の合成とその力学揺動による超
高配向集積化
・X線回折法による強誘電体を対象とした実験
・電子回折法による強誘電体を対象とした実験
・量子ビームの回折と分光を組み合わせた強誘電体結晶の
特殊実験
・電子顕微鏡法による強誘電体の組織観測実験
・電子顕微鏡法による強誘電体の原子分解能観測実験
・強誘電体結晶のインピーダンス解析
・強誘電体結晶の圧電定数測定
・強誘電体を用いた振動発電デバイスの試作
・電気エネルギー利得のシミュレーション
・分子軌道計算法による結晶中の原子間の結合性を調査す
るシミュレーション
・全エネルギーバンド計算による結晶の構造安定性を調査
するシミュレーション

学生の興味や理解度・研究の進展状況に応じて変更される
ことがある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20160-01物性物理学特別講義

集中後期 1  1 授業形態:講義石丸　学
◎－－－　授業の概要　－－－◎

物質の物理的性質は原子配列に強く依存するため、材料開発において
は原子レベルでの構造情報の取得が必要不可欠である。このため、原
子構造を評価する様々な手法が開発されている。最近では、デバイス
の高集積化・微細化に伴い、構造解析すべき領域は急激に小さくなっ
ており、ナノスケールでの極微構造解析手法が重要となってきてい
る。透過電子顕微鏡法は原子レベルという高い空間分解能で対象物の
同じ場所から組織や欠陥等の構造情報、組成や結合状態等の化学的情
報を同時に取得することが出来るため、ナノテクノロジーにおいて欠
かすことが出来ない手法の１つとなっている。本講義では透過電子顕
微鏡法に注目し、その基礎と応用について説明する。
　講義はパワーポイントを用いて行うが、適時板書により解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．スリットによるレーザーの回折現象を説明することが出来る。
２．透過電子顕微鏡の内部構造および原理について説明することが出
来る。
３．電子線を用いた分析法について説明することが出来る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義への出席を前提とし、講義内容に関するレポートにより評価す
る。
レポートによる評価：100%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教科書：特になし。ただし、適宜プリント等を配布する。
坂　公恭：結晶電子顕微鏡学（内田老鶴圃）
進藤大輔、平賀賢二：材料評価のための高分解能電子顕微鏡法（共立
出版）
進藤大輔、及川哲夫：材料評価のための分析電子顕微鏡法（共立出
版）
今野豊彦：物質からの回折と結像（共立出版）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習（10時間）
・波の回折現象に関する内容の復習
・複素数(exp(i ))を用いた式の展開に関する復習
事後学習（10時間）
・レーザーによる回折現象の理解
・実格子と逆格子の関係の理解
・透過電子顕微鏡の原理と分析手法についての理解

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ナノテクノロジー、歴史的背景
２．回折結晶学の基礎１
３．回折結晶学の基礎２
４．透過電子顕微鏡の基礎
５．電子回折法
６．高分解能電子顕微鏡法
７．分析電子顕微鏡法
８．透過電子顕微鏡観察の応用例



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20076-02物理情報計測講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習御園　雅俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講究は、超高分解能レーザー分光学や光周波数標準、光学系の非
線形ダイナミクスなど、現代の光科学を、最先端の研究を通じて修得
することを目的とする。とくに、研究の初期段階で重要である基礎事
項の調査と研究計画の立案について学ぶ。
　光科学は、現在もっとも活発に研究の行われている分野のひとつで
あり、物理学のみならず、化学や生命科学にもその領域を広げてい
る。また、物理学の基礎（量子力学基礎論など）から応用（さらにい
えば光通信や画像処理のような実用）までを短距離で結ぶ分野である
こともよく知られている。本講究では、レーザーを利用した研究を行
うことで現代の光科学についての理解を深め、同時に、研究を行うこ
とそのものについても学ぶ。
　レーザーを利用した研究では、既製の装置を利用すれば済むという
ことはまずない。レーザーというのは結局のところそこから光が出て
くるだけのもので、それだけあっても何もできない。したがって、自
分で研究全体の構成を考えなければならない。本講究は、この「自分
で考える」ことに重点を置いて進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

光を使用した研究について、基礎事項の調査、研究計画立案ができる
ようになることを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標を基準に到達度を測り、成績評価を行う。すなわち、基礎事
項の調査、研究計画立案についての到達度に基づいて評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

とくに定めないが、自分の研究テーマに関連する書籍や論文を積極的
に読むこと。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部レベルの物理学を理解し、錆び付くことのないよう折を見てリフ
レッシュを行うこと。各回の事前学習は，2時間を目安として、その
日に行うことを事前にノートにまとめておくこと。事後には、その日
行ったことを2時間程度で再度ノートにまとめ、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

基礎事項の調査：
第1回　波動としての光
第2回　粒子としての光
第3回　波動でもあり粒子でもある光
第4回　レーザーの構造
第5回　レーザー光の性質
第6回　光学部品の性質
第7回　光学部品の取り扱い
第8回　光学機器の特性
第9回　光学機器の取り扱い
第10回　レーザー光の強度変調
第11回　レーザー光の周波数変調
第12回　レーザー光の位相変調
第13回　光の吸収
第14回　光の放出
第15回　線形分光法
第16回　非線形分光法
第17回　光周波数の精密測定
第18回　周波数標準
第19回　原子構造
第20回　原子スペクトル
第21回　分子構造
第22回　分子のダイナミクスとスペクトル

研究計画立案：
第23回　研究目標設定
第24回　研究目標に至る手段の明確化
第25回　実験システム構成の検討
第26回　光源の決定
第27回　サンプルの決定
第28回　データ取得システムの構成検討
第29回　必要な実験機材のリストアップ
第30回　実験機材の調達



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20077-01物理情報計測講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習寺田　貢
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目では、担当教員が直接的に指導することにより、学位論文
に関する研究テーマについて、１年間の期間をかけて、物理情報計測
講究Ⅰに引き続き、必要な事項の確認と研究の準備を行う。この過程
を進めることで、論文作成に要する各種の研究手順を理解することと
なり、最終的な目標である学位論文を完成に向けた準備が整うことと
なる。研究の遂行および論文作成の過程で、研究者として理解してお
くことが必要な基本的な能力である研究を進める方法、データを解
析・分析する方法や研究結果を報告する手法について、実際的な研究
環境の中で実際に経験を通して学び、これらを身に付けることができ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)学位論文に関する研究テーマについて、研究遂行に必要な基礎知識
を身につける。（知識・理解）
(2)学位論文に関する研究遂行について、必要な実験方法やデータの解
析分析に関する手法を体験する。（技能）
(3)学位論文に関する研究報告におけるプレゼンテーションやディス
カッションについて、常に積極的に臨む意識を身につける。（態度・
志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究の進捗状況について、プレゼンテーションを行う。毎回のプレ
ゼンテーションを行った後、担当教員とのディスカッションを行な
う。プレゼンテーションまでの準備状況(60%)、発表内容(30%)と質疑
応答の状況(10%)を基に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　特に定めず、必要に応じて資料等を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義時間内では、事前に準備したプレゼンテーションとその内容に
関するディスカッションが中心になる。ディスカッションにより研究
の次の段階の方向性が定まり、事後学習として何をすべきかが決定さ
れる。この事後学習（60分～90分程度）により得られた成果を発表す
ることの準備が、次回の講義の事前学習の一部にもなる。
　このようなプロセスにより講義が進展していくため、講義の後に決
まった方向性に従って、じゅうぶんな時間をかけて実験などを行って
一定の結果を導くことが事後学習であり、その結果の発表のために
じゅうぶんな時間をかけて準備することが次の講義に対する事前学習
となる（60分～90分程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回：イントロダクション
第2回：センサーネットワークの構成要素1
第3回：センサーネットワークの構成要素2
第4回：センサーネットワークの構成要素3
第5回：センサーネットワークの応用事例1
第6回：センサーネットワークの応用事例2
第7回：センサーネットワークの応用事例3
第8回：センサーネットワークの応用事例4
第9回：IoT(Internet of Thing)の概要
第10回：IoTの構成要素
第11回：IoTアーキテクチャの概要
第12回：IoTアーキテクチャ：センサデバイス層1
第13回：IoTアーキテクチャ：センサデバイス層2
第14回：IoTアーキテクチャ：センサデバイス層3
第15回：IoTアーキテクチャ：デバイスネットワーク層1
第16回：IoTアーキテクチャ：デバイスネットワーク層2
第17回：IoTアーキテクチャ：デバイスネットワーク層3
第18回：IoTアーキテクチャ：エッジ層1
第19回：IoTアーキテクチャ：エッジ層2
第20回：IoTアーキテクチャ：エッジ層3
第21回：IoTアーキテクチャ：広域ネットワーク1
第22回：IoTアーキテクチャ：広域ネットワーク2
第23回：IoTアーキテクチャ：広域ネットワーク3
第24回：IoTアーキテクチャ：クラウド1
第25回：IoTアーキテクチャ：クラウド2
第26回：IoTアーキテクチャ：クラウド3
第27回：クラウドコンピューティングの概要
第28回：クラウドコンピューティングの基礎
第29回：クラウドコンピューティングの応用
第30 回：まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20077-04物理情報計測講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習端山　和大
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講究は、重力波の観測データを用いて、重力波信号の検出ととも
に、重力波信号から重力波源の物理を明らかにする研究に必要な、重
力波天文学の基礎と、観測とを習得するとともに、実際に実データか
ら新たなサイエンティフィックな知見を獲得することを目的とする。
物理情報計測Iで行った重力波望遠鏡の実験を基礎に、観測データの取
り扱いとその物理的解釈を行い、研究成果を発表かつ学術論文にまと
める方法を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・重力波天文学を幅広く学び、研究の最先端を把握する。
・一つのテーマを設定し、さらに深く研究することにより、独自の成
果を得る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

段階的な到達目標を設定し、それに基づいて成績を評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究の進捗により、適宜必要なテキスト、論文を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：
あらかじめ1時間程度の時間を確保してテキストを読み、不明確な部
分を把握しておく。
事後学習：
5時間程度時間を確保して、講究で学んだことを復習するとともに、
各人の研究に応用していく。重力波の観測データには森羅万象が入っ
ている。その中から誰も見たことがない、自分が求めるものを見つけ
出すために、99％不明確な状況の中で1％の真実を追い求める、そう
いう心をゆっくりと養っていく。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回 重力波天文学の基礎
第2回 重力波信号からの物理の抽出
第3回 重力波偏光モードの再構成
第4回 研究テーマの設定
第5回 重力波観測データの取得
第6回 観測データの解析方法
第7回 時系列解析の方法
第8回 観測データの統計的性質
第9回 周波数解析について
第10回 観測データの周波数解析
第11回 パワースペクトルを用いた解析
第12回 時間周波数解析について
第13回 スペクトログラムを用いた解析
第14回 解析結果とモデリング(1)（モデリングの方法論）
第15回 解析結果とモデリング(2)（実際の解析結果のモデ
リング）
第16回 結果のまとめ
第17回 研究成果の講演方法
第18回 講演スライドの準備（１）（研究の背景）
第19回 講演スライドの準備（２）（研究結果）
第20回 講演の発表練習
第21回 研究論文の執筆について
第22回 研究論文の執筆(研究の背景)
第23回 研究論文の執筆（研究で用いた方法）
第24回 研究論文の執筆 （研究結果）
第25回 研究論文の執筆 （まとめ）
第26回 研究発表について
第27回 これまでの研究の総括
第28回 研究成果を伝える方法論
第29回 発表スライドの作成
第30回 発表練習



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20075-01物理情報計測実験

２年通年 10  1 授業形態:実験御園　雅俊、寺田　貢、赤星　信、端山　和大
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この科目では、担当教員による指導を受けて、物理的な特性を表現
するデータである物理情報およびこれらのデータを取得するための手
法である計測について、研究テーマを定めて、このテーマに沿って、
研究内容を検証するための実験を行う。この科目では、各種測定法の
原理などを学ぶ座学に加え、測定装置を操作する実習やデータ分析の
方法など、実験技術の習得にも重きが置かれる。実験を計画し、具体
的な段取をつけ、測定等を実行する。得られたデータを分析し、新し
い知見を抽出し、成果をまとめて発表するなど、すべての段階におけ
るトレーニングを含む。 　
　インターネットを中心としたネットワーク環境を利用した遠隔計測
についても学ぶ。この科目には、システムを構成する機器やシステム
の構築およびその応用について、遠隔地から対象とする装置を制御
し、測定された結果を収集するシステムを設計・製作することなどが
含まれる。
　通信・計算・計測・制御などを行なう系では、信号とよばれる物理
量が重要な役割を演じており、系を正しく動作させ、また、働きを良
くするためには、信号に適切な処理を施したり、信号の形態を変えた
りすることが必要になる。ここでは様々な電気信号回路を実際に作成
してその働きを調べることにより、電気信号の扱い方を学ぶ。 　
　レーザー光等の電磁波を利用した精密計測についても学ぶ。原子や
分子を、分光学的手法を用いて研究するほか、レーザー光を利用した
分子等の制御についても学ぶ。
　精密測定の宇宙物理学への応用として、典型的に10の-24乗という時
空間のひずみである重力波の検出実験、観測を学ぶ。また重力波信号
の解析によって、時空間の構造、一般相対性理論の検証、高エネル
ギー天体現象といった研究テーマに取り組む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　自分のテーマについて、実験的研究を計画し、実行し、データを分
析し、まとめてそれらを発表する能力を身につける事ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験に取り組む姿勢や研究報告により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に定めない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　実験に際しては、1. 安全を最優先にすること、2. 細心の注意を払っ
て実験装置を使用すること、3. 無理な使い方をしないこと。
　事前学習として、15分程度で実験装置に関する基礎的知識を予め修
得しておくこと。また、事後学習として、15分程度で取得したデータ
や学んだ内容を整理し、授業担当者等に説明できるようまとめるこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

２年通年科目なので、大まかに次のような計画で実施す
る。
1. 計測機器の基礎
2. 遠隔制御の原理
3. 機器間のインターフェイス技術
4. ネットワーク通信方式の検討
5. アナログ信号処理回路の作成と評価
6. デジタル信号処理回路の作成と評価
7. センサ及びアクチュエータ回路の作成と評価
8. レーザー分光の基礎
9. レーザー光を利用した精密計測
10. 重力波宇宙物理学の基礎
11. レーザー干渉計型重力波望遠鏡の制作と評価・解析
12. 研究成果のまとめ

なお、実験研究の進捗状況を考慮しながら計画を実施して
いくので、上記の計画の時間的な配分や順序は変更される
ことがある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20158-01物理情報計測特別講義

集中前期 1  1 授業形態:講義三尾　典克
◎－－－　授業の概要　－－－◎

物理学の基本は実験事実の積み重ねである。そして、それは何かを測
定することから始まる。本講義では、物理学実験に現れる測定法の基
礎について述べる。特に、測定に付きまとう揺らぎや不確定さについ
て考察し、それをとり除く方法について議論する。最後に、光計測技
術を応用した精密実験と基礎物理学の関係について紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

測定の伴う雑音のふるまいと除去方法、信号処理などの基礎を理解す
る。また、精密実験の歴史を振り返り、現代物理学の基礎がどのよう
に構築されたかを実感することにより、新しい課題に取り組む時の足
掛かりを得る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義への出席を前提とする。講義の前半と後半で合計2回のレポート
を提出し、それを採点する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「物理実験者のための13章」兵藤申一（東京大学出版会、1976年）
「歴史を変えた物理実験」霜田光一（丸善出版、1996年）
「スペクトル解析」（新装版）日野幹雄（朝倉書店、2010年）

講義の概要（第1回から第5回分）を書いたテキストは別途用意する
（PDFを配布予定）。また、各回、使用するスライドのPDFは準備す
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

線形の微分方程式、フーリエ級数・変換、複素関数に関する知識を必
要とする。各項目に関して、1時間程度の事前学習を行うこと。事後
学習は、雑音に関する内容を中心に5時間程度行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.信号と雑音：測定の際に現れる雑音の性質について議論
する。
2.種々の雑音、雑音の低減法：実際に観測される雑音の種
類とその物理を議論し、雑音を低減するための方法につい
て議論する。
3.負帰還の利用：安定な測定に必要な技術である負帰還の
利用について議論する。
4.共振現象の利用：測定感度を向上させるための共振現象
の利用について議論する。
5.信号処理：雑音と信号を区別するために信号処理の基礎
について議論する。
6.光計測－光を測る：光速度の測定の歴史について議論す
る。また、新しいSI単位系についても紹介する。
7.光計測－光で測る：光を用いた精密計測実験について紹
介する。
8.光計測－重力波の観測：究極の精密実験である重力波の
観測について紹介する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20106-01力学物性特論

後期 2  1 授業形態:講義平松　信康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　物質の示す物理的性質には、力学的性質、熱的性質、電気的性質、
磁気的性質、光学的性質などがある。その中で、物質の力学的性質に
ついて学ぶが、とりわけ変形や流動に関係した事柄（これをレオロ
ジーという）を中心に講義が行われる。
　本講義でははじめに、レオロジーの基本的な概念として、物質の弾
性、粘性、そして両者が関わる粘弾性について学ぶ。さらに、超音波
を使った力学物性的性質測定について知り、高分子／分散系、ゲルな
どのレオロジーを、物質の構造、分子運動と関連づけて理解できるよ
うになってほしい。
　レオロジーは、日常生活においては、衣類の着心地の良さ、食品の
噛み砕き易さ、ベッドや椅子の快適さなどで、衣・食・住との関わり
は大きく、また、産業においても、化粧品、食品、医薬品、レ
ジャー・スポーツ用品、建築資材、自動車部品、電気製品など、それ
らの製造過程で、あらゆる分野の産業との関わりは大きい。
　物質の力学的性質は、物質を利用する立場で、また、製造する立場
で考慮しなければならない重要な物性であり、これを学ぶことは、将
来「ものづくり」の仕事に携わる場合の技術力、開発力を養う一助と
なる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　物質の力学的性質に関する基礎論を学び、具体的な物質のレオロ
ジーを、物質の構造、分子の運動との関係で考察することにより、物
質の変形と流動の現象を理解できるようになること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　物質の力学的性質として、変形と流動の現象を、レオロジーの理論
に基づいて理解すること。授業参加の積極性を総合評価の50％程度に
考慮し、理解の程度を総合評価の50％に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しないが、講記の参考書は授業を理解する上で役に
立つ。
　参考書：尾崎邦宏著「レオロジーの世界」工業調査会出版

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義内容を理解するために、力学、熱力学、波動振動論の基礎知識
が要求される。講義では、様々な種類の物質ついて、力学物性として
の変形と流動の現象を論じるが、事前の学習として特に、学部で学ん
だ連続体力学を復習し、本授業に備えることにより、内容の理解のバ
リアーが下がる。また、事後の学習としては、日頃から身近にある
様々な物質について、「変形と流動」の物性に関心を持ち続けること
が大切である。これら事前事後の学習として、各回の授業あたり、授
業時間をのぞいて、4時間以上の時間を割り当てなくてはならない。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.　変形の力学：固体／液体の弾性と粘性
2.　レオロジーと自然界、日常生活、産業
3.　変形の力学基礎A
　　物質の変形と応力：フックの法則、弾性率、
　　光弾性の観察
4.　変形の力学基礎B
       物質の流動：ニュートン液体、粘度
5.　変形の力学基礎C
       物質の流動：粘度測定
6.　粘弾性：粘弾性の力学モデル、動的粘弾性
7.　粘弾性測定装置
8.　超音波の発生と装置
9.　超音波の応用
10　超音波スペクトロスコピー
11.　高分子の力学物性A
       温度ー周波数換算則、緩和現象
13.　高分子の力学物性B
       ガラス転移現象の観察
14.　ゲルの力学物性
　　　膨潤度の変化とレオロジー
15.　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20101-01量子物理学特論

後期 2  1 授業形態:講義端山　和大
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ある量子状態にある系を扱うとき、系の状態は確率分布で表され、測
定を行うことで固有関数の状態に移る。このような測定は、系の状態
と相互作用が不可避のため、状態変化させることより、破壊的な測定
となる。量子論の始まりから半世紀の間は、破壊なしに測定すること
ができるほど科学技術が発展していなかったこともり、このような測
定で十分であった。しかし、現代においては技術の向上により、状態
の変化をなしもしくは最小限に抑えて物理量を測定することが可能と
なった。このような測定の事を量子非破壊測定(Quantum
NonDemolition experiment)という。本講義では、量子測定について概観
した後、相互作用がない、または最小にする測定器をどのようにデザ
インするか、有限時間観測を行い、測定の間情報を取り出すときに、
被測定対象はどのようにふるまうか、について具体例を挙げながら考
えていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・量子力学をシュレディンガー描像とハイゼンベルグ描像で理解でき
る。
・量子測定について理解できる。
・量子非破壊測定について理解し、具体的な例を挙げて説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　少人数のゼミ形式の授業になるので，毎回の授業の際の発表の内容
や質問の的確さ，発言の積極性などが評価の基準となる。進度に応じ
てレポートを求めることになるので，そのレポートの内容も評価の基
準となる。割合としては，毎回の授業での発表の内容や質問の的確
さ，発言の積極性を80％，レポートを20％とする。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　資料に従って授業を進めるので，事前に2時間程度の時間をかけて
予習をし，理解できた部分と理解できなかった部分を明確にし，理解
できなかった部分についてはゼミで質問をする事。事後学習は理解を
深め，定着させるためには必須である。毎回のゼミの後，2時間程度
をかけて復習をし，理解を確かなものにして欲しい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　光子と光子を用いた測定について
第２回　量子力学についてのまとめ
波動関数とその確率的解釈、量子測定、量子状態の収縮
第３回　非直接測定
2種類の量子測定、量子プローブとしての電子
第４回　量子非破壊測定（QND）
標準量子限界
第５回　線形測定
測定プロセスと不確定性原理
第６回　連続線形測定
連続測定と非連続測定、連続線形測定における不確定性原
理
第７回　連続測定のための非線形システム
測定器への揺らぎ動的反動
第８回　古典的な力の検出
古典的な力の検出についての量子限界、quantum probe
oscillator、連続的量子非破壊測定
第９回　量子限界について更なる考察
第10回　mechanical displacementの測定
第11回　共振体の量子非破壊測定
いくつかの測定方法
第12回　量子測定のためのツールとしての電磁波の非古典
的状態
第13回　重力波観測によるQND測定の応用（１）
重力波天文学の概要
第14回　重力波観測によるQND測定の応用（２）
重力波望遠鏡の感度と標準量子限界
第15回　重力波観測によるQND測定の応用（３）
スクイージングによる量子雑音の低減



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S20103-01Ｘ線結晶学特論

後期 2  1 授業形態:講義武末　尚久
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　電磁波の一種であるX線は1895年にレントゲンによりその存在が発見
され、以降その特異な性質の応用が、回折法、透過法、分光法等の様々
な形で発展してきた。現在では理工学分野を中心に幅広い分野で利 用さ
れ、物質の持つ結晶構造、電子構造、元素同定等の分析・解析には必要
不可欠なものとなっている。また最近では、“シンクロトロン放射光”
と呼ばれる電子の運動エネルギーを電磁波として放出させた高強度なX
線が頻繁に用いられるようになり、通常の研究室用のX線装置では 観測
不可能であった構造や相転移現象が高精度で観測可能となり、多大 な研
究成果が挙がっている。
　一方、ドブロイ波である電子線や中性子線は粒子線であるが、その波
動的性質によりX線と同様に回折現象を示し、加えて波長がX線のもの
と同等であるということからX線回折と相補的に用いられる。電子顕微
鏡による電子回折、中性子回折による結晶・磁気構造解析が例として挙
げられる。またこれらを用いた分光法に関しても、物質中の元素分析
（X線マイクロアナライザー）や、格子振動と動的磁気構造の解析等が
行われている。
　本講義では、先ずシンクロトロン放射光を含むX線、電子線、中性子
線の発生原理と物質との相互作用における違いについて述べる。そし
て、その違いに従ったそれぞれの利用法について説明する。ついで、物
質の結晶構造とその対称性による分類について解説し、X線を中心に回
折理論を説明する。その他、初歩的なX線回折実験法、装置、解析手
法、電子線と中性子線を用いた実験例を紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　X線・粒子線と物質の相互作用について理解し、理解した内容を活用
できるようになること。結晶学を全般的に理解し、活用できるようにな
ること。X線・粒子線の回折・散乱強度を数式で表現できるようになる
こと。X線・粒子線の回折・散乱実験の手法と原理を理解すること。結
晶構造解析ができるようになること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートでは、X線・粒子線と物質の相互作用を自分で導出した数式と
自分の言葉で表現でき、結晶学を全般的に理解して活用でき、X線・粒
子線の回折・散乱強度を自分で導出した数式で表現でき、X線・粒子線
の回折・散乱実験の手法と原理を理解し、結晶構造解析ができるように
なったかどうかで評価する。宿題でも同じ評価基準と方法で成績評価す
る。レポートを50%、宿題を50%として合否を判定する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　自分に合った参考書を本学図書館より借りて活用すること。推薦図書
は以下の通り。
・X線回折要論、カリティ著、松村源太郎訳、アグネ社
・X-Ray Diffraction、B. E. Warren著、Dover社
・物質の構造と揺らぎ、寺内　暉著、丸善
・X線結晶学、仁田勇監修、丸善
・透過電子顕微鏡法、ハーシュ著、幸田成康監修、コロナ社
・Diffraction from Materials、L. H. Schwartz and J. B.
　Cohen著、Springer-Verlag社
・中性子回折、星埜禎男監修、共立出版社

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　毎回の講義の前には、自分に合った参考書や学術論文を用いて、講義
に関する専門用語の意味を調べ、物理モデルや数式を理解しておくこ
と。これら予習は少なくとも2時間行うこと。また、毎回の講義の後に
は、自分に合った参考書や学術論文の中から、講義に関係する例題や演
習を探し出して、それらを解いてみること。これら復習は少なくとも2
時間行うこと。そして、理解できないことがあれば、それについてどこ
がどう分からないのか、具体的な質問を教員にすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1回目：シンクロトロン放射光を含むX線・粒子線の発生原
理とそれぞれの物質との相互作用
　〇X線、電子線、中性子線の発生原理
　〇シンクロトロン放射光の発生原理
2回目：X線・粒子線の利用法
　〇X線の利用法
　〇電子線、中性子線の利用法
3回目：X線のスペクトル
　〇連続X線、特性X線
4回目：X線の吸収、分光法
　〇蛍光X線、光電子、オージェ電子、ならびに
　　それらを用いた分光法
5回目：結晶学の基礎I
　〇結晶格子、ミラー指数、結晶の対称性
6回目：結晶学の基礎II
　〇点群、空間群
7回目：結晶学の基礎III
　〇結晶系、ブラべ格子、原子配列
8回目：X線の散乱と回折I
　〇X線の散乱機構と散乱振幅
9回目：X線の散乱と回折II
　〇原子散乱因子とその計算
10回目：X線の散乱と回折III
　〇 結晶構造因子、ラウエ関数
11回目：X線の散乱と回折IV
　〇結晶による回折、逆格子空間、エバルト球
12回目：X線回折実験法I
　〇ディラクトメーター法と写真法
13回目：X線回折実験法II
　〇単結晶、粉末を用いた実験法
　〇X線回折データの解析法
14回目：粒子線を用いた実験例I
　〇電子回折法と分光法
15回目：粒子線を用いた実験例II
　〇中性子回折法と分光法



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30045-01機能生物化学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習福田　将虎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

生物は、ゲノム情報に従ってRNAやタンパク質を合成し、その機能を
使って生体の恒常性を維持している。生体内のRNAは、タンパク質合
成時には情報分子として働いているが、遺伝子発現の調節や化学反応
を触媒する機能を持つRNAも数多く存在する。本講究は、生体内RNA
の化学的・生理的機能を理解することを目的として、RNA編集機構及
び機能性RNAの構築に関する研究を行う。本講究では、生命科学研究
を遂行する上で必要とされる基礎的な素養を身につけるため、実験方
法を始め、実験ノートの書き方やデータのまとめかた、文献の検索方
法、英文文献の読み方、文献調査結果のまとめ方と発表方法などにつ
いて学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 研究を行うための実験計画をたてることができる
2. 自分の研究テーマの研究背景として、最新から過去の研究例を適切
な方法で調査してまとめることができる。
3. 科学英語を理解し、研究に関する情報を英語文献から得ることがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験ノートの書き方（30％）、実験結果のまとめ方（20％）、英語文
献の理解度と発表方法（50％）で評価する。実験ノートに必要な項目
が整理されて記載されているか、研究背景を踏まえて得られた結果を
適切に解釈することができるか、英語文献の内容を理解し要点をまと
めて他の人にうまく説明できるかどうかを判断の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

英語訓練用テキスト
1. Molecular Biology of The Cell (Garland Science, ISBN: 978-0815344643)
2. Nucleic Acids: Structures, Properties, and Functions　(University Science
Books, ISBN: 0-935702-49-0)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストを使って予習（2時間）および復習（2時間）を行うこと。文
献紹介に際しては、研究と関連する文献の検索（0.5時間）、文献の事
前読み込み（2時間）と事後の読み直し（2時間）をしっかりと行うこ
と。文献を読む際は、表面的な理解ではなく、引用文献を読む等し
て、記載されている内容について深く理解すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　生命科学研究における研究の目的
２　研究倫理に関する講習
３　研究方法の概説
４　研究テーマの設定
５　研究テーマの背景と文献
６　実験の方法(1) 計画
７　実験の方法(2) 研究ノートの利用法
８　実験の方法(3) 研究ノートの管理
９　実験の方法(4) 結果のまとめ方
10　実験の方法(5) 効果的な図表作成法
11　実験の方法(6) 結果の整理と報告
12　実験の方法(7) 文献との比較
13　実験の方法(8) 効果的な議論の方法
14　実験の方法(9) バックアッププラン
15　文献調査の意義
16　文献調査の方法
17　適切な論文の選び方
18　英文文献の読み方(1) Abstract
19　英文文献の読み方(2) Introduction
20　英文文献の読み方(3) Experiment
21　英文文献の読み方(4) Results and Discussion
22　英文文献の読み方(5) 図表の読み方
23　英文文献の読み方(6) 参考文献
24　英文文献紹介の意義
25　英文文献の紹介方法(1) 要約の方法
26　英文文献の紹介方法(2) 配布資料作成方法
27　英文文献の紹介方法(3) 発表の方法
28　英文文献の紹介方法(4) 議論の方法
29　英文文献の紹介方法(5) 理解の深め方
30　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30045-02機能生物化学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習倉岡　功
◎－－－　授業の概要　－－－◎

DNAは遺伝情報を担う重要な物質であり、生命が正常に営まれるため
には安定にDNAを維持しなければならない。しかしDNAは放射線、紫
外線、化学物質などの外的要因、および細胞の代謝過程で発生する活
性酸素などの内的要因により絶えず損傷を受けている。これらのDNA
損傷は、細胞死や突然変異を誘発し、ひいては老化・がん化等の原因
になる。ヒトを含めた全ての生物はこれらのDNA損傷を修復して遺伝
情報を維持することのできる多様なDNA損傷機構をもっている。
本講究では、生命科学研究を遂行する上で必要とされる基礎的な素養
を身につけるため、実験方法を始め、実験ノートの書き方やデータの
まとめかた、文献の検索方法、英文文献の読み方、文献調査結果のま
とめ方と発表方法などについて学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）遺伝情報維持機構に関する英文を読み、内容を理解できるように
なる。
２）自らの研究内容について平易な英文で著述・口述できるようにな
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表者としての内容理解度とプレゼンテーション（60%）、および聴
衆として積極的に議論に参加しているか（40%）に基づき、総合的に
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献：Molecular biology of the cell (Garland Science)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

発表者は、事前に担当範囲を熟読して理解を深め、他の参加者が理解
しやすい言葉で発表するよう努めること。場合によっては、担当範囲
の内容を補足するための配布資料を準備すること。発表者でなくと
も、学習する範囲には毎週目を通し、予習しておくこと（事前学習９
０分）。さらにその範囲の内容を復習しておくこと（事後学習９０
分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　生命科学研究における研究の目的
２　研究倫理に関する講習
３　研究方法の概説
４　研究テーマの設定
５　研究テーマの背景と文献
６　実験の方法(1) 計画
７　実験の方法(2) 研究ノートの利用法
８　実験の方法(3) 研究ノートの管理
９　実験の方法(4) 結果のまとめ方
10　実験の方法(5) 効果的な図表作成法
11　実験の方法(6) 結果の整理と報告
12　実験の方法(7) 文献との比較
13　実験の方法(8) 効果的な議論の方法
14　実験の方法(9) バックアッププラン
15　文献調査の意義
16　文献調査の方法
17　適切な論文の選び方
18　英文文献の読み方(1) Abstract
19　英文文献の読み方(2) Introduction
20　英文文献の読み方(3) Experiment
21　英文文献の読み方(4) Results and Discussion
22　英文文献の読み方(5) 図表の読み方
23　英文文献の読み方(6) 参考文献
24　英文文献紹介の意義
25　英文文献の紹介方法(1) 要約の方法
26　英文文献の紹介方法(2) 配布資料作成方法
27　英文文献の紹介方法(3) 発表の方法
28　英文文献の紹介方法(4) 議論の方法
29　英文文献の紹介方法(5) 理解の深め方
30　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30046-01機能生物化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習福田　将虎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

生物は、ゲノム情報に従ってRNAやタンパク質を合成し、その機能を
使って生体の恒常性を維持している。生体内のRNAは、タンパク質合
成時には情報分子として働いているが、遺伝子発現の調節や化学反応
を触媒する機能を持つRNAも数多く存在する。本講究は、生体内RNA
の化学的・生理的機能の理解を目指し、RNA編集機構及び機能性RNA
の構築に関する研究を行う。本講究では、研究で得られた成果をまと
め、公表する方法を身につけることを目的とし、実験データのまとめ
方と学会発表及び論文発表の方法について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 実験で得られたデータを論理的に解釈し、結論を導くことができ
る。
2. 研究成果を口頭形式またはポスター形式で発表することができる。
3. 研究成果を論文としてまとめることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験データの解釈と結論の導出（60％）、学内もしくは学術集会での
研究成果発表（発表資料の作成：10％、発表：10％）、研究成果に関
する論文の執筆（20％）で評価する。自ら行った実験と得られた結果
から結論を導きだせるかどうか、研究成果発表に用いる発表資料が適
切に作成できるかどうか、またそれをわかりやすく説明できるかどう
か、研究で得られた結論をもとに内容を論文にまとめることができる
かどうかを判断の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1. Molecular Biology of The Cell (Garland Science, ISBN: 978-0815344643)
2. Nucleic Acids: Structures, Properties, and Functions (University Science
Books, ISBN: 0-935702-49-0)
3. 研究と関連する学術論文

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキスト及び学術論文を使って、予習（2時間）および復習（2時間）
を行うこと。また、研究と関連する文献の検索（0.5時間）と文献の読
み込み（2時間）をしっかりと行い、成果のまとめ方について学ぶこ
と。発表資料の作成には専用のソフトウェアを使いますので、必要な
ソフトウェアの使い方にはあらかじめ慣れておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　研究成果の公表について(1) 概説
２　研究成果の公表について(2) 意義
３　研究成果の公表について(3) 方法
４　研究成果の発表(1) 学会発表とは何か
５　研究成果の発表(2) ポスター発表の概要
６　研究成果の発表(3) ポスター発表の方法
７　研究成果の発表(4) ポスターのレイアウト
８　研究成果の発表(5) 目的と背景
９　研究成果の発表(6) 実験と結果
10　研究成果の発表(7) 図表と説明書き
11　研究成果の発表(8) イラストの利用
12　研究成果の発表(9) ポスター発表の練習
13　研究成果の発表(10) 口頭発表の概要
14　研究成果の発表(11) 口頭発表の方法
15　研究成果の発表(12) スライドのレイアウト
16　研究成果の発表(13) 目的と背景
17　研究成果の発表(14) 実験と結果
18　研究成果の発表(15) アニメーションとイラスト
19　研究成果の発表(16) 動画の利用
20　研究成果の発表(17) 発表原稿の作成
21　研究成果の発表(18) 口頭発表の練習
22　論文作成(1) 論文とは何か
23　論文作成(2) 論文執筆の方法
24　論文作成(3) 国際誌への投稿の意義
25　論文作成(4) 著者の定義と投稿規程
26　論文作成(5) 雑誌の分野と論文内容の整合性
27　論文作成(6) ピアレヴューによる査読
28　論文作成(7) 英文論文における時制
29　論文作成(8) 査読結果と改訂稿
30　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30046-02機能生物化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習倉岡　功
◎－－－　授業の概要　－－－◎

DNAは遺伝情報を担う重要な物質であり、生命が正常に営まれるため
には安定にDNAを維持しなければならない。しかしDNAは放射線、紫
外線、化学物質などの外的要因、および細胞の代謝過程で発生する活
性酸素などの内的要因により絶えず損傷を受けている。これらのDNA
損傷は、細胞死や突然変異を誘発し、ひいては老化・がん化等の原因
になる。ヒトを含めた全ての生物はこれらのDNA損傷を修復して遺伝
情報を維持することのできる多様なDNA損傷機構をもっている。
本講究は、遺伝情報維持機構の化学的・生物学的機能を理解すること
を目的として、タンパク質の機能解析及び新規機能性タンパク質の構
築に関する研究を行う。本講究では、研究で得られた成果をまとめ、
公表する方法を身につけることを目的とし、実験データのまとめ方と
学会発表及び論文発表の方法について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）遺伝情報維持機構に関する英文を読み、内容を理解できるように
なる。
２）自らの研究内容について平易な英文で著述・口述できるようにな
る。
３）原著論文の作成に関わるルールを理解できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表者としての内容理解度とプレゼンテーション（60%）、および聴
衆として積極的に議論に参加しているか（40%）に基づき、総合的に
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献：Molecular biology of the cell (Garland Science)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

発表者は、事前に担当範囲を熟読して理解を深め、他の参加者が理解
しやすい言葉で発表するよう努めること。場合によっては、担当範囲
の内容を補足するための配布資料を準備すること。発表者でなくと
も、学習する範囲には毎週目を通し、予習しておくこと（事前学習９
０分）。さらにその範囲の内容を復習しておくこと（事後学習９０
分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　研究成果の公表について(1) 概説
２　研究成果の公表について(2) 意義
３　研究成果の公表について(3) 方法
４　研究成果の発表(1) 学会発表とは何か
５　研究成果の発表(2) ポスター発表の概要
６　研究成果の発表(3) ポスター発表の方法
７　研究成果の発表(4) ポスターのレイアウト
８　研究成果の発表(5) 目的と背景
９　研究成果の発表(6) 実験と結果
10　研究成果の発表(7) 図表と説明書き
11　研究成果の発表(8) イラストの利用
12　研究成果の発表(9) ポスター発表の練習
13　研究成果の発表(10) 口頭発表の概要
14　研究成果の発表(11) 口頭発表の方法
15　研究成果の発表(12) スライドのレイアウト
16　研究成果の発表(13) 目的と背景
17　研究成果の発表(14) 実験と結果
18　研究成果の発表(15) アニメーションとイラスト
19　研究成果の発表(16) 動画の利用
20　研究成果の発表(17) 発表原稿の作成
21　研究成果の発表(18) 口頭発表の練習
22　論文作成(1) 論文とは何か
23　論文作成(2) 論文執筆の方法
24　論文作成(3) 国際誌への投稿の意義
25　論文作成(4) 著者の定義と投稿規程
26　論文作成(5) 雑誌の分野と論文内容の整合性
27　論文作成(6) ピアレヴューによる査読
28　論文作成(7) 英文論文における時制
29　論文作成(8) 査読結果と改訂稿
30　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30145-01機能生物化学特別講義Ⅱ

集中前期 1  1 授業形態:講義倉岡　功
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では、化学的に生体分子を見つめ、そこに働く細胞でのそれぞ
れの役割と働きを通して、いかに生命が緻密にそして頑強に「生き
る」という仕組みを成し遂げるのかを考える。基本的には原理と概念
に重きを置き、そして解析されているその仕組みがどのように明らか
にされてきたかその背景を読み解くことによって、現在の生命科学の
本質を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・生体分子によるゲノム代謝および細胞機能の概要を説明できる。
・分子生物学的手法に基づいた生命機能解析法を説明できる。
・ヒトの分子遺伝学を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業における取組状況を５０％、提出されたレポートの評価を５０％
で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

プリントを準備します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

一般的な生化学や分子生物学を理解しておくことが望ましい（事前学
習９０分および事後学習９０分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．化学と遺伝学
核酸に関しての考察またそこに存在する遺伝情報
２．ゲノムの維持の構造
DNAとRNAの構造、染色体、クロマチン、ヌクレオソーム
の化学的構造とその生化学的意義
３．ゲノムの維持の機能
複製、修復、組換えという細胞の仕組み
４．ゲノムの発現の構造
転写と翻訳そこにあるRNAおよびアミノの化学構造
５．ゲノムの発現の機能
転写と翻訳のしくみと遺伝子暗号の規則
６．ゲノムの調節の構造
遺伝子発現の原理およびエピジェネテックな調節
７．ゲノムの調節の機能
発生および比較ゲノムによる遺伝子の解析
８．まとめ
ヒトにおける化学を基盤とした分子遺伝学への考察



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30044-01機能生物化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験福田　将虎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

機能性核酸分子、特に機能性RNA分子に関する研究テーマに取り組
み、分子設計、合成、機能評価、構造解析の技術を習得すると共に、
得られた結果を科学的に考察し論文としてまとめる。分子設計では、
RNA分子の機能と構造の相関を理解し、目的とする機能を有するRNA
配列を設計する方法を学ぶ。また、化学的及び酵素学的手法による
RNA分子の合成方法、電気泳動やクロマトグラフィーを用いた精製方
法、分光学的手法を用いた定量方法、塩基配列解析による配列確認手
法を学び、望みのRNA分子を合成する技術を習得する。合成したRNA
分子は、機能評価と構造解析を行い、機能発現メカニズムを考察す
る。得られる結果より、RNA分子の持つ機能や生体内での役割につい
ての理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 研究を遂行するための実験計画を立て、それに従って研究を実施で
きる。
2. 正確かつ精密な実験手法を習得し、再現性のある実験データを得る
ことができる。
3. 実験結果を論理的に解釈し、説明・議論することができる。
4. 実験結果をもとに実験計画の改善案を自ら示すことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験計画（10％）、実験技術の習得度（50％）、結果の考察度
（30％）、及び成果発表（10％）をもとに評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究テーマによってテキスト及び参考文献が異なるため、各テーマに
合わせてそれらを適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

生物化学についての学部3年時生までの授業内容を理解していること
に加え、生化学、分子生物学の基礎知識を有していることが望まし
い。事前に、その日に行う実験項目を把握し、実験操作や試薬を実験
ノートに書き出しておく（15分程度）。事後学習では、当日得られた
データの解析及び整理を行い、実験結果に対する考察を実験ノートに
まとめる（15分程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

研究計画立案から始まり、実験及び結果の考察を行い、得
られた実験結果をまとめた成果を発表する。研究を効率的
に実施するために、研究実施状況の報告と得られた結果に
ついての議論を定期的に行いながら研究を進める。内容
は、研究計画立案（～10％）、実験（～50％）、データ整
理と考察（～30％）、成果発表（～10％）である。毎月の
研究実施状況報告会に加え、6月、9月、12月にプレゼン
テーション形式の研究成果報告会を行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30044-02機能生物化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験倉岡　功
◎－－－　授業の概要　－－－◎

DNAは遺伝情報を担う重要な物質であり、生命が正常に営まれるため
には安定にDNAを維持しなければならない。しかしDNAは放射線、紫
外線、化学物質などの外的要因、および細胞の代謝過程で発生する活
性酸素などの内的要因により絶えず損傷を受けている。これらのDNA
損傷は、細胞死や突然変異を誘発し、ひいては老化・がん化等の原因
になる。ヒトを含めた全ての生物はこれらのDNA損傷を修復して遺伝
情報を維持することのできる多様なDNA損傷機構をもっている。
DNAに生じるDNA損傷およびその修復機構に着目し、遺伝子組換え技
術や細胞培養技術を用いて下記の研究を行う。

（１）現在までDNA損傷の解析は、DNAや細菌を用いた実験によって
明らかになっている。より高等な生物種を想定し、生体分子内の新た
なDNA損傷を探索、その新規DNA修復機構を明らかにする。

（２）高発がん及び早老症を呈する色素性乾皮性はヌクレオチド修復
機構を欠損している。この修復機構に関与するタンパク質群のそれぞ
れの機能を明らかにし、その分子機構および制御機構を明らかにす
る。
（３）大腸菌においてEndonuclease V(EndoV)は、DNA修復に重要なタ
ンパク質である。しかし、そのヒト相同性タンパク質はRNA編集に関
与する。ヒトにおけるこのタンパク質の役割を明らかにし、その分子
機構を明らかにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究目的に必要な原著論文を探索し読解できる。
・論文から実験系を構築し、研究を遂行できる。
・研究成果を学会発表および原著論文により発信できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に対する取り組みの積極性（30%）、研究推進能力（20%）、問
題解決能力（20%）、実験結果に対する考察能力（30%）に基づき、
総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

随時指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各自の研究テーマについて、背景・目的・実験方法について、担当教
員と議論し、内容を十分に把握した上で研究に臨むこと。実験結果に
ついては、各自適切なデータ整理を施した上でその意味する内容につ
いて考察し、実験ノートに記録するとともに担当教員および研究室メ
ンバーに報告し議論すること（事前学習９０分および事後学習９０
分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

研究の進捗状況については、学生-担当教員間で随時情報
交換を行なうとともに、下記に示す定期的な報告会におい
て実験結果の解釈・実験方法などについて相互討論を行な
う。得られた研究結果は、学会発表・雑誌への投稿により
公表する。

① 週間報告会（週1回）
研究の短期的な進捗状況について、データを実験ノートお
よび必要に応じてPowerPointの映写により示し、実験の経
過と結果および今後の計画について担当教員および関連の
ある研究メンバーと討論する。

② 中間報告会（6月・9月・12月に各1回）
研究の中期的な進捗状況についてA3紙1枚程度のレジュメ
にまとめ、必要に応じて実験データをPowerPointの映写に
より示しながら15分程度で報告する。報告内容について研
究室メンバーで検討し、結果の解釈や今後の実験計画につ
いて議論する。

１～１５週
機能生物化学特別実験１
生物化学実験の習得
予備実験、実験立案、情報収集、検討、打ち合わせなど

１６～３０週
機能生物化学特別実験２
生物化学実験の実行
実験、実験結果の考察、実験計画の再検討、学会発表など

３１～４５週
機能生物化学特別実験３
生物化学実験のまとめ
実験、実験結果の考察、学会発表、論文作成など

４６～６０週
機能生物化学特別実験４
実験結果のまとめ
実験結果の考察、原著論文作成、修士論文の作成など



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30131-01機能生物化学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義倉岡　功
◎－－－　授業の概要　－－－◎

DNAは遺伝情報を担う重要な物質であり、生命が正常に営まれるため
には安定にDNAを維持しなければならない。しかしDNAは放射線、紫
外線、化学物質などの外的要因、および細胞の代謝過程で発生する活
性酸素などの内的要因により絶えず損傷を受けている。これらのDNA
損傷は、細胞内のDNA代謝に大きな障害を与え、細胞死や突然変異を
誘発し、ひいては老化・がん化の原因となる。ヒトを含めた全ての生
物はこれらのDNA損傷を修復して遺伝情報を維持することのできる多
様な遺伝情報維持機構をもっている。本講義では遺伝情報維持機構を
題材に，ヒトにおける複製、修復、組換え、転写、翻訳などの現象に
ついて，比較的簡単な英語教科書を用いて、ゼミ形式で学習する。遺
伝情報維持機構に関わる損傷および修復機構について予習内容をもと
に発表し，上記を含めたさまざまな生体内の分子機構について理解を
深める。また、生物系の専門用語を英語で理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・複製、修復、組換え、転写、翻訳という代表的な遺伝情報の流れに
まつわる他のさまざまな分子機構について，各々の意義を理解し説明
できる。
・生物系の専門用語を英語で理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講状況（15%）、講義時間中に行う発表の内容（25%）、専門的な
英文の理解度（10%）、最終回に実施する理解度把握テストの結果
（50%）に基づき、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

以下の電子教科書を使用します。
Volume 1 - Cell Biology and Genetics 14th Edition
Cecie Starr | Ralph Taggart | Christine Evers | Lisa Starr
ISBN-13: 9781305251243 | ISBN-10: 1305251245
電子版であるため、講義内で販売されるものを使用する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義の予習を確実に行うこと（事前学習９０分）。また、講義前には
当日の授業内容に目を通しておく。講義終了後は、講義内容を復習し
て、次回の小テストに備える（事後学習９０分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　基本的な生化学および分子生物学の知識をもつ学生を対
象とした講義が実施される。初回に各回の発表者を割り当
てるので，各自担当範囲について予習および発表準備（配
布資料やパワーポイントを含む）をして授業に臨むこと。
また基本的に、電子教科書を用い、生物系の専門用語を英
語で学ぶ。

Contents

1. Invitation to Biology.
2. Life's Chemical Bases.
3. Molecules of Life.
4. Cell Structure.
5. Ground Rules of Metabolism.
6. Where it Starts̶Photosynthesis.
7. How Cells Release Chemical Energy.
UNIT II: GENETICS.
8. DNA Structure and Function.
9. From DNA to Protein.
10. Control of Gene Expression.
11. How Cells Reproduce.
12. Meiosis and Sexual Reproduction.
13. Observing Patterns in Inherited Traits.
14. Chromosomes and Human Inheritance.
15. Studying and Manipulating Genomes.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30133-01機能生物化学特論Ⅲ

後期 2  1 授業形態:講義福田　将虎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

核酸やタンパク質を代表とする生体高分子は、生物が生きていく上で
欠かすことができない重要な役割を生体内で担っている。中でもタン
パク質は、それぞれが固有の立体構造を形成し、特定の分子に対して
選択的に相互作用しながら化学反応を触媒する機能や、反応で得られ
た化学エネルギーを用いて構造変化を誘起し、力学的エネルギーを生
み出すなど、多種多様な機能をもっている。一方で、核酸分子である
RNAもまたタンパク質と同様に、塩基対形成をはじめとする相互作用
を通して立体構造を形成し、生体内で特有の機能を発現している。こ
のように、複雑な生命現象はこれら生体分子の実に様々な機能によっ
て支えられている。つまり、タンパク質やRNAの性質及び機能発現の
原理を学ぶことで、生体内で行われる重要なプロセスを化学的に理解
することができる。また現在までに、これらタンパク質やRNAの化学
的性質を巧みに利用し、生体内で目的とする機能を発揮する有用な人
工分子が数多く設計・構築されている。本講義では、生体分子の構造
及び機能について学び、タンパク質と核酸分子を基盤とした人工機能
性分子の設計原理と構築方法について紹介する。また、機能性生体分
子の実応用に向けての取り組みや、実際の応用技術について最新の科
学技術トピックスを交えて議論する。本講義では、化学的な視点から
生体分子の構造と機能について理解し、さらに目的とする機能を持つ
生体分子の設計原理と構築方法を自ら考えることができるようになる
ことを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. タンパク質と核酸の化学的性質を理解している。
2. 機能生生体分子の構築について、いくつかの原理とその方法を理解
している。
3. 生体分子の特徴を利用した機能性分子を自ら設計することができ
る。
4. 実際に使われている機能性生体分子について、化学的な視点からそ
の構造や機能を理解するようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講状況（20%）、講義中に行う発表の内容（25%）、及び、機能性
生体分子に関する理解度把握テストの結果（55%）に基づき、総合的
に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講義内容に合わせて適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

生物化学についての学部3年時生までの授業内容を理解していること
に加え、生化学、分子生物学の基礎知識を有していることが望まし
い。
各講義終了前に必ず次回の内容について簡単に説明するので、書籍や
インターネットを用いて自ら資料を収集し、予習を行うこと（30分程
度）。また、講義内容の復習は確実に行うこと（30分程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　はじめに
２　生体分子（核酸, タンパク質）の基礎
３　分子設計とライブラリー法
４　タンパク質分子を基盤とした人工機能性分子
　　（人工リセプター）
５　タンパク質分子を基盤とした人工機能性分子
　　（バイオセンサー）
６　タンパク質分子を基盤とした人工機能性分子
　　（抗体）
７　タンパク質分子を基盤とした人工機能性分子
　　（生理活性ペプチド）
８　核酸分子を基盤とした人工機能性分子
　　（アプタマー）
９　核酸分子を基盤とした人工機能性分子
　　（蛍光センサー）
10　核酸分子を基盤とした人工機能性分子
　　（siRNA, miRNA）
11　核酸分子を基盤とした人工機能性分子
　　（リボザイム）
12　核酸-タンパク質複合体を基盤とした人工機能性分子
13　人工機能性生体分子の応用例　その①
14　人工機能性生体分子の応用例　その②
15　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30025-02構造物理化学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習仁部　芳則
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　量子論によると分子の状態は波動関数で表される。波動関数は対応
するエネルギー準位構造をもつため、分子のエネルギー準位構造を知
ることによって、我々は波動関数について知ることができる。分子の
すべての性質はこの波動関数を知れば求めることが可能である。実験
的にエネルギー準位を求める方法として、分子が吸収放出する光のエ
ネルギ―を観測する方法があり、分子分光法とよばれる。近年レー
ザー光の発達により分子のエネルギー構造を詳細に得ることができる
レーザー分子分光法がよく用いられるようになった。気相中の分子は
固体や液体等の凝集相の場合と異なり周囲からの影響を全く受けない
ため、分子単体が本来もっている性質を表しており、分子に対する
シュレーディンガー方程式の解と直接比べることが可能である。実
際、実験的にエネルギー準位構造を求めるためにはスペクトル構造の
単純な極低温状態が望ましい。つまり、極低温の気体状態を達成する
ことは分子の詳細なエネルギー準位を求めるための有効な方法であ
る。しかし、通常、分子を気体にするためには温度を上げる必要ある
ため、極低温気体は相反する条件である。この困難を克服する方法と
して超音速ジェット法がある。この方法は、真空中にノズルに空けた
小さな穴から気体分子を瞬間的に噴出することによって達成される。
しかし、この状態は分子の密度が非常に希薄であるため、分光を行う
ためには感度の高い方法が必要とされる。
この講究において、実験で使用する極低温気体の発生法およびレー
ザー分光により電子遷移を観測する手法を学ぶ。特に、電子遷移を効
率よく観測できる方法を学ぶ。
　以上の項目に関連する分野の教科書、英文で書かれた論文、学会発
表の要旨等を輪読して議論することによって専門知識を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究を遂行するにあたっての一般的な事項を理解し、極低温気体の電
子スペクトルをレーザー分光の手法を用いて行うための基礎的な内容
を学ぶ。
１）研究の意義を理解し、研究倫理を守りながら研究を推進できる。
２）自分の研究に関する英語の文献を理解できる。
３）真空装置の構造を理解し、安全に極低温気体の発生させる事がで
きる。
４）色素レーザーの発振原理を理解し、効率よくレーザーを発振させ
ることができる。
５）紫外レーザー光を発振させ、波長掃引して極低温気体分子の電子
遷移を観測できる。
６）2台の紫外レーザーを用いた二重共鳴分光法を行うことができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講究への取り組み方、態度について50％、議論や報告の内容の充実度
に対して50％で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜プリント・教科書・英語論文等を使用する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に90分程度各項目に関する事を、英語または日本語で書かれた教
科書、論文等で調査しておく。特に安全性にかかわることについては
見落としが無いようにしておく。事後に、90分程度学んだ事項に関す
る復習を行う。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

下記に記す項目に関する教科書、論文等を輪読し、その内
容を議論する。さらに、自分の実験に関して報告を行いそ
の結果について議論する。

　研究を始めるにあたって
1.   研究倫理について
2.   研究テーマの設定
3.   研究計画の立案
4.　 研究遂行に関する情報の収集

　極低温気体の発生
5．　極低温気体の発生原理
6.　 実験に使用する真空の達成するための装置
7.　 真空装置を扱う際の安全上の注意
8.   真空装置の取り扱い法
9. 　気体分子単体の極低温気体の発生法
10.  極低温気体の条件の最適化法
11.  分子間クラスターの発生法

　レーザー機器の取り扱い法
12.　レーザーを取り扱う際の注意事項
13.　色素レーザーの発振原理
14.  色素レーザーの効率よい発振方法
15.　紫外レーザーの発生原理
16.　紫外レーザー祖効率よく発振させる方法

　電子スペクトルの観測法
17.  レーザー誘起蛍光法（LIF法）の測定原理
18.  色素レーザーの掃引法
19.  色素レーザーの波長更正法
20.　分散蛍光(DF法）の測定原理
21.　LIF法による電子スペクトルの観測
22.　DF法による電子遷移の観測
23.　共鳴多光子イオン化法（MPI法）の原理
24.　MPI法による質量選別法
25.　MPIスペクトルによる電子遷移の観測
26.　MPI法とLIF法のスペクトルの相違

　紫外―紫外二重共鳴分光法
27.　電子遷移を利用した二重共鳴法の原理
28.　蛍光測定による紫外-紫外二重共鳴スペクトルの観測
29.　MPI測定による紫外―紫外二重共鳴スペクトルの観測
　
30.  電子スペクトル測定の総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30025-03構造物理化学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習勝本　之晶
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　自然科学は，自然に属する様々な対象を取り扱いその法則性を明ら
かにする学問である．物理化学は特に，化学に関わる現象を物理の知
識を使って理解することを目的とする．本講究では，研究を進めるた
めの実験方法，データのまとめかた，文献調査の方法，英文文献の読
み方，文献調査結果のまとめ方，調査結果の発表方法などを学ぶ．
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 物理化学研究を行うための実験計画を立てることができる．
(2) 研究の背景や過去の研究例を調べるための適切な方法を説明でき
る．
(3) 科学技術英語を修得し，研究に関する情報を英語文献から得ること
ができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験ノートの取り方30%，実験結果のまとめ方20%，英語文献の紹介
50%で評価する．実験ノートが分かりやすく整理されているか，実権
結果を人に分かりやすく伝えられるか，文献紹介の結果を適切にまと
め他人と共有できるかどうかを判断の基準とする．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

英語訓練用テキスト：P. Atkins and J de Paula, Elements of Physical
Chemistry (Oxford Univ. Press, 2009)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストを読んで予習（２時間）および復習（2時間）を行うこと．
文献紹介の場合も、紹介文献の事前読み込み（２時間）および事後の
読み直し（2時間）を行う．文献紹介では表面的な理解ではなく，書
いてある内容について理解を掘り下げておくこと．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１． 自然科学における研究の目的
２． 研究倫理に関する講習
３． 研究方法の概説
４． 研究テーマの設定
５． 研究テーマの背景と文献
６． 実験の方法(1) 計画
７． 実験の方法(2) 研究ノートの利用法
８． 実験の方法(3) 研究ノートの管理
９． 実験の方法(4) 結果のまとめ方
１０． 実験の方法(5) 効果的な図表作成法
１１． 実験の方法(6) 結果の整理と報告
１２． 実験の方法(7) 文献との比較
１３． 実験の方法(8) 効果的な議論の方法
１４． 実験の方法(9) バックアッププラン
１５． 文献調査の意義
１６． 文献調査の方法
１７． 適切な論文の選び方
１８． 英文文献の読み方(1) Abstruct
１９． 英文文献の読み方(2) Introduction
２０． 英文文献の読み方(3) Experiment
２１． 英文文献の読み方(4) Results and Discussion
２２． 英文文献の読み方(5) 図表の読み方
２３． 英文文献の読み方(6) 参考文献
２４． 英文文献紹介の意義
２５． 英文文献の紹介方法(1) 要約の方法
２６． 英文文献の紹介方法(2) 配布資料作成方法
２７． 英文文献の紹介方法(3) 発表の方法
２８． 英文文献の紹介方法(4) 議論の方法
２９． 英文文献の紹介方法(5) 理解の深め方
３０． まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30026-02構造物理化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習仁部　芳則
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　構造物理化学講究Ⅰにおいて、極低温気体の電子遷移を実験的に観
測する手法を学んだ。引き続き、観測した電子遷移を利用して振動準
位を観測する赤外スペクトルの測定手法を学ぶ。赤外スペクトルは分
子のもつ原子間の結合の強弱に関する情報を得ることができる。最初
に振動に関する基礎的な理解をした上で、非調和性が実際に観測され
るスペクトルのバンド構造にどのような影響を与えるかを学ぶ。
次に、分子間クラスターを形成する際の振動数変化から、クラスター
の分子間相互作用について学ぶ。分子間のクラスターを形成する際、
分子は特定の原子間の結合を通じて相互作用を行う。この際、どの原
子または原子団が相互作用を行うか求めるために、クラスターを形成
した際の相互作用の大きさを振動スペクトルの解析から得る。その
際、分子間クラスターの分子軌道計算を行う事により、理論計算で得
られた結果と、実験で得られた赤外吸収スペクトルを比べることが必
要不可欠である。理論計算を理解するためには分子軌道計算の基礎的
な事項を充分理解しておく必要があり、分子軌道計算に関する基礎的
事項も学ぶ。最後に、理論と計算を比較することによって、得られた
実験結果から分子間の相互作用に関する知見を得る方法を学ぶ。
　授業計画に記述した項目に関連する教科書、論文、学会発表の要旨
等を輪読して、お互い議論することによって専門知識を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

極低温気体の電子、振動スペクトルを観測し、理理論計算を通じて、
分子間の相互作用に関する情報を得る。

１）振動のエネルギー準位、波動関数について理解する。
２）調和性及び非調和性について理解し、非調和性が振動遷移に与え
る影響について理解できる。
３）紫外―赤外二重共鳴分光法の原理を理解し、極低温気体分子の振
動スペクトルの測定法を理解できる。
４）分子軌道計算の原理について理解し、理論計算を行うことができ
る。
５）実験結果を理論計算を用いて解析できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講究への取り組み方、態度について50％、議論や報告の内容の充実度
に対して50％で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜プリント・教科書・英語論文、学会の講演要旨等を使用する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に90分程度、各授業項目について予習をしておく。事後に、必ず
学んだことに関して90分程度復習し理解を深める。。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

下記に記す項目に関する教科書、論文等を輪読し、その内
容を議論する。さらに、自分の実験に関して報告を行いそ
の結果について議論する。

振動の量子論
1.   振動の古典論
2.   振動の運動エネルギー及びポテンシャルエネルギー
3.   振動の量子論（振動運動のシュレーディンガー方程
式）
4.   調和振動子の波動関数
5.   調和振動子のエネルギー準位
6.   振動の非調和性
7.   振動の非調和性とスペクトル構造

　蛍光検出による赤外吸収スペクトル（FDIR）の観測法
8.   赤外レーザーの発生法
9.   赤外レーザー照射による基底状態における状態数変化
10.  基底状態の状態数変化の紫外レーザーによる検出
11.  赤外―紫外二重共鳴法の原理
12.  赤外―紫外二重共鳴分光法による振動スペクトルの観
測
13.  分子クラスターの赤外吸収スペクトルの測定
14.  赤外光の波長校正の方法

量子化学計算による実験結果の解析
15.  量子化学計算の基礎
16.  LCAO－MO法と変分法
17.  ハートリーフォック法
18.  量子化学計算における基底関数
19　 電子相関を取り入れた分子軌道計算
20.  構造最適化の方法
21.  安定構造の妥当性と最安定構造の決定
22.  最安定構造における振動数計算
23.  非調和性を含んだ振動数計算
24. クラスターの分子軌道計算
25.  BSSE法によるクラスターの結合エネルギーの決定
26.  クラスターの最安定構造の決定
27.  TD-DFT法によるクラスターの電子遷移の解析
28.  クラスターの電子遷移の分子軌道計算による解析
29.  振動スペクトルの分子軌道計算による解析
30.  実験結果と理論計算による、実験結果の総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30026-03構造物理化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習勝本　之晶
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　自然科学研究で得られた結果については，適切な方法で得られたも
のかどうか，十分な新規性があるか，結論は妥当であるか，どのよう
な課題が残されているか，などを検討する必要がある．これは通常，
学会などでの発表を通じ自然科学研究者同士で行われる．このとき，
結果や議論の内容が適切な方法で公表されていなかったら，その価値
を大きく損なうことになりかねない．本講究では，研究を公表するこ
との意義と，主な公表の方法について学ぶ．

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1）研究によって得られた結果を，ポスターとして公表できる．
(2）研究によ って得られた結果を，口頭講演として公表できる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

作成資料および模擬発表をそれぞれ50%として評価する．研究背景が
調査できているか，実験方法の適切な説明ができたか，研究結果を的
確にまとめられるか，議論を建設的に進められるかを評価の対象とす
る．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考テキスト：P. Atkins and J de Paula, Elements of Physical Chemistry
(Oxford Univ. Press, 2009)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストを読んで予習（2時間）および復習（2時間）を行うこと．文
献紹介の場合も、紹介文献の事前読み込み（2時間）および事後の読
み直し（2時間）を行う．模擬発表では，発表内容の表面的な理解で
はなく，書いてある内容について理解を掘り下げておくこと．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 研究を公表するために（1）概説
2. 研究を公表するために（2）意義
3. 研究を公表するために（3）方法
4. 学会発表（1）学会発表とは何か
5. 学会発表（2）ポスター発表の概要
6. 学会発表（3）ポスター発表の方法
7. 学会発表（4）ポスターのレイアウト
8. 学会発表（5）目的と背景
9. 学会発表（6）実験と結果
l0. 学会発表（7）図表と説明書き
11. 学会発表（8）イラストの利用
12. 学会発表（9）ポスター発表の練習
13. 学会発表（10）口頭発表の概要
14. 学会発表（11）口頭発表の方法
15. 学会発表（12）スライドのレイアウト
16. 学会発表（13）目的と背景
17. 学会発表（14）実験と結果
18. 学会発表（15）アニメーションとイラスト
19. 学会発表（16）動画の利用
20. 学会発表（17）発表原稿の作成
21. 学会発表（18）口頭発表の練習
22. 論文発表（1）論文とは何か
23. 論文発表（2）論文執筆の方法
24. 論文発表（3）国際誌への投稿の意義
25. 論文発表（4）著者の定義と投稿規程
26. 論文発表（5）雑誌の分野と論文内容の整
合性
27. 論文発表（6）ピアレヴューによる査読
28. 論文発表（7）英文論文における時制
29. 論文発表（8）査読結果と改訂稿
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30141-01構造物理化学特別講義Ⅱ

集中後期 1  1 授業形態:講義井口　佳哉
◎－－－　授業の概要　－－－◎

構造物理化学特別講義IIでは，孤立気相状態にある分子の分光学につ
いて学ぶ。この系では他の分子からの相互作用がないため，そのスペ
クトルには分子固有の性質が明瞭に現れる。この授業により，これま
での量子化学で学んだ事柄と分子分光学によって得られる情報との間
の関連について学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

最初に，分子の電子・振動・回転状態についての知識を整理する。ま
た，最新の分子分光学を理解するための基礎知識（摂動法，群論や，
測定手法など）について理解する。これらの知識に基づいて，分子分
光学により明らかとなる分子の性質について説明できる様になる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義の受講態度（積極性）（50％）およびレポート提出（50％）によ
り成績評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

授業は板書，パワーポイントで行う。講義中，適宜プリント等を配布
する。
参考書：光と分子（岩波書店），分子構造の決定（岩波書店），大学
院講義物理化学I. 量子化学と分子分光学（東京化学同人）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前学習
これまでに学んでいる量子化学の基本的知識の復習
・事後学習
最新の分光研究の論文を読み（おおよそ3時間），これを理解する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.分子分光学について（分子の電子・振動・回転状態の概
要と，分光法の紹介）
2.分子の電子状態：多原子分子の分子軌道と電子状態
3.分子の振動状態：多原子分子の基準振動
4.分子のスペクトルと分子構造：断熱近似
5.分子のスペクトルと分子構造：振動構造とフランクコン
ドン因子
6.分子のスペクトルと分子構造：禁制遷移と振電相互作用
7.最新の分子分光学を理解するI
8.最新の分子分光学を理解するII



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30024-02構造物理化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験仁部　芳則
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　極低温状態における分子間クラスターは溶媒和の基本的なモデルと
考えられ、ミクロの立場から溶媒和を研究するために適した系であ
る。このようなクラスターを観測する手法として、超音速ジェット法
と波長可変の紫外・可視・赤外光領域のレーザー光を使用するレー
ザー分子分光法は優れた実験手法である。超音速ジェット法により、
分子間に働く水素結合やファンデアワールス結合等の分子間力によっ
て結びついたクラスターを、極低温の気体状態において生成させ、
レーザー光によって観測する。クラスター形成によって得られる電子
スペクトルや振動スペクトルの変化を観測し、理論計算を併用するこ
とによって、これらの分子クラスターの構造及び分子間相互作用につ
いて微視的な立場から研究する。この結果を使って凝集相における分
子間相互作用の解明を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）ナノ秒の波長可変レーザー光による分子分光法について説明でき
る
２）可視光から紫外光への変換法を理解する。
３）赤外レーザーの発生法を理解し、紫外光と赤外光のレーザーを
使った二重共鳴の実験を遂行できる。
４）分子軌道計算を行い、理論計算によって電子スペクトル、振動構
造、クラスター構造を解析できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験への取り組み状況（60%）、実験に関する文献調査等の取組状況
（20%）、実験結果から得られた考察（20%）を基に評価する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

量子化学に関連する事項について十分復習しておく。
事前に実験の内容に関して、90分程度予習をしておく。特に、実験が
安全に行えるよう、実験操作について充分理解しておく。実験後に、
90分程度の時間で、実験結果及び解析結果をまとめる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　各自で測定装置の使用時間を調整し、効率よく実験を行
う。スペクトル測定の後、実験結果について報告する。得
られたスペクトル測定に対して理論計算を行い、実験で得
られたスペクトルの各ピークの意味について解析し報告す
る。
年2回程度、実験結果をまとめて研究室全員の前で中間報
告を行い、次の実験計画を立てる。研究内容は適宜学会で
発表する。最終的な研究結果は修士論文発表会において発
表し、修士論文にまとめる。研究成果は適宜専門誌に投稿
する。
中間報告等については、パワーポイント等のプレゼンテー
ションソフトを使用する。

授業計画
 1～4  超音速ジェット法とレーザー分光法を使
　　　　用しての実験
 5～7  実験結果の解析
 8～12 対象分子に対する分子軌道計算
13～15 実験結果の分子軌道計算による解析　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30024-03構造物理化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験勝本　之晶
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　高分子溶液物性に関する研究テーマに取り組み，有機合成，物性測
定，計算科学に関する技術を修得するとともに，得られた結果を科学
的に考察し論文としてまとめる．有機合成ではおもに，合成高分子の
モノマー，標識化合物の合成や精密重合に取り組む．溶液の物性測定
では，曇点測定，光散乱測定，表面張力，分光測定，熱測定などを行
う．計算科学では，分子軌道法や分子動力学計算に取り組む．

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 研究を遂行するための実験計画，実験の実施ができる．
(2) 実験結果を適切にまとめ，議論することができる．
(3) 実権結果をもとに計画の改善案を講じることができる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験技術の習得度(50%)，結果の考察度(50%)をもとに評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テーマによってテキストおよび参考文献は異なる．テーマが決まり次
第，それらを紹介する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

化学熱力学，量子化学についての学部3年生までの授業内容を修得し
ていることが望ましい．事前学習では，当日の作業予定分かり易いよ
うにを実験ノートに書き出しておく（15分程度），事後学習では，当
日得られたデータの解析および実験結果の考察を行い，実験ノートに
まとめる（15分程度）．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

研究を効率よく実施していくために，各自が計画に対する
実施状況を自己管理しながら研究を進める．60週の内容
は，研究計画立案（～10%），実験（～50%），データの
整理と考察（～30%），発表（～10%）である．また，毎
月研究進捗発表会を開催する．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30125-01構造物理化学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義仁部　芳則
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　近年、急速なコンピュータの発達によって、これまで実験が中心で
あった化学の研究において、量子論に基づく理論的な解析を行う事に
よってより理解が深まった。中にはこれまで化学の常識と考えられて
いた説明が覆された例もある。分子軌道計算に代表される量子化学的
な計算は、従来、理論を専門とする研究者が主に行ってきたが、現在
では実験を主とする研究者も積極的に計算を行い、より深く実験結果
を考察することが可能となった。特に、気相状態の分子の振動数計算
については、分子軌道計算による解析が非常に重要となっている。
　この授業では、量子化学の基礎的な考え方を概観し、分子軌道計算
を行うための基礎的な事項を理解する。その後、現在、最も多くの化
学者が使用しているソフトウェアであるガウシアンプログラムを使用
して、分子軌道計算の方法を学ぶ。まず、計算に必要な入力法を学
び、出力された結果の解釈法を理解する。次に、実際計算を行うこと
によって初期構造から分子の安定構造を求め、得られた構造に対して
振動数計算を行う。得られた計算結果と赤外やラマンスペクトル等の
実験結果を比較し、実験結果を解析する手法を学ぶ。構造最適化を行
う際、初期構造を適切に選ばないと、虚数の振動数を与えることがし
ばしばみられるが、この虚数の振動数の意味を理解し、遷移状態との
関係を学習する。特に、化学の実験においては電子スペクトル、振動
スペクトル、NMRスペクトル等の観測手法がよく用いられるので、主
にこれらの実験手法に対する計算方法について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）分子軌道計算のプログラムであるガウシアン09の入力ファイルの
作成法を理解し、分子軌道計算ができる。
２）構造最適化の意味を理解し、分子の安定構造を得ることができ
る。
３）振動数計算を行い事で、得られた構造が妥当であるか判断でき
る。
４）振動数計算を行うことで、実際の振動スペクトルの帰属ができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義への取り組み状況（40％）、内容の理解度（40%）、レポート
の内容(20%)を基に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

マッカーリーサイモン著　物理化学（上）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　学部において学んだ量子化学関係の授業を十分復習しておくことが
望ましい。授業の前に、90分程度授業内容に関することを予習し、授
業後にも必ず90分程度復習をする。途中、演習としていくつかの分子
に対する計算を課すので、自分でデータを入力を行い計算を行い、そ
の結果を次の時間に報告する。
もし、持ち運びの容易なパソコンを所有していれば授業において、実
際に使いながら計算を行うので効率が良い。もし、そのようなパソコ
ンをもっていない場合は、研究室にあるパソコンにガウシアンのソフ
トをインストールしておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1  量子論の基礎
　演算子、波動関数、完全系、変分法、水素様原子の波動
関数
2  多電子原子の波動関数とパウリの排他原理
　ヘリウム原子の波動関数、独立電子近似、パウリの排他
原理、スレーター行列式
3  分子軌道法
　LCAO－MO法、ヒュッケルMO法、ab-initioMO法
4  基底関数の種類と計算精度
　スレーター型原子軌道、ガウス型原子軌道、基底関数の
種類
5  ハートリーフォック法
　パウリの排他原理、多電子を含む系の波動関数
6  電子相関
　ハートリーフォック法と電子相関、密度汎関数法
7  ガウシアンによる分子軌道の計算
　計算に必要な入力データ、計算結果の解釈
8  分子構造の入力法
　デカルト座標、Zマトリックス
9　構造最適化
　初期構造、構造最適化
10 振動数計算
　実験値との比較、非調和性、振動スペクトル
11 分子軌道の解釈
　分子軌道の形、分子軌道のエネルギー、超共役
12 構造最適化と遷移状態
　虚数の振動数、鞍点、遷移状態
13 NMRスペクトルの計算
　核スピン、遮蔽定数、NMRスペクトル
14 電子励起状態の計算法
　TD-DFT法、電子遷移
15 まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30127-01構造物理化学特論Ⅲ

後期 2  1 授業形態:講義祢宜田　啓史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

原子や分子のミクロな性質は量子力学で、その集合体であるマクロな
物質の性質は熱力学で把握することができる。これら二つの力学は学
部で量子化学および物理化学で習ってきたが、それだけでは不十分
で。ミクロな性質がどのようにマクロな性質に結びつくかを知るには
統計力学が必要となる。量子力学から求められる原子分子のエネル
ギーを用い、統計力学を使って、その集合体である物質の熱力学的性
質を導く。本講義では、まず統計力学の考え方を説明し、具体的に、
理想気体、熱輻射、固体の振動などへの応用を考える。テキストとし
ては、Atkinsの"Physical Chemistry"を使い、英語で書かれたものを読み
取る力も養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物質の理論的な理解は、ミクロな世界を扱う量子力学、ミクロとマク
ロな世界をつなぐ統計力学、マクロな世界を扱う熱力学で可能になる
ことを知る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎週の講義への取り組み具合(50%)、期末に提出するレポートの内容
(50%)を基に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

P. Atkins and J. de Paula, Physical Chemistry (Oxford University Press,
2002).

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義時間(1時間半)程度は、毎回復習するようにすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.  分配関数と熱力学量の関係
2.  配置と場合の数
3.  分子分配関数
4.  内部エネルギー
5.  エントロピー
6.  カノニカル集団 (集合)
7.  カノニカル分配関数と熱力学量
8.  カノニカル分配関数と分子分配関数の関係
9.  分配関数と熱力学量の基本的な関係
　  異なる運動モードの分子分配関数への寄与
10. 並進運動の寄与
11. 回転運動の寄与: 回転運動のエネルギー
12. 回転運動の寄与: 対称と非対称の回転子
13. オルソ水素とパラ水素
14. 振動運動の寄与: 振動運動のエネルギー
15. 振動運動の寄与: H2O



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30055-01ナノ化学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習川田　知
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　金属錯体に関する以下の事項について学び、修士論文作成の基礎を
固める。
１．金属錯体の研究方法
２．金属錯体の電子状態理論
３．金属錯体の電子状態解析法
４．金属錯体の構造解析法
５．金属錯体の同定法
６．金属錯体の合成法
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．研究テーマを設定できるようになる。
２．研究テーマを広い視野から検討し、課題設定、実験計画、実験方
法、解析方法を立案・実行できるようになる。
３．得られた実験結果を論理的にまとめて考察し、研究テーマを解決
できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日常の研究態度(20%)、授業に対する取り組み(50%)，内容の理解度
(30%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

配布資料、専門文献

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

1回の講究あたり、事前および事後学習を合わせて4時間は行い、理解
を深めること。
準備学習：最新の文献を調査するとともに、常に自分の研究データと
比較検討できるようにしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 金属錯体の研究方法(先行研究の調査法)
2. 金属錯体の研究方法（研究情報の収集）
3. 金属錯体の研究方法（実験計画の立案）
4. 金属錯体の研究方法（データ解析法の確立）
5. 金属錯体の研究方法（合成法の確立）
6. 金属錯体の研究方法（実験結果の評価と考察）
7. 金属錯体の研究方法（研究テーマの設定）
8. 金属錯体の電子状態理論（量子化学的背景）
9. 金属錯体の電子状態理論（弱結晶場近似）
10. 金属錯体の電子状態理論（強結晶場近似）
11. 金属錯体の電子状態理論（理論計算）
12. 金属錯体の電子状態解析（電子スペクトル）
13. 金属錯体の電子状態解析（赤外吸収スペクトル）
14. 金属錯体の電子状態解析（ラマンスペクトル）
15. 金属錯体の電子状態解析（蛍光スペクトル）
16. 金属錯体の電子状態解析（ESR）
17. 金属錯体の電子状態解析（メスバウアー分光法）
18. 金属錯体の電子状態解析（磁化率）
19. 金属錯体の電子状態解析（電気化学）
20. 金属錯体の構造解析（粉末X線回折）
21. 金属錯体の構造解析（単結晶X線回折）
22. 金属錯体の構造解析（X線構造解析）
23. 金属錯体の構造解析（NMR）
24. 金属錯体の構造解析（マススペクトル）
25. 金属錯体の同定（NMR）
26. 金属錯体の同定（蛍光X線スペクトル）
27. 金属錯体の同定（熱分析）
28. 金属錯体の合成（シュレンクテクニック）
29. 金属錯体の合成（水熱合成）
30. 金属錯体の合成（単結晶作成）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30055-02ナノ化学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習林田　修
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　科学の研究では実質的に英語が共通言語になっている。新たに研究
で得られた結果や新しい概念などは英語で書かれた学術論文という形
で発表される。学術論文は専門分野の近い研究者による審査を経てか
ら発表されるので、他の発表手段よりも格段に信頼性が高い。これま
での科学研究の成果は主に英語の学術論文として蓄積されているの
で、英語の学術論文を正しく読めることは、科学の成果を知って利用
するために重要である。本講究では、科学英語を読む力を身につける
ことを目的としている。まずは、科学に関する英文記事、特にナノサ
イエンスや生命分子化学に関連した英文記事を正しく読むことから始
める。その後、ナノサイエンスや生命分子化学に関連した英語の学術
論文を和訳してその概要をわかりやすく解説し、指導教員との議論を
通して科学的な素養を高める。本講究はナノ化学特別実験（修士論文
研究）とも密接に関連している。本講究の受講により、修士論文研究
を遂行する上で必要な科学英語に関する基礎知識が修得しやすくなる
はずである。修士論文研究では新たに得られた成果を国内外の学会な
どで発表することが期待されるが、ポスター発表などにおいて英語表
記での発表が求められることが多い。そのため、実践的な学会発表を
意識した研究成果報告の方法についても取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１． まず、科学に関する英文記事が正しく読むことができる。
２． 次に、辞書なしで英文記事を読むことができる。
３． 最後に、ナノサイエンスや生命分子化学に関連した英語学術
論文を輪番で解説し、実験や研究一般を遂行することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　科学に関する英文記事に関する発表（５０％）と英語学術論文の解
説（５０％）を基にして科学英語を読む力を評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　ナノサイエンスや生命分子化学に関する最新の学術論文を電子
ジャーナルから入手する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　ナノサイエンスや生命分子化学に関する基礎的知識を修得済の者が
望ましい。電子ジャーナルから入手した最新の学術論文について事前
に熟読し、参考文献にも目を通しておくこと。また、授業後には内容
を復習し関連する参考文献を精読して知識の修得に務めること。これ
ら予習と復習にはそれぞれ２時間以上が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

以下の各項目にあげるトピックスを予定している。
1. 科学に関する英文記事：Aggregation
2. 科学に関する英文記事：Host-guest systems
3. 科学に関する英文記事：Molecular devices
4. 科学に関する英文記事：Molecular evolution
5. 科学に関する英文記事：Molecular recognition
6. 科学に関する英文記事：Nanostructures
7. 科学に関する英文記事：Molecular interactions
8. 科学に関する英文記事：Receptors
9. 科学に関する英文記事：Self-assembly
10. 科学に関する英文記事：Supramolecular chemistry
11. 科学に関する英文記事：Allosterism
12. 科学に関する英文記事：Bioinformatics
13. 科学に関する英文記事：Biosensors
14. まとめ: Host-guest chemistry
15. 英語学術論文の解説と議論：Calixarenes
16. 英語学術論文の解説と議論：Carbohydrates
17. 英語学術論文の解説と議論：Cyclodextrins
18. 英語学術論文の解説と議論：Cyclophanes
19. 英語学術論文の解説と議論：Cavitands
20. 英語学術論文の解説と議論：Crown compounds
21. 英語学術論文の解説と議論：Cryptands
22. 英語学術論文の解説と議論：Dendrimers
23. 英語学術論文の解説と議論：Diazo compounds
24. 英語学術論文の解説と議論：Fullerenes
25. 英語学術論文の解説と議論：Macrocycles
26. 英語学術論文の解説と議論：Porphyrinoids
27. 英語学術論文の解説と議論：2016ノーベル化学賞
（Rotaxanes）
28. まとめ: Spramolecular chemistry
29. 研究発表の準備：ポスター発表
30. 研究発表の準備：口頭発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30056-01ナノ化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習川田　知
◎－－－　授業の概要　－－－◎

金属錯体およびナノサイズに集合した金属錯体集積体に関する以下の
事項ついて学び、修士論文作成の基礎を固める。
１．金属錯体の研究方法
２．錯体化学研究のためのプレゼンテーション技術
３．金属錯体集積体の物性・機能
４．金属錯体集積体の合成
５．金属錯体集積体の固体物性
６．総括（修士論文作成について）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．修士論文テーマを広い視野から検討し、課題設定、実験計画、実
験方法、解析方法を立案・実行できるようになる。
２．得られた実験結果を論理的にまとめて考察し、研究テーマを解決
できるようになる。
３．得られた研究成果を学会で発表し、修士論文としてまとめること
ができるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日常の研究態度(20%)、授業に対する取り組み(50%)，内容の理解度
(30%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

研究室（図書館）で購入された最新の専門書、ダウンロードした電子
ジャーナル等を用いる。
資料は必要に応じて配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

1回の講究あたり、事前および事後学習を合わせて4時間は行い、理解
を深めること。
準備学習：最新の文献を調査するとともに、常に自分の研究データと
比較検検討できるようにしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 錯体化学の研究方法（文献検索：電子ジャーナル）
2. 錯体化学の研究方法（文献検索：SciFinder）
3. 錯体化学の研究方法（文献検索：CCDC）
4. 錯体化学の研究方法（文献検索：Web of Science）
5. 錯体化学の研究方法（科学英語）
6. 錯体化学の研究方法（論文作成）
7. 錯体化学の研究方法（投稿論文作成）
8. 錯体化学の研究方法（論文の投稿）
9. 錯体化学研究のためのプレゼンテーション技術（スライ
ド作成）
10. 錯体化学研究のためのプレゼンテーション技術（ポス
ター発表）
11. 錯体化学研究のためのプレゼンテーション技術（口頭
発表）
12. 錯体化学研究のためのプレゼンテーション技術（英語
発表）
13. 錯体化学研究のためのプレゼンテーション技術（ディ
ベート）
14. 金属錯体集積体とは
15. ナノサイズに集合した金属錯体集積体とは
16. 金属錯体集積体の物性・機能
17. 金属錯体集積体に関する最新トピックス
18. 金属錯体集積体の合成(クリスタルエンジニアリング)
19. 金属錯体集積体の合成(MOF)
20. 金属錯体集積体の合成(無機・有機ハイブリッド)
21. 金属錯体集積体の合成(HOF)
22. 金属錯体集積体の固体物性(磁性)
23. 金属錯体集積体の固体物性(伝導性)
24. 金属錯体集積体の固体物性(イオン伝導性)
25. 金属錯体集積体の固体物性(誘電性)
26. 金属錯体集積体の固体物性(吸脱着)
27. 金属錯体集積体の固体物性(光学特性)
28. 金属錯体集積体の固体物性(熱特性)
29. 金属錯体集積体の固体物性(相転移)
30. 総括（修士論文作成について）　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30056-02ナノ化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習林田　修
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　科学の研究では実質的に英語が共通言語になっている。新たに研究
で得られた結果や新しい概念などは英語で書かれた学術論文という形
で発表される。学術論文は専門分野の近い研究者による審査を経てか
ら発表されるので、他の発表手段よりも格段に信頼性が高い。これま
での科学研究の成果は主に英語の学術論文として蓄積されているの
で、英語の学術論文を正しく読めることは、科学の成果を知って利用
するために重要である。本講究では、科学英語を読む力を身につける
ことを目的としている。まずは、科学に関する英文記事、特にナノサ
イエンスや生命分子化学に関連した英文記事を正しく読むことから始
める。その後、ナノサイエンスや生命分子化学に関連した英語の学術
論文を和訳してその概要をわかりやすく解説し、指導教員との議論を
通して科学的な素養を高める。本講究はナノ化学特別実験（修士論文
研究）とも密接に関連している。本講究の受講により、修士論文研究
を遂行する上で必要な科学英語に関する基礎知識が修得しやすくなる
はずである。修士論文研究では新たに得られた成果を国内外の学会な
どで発表することが期待されるが、ポスター発表などにおいて英語表
記での発表が求められることが多い。そのため、実践的な学会発表を
意識した研究成果報告の方法についても取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. まず、最新の科学に関する英文記事が正しく読むことができる。
2. 次に、辞書なしで最新の英文記事を読むことができる。
3. 最後に、先端のナノサイエンスや生命分子化学に関連した英語学術
論文を輪番で解説し、実験や研究一般を遂行することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　科学に関する英文記事に関する発表（50%）と英語学術論文の解説
（50%）を基にして科学英語を読む力を評価する 。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　ナノサイエンスや生命分子化学に関する最新の学術論文を電子
ジャーナルから入手する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　ナノサイエンスや生命分子化学に関する基礎的知識を修得済の者が
望まし い。電子ジャーナルから入手した最新の学術論文について事前
に熟読し、参考文献にも目を通しておくこと。また、授業後には内容
を復習し関連する参考文献を精読して知識の修得に務めること。これ
ら予習と復習にはそれぞれ2時間以上が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

以下の各項目にあげるトピックスを予定している。
 
l.ナノ科学に関する英文記事：Calixarenes
2.ナノ科学に関する英文記事：Carbohydrates
3.ナノ科学に関する英文記事：Cyclodextrins
4.ナノ科学に関する英文記事：Cyclophanes
5.ナノ科学に関する英文記事：Cavitands
6.ナノ科学に関する英文記事：Crown compounds
7.ナノ科学に関する英文記事：Cryptands
8.ナノ科学に関する英文記事：Dendrimers
9.ナノ科学に関する英文記事：Diazo compounds
10.ナノ科学に関する英文記事：Fullerenes
11.ナノ科学に関する英文記事：Macrocycles
12.ナノ科学に関する英文記事：Porphyrinoids
13.ナノ科学に関する英文記事：Rotaxanes
14.まとめ：Spramolecular chemistry
15.英語学術論文の解説と議論：Aggregation
16.英語学術論文の解説と議論：Host-guest systems
17.英語学術論文の解説と議論：Molecular　devices
18.英語学術論文の解説と議論：Molecular　evolution
19.英語学術論文の解説と議論：Molecular
recognition
20.英語学術論文の解説と議論：Nanostructures
21.英語学術論文の解説と議論：Molecular　interactions
22.英語学術論文の解説と議論：Receptors
23.英語学術論文の解説と議論：Self-assembly
24.英語学術論文の解説と議論：
Supramolecular chemistry
25.英語学術論文の解説と議論：Allosterism
26.英語学術論文の解説と議論：Bioinformatics
27.英語学術論文の解説と議論：2016ノーベル化学賞
（Molecular machine)
28.まとめ：Host-guest chemistry
29.研究発表の準備：ポスター発表
30.研究発表の準備：口頭発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30054-01ナノ化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験川田　知
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ナノサイズに集合した金属錯体集積体に関する以下の研究課題につい
て実験研究を行う。
１．クリスタルエンジニアリングの手法を用いた新規金属錯体集積体
の合成
２．金属錯体集積体の物性・機能探索
３．金属錯体を用いた新規無機・有機ハイブリッドの合成と機能探索

◎－－－　到達目標　－－－◎

・金属錯体集積体の性質について説明できる。
・分子凝集系の物性・機能発現機構を説明できる。
・研究成果をまとめることができる。
・研究成果を学会等で発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

週間報告会(20%)、中間報告会(20%)、学会発表(20%)、修士論文発表
会(30%)における研究発表と専門雑誌への投稿(10%)を総合的に評価す
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

1回の実験あたり、事前および事後学習を合わせて0.5時間は行い、理
解を深めること。
金属錯体に関する基礎的知識を習得済みの者が望ましい。
自分の研究成果を常にまとめておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

自分の研究課題について以下の要領で研究を遂行する。

１．週間報告会（毎週１回）：自分の研究の進捗状況を発
表する。

２．中間報告会（年３回）：自分の研究成果をまとめて発
表する。

３．研究成果をまとめて学会で発表する（適宜）。

４．研究成果をまとめて専門雑誌に投稿する（適宜）。

５．修士論文発表会で研究発表を行い、口頭試問に答え
る。

６．修士論文を作成する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30054-02ナノ化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験林田　修
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　有機化学を基盤とした機能性ナノ分子の創製に関わる新たな研究課
題の実験に取り組む。例えば、標的ゲスト分子に特異的に極めて強く
結合できる機能性人工ホストの創製に関する研究などである。その場
合、生体系でしばしば認められるクラスター効果をホスト分子の設計
戦略として、環状ナノ分子を連結したシクロファン多量体の合成を行
い、ホストとしての機能を評価することが主題となる。その他にも、
優れた高度情報システムである生体機能をお手本として、分子の化学
情報を認識、収集、増幅、変換、利用、処理する機能を更に発展させ
るための機能性ナノ分子の創製などを目指す。斬新かつ独創的なアイ
デアと緻密な有機合成化学による研究手法により、新規な機能性ナノ
分子を創出することで、生命と物質の本質に挑む。修士論文研究の遂
行にあたり、研究課題の背景と学術的な意義について学び、関連する
国内外の研究動向を調査したうえで、機能性ナノ分子の研究分野にお
ける確かな知識を身につける。機能性ナノ分子の合成のために必要な
基本的な有機合成技術、および機能性の評価のための各種測定技術を
修得し実験能力を身につける。得られた研究結果は、グループ週間報
告会および４半期ごとの中間報告会などで報告する。また、関連する
国内の学会や研究集会などにおいて研究成果を発表する。最終的に修
士論文を作成し、修士論文発表会において研究成果を発表し、質疑に
応答する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１． まず、研究課題の背景と学術的な意義について学び、関連す
る国内外の研究動向を調査したうえで、機能性ナノ分子の研究分野に
おける学術的意義を説明できる。
２． 次に、機能性ナノ分子の合成のために必要な基本的な有機合
成、および機能性の評価のための各種測定ができる。
３． 最後に、修士論文としてまとめることができて、かつプレゼ
ンテーションができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　研究課題の実験に対する日々の遂行状況（５０％）および修士論文
に関する項目（５０％）を基にして評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　ナノサイエンスや生命分子化学に興味と関心をもつ者が望ましい。
実験を行うにあたり、参考となる学術論文を電子ジャーナルから入手
して事前に熟読し、参考文献にも目を通しておくこと。また、実験後
には内容を復習し知識の修得に務めること。これら予習と復習にはそ
れぞれ２時間以上が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　以下の項目を２年通年で日常的に実験を遂行する。ナノ
分子や分子システムについては「設計」→「合成」→「測
定」の順に実験を遂行し、得られた「測定」の結果は、
「測定」→「設計」→「合成」のように順次フィードバッ
クする。最終的に修士論文を完成させる。

1. 研究課題の背景
2. 研究課題の背景についての調査
3. 研究課題の意義
4. 研究課題の学術的意義
5. 関連する国内外の研究動向調査
6. 研究課題の設定および検討
7. 機能性ナノ分子の設計
8. 機能性ナノ分子システムの設計
9. 機能性ナノ分子の合成
10. 機能性ナノ分子システムの合成
11. 機能性ナノ分子の測定
12. 機能性ナノ分子システムの測定
13. 中間発表
14. 修士論文の作成
15. 修士論文の発表
（１年次：1～12、２年次：7～15）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30147-01ナノ化学特論Ⅰ

後期 2  1 授業形態:講義川田　知
◎－－－　授業の概要　－－－◎

分子凝集系の一つである、金属錯体がナノサイズに集合した金属錯体
集積体に関する物性と機能発現について講義する。まず、金属錯体集
積体の物性を理解するための基礎的な事項(構造、磁性、分光学的性質
等)を概説する。さらに、金属錯体集積体に関する最新のトピックスを
紹介することで、金属錯体集積体に関する理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・金属錯体集積体の性質について説明できる。
・分子凝集系の物性・機能発現機構を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業に対する取り組み(70%)，内容の理解度(30%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学期初めに資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

1回の講義あたり、事前および事後学習を合わせて4時間は行い、理解
を深めること。
金属錯体に関する基礎的知識を習得済みの者が望ましい。
事前学習：授業内容に関する文献を精読すること。
事後学習：授業内容をまとめ、さらに関連する文献を調査し理解を深
めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 金属錯体の電子状態理論（量子化学的背景）
2. 金属錯体の電子状態理論（結晶場理論の基礎概念）
3. 金属錯体の電子状態理論（自由イオンの電子項）
4. 金属錯体の電子状態理論（電子項のエネルギー）
5. 金属錯体の電子状態理論（自由イオンのスピン軌道結
合）
6. 金属錯体の電子状態理論（自由イオンの磁気モーメン
ト）
7. 金属錯体の電子状態理論（弱結晶場近似）
8. 金属錯体の電子状態理論（強結晶場近似）
9. 金属錯体の電子状態解析のための測定手段（電子スペク
トル）
10. 金属錯体の電子状態解析のための測定手段（ESR）
11. 金属錯体の電子状態解析のための測定手段（メスバウ
アー分光法）
12. 金属錯体の電子状態解析のための測定手段（磁化率）
13. 金属錯体の固体物性
14.金属錯体に関する最新トピックス
15.金属錯体集積体に関する最新トピックス



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30015-02物質機能化学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習栗崎　敏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　近年、産業の発達により様々な機能性物質が開発されている。これ
ら物質の機能や構造を明らかにするために、非常に多くの分析法が開
発されている。しかし、測定する物質に最も適した分析法を選択する
ことは容易ではない。
　そこで本講究では、各種機能性物質の機能・構造解明に必要な、実
験方法、データ処理法、文献調査方法や研究をまとめてそれを報告す
る方法を学ぶ。また、ゼミ形式の講義（輪読、文献紹介）を通して分
析法の幅広い専門知識を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．測定する物質に適した分析法を選択できる。
2．研究テーマに関連する最新の情報を収集し、説明できる。
3．英語の専門書を読み、その内容を理解し、簡潔に説明できる。
4．研究成果をまとめ、それを発表し質疑応答ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中間報告と週間報告での発表と質疑を4割、文献紹介を3割、輪読を3
割で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

1回の講究あたり、事前および事後学習を合わせて4時間は行い、理解
を深めること。
文献紹介や輪読では自分の担当部分に関して、内容を十分に理解し説
明できるようにしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１． 分析化学について
２． 研究倫理に関する講習
３． 文献の調査方法の意義
４． 文献調査の方法
５． 英語文献の読み方（1）化学英語の読み方
６． 英語文献の読み方（2）図表の読み方
７． 英語文献の紹介法（1）要旨の作成方法
８． 英語文献の紹介法（2）発表の方法
９． 英語文献の紹介法（3）議論の方法
１０． 研究テーマの設定方法
１１． 研究計画の立て方（1）研究背景
１２． 研究計画の立て方（2）研究の学術的意義
１３． 研究計画の立て方（3）研究の社会的意義１４． 研
究計画の立て方（4）研究の独自性
１５． 研究計画の立て方（5）研究の実現性
１６． 実験ノートの作成
１７． 実験の安全性　試薬と分析機器
１８． 実験方法（1）試料の調製法
１９． 実験方法（2）測定条件の設定
２０． 実験方法（3）測定手法の決定
２１． 実験方法（4）デ－タの収集
２２． 実験方法（5）データの解析
２３． 実験のまとめ方（1）結果のまとめ方
２４． 実験のまとめ方（2）結果の議論
２５． 実験のまとめ方（3）測定法の再検討
２６． 研究報告（1）報告書の作成
２７． 研究報告（2）プレゼンテションの作成
２８． 研究報告（3）発表原稿の作成
２９． 研究報告（4）質疑応答のやり方
３０． まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30016-02物質機能化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習栗崎　敏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

近年、産業の発達により様々な機能性物質が開発されている。これら
物質の機能や構造を明らかにするために、非常に多くの分析法が開発
されている。しかし、測定する物質に最も適した分析法を選択するこ
とは容易ではない。また、得られた研究成果の妥当性は、学会発表や
論文発表をなどを通して、同じ分野の研究者間で討論することで明ら
かにされる。そのため、研究成果を正確に伝え、議論する技術が研究
者には求められている。
　そこで本講究では、これまでの研究で得られた成果を公表する意義
と学会発表や論文発表の方法について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．研究によって得られた結果を、理論的に解釈し結論を導くことが
できる。
2．研究によって得られた結果を、ポスター形式または口頭形式で発
表できる。
3．研究成果をまとめ、それを論文として発表できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験データの処理と解釈および学会発表用の資料作成（40％）、学術
集会等での研究報告（30％）、研究成果に関する論文作成（30％）で
評価する。研究背景、適切な分析手法の選択、実験データの処理と解
釈および議論が的確に行われているかを評価の対象とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1．R. S. Khandpur, Handbook of Analytical Instruments (McGraw-Hill
ISBN:978-0-07-148746-7)
2．研究と関連する学術論文

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストを読んで予習（2時間）および復習（2時間）を行うこと。研
究の背景を知るために関連する論文の検索（1時間）を定期的に行
い、その文献を読んで内容の理解に努める（2時間）。発表資料や論
文作成には各種のソフトウエアを使用する必要があるので、必要なソ
フトの使用方法を事前になれておくこと。また、成果報告では、表面
的な知識だけでは他の研究者との議論がかみ合わないので、発表内容
については事前に種々の本や論文を読み、十分な知識を持って行うこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　 研究成果の公表（1）概説
2　 研究成果の公表（2）意義
3　 研究成果の公表（2）方法
4　 研究成果の発表（1）学会発表とは
5　 研究成果の発表（2）ポスター発表の概略
6　 研究成果の発表（3）ポスター発表の行い方
7　 研究成果の発表（4）ポスターの作成法
8　 研究成果の発表（5）ポスターのレイアウト
9　 研究成果の発表（6）研究の背景と目的
10　研究成果の発表（7）実験と結果
11　研究成果の発表（8）表と図の作成法
12　研究成果の発表（9）研究の結論
13　研究成果の発表（10）ポスター発表の練習
14　研究成果の発表（11）口頭発表の概略
15　研究成果の発表（12）スライドの作成法
16　研究成果の発表（13）研究の背景と目的
17　研究成果の発表（14）実験と結果
18　研究成果の発表（15）アニメーションの利用法
19　研究成果の発表（16）動画の利用法
20　研究成果の発表（17）発表原稿の作成法
21　研究成果の発表（18）口頭発表の練習
22　論文の発表（1）学術論文とは
23　論文の発表（2）学術論文の作成法
24　論文の発表（3）学術論文の投稿意義
25　論文の発表（4）投稿規定について
26　論文の発表（5）投稿先の選定方法
27　論文の発表（6）論文の投稿方法
28　論文の発表（7）レフリーによる査読
29　論文の発表（8）査読結果と論文の改訂
30　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30139-01物質機能化学特別講義Ⅱ

集中前期 1  1 授業形態:講義岡　伸人
◎－－－　授業の概要　－－－◎

化合物は日常生活や先端技術の様々な場面で使用され、社会の持続的
発展には必要不可欠な材料である。たとえば酸化物には強い電子相関
に起因する多種多様な機能性を示す材料が豊富に存在し、次世代の電
気・光学・磁気材料などとして注目されている。そこで本科目では、
各種固体物質の構造と化学結合の基礎や、物性などを系統的に理解す
る。また機能性酸化物などに関する最近の研究成果を基に、最先端の
物質機能化学について学修する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

新しい機能性物質を設計・開発するための基礎を理解する。最先端の
研究成果を基に、自分の意見を論理的に説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の発表、討論：70％
レポート：30％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

授業のはじめにプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前および事後学習を合わせて30時間は行い、理解を深めること。
[事前学習] 関連事項の状況・課題などについて自らで文献調査をして
予備知識を取得すること。
[事後学習] 授業ノートを整理し、関連する文献を調査すること。授業
終了時に示す課題についてレポートを作成すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

①　材料科学の基礎
②　機能性酸化物の基礎
③　透明導電膜、透明アモルファス半導体薄膜の基礎と合
成方法
④　導電ガラスとその応用
⑤　光触媒の基礎と展開
⑥　二次電池の電極材料としての酸化物
⑦　廃棄物を利用した機能性材料
⑧　その他の機能性材料

◎－－－　関連URL　－－－◎

http://researchmap.jp/nobuto_oka/
(http://researchmap.jp/nobuto_oka/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30014-02物質機能化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験栗崎　敏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本実験では各種分析化学的手法を用いて以下のいずれかの研究を行
い、分析化学による各種研究課題の実験法および解析法を習得し、論
文にまとめる。

１，可視光活性酸化チタンの合成と物性・機能探求
２，XPS法を用いたイオン液体中の金属イオンの溶存構造解析
３，砂鉄中の希土類イオンの濃度パターンを用いた砂鉄の産地推定
４，DV-ME法を用いた遷移金属イオンの溶存構造解析

◎－－－　到達目標　－－－◎

最新の機器分析装置と手法を説明できる。
各種材料の鍵元素の状態分析と材料評価ができる。
自分の研究成果を整理しまとめる事ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究に対する取り組み（50％）、週間報告（10％）、中間報告
（10％）、修士論文発表会（20％）、学会発表（10％）で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各種学術雑誌の関連論文のデータ、前年度までの結果ファイル

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

修士論文のテーマを遂行するためには学部で学んだ分析化学などの知
識を習得していることが望ましい。また、指導教官からの指示を待っ
てから実験を行うのではなく、実験方針や手法を自分で考え積極的に
行動することが重要である。
事前に当日行う実験計画を立て、実験ノートに書き出しておく（1時
間）。実験終了後、実験や解析結果などを整理し、得られた結果や考
察についてまとめて実験ノートに記載する（1時間）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

自分の修士論文について以下の要領で研究を遂行する。

１．週間報告会（週1回）
　　研究の進捗状況について、レジュメを作成し研究グ
ループ内の教員や学生と実験内容につ　　いて議論を行
い、研究の理解を深める。

２. 中間報告会（年２回から４回）
　　研究グループ以外の物質機能化学グループと合同で中
間報告を行う。発表はPowerPointを使って発表する。異な
る分野の教員と議論を行うことで異なる観点から研究を見
直す。

３．学会発表（適宜）
　　修士の２年間で１度は研究成果をまとめて学会で口頭
発表を行い、同じ分野に所属する専門家と議論を行い、研
究の理解を深める。

４．修士論文発表会
　　２年次末にこれまでの研究成果をまとめて修士論文発
表会で発表し、口頭試問に答える。

５．修士論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30121-01物質機能化学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義栗崎　敏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本特論では分析化学の分野で用いる様々な分析法を学ぶ。
学部で学んだ分析化学および機器分析化学の講義に加え卒業論文で使
用した各種分析法を基に最新の分析法について文献を検索し、それら
を読んで理解していく。特にここ５年以内に公表された文献にある試
料の物性や機能測定に用いられた分析法あるいは評価法を取り上げ、
これらの手法の原理と特徴あるいは問題点を明らかにしていくことを
基本とする。
今年度は分析法として主にX線分光法を取り上げ、この方法の原理・
特徴および問題点を最新の文献例をもとに学んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．X線分光法の原理と特徴および問題点を把握し自分自身の言葉で
説明できるようになる。
２．自分自身の研究課題にどの様なX線分光法が適応できるかを判断
できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

プレゼンテーション（50％）およびレポート（25％）ならびに受講態
度（25％）を基に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

文献および資料を配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本科目の半分程度は発表形式で行われる。
事前学習として、自分の発表に関する資料を準備し、受講者と議論で
きるように要点を事前に調べておくこと。各回の事前学習は2時間を
めどとする
事後学習として、授業終了後に出す課題についてレポートを作成する
こと。
各回の事後学習は2時間をめどとして課題に取り組む。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　機器分析法の概略
第2回　受講生自身の研究内容の発表
第3回　X線の発生原理
第4回　X線の測定装置
第5回　X線回折法の原理
第6回　X線回折法の応用
第7回　蛍光X線法の原理
第8回　蛍光X線法の応用
第9回　X線吸収法の原理
第10回　X線吸収法の応用
第11回　X線光電子分光法の原理
第12回　X線光電子分光の応用
第13回　X線分光法を用いた定性・定量分析
第14回　X線分光法のまとめ
第15回　受講生自身の研究課題とX線分光法との関連を考
える



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30122-01物質機能化学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義山口　敏男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地球表面のおよそ70%は水であり、自然界における物質移動や循環は
溶媒である水が重要な役割を果たしている。また、成人の体重のおよ
そ70%は水であり、生体系においてタンパク質が天文学的な数の中か
ら唯一天然の安定な構造を選択することができる過程において水が巧
妙な役割を果たしている。一方、化学工業における物質の合成反応に
おいても水や種々の溶媒が用いられている。このように自然界におけ
る複雑な現象や工業的な化学合成反応を理解して、さらに新規機能性
物質の設計・合成を深化・発展させるためには、溶媒や溶液の構造や
性質を明らかにして、その機能発現のメカニズムを分子レベルで明ら
かにすることが重要である。物質機能化学特論Ⅱでは、溶媒である
種々の液体の構造と性質について学ぶ。また、それらの溶媒中におけ
る化学種の構造とダイナミクスを分子レベルで観測する手法として、
X線・中性子線を用いた回折法、X線吸収分光法、中性子非弾性散乱法
を取り上げ、それらの理論といくつかの応用例を学ぶ。また、核磁気
共鳴法を用いた理論と応用についても学ぶ。これらの手法を用いた最
近の応用例として、超臨界水やナノ細孔内に閉じ込めた液体（ナノ流
体）、タンパク質周りの水の構造とダイナミクスの研究について学
ぶ。また、学んだ手法を用いた最近の研究論文を読んで紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

＊液体の構造と種々の性質を説明できる。
＊溶液のX線回折法の理論と構造解析の実際を説明できる。
＊溶液の中性子回折法の理論と構造解析の実際を説明できる。
＊溶液のX線吸収分光の理論と構造解析の実際を説明できる。
＊溶液の中性子準弾性散乱法の理論と溶液のダイナミクス解析の実際
を説明できる。
＊溶液の核磁気共鳴法の理論と溶液のダイナミクス解析の実際を説明
できる。
＊超臨界水、ナノ流体、タンパク質の水和に関する構造とダイナミク
スから機能発現機構を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各手法の講義終了毎に小テストを行う。小テスト（60%）と文献紹介
(40%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義の復習を確実に行うこと。また、講義で学ぶ手法を修士論文テー
マに応用できるかどうかを考えることが重要である。講義前には当日
の講義資料に目を通しておく。事前学習には1時間が必要である。講
義終了後は、講義内容を復習して、次回の小テストに備える。事後学
習には1時間が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　溶媒の種類と性質

２　溶液の構造と性質および観測手法

３　溶液のX線回折法の理論と応用

４　溶液の中性子回折法の理論と応用

５　X線吸収微細構造法の理論

６　X線吸収微細構造法の溶液への応用

７　中性子非弾性散乱法の理論

８　中性子非弾性散乱法の溶液への応用

９　核磁気緩和法の理論

10　核磁気緩和法の溶液への応用

11　超臨界水のミクロ構造と性質

12　細孔中の液体の構造とダイナミクス

13　タンパク質の水和構造とダイナミクス

14　文献紹介（グループ１）

15　文献紹介（グループ２）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30035-01有機生物化学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習大熊　健太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講究はゼミ形式で互いに有機化学に関する研究の意味、重要性に
ついて議論する。
　まず研究テーマを絞り、何をどこまで期限内にできるかを考え、教
員と相談し短期的目標と長期的目標を設定する。そのために必要な論
文読解能力を身に付ける。実験の準備について入念に考えあらゆる可
能性を考慮し、従来の研究との違いを明らかにする。研究の成果につ
いて発表し、輪読した論文と比較し研究の意味をはっきりとさせる。
　研究の成果発表により補強しなければならないポイントを明かに
し、論理の裏づけを取る。従来の研究論文と比較し、新しい研究の意
義をより強調できるようにする。これらのトレーニングを行うことに
より説得力をもった論理を展開できるようになる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究について自らの議論を展開できる。
・論理に基づいて説得できる。
・学会発表で質疑応答ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミの準備及び発表の内容で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

事前に幾つかの文献を配布する。また適宜追加して配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

過去の偉大な研究者の足跡をたどることにより、現在の自分の研究の
参考にできる。そのためには2時間以上の事前の準備が必要であり、
関連した論文を含め、参考になるものが多い。事後の復習も2時間以
上かけるように。自分の研究の発展に役に立つことになる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１、有機化学の歴史（概要)
２、有機化学の歴史(19世紀)
３、有機化学の歴史(20世紀)
４、研究倫理について（Staudingerその他の例）
５、文献調査(研究の前提)
６、文献調査（目的の化合物を調べる)
７、文献調査（これまでの研究の範囲と問題点を調べる)
８、有機化学研究の前提条件(装置、試薬、方法)
９、有機化学の研究テーマの設定
10、研究の方法について（化合物の合成が目的ならば、発
表はどのようにできるのか)
11、研究の方法について（化合物の反応が目的ならば、ど
のように論理を展開できるか)
12、研究の方法について（化合物の物性検討が目的ならば
どこまで測定すればよいか)
13、実験ノートの作成
14、実験の安全について(試薬)
15、実験の安全について（反応条件)
16、実験方法について(試薬の調整)
17、実験方法について(反応条件の調整)
18、実験方法について(結果の整理)
19、実験のまとめ（結果の解析）
20、実験のまとめ(追加実験の必要性)
21、結論のまとめ方（新しい結果かどうかを確認)
22、結論のまとめ方(従来の結果との比較)
23、研究報告(報告書の作成）
24、研究報告（プレゼンテーション作成）
25、研究報告(プレゼンテーション作成後の議論）
26、研究報告(質疑応答）
27、学会発表の準備（要旨の書き方、プレゼンテーション
作成）
28、学会発表（口頭発表と質疑応答への準備）
29、投稿論文の準備（原稿作成、補足データの整理)
30、まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30035-02有機生物化学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習松原　公紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現代の有機化学は、炭素・水素とその他の典型元素のみで成立した古
典的な化学から、遷移金属や重原子を含む様々な元素を取り込んで発
展を続けている。本講究では、現代の有機化学における最も重要な分
野となっている触媒反応の化学を理解するため、まず有機金属化学と
それに立脚した、最新の研究内容を理解しながら、総論から各論まで
を理解することを目的とする。さらには、有機金属錯体を基幹分子と
する発光性機能材料などについて述べる。
また、一般的な研究の進め方についても学ぶことになる。研究目的を
設定する上で必要な事は３つある。１つは「これまでに知られていな
い事実を発見すること」、2つ目に「その事実が何故そのようになる
のか、詳しく解明すること」、最後に「その発見が健全な社会の発展
に寄与すること」である。そのような視点に立ち、どのように研究目
的を設定すべきか、研究において行っていけないことは何か、につい
て学習する。次に実験計画、実験手順の立て方、研究ノートの作成、
得られた結果の取り扱い方、上手くいかない時の研究の進め方、結論
のまとめ方、等について学ぶ。以上から、社会において自立して研
究・教育を進めることができるような能力を身につけていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・有機金属化学における金属と配位子の結合について説明できる。
・有機金属化学における基礎的な化学反応の起こり方とその機構につ
いて説明できる。
・有機金属錯体の構造と機能について説明できる。
・何のために研究を行うのか、研究の背景と重要性について説明でき
る。
・自ら研究の計画を立て、実験・測定の方法を選別し、効果的に研究
を進めることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

有機金属化学の基礎的な内容について理解しているかどうか、一般的
な研究の進め方について、十分に理解し活用できるかどうか、を評価
の基準とし(60%)、講義への参加状況および参加姿勢(40%)をあわせて
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

ハートウィグ著「有機遷移金属化学」（上）ほか

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前にテキストについて目を通しておく（毎回2時間以上）ととも
に、学んだ内容について整理する（毎回2時間以上）こと。
実際に研究を行う際には、学んだ事柄を活かせるよう心掛けること。
他者の研究姿勢から学ぶことは非常に多い。日頃から原著論文や研究
発表に良く触れ、研究の進め方や内容について知識を増やすことは自
らの研究に大いに役に立つことから、積極的に情報収集すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．有機金属化学の定義と概説
２．有機金属化学の歴史
３．単核遷移金属錯体の構造（その１：配位子と金属の性
質）
４．単核遷移金属錯体の構造（その２：18電子則、逆供
与）
５．単核遷移金属錯体の構造（その３：分子軌道論）
６．2核遷移金属錯体の構造
７．多核クラスターの構造
８．遷移金属錯体の反応（その１：酸化還元反応、酸化的
付加反応と還元的脱離反応）
９．遷移金属錯体の反応（その２：σ―結合メタセシス反
応）
10．遷移金属錯体の反応（その３：錯体と求核試薬、求電
子試薬との反応）
11．遷移金属錯体の反応（その４：配位子置換反応）
12．遷移金属錯体の反応（その５：挿入反応と脱離反応）
13．主な有機金属錯体の構造と反応（その１：金属アルキ
ル錯体、金属ヒドリド錯体）
14．主な有機金属錯体の構造と反応（その２：金属カルベ
ン錯体、金属との多重結合を持つ錯体）
15．主な有機金属錯体の構造と反応（その３：メタロセン
錯体とサンドウィッチ錯体）
16．研究を行うことについての概説（研究を行うとはどう
いうことか）
17．研究倫理に関する講習（研究不正とは何か、研究にお
いて行ってはいけないこと）
18．文献調査の意義について（何故、文献調査が必要か）
19．文献調査の方法（データベースの利用方法と調査文献
の分類）
20．研究テーマの設定について（何を目的に研究を行うの
か）
21．研究計画の立て方（その１：何をどのように進めるの
か）
22．研究計画の立て方（その２：うまく行かない時の進め
方について）
23．研究の進め方（その１：実験結果の解釈と指導教員へ
の報告の重要性）
24．研究の進め方（その２：他者からの意見抽出とブレイ
ンストーミングの重要性）
25．実験方法の決め方（適切な実験方法の選択について）
26．測定・分析実験の目的と方法、選び方（目的に応じた
適切な測定・分析方法）
27．研究ノートの意義と作成方法（研究ノートは何故必要
か、どのように取り扱うべきか）
28．結果の考察について（その１：化学的パラメータを用
いた評価）
29．結果の考察について（その２：文献との比較）
30．結論の導出、次の展開についての考え方（目的に沿っ
てどのような結論が出されたか、得られた成果から次に行
いたいことは何か）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30036-01有機生物化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習大熊　健太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講究は文献を調べ、研究に必要な資質能力を研磨するために行うも
のである。まず、どのような文献を探すかにより本人の能力が試され
るので文献の選択は慎重にしなければならない。教員との事前の議論
を踏まえ、幾つかの文献から発表する論文を決定する。
発表者は徹底的に文献を読み、参考文献を幾つか調べ、どのような質
問にも答えることができるように準備する。概要を読めば内容につい
てほぼ理解できるので、著者の意図を探り、著者が述べたいことと著
者が苦労したこと、さらに著者が不十分と感じているところまで読ん
でおく必要がある。発表の原稿とプレゼンテーションにも十分に注意
を払い、分かりやすく説明する。発表者の理解できなかった内容や見
過ごした内容について教員との議論によりさらに内容の理解を深める
ことになる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・専門の文献の内容を理解できる。
・プレゼンテーションを通じて専門分野の一部について分かりやすく
説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

内容のレジュメ（40％）と発表のまとめ方（30％）及び議論（30％）
によって評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

自分の研究に関連した文献を検索する。。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前の文献検索、内容理解、レジュメの作成、発表の練習を2時間以
上かけて準備しておくこと。事前の文献は紹介する文献だけでなく、
関連した文献も読み研究の背景をよく読んでおくこと。さらに議論の
後の事後検討が重要である(2時間以上)。研究の独自性を明確にさせな
いと今後の研究の進め方にも影響するので十分に復習するように。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１、文献の調べ方(基本的な方法)
２、文献の選択(物理化学的な手法を用いた有機化学)
３、文献の選択(遷移金属を用いた有機化学)
４、文献の選択(典型元素を用いた有機化学)
５、文献の選択(反応中間体を用いた有機化学)
６、文献の選択(天然物有機化学)
７、文献の読み方(概要)
８、文献の読み方(序論)
９、文献の読み方(結果)
10、文献の読み方(議論)
11、文献の読み方(分光法について)
12、文献の読み方(反応機構について)
13、文献の読み方(結論への展開)
14、文献の読み方(結論)
15、文献の読み方(実験の部)
16、文献の読み方(論文の引用)
17、文献のまとめ方(序論について)
18、文献のまとめ方(著者の意図を探る)
19、文献のまとめ方(著者の強調している点)
20、文献のまとめ方(著者の議論の展開について)
22、文献のまとめ方(著者の議論への反論)
23、文献のまとめ方(内容についての意見)
24、文献発表の仕方(全体の概要について)
25、文献発表の仕方(関連文献との違い)
27、文献発表の仕方(著者の意見と関連文献との差)
28、文献発表の仕方(発表者の見解)
29、文献に関する討論(学生間の議論)
30、文献に関する討論(教員との議論とまとめ)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30036-02有機生物化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習松原　公紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現代の有機化学は、炭素・水素とその他の典型元素のみで成立した古
典的な化学から、遷移金属や重原子を含む様々な元素を取り込んで発
展を続けている。本講究では、講究Ⅰで学んだ基礎的な有機金属化学
の知識を元に、現代の有機化学において最も重要となる有機金属錯体
を触媒として用いる触媒反応について学ぶ。触媒反応の各段階で進行
する素反応について理解するとともに、それらの組み合わせによって
触媒サイクルが成立すること、また生成物の選択性の制御がどのよう
に行われるのかについて学ぶ。
また、平行して行われる有機生物化学特別実験における修士論文研究
を進める上でも必要となる、一般的な研究成果の報告のための方法論
について述べる。特に、得られた成果について、分かりやすくまと
め、人に伝えるための手法について学ぶ。すなわち、研究報告、文献
紹介、学会発表、論文投稿などの際に、読み手や聞き手にきちんと内
容を伝えるため、伝えたい内容を論理的に構成し、効果的に強調しな
がら要点を確実に伝えられるようにする。講究Ⅰで学んだことを組み
合わせ、一般的な研究手法を身につけることで、実社会におけるプロ
ジェクトの立案、実施、総括、報告の方法論を身につけることができ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・有機金属錯体を用いた触媒反応の種類について説明できる。
・有機金属化学の素反応の組み合わせによって触媒サイクルを説明で
きる。
・研究において得られた成果を論理的にまとめ、分かりやすく人に伝
えることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

有機金属化学の基礎的な内容について理解しているかどうか、一般的
な研究の進め方について、十分に理解し活用できるかどうか、を評価
の基準とし(60%)、講義への参加状況および参加姿勢(40%)をあわせて
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

ハートウィグ著「有機遷移金属化学」(下)ほか

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前にテキストについて目を通しておく（毎回2時間以上）ととも
に、学んだ内容について整理する（毎回2時間以上）こと。
実際に研究を行う際には、学んだ事柄を活かせるよう心がけること。
他者の研究姿勢から学ぶことは非常に多い。日頃から原著論文や研究
発表に良く触れ、研究の進め方や内容について知識を得ることは自ら
の研究に非常に役に立つ。積極的に情報収集することを勧める。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．触媒反応の利点と欠点(現代の化学における課題につ
いて)
２．触媒反応(その１:触媒反応についての概説)
３．触媒反応(その２:水素化反応)
４．触媒反応(その３:ヒドロホウ素化、ヒドロシリル化、
ヒドロシアノ化反応)
５．触媒反応(その４:アルケン、アルキンの重合反応)
６．触媒反応(その５:アルケンの酸化反応)
７．触媒反応(その６:アルケンのメタセシス反応)
８．触媒反応(その７:クロスカップリング反応)
９．触媒反応(その８:カルボニル化反応)
10．触媒反応(その９:アルカンやアレーンの炭素―水素結
合活性化反応)
11．触媒反応(その10:窒素固定)
12．触媒反応(その11:酸化反応)
13．有機合成反応への応用(その１:グリーンケミストリー
と触媒反応)
14．有機合成反応への応用(その２:不斉合成反応、反応の
選択性と配位子の構造)
15．有機金属化学の総括
16．研究報告書の作成方法(読み手に分かりやすく伝える
ための研究報告書の作成方法)
17．研究報告のプレゼンテーションの方法(その１:ポス
ター発表の方法)
18．研究報告のプレゼンテーションの方法(その２:口頭発
表のスライド作成方法)
19．研究報告のプレゼンテーションの方法(その３:口頭発
表の方法)
20．研究報告のプレゼンテーションの方法(その４:質疑応
答の準備)
21．文献の紹介方法(その１:適切な論文の選び方)
22．文献の紹介方法(その２:科学英語論文の読解と要約)
23．文献の紹介方法(その３:配布資料作成の方法)
24．文献の紹介方法(その４:プレゼンテーションの方法)
25．投稿論文の作成方法(その１:雑誌の意図に沿った背景
と研究目的の設定)
26．投稿論文の作成方法(その２:全体の構成の決め方)
27．投稿論文の作成方法(その３:引用文献リストの作成)
28．投稿論文の作成方法(その４:サポートデータの作成)
29．投稿論文の作成方法(その５:科学英語を用いた表現方
法)
30．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30036-03有機生物化学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習塩路　幸生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　機能性有機小分子化合物を使って生物学上の重要な事象を解明する
ケミカルバイオロジーの分野に関する研究をすすめるために、「ター
ゲットとなる生物学的事象を理解し、有用物質をいかにデザインする
か」、「その有機化合物をいかに迅速に創るか」が重要な鍵となる。
本科目では、最新の原著論文の中でも有機化合物の合成法と新しい有
機化学の反応に関する論文に焦点り、その中にある新しい有機化学反
応をもとに演習問題を作成し、出題者以外が問題を解き、解答を解説
を行い受講者全員で討論する。最新の学術論文を素材にした有機化学
の問題の作題、解答、解説、および討論の一連の作業をとおして、プ
レゼンテーション能力の向上だけでなく、日々進歩をしつづける有機
化合物の合成法に関する最新の知識の習得も目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・最新の学術論文を題材にした有機化学の問題を解くことで、その中
で使われている試薬のはたらきや、反応の仕組みを説明できる。
・有機化学の問題の解法を他の受講者にプレゼンテーションすること
により、正しい科学用語を用い、且つ平易な言葉で科学の内容を説明
することができる。
・有機化学の問題を作題することで、自らの意図が伝わる問題提起が
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

解答の解説技術（50%）、作題技術（30%）、ならびに討論への参加
度（20%)
を基に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

毎回プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

開講前に作題する日を決めます。作題には入念な準備をすること。直
前に慌てて準備をするこのないように。また、本科目では、「教え合
い」と「学び合い」を積極的に推進します。作題者になっていない者
は積極的に問題を解き、周りの受講者と教え合うことによって共に理
解を深め、授業時間に討論に参加すること。l回の講究あたり、事前お
よび事後学習を合わせて4時間は行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　本科目は、ゼミ形式で授業が進められる。受講生は、年
間4回程度の割合で学術論文をもとに有機化学に関する問
題を作成し出題する。出題のない週は、問題を解答し、解
法をプレゼンテーションする。
l有機化学問題の解き方1（反応試剤の分類から反応を推定
する）
2有機化学問題の解き方2（生成物から出発物質を推定す
る）
3有機化学問題の解き方3（反応機構の表し方）
4有機化学問題の解き方4（反応環境から機構の妥当性を検
証する）
5有機化学問題の解き方5（図や表から数値を読み取って機
構を推定する）
6有機化学問題の解き方6（いくつかの実験事実から反応機
備を推定する）
7有機化学問題の解き方7（いくつかの素反応から生体反応
を推定する）
8有機化学問題の解き方8（化学パラメータから反応機構を
推定する）
9有機化学問題の解き方9（重水素同位体効果から反応機備
を推定する）
10有機化学問題の解き方10（置換基効果や溶媒効果から反
応機構を推定する）
11有機化学問題の解き方11（有機金属触媒反応について）
12有機化学問題の解き方12（生体触媒反応について）
13有機化学問題の解き方13（立体選択的反応について）
14有機化学問題の解き方14（高分子重合反応ついて）
15有機化学問題の解き方15（ラジカル反応について）
16問題の解説方法1（正しい化学用語で表現する）
17問題の解説方法2（数値の意味を正しく説明する）
18問題の解説方法3（なぜその試薬が用いられるのか）
19問題の解説方法4（なぜその原子が反応に関わるのか）
20問題の解説方法5（なぜ収率が上がるのか、下がるの
か）
21問題の解説方法6（なせ触媒サイクルが回るのか）
22問題の解説方法7（生体反応を有機化学反応として説明
する）
23問題の解説方法8（出題者の意図を読み取る）
24問題の解説方法9（新たな問題を提起する）
25最新の学術論文を利用した問題の作り方1（ 適切な論文
を選択する）
26最新の学術論文を利用した問題の作り方2（著者の主張
の理解する）
27最新の学術論文を利用した問題の作り方3（作題の意図
考える）
28最新の学術論文を利用した問題の作り方4（問題の構成
を考える）
29最新の学術論文を利用した問題の作り方5 (ヒントを散布
する）
30最新の学術論文を利用した問題の作り方6（新たな問題
を提起する）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30143-01有機生物化学特別講義Ⅱ

集中前期 1  1 授業形態:講義久枝　良雄
◎－－－　授業の概要　－－－◎

生体系は巧妙に設計された超分子であり、環境に優しく優れた機能を
有している。例えば、生体触媒である酵素は極めて温和な条件で高活
性・高選択性を示す。しかし、構造的に不安定であり、応用範囲も限
定されるなど欠点も多い。そこで生体系にヒントを得て、酵素の欠点
を克服した新しい材料（触媒）の開発が活発になっている。本講義で
は、超分子化学や生物有機化学・生物無機化学の基礎を学び、酵素機
能を超越したバイオインスパイアード触媒の創製について考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）超分子化学の基礎を理解し、超分子の定義や実例を説明できる。
２）生体系における金属イオンの役割および金属イオンを含む酵素の
働きを分子レベルで理解し、説明できる。
３）生体触媒である酵素の機能を越えるバイオインスパイアード触媒
のコンセプトを理解し、自分で考えた触媒系を提案できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１）授業における参加および活動状況の評価（５０％）
２）課題レポートの総合評価（５０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しない。講義資料を提供する。
参考書として、
１）「フロンティア生物無機化学 」(錯体化学会フロンティア選書) 伊
東 忍・他編　三共出版
２）「生命化学〈1〉天然酵素と人工酵素」(基礎化学コース)小宮山
真・他著　丸善

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

30時間で事前・事後学習を行い、理解を深めること。
１）事前準備としては、学部レベルの有機化学および無機化学を復習
し、有機化学および無機化学の基礎を理解しておくこと。
２）事後の学習としては、講義の際に提示する文献を参考に国内外の
当該分野の進捗状況を理解する。また、各コマ授業終了毎に示す課題
についてレポートを作成すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．序論：酵素機能化学序論および身の回りの金属錯体の
化学
２．超分子化学の基礎
３．ビタミンB12依存性酵素の構造と触媒反応
４．種々のヘムタンパク質の構造と機能
５．人工酵素の分子設計と人工酵素の例
６．電気化学の基礎と有機電解触媒反応への応用
７．生命の色素・ポルフィリン異性体の化学
８．総括：酵素機能化学のまとめとバイオインスパイアー
ド触媒への展開

◎－－－　関連URL　－－－◎

１．序論：酵素機能化学序論および身の回りの金属錯体の
化学
(理由があって欠席する場合は、事前にその理由を連絡す
ること。)

◎－－－　備考欄　－－－◎

理由があって欠席する場合は、事前にその理由を連絡する
こと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30034-01有機生物化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験大熊　健太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本実験は研究室の現在進行している研究そのものを示している。
　まず、基礎的な実験を行い、これまでに研究室で行われ発表された
論文の内容を把握する。研究室では典型元素の特性を利用した有機合
成を行っている。典型元素として14族、15族及び16族の元素を中心に
実験を進める。カルボニル化合物やイミン類などのC=X型π結合は分
極しているために求核試剤との反応を起こしやすい。しかしながらチ
オカルボニル化合物、セレノカルボニル化合物及びテルロカルボニル
化合物に関する研究はこれらの化合物の不安定さゆえに進んでいな
い。当研究室は以前チオ及びセレノカルボニル化合物の合成法を開発
しその反応性について研究した。本実験においてはその新規反応を検
討していく。さらにテルロカルボニル化合物の反応も行うことが可能
かを検討する。これらの反応を用いた硫黄、セレン、テルルを含む複
素環化合物の合成についても検討していきたい。もうひとつの研究と
してアラインの反応性に関する研究がある。窒素や酸素を含むベンゼ
ン縮環複素環化合物の研究は近年数多く検討されている。当研究室も
この手法を用いいくつかの新規複素環化合物の合成法を報告してい
る。これらをさらに展開し光学活性なアルコール類の合成を検討す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・典型元素を用いた新規合成法の有用性を説明できる。
・学会及び討論会でその成果を発表できる。
・最先端研究の議論ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎日の実験の成果（70％）と議論（30％）とにより評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

適宜、論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　毎日の実験の準備を前日からしておくように。十分な議論の後に実
験を行う必要がある。少なくとも1時間程度の準備が必要である。
　ひとつの実験が済んだら、必ず目的が何であったのかを考えて、そ
の目的に合致していたかそうでないかを考える（1時間程度）。新し
い事実はないかを注意深く検討する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１週～10週、チオカルボニル化合物、セレノカルボニル化
合物の合成およびテルロカルボニル化合物前駆体の調整
11週～15週、チオカルボニル化合物およびセレノカルボニ
ル化合物と求電子試薬との反応
16週～20週、テルロカルボニルの生成と反応
20週～24週、アラインの前駆体の合成
24週～28週、アラインの生成
29週～32週、アラインと1,3-ジカルボニル化合物との反応
33週～36週、アラインとフッ素を含む1,3-ジカルボニル化
合物との反応
37週～40週、不飽和イミン類の合成
41週～44週、酸性条件及び塩基性条件での縮合反応の検討
45周～48週、窒素を含む複素環化合物の合成およびアルキ
ル化の反応条件の検討
49週～52週、得られた種々の複素環生成物のスペクトル測
定およびその特性
53週～55週、酸化的カップリング反応
56週～60週、硫黄、セレン、テルルを含む化合物とアライ
ンとの反応



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30034-02有機生物化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験松原　公紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本実験では、学部までに学んだ実験技術や知識を生かし、有機金属化
合物を用いた有機合成化学および機能性物質化学に関わる発展的な研
究実験を行い、修士論文を作成する。受講生は、提示されたフィール
ドテーマに対して自ら文献などを調べ、自分なりのアプローチで研究
を進め、最終的に何らかの結論を導き出した上でそれを発表する。そ
れらを通して研究におけるテーマ設定の仕方、問題の解決方法、研究
のまとめ方、専門的な化学分野の内容、精密分析機器の測定技術の習
得などを目指すことになる。
修士論文の研究において最も重要な点は、実験技術を含めた研究の進
め方の習得である。実際の研究成果は求めないが、研究目的の達成の
ための過程における努力が求められる。従って、研究目的の周辺分野
における知識の習得とその活用が必要とされる。指導教員との議論を
繰り返すことにより、目的達成のために現時点で何が必要であるのか
理解するとともに、そのために必要な実験・測定技術を身に付ける必
要がある。最終的には、主体的な研究計画の発案、実践を行えるよう
努力する必要がある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・実験を進める中で、一つの小さな目的に対するアプローチの仕方を
身に付ける。また大きな目的を解決するための研究戦略を立てられる
ようになる。
すなわち、次の目標を達成する。
・実験のプランが立てられるようになる。
・問題解決のための実験方法を考えることができる。
・様々な測定法の理論を理解し、自分の実験に利用することができ
る。
・研究の戦略を立て、その結果から必要な考察を導くことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究の理解度および技術的な向上（６０％）、進度やまとめ方（４
０％）をみながら総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に定めない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

日々、関連分野の最新の文献をリサーチし、アンテナを張っておくこ
と。
過去の様々な研究や実験手法などに関する知識を増やし、自らの実験
に生かせるようにすること。
実験結果を丁寧に分析し、その結果を次の実験に役立てるようにする
こと。
これらの調査および解析、整理はそれぞれ実験の前後で2時間以上行
うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1－３．研究の進展について、2週間に1回週間報告会を開
き、各自研究状況に関して発表するとともに、アドバイス
を受ける。
４－６．２か月に１回、中間報告会を開き、２か月間の研
究内容をまとめて発表するとともに、研究の方向性につい
て考察する。
７－１２．研究内容がまとまったところで適宜学会などに
参加し、ポスターあるいは口頭で発表する。
１３－１５．研究内容をまとめ、修士論文発表会で発表
し、修士論文を作成する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30034-03有機生物化学特別実験

２年通年 10  1 授業形態:実験塩路　幸生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目では、有機化合物の合成を基盤として、生体内で発生する不
安定化学種の捕捉剤を開発や、生体分子の蛍光標識を行い、それらを
用いた化学生物学的研究・実験を通して生命現象の解明を目標とす
る。また、近年盛んに行われているナノサイズの分子の生体内あるい
は細胞内での分子挙動はまだ解明されていないことがたくさん存在す
る。それらの分子を実際に合成し、細胞内での挙動を追跡する。主な
研究テーマは次のとおりである。
　
１．細胞内でのラジカル捕捉に有用な新規スピントラップ剤の開発お
よび生体内酸化ストレスの観測
２．細胞内微小器官に局在化する細胞内シグナル感受性蛍光プローブ
の開発
３．蛍光標識した生体内物質を用いた細胞内分子動態の解明
４．蛍光性ナノ分子の細胞内分子動態

◎－－－　到達目標　－－－◎

・高度な合成手法を理解し、目的物質を合成できる。
・様々な分析手法を用いて、得られた物質の特性を評価できる。
・実験をとおして得られた結果からその現象を自ら解釈し説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中間報告（20％）と修士論文（60％）ならびに学外への成果報告
（20％）を基に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは、特に使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実験を行うにあたり、事前に参考にする論文等を熟読し、１日ごとの
実験計画をたてること。実験終了後は実験結果をもとに十分な考察を
行うこと。1回の実験あたり、事前および事後学習を合わせて0.5時間
は行い、理解を深めること。また、実験は油断をすると重大な事故に
もつながりかねない。実験中は集中できるように日々の体調管理を怠
らないこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　各自が選んだ研究テーマに沿って、1年、3ヶ月、1週間
の単位で研究計画を立てて、実験を進める。3ヶ月に一度
の中間報告会および毎週1回の研究報告会において、実験
結果を整理・解釈し、その計画の見直しを行う。

1週～15週
週一回の割合で報告会を行う。
7週目と15週目にそれまでの成果をまとめた中間報告会を
行う。
16週～30週
週一回の割合で報告会を行う。
23週目と30週目にそれまでの成果をまとめた中間報告会を
行う。
31週目～45週目
週一回の割合で報告会を行う。
38週目と45週目にそれまでの成果をまとめた中間報告会を
行う。
45週目～60週目
週一回の割合で報告会を行う。
52週目と60週目にそれまでの成果をまとめた中間報告会を
行う。
最後に修士論文発表会を行い、2年間の成果をまとめる。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30129-01有機生物化学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義松原　公紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大学の授業における有機化学は、炭素、およびヘテロ原子（官能基）
の電子的な相互作用の結果起こる反応について重点的に学ぶ。しかし
ながら、この３０年ほどで、有機化学は無機化合物、特に遷移金属化
合物との関わりによって大きな発展を遂げた。それははじめ生体内の
モデル反応を目指したものであったり、あるいは金属製の反応容器が
触媒になっていたりと偶発的な場合もあったが、今日では、2001年の
野依、2005年のNoles、Sharpless、2010年の鈴木、根岸らのノーベル賞
受賞に見られるように、うまく設計した金属触媒を用いることで、望
むものだけを高い収率で合成することのできる未来型の有機合成反応
の開発が有機合成プロセスのパラダイム変換をうながし、生体内での
選択的な物質変換を、部分的ではあるものの人工的に可能にするレベ
ルに至っている。そのような遷移金属を中心として考える有機化学は
今日の有機化学者、生物有機化学者にとって非常に重要であるが、有
機化学と無機化学の境界領域でもあり、両方の知識が必要であるた
め、学部で受講することには無理がある。従って、大学院において受
講する必要があり、本受講内容を受講することは、有機化学、生物化
学の新たな側面を知識として得る意味で大変有意義なものになると考
えられる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・遷移金属原子上に有機化合物がどのような相互作用を起こすのか理
解し、説明できる。
・有機金属化学におけるいくつかの典型的な化学反応について理解
し、説明できる。
・いくつかの素反応を組み合わせることで触媒サイクルをつくること
を理解し、説明できる。
・これまでに知られている触媒反応とその反応機構について説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講姿勢（５０％）および最後に課す課題レポートの提出（５０％）
をもって評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

配布資料
野依良治ほか、「大学院講義有機化学Ⅰ」（東京化学同人）
ハートウィグ、「有機遷移金属化学」（上）（下）（東京化学同人）
など

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

受講を通して、触媒とその役割、金属上での有機化合物の振舞いにつ
いて理解するとともに、水素化、不斉合成反応、重合反応など、代表
的な触媒反応について理解してほしい。また、一部ではあるが、生体
内で金属を活性中心とする触媒がどのように作用しているか調べ、理
解することも目的としている。事前に触媒反応にはどのようなものが
あり、どのように進行するのか、調べること。また授業後には関連の
興味を持った文献を読んでみること。事前・事後の学習には、少なく
ともそれぞれ1回あたり１時間以上をあてること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．周期律表の遷移金属元素
２．１８電子則と配位不飽和の概念、有機金属錯体の安定
性、様々な配位子の種類と有機金属化合物
３．金属上での反応の種類（酸化的付加反応、還元的脱離
反応、挿入、脱離、トランスメタル化、メタセシス）
４．触媒の概念と、金属の持つ役割、均一系触媒反応の性
質
５．代表的な触媒反応（水素化反応）
６．代表的な触媒反応（ヒドロホルミル化、ヒドロシリル
化）
７．代表的な触媒反応（酸化反応）
８．代表的な触媒反応（メタセシス反応）
９．代表的な触媒反応（重合反応）
10．代表的な触媒反応（不斉合成反応）
11．代表的な触媒反応（クロスカップリング反応の基礎）
12．代表的な触媒反応（クロスカップリング反応の展開）
13．生体内での触媒反応（窒素固定、酸化、Ｖｉｔａｍｉ
ｎB12など）
14．未来の均一系触媒反応研究について
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S30130-01有機生物化学特論Ⅲ

前期 2  1 授業形態:講義塩路　幸生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ケミカルバイオロジー（化学生物学）は、化学者が提唱しはじめた化
学と生命科学の融合による新しい学際的研究分野である。また、ケミ
カルバイオロジーでは、分子生物学的手法に加え、有機化合物を用い
て生命科学研究を行うことから、治療薬や診断薬など有用な化合物開
発に直結する産業上の重要領域であるともいえる。逆をたどれば、現
在実際に使われている医薬の作用機序を学べば、生命現象を紐解く新
しい解法を発見できるかもしれない。本科目では、まず、生体物質の
構造や性質を復習する。続いて最新の生体分析法について学ぶ。さら
に受講者が現在使われている医薬品をひとつ選び、その合成法、構
造、物性、さらに作用機序を調べて発表する。すなわち、本科目をと
おして生命現象に化学者がどのように迫っているのか、有機化学者が
この研究分野にどのようにアプローチできるかを学ぶ。本科目は講義
と医薬品の紹介で構成されます。医薬品の紹介は15分程度の発表と、
5分間程度の討論で行います。講義のはじめに各自医薬品の紹介を行
う順番を決めます。選ぶ医薬品は、調べたことが自らの研究にも役立
つものが望ましい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・化学の力を使って生命現象を解き明かすために必要な方法や知識を
説明できる。
・自らの研究にも役に立つ論理を組み立てることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

プレゼンテーション（60％）およびレポート（20％）ならびに受講態
度（20％）を基に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

毎回プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本科目の半分は発表形式で行われます。各自発表日の前には入念な準
備をすること。直前に慌てて準備をするこのないように、例えば週2
時間以上の準備時間を設けて計画的に準備を進めること。また、受講
者は毎回必ず1回は発言するすること。講義時間内にあった内容に関
して自らの考えに基づいて理解する時間を事後学習として設けるこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．　 タンパク質の構造
２． 　タンパク質の機能
３．　 糖の構造
４． 　糖の機能
５　 　核酸の構造
６.　　核酸の機能
７.　　酵素のはたらき（酸化・還元）
８.　　酵素のはたらき（加水分解）
９.　　有機化学で見る細胞（ミトコンドリア・核）
１０.　有機化学で見る細胞（エンドサイトーシス）
１１.　蛍光発光試薬（選び方と使い方）
１２.　蛍光発光試薬（消光のメカニズム）
１３.　生体イメージング（細胞質）
１４.　生体イメージング（ミトコンドリア）
１５.　生体イメージング（核）
（最近の論文を中心に紹介します）

　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40105-01水圏物質化学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義栗崎　敏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本特論では分析化学の分野で用いる様々な分析法を学ぶ。
学部で学んだ分析化学および機器分析化学の講義に加え卒業論文で使
用した各種分析法を基に最新の分析法について文献を検索し、それら
を読んで理解していく。特にここ５年以内に公表された文献にある試
料の物性や機能測定に用いられた分析法あるいは評価法を取り上げ、
これらの手法の原理と特徴あるいは問題点を明らかにしていくことを
基本とする。
今年度は分析法として主にX線分光法を取り上げ、この方法の原理・
特徴および問題点を最新の文献例をもとに学んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．X線分光法の原理と特徴および問題点を把握し自分自身の言葉で
説明できるようになる。
２．自分自身の研究課題にどの様なX線分光法が適応できるかを判断
できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

プレゼンテーション（50％）およびレポート（25％）ならびに受講態
度（25％）を基に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

文献および資料を配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本科目の半分程度は発表形式で行われる。
事前学習として、自分の発表に関する資料を準備し、受講者と議論で
きるように要点を事前に調べておくこと。各回の事前学習は2時間を
めどとする
事後学習として、授業終了後に出す課題についてレポートを作成する
こと。
各回の事後学習は2時間をめどとして課題に取り組む。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　機器分析法の概略
第2回　受講生自身の研究内容の発表
第3回　X線の発生原理
第4回　X線の測定装置
第5回　X線回折法の原理
第6回　X線回折法の応用
第7回　蛍光X線法の原理
第8回　蛍光X線法の応用
第9回　X線吸収法の原理
第10回　X線吸収法の応用
第11回　X線光電子分光法の原理
第12回　X線光電子分光の応用
第13回　X線分光法を用いた定性・定量分析
第14回　X線分光法のまとめ
第15回　受講生自身の研究課題とX線分光法との関連を考
える



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40106-01水圏物質化学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義山口　敏男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地球表面のおよそ70%は水であり、自然界における物質移動や循環は
溶媒である水が重要な役割を果たしている。また、成人の体重のおよ
そ70%は水であり、生体系においてタンパク質が天文学的な数の中か
ら唯一天然の安定な構造を選択することができる過程において水が巧
妙な役割を果たしている。一方、化学工業における物質の合成反応に
おいても水や種々の溶媒が用いられている。このように自然界におけ
る複雑な現象や工業的な化学合成反応を理解して、さらに新規機能性
物質の設計・合成を深化・発展させるためには、溶媒や溶液の構造や
性質を明らかにして、その機能発現のメカニズムを分子レベルで明ら
かにすることが重要である。水圏物質化学特論Ⅱでは、溶媒である
種々の液体の構造と性質について学ぶ。また、それらの溶媒中におけ
る化学種の構造とダイナミクスを分子レベルで観測する手法として、
X線・中性子線を用いた回折法、X線吸収分光法、中性子非弾性散乱法
を取り上げ、それらの理論といくつかの応用例を学ぶ。また、核磁気
共鳴法を用いた理論と応用についても学ぶ。これらの手法を用いた最
近の応用例として、超臨界水やナノ細孔内に閉じ込めた液体（ナノ流
体）、タンパク質周りの水の構造とダイナミクスの研究について学
ぶ。また、学んだ手法を用いた最近の研究論文を読んで紹介する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

＊液体の構造と種々の性質を説明できる。
＊溶液のX線回折法の理論と構造解析の実際を説明できる。
＊溶液の中性子回折法の理論と構造解析の実際を説明できる。
＊溶液のX線吸収分光の理論と構造解析の実際を説明できる。
＊溶液の中性子準弾性散乱法の理論と溶液のダイナミクス解析の実際
を説明できる。
＊溶液の核磁気共鳴法の理論と溶液のダイナミクス解析の実際を説明
できる。
＊超臨界水、ナノ流体、タンパク質の水和に関する構造とダイナミク
スから機能発現機構を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各手法の講義終了毎に小テストを行う。小テスト（60%）と文献紹介
(40%)で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義の復習を確実に行うこと。また、講義で学ぶ手法を修士論文テー
マに応用できるかどうかを考えることが重要である。講義前には当日
の講義資料に目を通しておく。事前学習には1時間が必要である。講
義終了後は、講義内容を復習して、次回の小テストに備える。事後学
習には1時間が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　溶媒の種類と性質

２　溶液の構造と性質および観測手法

３　溶液のX線回折の理論と応用

４　溶液の中性子回折の理論と応用

５　X線吸収微細構造法の理論

６　X線吸収微細構造法の溶液への応用

７　中性子非弾性散乱法の理論

８　中性子非弾性散乱法の溶液への応用

９　核磁気緩和法の理論

10　核磁気緩和法の溶液への応用

11　超臨界水のミクロ構造と性質

12　細孔中の液体の構造とダイナミクス

13　タンパク質の水和構造とダイナミクス

14　文献紹介（グループ１）

15　文献紹介（グループ２）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40013-01地球環境物理学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習林　政彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

講究の材料は、原著論文、テキスト、自分自身および研究室の他のメ
ンバーの実験・観測・研究結果である。これを、自分自身の理解と他
のメンバーと
の議論の中で正確に理解し、新たな知見を得てゆくことをゼミと日常
的な研究活動を通じて進める。大気科学、特に大気中の微量成分変動
に関する研究論文および基礎的な論文（主に英文）の精読、ゼミにお
ける討論等を通じて、大気物理現象の理解と研究手法、結果の整理等
について学ぶ。主要なテーマは、以下の通りである。
１．光を用いた能動的大気エアロゾル計測
２．光を用いた受動的大気エアロゾル計測
３．個別粒子のマイクロプローブ分析
４．大気エアロゾルのバルク的分析
５．大気エアロゾルの存在状態と物質循環の概要

自分自身の研究テーマは、ゼミ内外の学習を踏まえて、教員、他の院
生との議論に基づいて決定する。テーマは、アジア地域，熱帯域、極
域の大気浮遊微粒子（エアロゾル)の物性とその変動，観測手法，分析
手法に関するものとする。

研究手法の中心は、実験、観測であり、自分自身の研究テーマに沿っ
た実験・観測計画の立案を行う。実験・観測結果の整理、解析を進
め、結果を真摯に受け止め、そこから得られる知見を正確に抽出する
方法を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

エアロゾルが関係する大気物理現象の理論を理解し，自らの力で原著
論文を含め、他の研究者の研究を理解できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題に対する理解度をゼミ等における発表50%、議論50%で評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

決まったテキストは指定しない。適宜，論文等必要な資料を提示す
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究は、既知の成果と自分自身の研究を有機的に結びつけて、新しい
知見を得る作業である。それには、真摯な態度と粘り強い努力が求め
られる。
そのことを踏まえて、日々研究に励むこと。
授業前には、1週あたり2時間以上の準備を行うこと。予習に加え、授
業内容のまとめや授業時間中にできなかった作業などの事後学習を行
うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

 1．ガイダンス
 2．研究倫理　科学の社会性と学問の自由
 3．理論と実験と観測
 4．論文を読む（和文）
 5．論文紹介
 6．英語論文購読：abstractとintroduction
 7．英語論文購読：methodとmeasurement
 8．英語論文購読：results
 9．英語論文購読：discussionとsummary
10．論文紹介
11．電磁波弾性散乱シミュレーション
12．光散乱パターン解析
13．光散乱を利用したin-situ粒子計測
14．粒径分布解析
15．光散乱を利用したリモートセンシング
16．エアロゾルの起源と組成
17．電子顕微鏡と特性X線放射
18．粒子組成分析とエアロゾル種同定
19．エアロゾルの凝縮成長（理論）
20．エアロゾルの凝縮成長（モデル）
21．エアロゾルの凝縮成長（議論）
22．均質核生成（理論）
23．均質核生成（モデル）
24．均質核生成（議論）
25．エアロゾルの凝集（理論）
26．エアロゾルの凝集（モデル）
27．エアロゾルの凝集（議論）
28．エアロゾルの消失（理論）
29．エアロゾルの消失（モデル）
30．エアロゾルの消失（議論）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40013-02地球環境物理学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習高島　久洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

研究テーマに関連した学術論文の精読、実験・観測、解析等を行う。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

先行研究をふまえた研究計画の立案、実験・観測や解析を行う力が身
につく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの発表や実験・観測、解析など平素の取り組み (50%)、研究成
果の内容 (50%) をあわせて総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に定めない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前・事後ともに、自主的・自発的な姿勢が求められる。各回2時間
程度の予習と2時間程度の事後学習を行うこと。予習・復習の詳細は
各回の講義で説明する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ガイダンス
2. 研究倫理
3. 研究テーマの立案
4. 研究の進め方 (仮説、検証、研究計画)
5. 研究の進め方 (研究ノート、管理)
6. 先行研究の調査、整理方法
7. 論文の読み方 (英文法)
8. 論文の読み方 (研究背景、目的)
9. 論文の読み方 (参考文献)
10. 論文の読み方 (図、表)
11. 論文の読み方 (観測・実験手法、解析データ)
12. 論文の読み方 (結果)
13. 論文の読み方 (考察・議論)
14. 論文の読み方 (要約、まとめ)
15. 観測・実験 (概要、安全講習)
16. 観測・実験 (計画)
17. 観測・実験 (準備)
18. 観測・実験 (実施)
19. 観測・実験 (事後処理、報告)
20. データ処理・物理量導出 (準備)
21. データ処理・物理量導出 (実施)
22. データ処理・物理量導出 (整理)
23. データ解析 (特徴の抽出)
24. データ解析 (図作成)
25. データ解析 (統計)
26. データ解析 (誤差)
27. データ解析 (検定)
28. データ解析 (補助データの利用)
29. データ解析 (まとめ)
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40014-01地球環境物理学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習林　政彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

講究の材料は、原著論文、テキスト、自分自身および研究室の他のメ
ンバーの実験・観測・研究結果である。これを、自分自身の理解と他
のメンバーと
の議論の中で正確に理解し、新たな知見を得てゆくことをゼミと日常
的な研究活動を通じて進める。大気科学、特に大気中の微量成分変動
に関する研究論文および基礎的な論文（主に英文）の精読、ゼミにお
ける討論等を通じて、研究手法、結果の整理、解析の手順、議論の進
め方、まとめ方を学ぶ。主要なテーマは、以下の通りである。
１．大気循環とエアロゾルの輸送
２．エアロゾルの変質と存在状態
３．エアロゾルに見る多圏相互作用
４．エアロゾルの光学特性と地球熱収支
５．エアロゾルと雲

自分自身の研究テーマは、ゼミ内外の学習を踏まえて、教員、他の院
生との議論に基づいて決定する。テーマは、アジア地域，熱帯域、極
域の大気浮遊微粒子（エアロゾル)の物性とその変動，観測手法，分析
手法に関するものである。

研究手法の中心は、実験、観測であり、自分自身の研究テーマに沿っ
た実験・観測計画の立案を行う。実験・観測結果の整理、解析を進
め、結果を真
摯に受け止め、そこから得られる知見を正確に抽出する方法を学ぶ。
最終的には、修士論文として成果をまとめ、修士論文発表会での発表
を行い、可能
な場合は、論文公表を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自らの力で原著論文を含め、他の研究者の研究を理解できるようにな
る。また、研究を自らの力で推進し、その成果を論理立てて、発表で
きるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題に対する理解度をゼミ等における発表50%、議論50%で評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

決まったテキストは指定しない。適宜，論文等必要な資料を提示す
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究は、既知の成果と自分自身の研究を有機的に結びつけて、新しい
知見を得る作業である。それには、真摯な態度と粘り強い努力が求め
られる。
そのことを踏まえて、日々研究に励むこと。
授業前には、1週あたり2時間以上の準備を行うこと。予習に加え、授
業内容のまとめや授業時間中にできなかった作業などの事後学習を行
うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

下記の内容を状況に応じて行い、２年次後期に修士論文執
筆、修士論文発表会における発表を最終課題とする。
1.ガイダンス
2.研究倫理　科学の歴史と人類
3.研究計画の検討
4.学会発表資料作成
5.学会発表原稿作成
6.学会発表練習
7.データベース，インターネット情報利用
8.公開科学プログラム等の利用
9.統計解析
10.輸送と変質　海塩粒子
11.輸送と変質　鉱物粒子
12.輸送と変質　人為起源粒子
13.多圏相互作用　エアロゾルと海洋
14.多圏相互作用　エアロゾルと氷床
15.多圏相互作用　エアロゾルと陸面
16.多圏相互作用　エアロゾルと惑星間空間
17.多圏相互作用　エアロゾルと生物圏
18.多圏相互作用　エアロゾルと人類圏
19.中間発表準備
20.中間発表
21.修士論文執筆　実験，観測
22.修士論文執筆　結果
23.修士論文執筆　議論
24.修士論文執筆　議論
25.修士論文執筆　結果
26.修士論文執筆　序論
27.修士論文発表資料作成
28.修士論文発表練習
29.修士論文発表
30.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40012-01地球環境物理学実験

２年通年 10  1 授業形態:実験高島　久洋、林　政彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

研究テーマに関連した学術論文の書き方について学ぶ。また修士論文
の作成をとおして研究成果をまとめるとともに、発表を行う。可能な
場合は、論文公表を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

先行研究をふまえ研究内容をまとめる力、研究内容を発表する力が身
につく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの発表など平素の取り組み（50%）、研究成果の内容（50%）
をあわせて評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に定めない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前・事後ともに、自主的・自発的な姿勢が求められる。各回2時間
程度の予習と2時間程度の事後学習を行うこと。学習事項については
講義時に示す。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ガイダンス
2. 研究成果の公表（方法）
3. 論文の書き方（ガイダンス）
4. 論文の書き方（ピアレビュー）
5. 論文の書き方（英文法）
6. 論文の書き方（研究背景、目的）
7. 論文の書き方（参考文献）
8. 論文の書き方（図、表）
9. 論文の書き方（観測・実験手法、解析データ）
10. 論文の書き方（結果）
11. 論文の書き方（考察・議論）
12. 論文の書き方（要約、まとめ）
13. 論文の書き方（論文投稿）
14. 論文の書き方（査読コメントへの対応）
15. 学会発表（口頭発表：概要）
16. 学会発表（口頭発表：スライドの構成）
17. 学会発表（口頭発表：研究背景、目的）
18. 学会発表（口頭発表：観測・実験手法、解析データ）
19. 学会発表（口頭発表：図、表）
20. 学会発表（口頭発表：結果、考察・議論）
21. 学会発表（口頭発表：動画、アニメーション）
22. 学会発表（口頭発表：質疑応答）
23. 学会発表（口頭発表：英語での発表）
24. 学会発表（口頭発表：発表練習）
25. 学会発表（ポスター発表：概要）
26. 学会発表（ポスター発表：構成）
27. 学会発表（ポスター発表：図、表）
28. 学会発表（ポスター発表：英語での発表）
29. 学会発表（ポスター発表：発表練習）
30. まとめ

1～15回は林が担当し、16～30回は高島が担当する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40101-01地球環境物理学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義高島　久洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講では、地球温暖化・オゾン層破壊・大気環境の悪化などの地球大
気に関連した環境問題を理解する上で基礎となる、大気の物理 (輸
送・放射)・化学的側面について理解するとともに、英文読解力を高め
るために、主として同科目において標準的な英文教科書 (Daniel J.
Jacob　著 Introduction to Atmospheric Chemistry) の輪読を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大気の組成・構造、力学 (輸送・放射)、大気化学等に関する基本事項
を標準的な英文教科書を読むことで理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業における取組 (英文の読み取りの正確さと内容の理解度) で評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Daniel J. Jacob 著: Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton Univ
Press, ISBN: 978-0691001852

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

輪読が中心となるため、予習を前提とする。事後学習として、もう一
度教科書を読み、さらに章末問題を解くことで理解を深める。なお各
回2時間程度の予習と2時間程度の事後学習を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

大気の組成、構造、力学、大気化学に関する事項について
輪読を通して学ぶ。
１大気組成の単位
２ボックスモデル
３パフモデル
４モデルのまとめ
５大気輸送 (地衡風)
６大気輸送 (大循環)
７大気輸送 (乱流)
８地球規模の大気物質の循環・輸送
９大気輸送のまとめ
10 大気放射と温室効果
11 大気による吸収
12 放射強制力
13 水蒸気と雲、光学的深さ
14 大気エアロゾル
15 化学反応、対流圏・成層圏化学



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40102-01地球環境物理学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義林　政彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大気中には様々な大きさ、組成、相状態の微粒子が浮遊している。こ
れらの粒子群は、多様な物理的、化学的過程を通じて大気環境変動に
影響を与えている。このような大気エアロゾルの基本的な性状、発
生、生成過程、大気 中における相変化、化学反応党の変質過程、大気
からの除去過程、および、 それらの結果としての地球上のエアロゾル
分布について、観測結果も踏まえて議論してゆく。 授業形態は、英文
教科書の輪読である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文に慣れるとともに、大気エアロゾルにかかわる諸プロセスの基本
的なこ
とを説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本講では、英文テキストを学生が輪読する方法で授業を進めるので、
授業
でのテキストの読み取りと説明の正確さにより評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Pruppature and Klett 著：Microphysics of Clouds and Precipitation,
(Chapter 8: The Atmospheric Aaerosol and Trace Gases) 、 Kluwer
Academic Publishers, 1997, ISBN:0-7923-4211-9

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定したテキストを輪読するので、4時間以上の予習をしてくるこ
と。また、授業中理解が不十分と感じたところは、復習をすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１ 大気中の気体成分
２ 大気中の粒子状物質：エアロゾル
３ 気体からの粒子生成：単成分核生成
４ 気体からの粒子生成：多成分核生成
５ 雲粒蒸発による粒子生成
６ 破砕による粒子生成：海塩粒子生成
７ 破砕による粒子生成：鉱物粒子生成
８ 地球外からの粒子流入
９ エアロゾルの組成と変質
10 エアロゾルの輸送と拡散
11 エアロゾルの除去：乾性沈着
12 エアロゾルの除去：湿性沈着
13 エアロゾルの濃度と粒径分布
14 エアロゾルの空間分布
15 まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40117-01地球圏科学特別講義Ⅰ

集中前期 1  1 授業形態:講義遊磨　正秀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地球上には、海水に比べてほんのわずかの量の淡水しか存在しない。
そして、 その淡水に依存して暮らす生物は実に多い。人もその淡水を
必要とするがゆえに、自然生態系とさまざまな干渉が続いてきた。近
年でいえば、過剰な水資源確保や治水対策、あるいは水域に対する過
大な栄養塩負荷などである。ところが、水稲耕作を主とする日本では
水系のしくみが特異なものとなり，他にみない身近な水辺環境が存続
してきた。このような淡水域における生物の生活様式、ならびに人為
作用とそれに対する生物の応答、また住民の方々と協同の身近な生き
物調査の事例を示しながら解説を加えたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

淡水域における生態学的・環境学的な基礎的視点を理解し、環境問題
に対して取り組むために必要な原理を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講態度（20％）、講義中の質疑討論内容（20％）、およびレポート
（60％）により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

日頃より、講義内容に関連する新聞記事,雑誌記事,ウェブニュース等
を熟読し,その内容について日常を通じて理解を深める努力をする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１時限　国土の人為改変　（水田農耕とのかかわり）
２時限　住民参加による身近な水辺調査（ホタルダス）
３時限　ホタルの生息環境
４時限　ホタルの住む人工水系
５時限　琵琶湖の環境と生物
６時限　琵琶湖の環境に対する人為改変
７時限　人為改変に対する生物の環境応答
８時限　身近な水辺生物と地域文化



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40118-01地球圏科学特別講義Ⅱ

集中前期 1  1 授業形態:講義宇野　康司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

過去の地球磁場情報を用いた，地球規模で生じる地殻変動の解明につ
いて講義する．特に，古生代以降の「大陸移動現象」や「大陸の変形
現象」など，地球表層部の地形を大きく支配し，生物の多様性にも多
大な影響を与えたこれらの現象について論じたい．
現在から約３億年前，古生代の地球上には，世界の大陸をひとつにま
とめたような「超大陸パンゲア」が存在していた．このパンゲアは，
約２億年前以後に分裂して，現在知られるような大陸へと姿を変え
る．アフリカ・南アメリカ・南極・オーストラリア・北アメリカ・イ
ンド大陸などは，全てパンゲアから離散した大陸である．しかし，現
在の大陸の中でただ一つだけ，ここで名前が挙がらないものがある．
それがユーラシア大陸である．超大陸が分裂していく一方で，小さな
大陸が掃き寄せられて大きな大陸を作った地域が存在した．
超大陸パンゲアが分裂を開始して以来，現在のユーラシア大陸となる
地域が，主要な巨大大陸の成長の場として働いてきた．この点で，
ユーラシア大陸は地球上で最も新しい（最も分解能の高い）大陸進化
の事例であると言える．「世界で最後に形成した大陸」であるユーラ
シア大陸の集合・変形の歴史のなかには，今までに読み取られること
のなかった大陸進化過程に関する普遍性・法則性が数多く残されてい
るに違いない．
本講義ではこれらの課題について，地質学と物理学に基礎を置いた古
地磁気学と呼ばれる地球科学分野からアプローチする．この分野は，
天然の岩石中に含まれる磁性体から，過去の大陸が存在した位置（地
球上の座標）を明らかにするものである．

◎－－－　到達目標　－－－◎

強磁性鉱物について理解する．
それらの鉱物が保有する残留磁化の種類について理解する．
残留磁化情報の信頼性の確認方法について理解する．
残留磁化情報から大陸の移動や変形を読み解く過程を理解する．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内に行う小テストによる講義の理解度を８割，講義時間に行う課
題の結果を２割として評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

小玉一人:古地磁気学　東京大学出版会
中井睦美:ジオロジストのための岩石磁気学　地学団体研究会
瀬野徹三:プレートテクトニクスの基礎　朝倉書店
平　朝彦:地質学１（地球のダイナミックス）　岩波書店
平　朝彦:地質学３（地球史の探求）　岩波書店
木村　学:プレート収束帯のテクトニクス学　東京大学出版会
丸山茂徳・磯崎行雄:生命と地球の歴史　岩波新書

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前と事後に，上記参考書を閲覧することが望ましい．
それぞれ２時間程度の予習および復習が望まれる．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．強磁性鉱物
２．残留磁化の種類
３．段階消磁実験
４．残留磁化成分
５．古地磁気極
６．大陸の回転運動・北上運動
７．ユーラシア大陸の形成史
８．総括

◎－－－　備考欄　－－－◎

資料等は配布しない．プロジェクタを用いた授業を行う．
理解ができる授業の速さとします．



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40044-01地球変動科学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習田口　幸洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　初年度の研究成果をとりまとめて，その成果をもとにさらに取り組
むべき課題を整理し，よりよい研究成果がが得られることを目標に本
授業を行う。そのために，各自の途中段階の成果を取りまとめさせ，
再度必要な文献を調べ，問題点を明らかにし，それらを取り入れた研
究計画を立案させ，自ら主体的に研究に取 り組むようにさせる。
　さらに現在までに得られたデータや研究課題が，現在までに知られ
ている知的体系の中でどのような意義を待っているのか，常に議論し
ながら考察を深めさせる。得られた成果は順次取りまとめ，発表する
ことによって，よりよい内容と理解の向上をはかるとともに，発表の
技術などを習得させる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．1年目の結果に基づき，2年目の研究計画と目標をを立て直せるよ
うになる。
２．得られた結果に対する，最新の知識，最新の文献収集が行え，そ
の内容と自分の途中結果がに対する問題点が把握できるようになる。
３．問題点に対する実験計画等，処理方法が具体的に立てられるよう
になる。４．得られた成果を取りまとめ，また成果を記述したり，口
頭発表できるカが備わる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本講究に対するかねての取り組み（50%），および得られた研究成
果と発表（50%）を併せて評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　本講究をすすめるために必要な関連論文を自ら収集し，自分の結果
などと比較検討し，結果に対する考察ができるようにすること．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究目標をしっかり見据えて，継続的な努力や積み重ねが必要であ
るとともに，またある時期には短期集中して取り組み飛躍的なデータ
の質の向上と量をえるための強い体と意思が必要である．
事前学習：得られたデータや資料にについての発表に際しては，他の
論文などを十分に参考にして，種々の解釈に対する自分の考えを整
理・検討を行っておくこと．そのためには少なくとも2時間の事前学
習が必要となる。
事後学習：指摘された点について，データを再度吟味し，最もその段
階で合理的な解釈と問題点が何であるかを整理しておくこと．データ
の再解析やそれを用いた考察には少なくとも2時間の事後学習が必要
である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　l年次の成果をもとによりよい成果をあげるために，下記
の項目について進める。

l．研究倫理と実際の研究のかかわり
2：現在までの研究成果の整理と問題点の抽出（口頭発
表）
3：問題点と目標の再設定
4：文献の紹介１（再段定に対する文献の抽出）
5：文献の紹介２（英語論文の読み方と要約作成）
6：文献紹介３（配布資料の作成方法）
7：文献紹介４（効果的プレゼンテーション）
8：文献調査の取りまとめと目標の微調整
9. 研究計画の立て方１（再設定自標に対する方法論の倹
討）
10：研究計画の立て方２（結果が思わしくないときの方法
論の再検討）
1l：研究の進め方１（データの解釈と指導教員との議論）
12：研究の進め方２（目標に対する最適野外調査方法と
フィールドノートのとり方）
13：研究の進め方針３（目的に沿った試料採取と露頭ス
ケッチ，写真撮影）
14：研究の進め方４（野外データの整理法）
15：研究の進め方５（実験に対する適切な試料の前処理）
16：研究の進め方６（実験方法の検討と限界）
17：研究の進め方７（実験結果の整理と図表での表現方
法）
18：研究の進め方８（目的に対する結果の議論の仕方）
19：研究の進め方９（他者との議論による論理構成の補
強）
20：口頭発表の方法（発表の全体構成）
21：口頭発表の方法（効果的な図表等のスライド作成法，
22：口頭発表の方法（発表の仕方，要点のまとめ方）
23：口頭発表の方法（質問に対する準備）
24：論文の書き方（全体の論文構成）
25：論文の書き方（効果的な図表の作成法）
26：論文の書き方（はじめにの書き方）
27：論文の書き方（研究史のまとめと問題点の取り上げ
方）
28：論文の書き方（目的に対する議論の仕方とまとめ）
29：論文の書き方（謝辞と引用文献の記述）
30：まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40044-04地球変動科学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習奥野　充
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　初年度の研究成果をとりまとめて、その成果をもとにさらに取り組
むべき課題を整理する。これによって、よりよい研究成果がが得られ
ることが本授業の目標である。そのために、各自の途中段階の成果を
取りまとめ、再度必要な文献を調べることで問題点を明らかにし、そ
れらを取り入れた研究計画を立案し、自ら主体的に研究に取り組むよ
うにする。
　さらに現在までに得られたデータや研究課題が、現在までに知られ
ている知的体系の中でどのような意義を待っているのか、常に議論し
ながら考察を深める。得られた成果は順次取りまとめて発表すること
によって、よりよい内容と理解の向上をはかるとともに発表の技術な
どを習得させる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．1年目の結果に基づき、2年目の研究計画と目標をを立て直せるよ
うになる。
２．得られた結果に対する最新の知識、最新の文献収集が行え、その
内容と自分の途中結果に対する問題点が把握できるようになる。
３．問題点に対する実験計画等、処理方法が具体的に立てられるよう
になる。
４．得られた成果を取りまとめ、また成果を記述したり、口頭発表で
きるカが備わる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本講究に対する取り組み（50%）、および得られた研究成果とその
発表（50%）を総合して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

シュミンケ ハンス-ウルリッヒ・隅田まり・西村裕― （2010）火山
学．古今書院,　354p
本講究を進めるために必要な関連論文を自ら収集し、自分の結果など
と比較・検討して結果に対する考察ができるようにすること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究目標をしっかり見据えて、継続的な努力や積み重ねが必要であ
るとともに、またある時期には短期集中して取り組み飛躍的なデータ
の質の向上と量をえるための強い体と意思が必要である。
事前学習：得られたデータや資料にについての発表に際しては、他の
論文などを十分に参考にして種々の解釈に対する自分の考えを整理・
検討を行っておく。そのためには少なくとも2時間の事前学習が必要
となる。
事後学習：指摘された点についてデータを再度吟味し、最もその段階
で合理的な解釈と問題点が何であるかを整理しておく。データの再解
析やそれを用いた考察には少なくとも2時間の事後学習が必要であ
る。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１年次の成果をもとに、よりよい成果をあげるために下
記の項目について進める。

1．研究倫理と実際の研究のかかわり
2：現在までの研究成果の整理と問題点の抽出（口頭発
表）
3：問題点と目標の再設定
4：文献の紹介１（再段定に対する文献の抽出）
5：文献の紹介２（英語論文の読み方と要約作成）
6：文献紹介３（配布資料の作成方法）
7：文献紹介４（効果的プレゼンテーション）
8：文献調査の取りまとめと目標の微調整
9. 研究計画の立て方１（再設定自標に対する方法論の倹
討）
10：研究計画の立て方２（結果が思わしくないときの方法
論の再検討）
1l：研究の進め方１（データの解釈と指導教員との議論）
12：研究の進め方２（目標に対する最適野外調査方法と
フィールドノートのとり方）
13：研究の進め方針３（目的に沿った試料採取と露頭ス
ケッチ，写真撮影）
14：研究の進め方４（野外データの整理法）
15：研究の進め方５（実験に対する適切な試料の前処理）
16：研究の進め方６（実験方法の検討と限界）
17：研究の進め方７（実験結果の整理と図表での表現方
法）
18：研究の進め方８（目的に対する結果の議論の仕方）
19：研究の進め方９（他者との議論による論理構成の補
強）
20：口頭発表の方法（発表の全体構成）
21：口頭発表の方法（効果的な図表等のスライド作成法，
22：口頭発表の方法（発表の仕方，要点のまとめ方）
23：口頭発表の方法（質問に対する準備）
24：論文の書き方（全体の論文構成）
25：論文の書き方（効果的な図表の作成法）
26：論文の書き方（はじめにの書き方）
27：論文の書き方（研究史のまとめと問題点の取り上げ
方）
28：論文の書き方（目的に対する議論の仕方とまとめ）
29：論文の書き方（謝辞と引用文献の記述）
30：まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40042-01地球変動科学実験

２年通年 10  1 授業形態:実験奥野　充、上野　勝美、杉山　哲男、田口　幸洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　博士課程前期を通じて研究課題を遂行するために、必要なデータの
取得方法（野外調査技術、試料の処理・実験技術、観察記載力）、お
よび研究論文作成のために必要な専門分野の最新の知見を得るために
必要な文献の読解力、英作文を含めた報文作成能力の向上などについ
て実験とそのまとめのためのゼミ形式討論を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．自ら野外調査計画をたて，効率的，かつ安全な野外調査ができる
ようになる。
２．最新の研究動向に関する情報収集能力を向上させることができ
る。
３．修士論文作成のための実験技術が習得でき，実験に取り組む科学
的な思考態度が身につく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　全期間を通じての実験へ取り組む科学的態度（50％）、課題を自ら
見つけて実験を前進させるための準備に対する積極性（25％）、およ
びゼミナール等での成果報告や討論を通じて課題内容の理解の程度
（25％）を総合的に判断して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に，テキストはない．実験中に必要な資料を適宜配布する．自ら積
極的に最新の情報を収集する必要がある．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

課題ごとに，また実験の進展によって内容や手法が異なるので，指導
教員と事前に連絡をとり，入念な事前準備を行うこと．実験後はただ
ちにデータを集積・評価し，次の段階への準備につなげるように努め
る必要がある．これらが準備学習に該当し，毎日少なくとも2時間以
上をかけて主体的に取り組むことが求められる.

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1年目
1～4週目　野外調査法を検討し，既存データの解析を進め
る。
5～14週目　各自の研究目的に合う高度な実験技術を，実
際に自分の試料を用いて身につけさせる。
15週目　専門分野の最新の知見を得るための文献検索方
法。
16～30週目　実験技術などの最先端の内容に関する論文購
読を通しながら，論文作成のために必要な文章力などを、
議論やゼミ形式の討論などを通して身につけさせるととも
に自分の研究目的への応用が図れるように指導する。

2年目
1～14週目　各自の研究目的に合う高度な実験技術を，実
際に自分の試料を用いて身につけさせる。
15週目　専門分野の最新の知見を得るための文献検索方
法。
16～30週目　実験技術などの最先端の内容に関する論文購
読を通しながら，論文作成のために必要な文章力などを、
議論やゼミ形式の討論などを通して身につけさせるととも
に、自分の研究目的への応用が図れるように指導する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40157-01地球変動科学特別講義Ⅰ

集中前期 1  1 授業形態:講義林　歳彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

自動車、建物、電気・電子機器など身の回りのもの、これらのものづ
くりに欠かせない素材を提供するのが、素材産業である鉱業(mining：
採掘、選鉱、製錬までを含める)です。その金属資源は鉱山で採掘され
る。
鉱業が成り立つためには、まず開発すべき鉱床が発見される（探査す
る）必要があり、これがなくては人類社会への資源・素材を提供する
ことはできない。
日本にはその金属鉱物資源がほぼない（掘り尽くされた？あるいは探
査不十分？）ことから、海外から資源を輸入しなくてはならい。この
ような資源の安定供給のためにJOGMECは取り組んでいる。
金属元素が、経済的に開発できるほどに著しく濃集した地質体を鉱床
と呼ぶ。鉱床は、いわば地球化学上、ある元素が異常に濃集した場所
ということができる。
これらは、地球史上の地質形成・進化のさまざまな営みの中で形成さ
れる。鉱床は、どこでどのように形成されるのか。この疑問への答え
を得ることができれば、どのような地質帯・体を探査すれば良いかを
導くことができる。
しかし、この答え、すなわち、鉱床形成に関する時間的分解能、空間
的分解能は現時点では不十分である。そのため、探査の成功確率は低
い。また、近年は地表に露出する鉱床はほとんど発見し尽くされ、地
下に潜む鉱床を見つけるための努力・挑戦がなされている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

身の周りにあるものにどのような金属が使われているかを意識できる
その金属は、日本で、世界でどのくらい生産・消費されているかを知
る
その金属資源を日本に安定供給するための、JOGMECの取り組みを知
る
その金属は、自然の中ではどのような状態で存在しているかを知る
その自然状態の金属が、どのように採掘され、どのように金属を抽出
し、素材産業界に提供されているかを知る
その金属元素が異常に濃集している地質体（鉱床）は、地球史の中
で、いつでもどこでも形成されるわけではなく、特定の地質セッティ
ングが成立するときに形成されるものであることを知る
鉱床はどのように発見されるのか（探査されるのか）を知る
実際に鉱床（鉱石試料）に触れ、観察することで、具体的に探してい
るもの（様々な鉱床タイプの鉱石）がどのようなものか知り、現場で
遭遇したとき、それが鉱石であることがわかるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の質問や議論などの積極的な授業への参加（60%）、及び講義
終了後の課題レポート（40%）を基に成績を評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講義で使用するテキストはパワーポイント資料として配布します。
参考文献
「鉱床地質学　金属資源の地球科学」鞠子正　古今書院
「資源環境地質学　地球史と環境汚染を読む」資源地質学会

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

JOGMECホームページの「金属資源情報」の「金属資源レポート」あ
るいは教材に「非鉄金属資源開発技術のしおり」がありますので、本
講義に関心ある人は、事前にこれらにあたっていただけと、資源をと
りまく現状、資源探査の基礎的な部分を学ぶことができます。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第一日午前：
1. 身近な金属
2. 金属を手にするまで
第一日午後：
3. 金属鉱物資源をとりまく現状　
4. 安定供給への取り組み
第二日午前：
5. 金属鉱物資源（金属鉱床）とは
6. 鉱石・岩石試料観察
第二日午後：
7. 鉱物資源（金属鉱床）探査
8. 鉱床探査の実際
（学生の関心、反応によっては各話題の時間短縮・延長を
行います）

◎－－－　関連URL　－－－◎

JOGMECホームページ
(http://www.jogmec.go.jp/)

◎－－－　備考欄　－－－◎

探す対象である鉱石・岩石試料を実際に手に取って観察す
ることで、鉱床の形成、探査の視点・手法をより実感して
もらいたいと考えています。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40158-01地球変動科学特別講義Ⅱ

集中前期 1  1 授業形態:講義佐野　弘好
◎－－－　授業の概要　－－－◎

日本列島には付加体とよばれる複雑な構造と構成要素の組合せをもっ
た地質体が広く分布している．現在知られているわが国最古の付加体
は北上山地に見いだされたデボン紀付加体で，最も新期の付加体は四
国沖の南海トラフで形成されつつある現世付加体である．デボン紀か
ら現在に至る間で，付加体が形成されていない時期はわずかでしかな
く，日本列島すなわちアジア東縁は形成期間の多くが大陸プレートと
海洋プレートの収束境界に位置していたことがうかがわれる．つまり
日本列島の大部分は付加体からなる言っても過言ではない．
　本講義では日本列島形成史を考える上で避けて通ることが出来ない
付加体の研究史概要，定義，構成岩石とその年代および起源，形成過
程などに中心を置いて事例を紹介しつつ解説する．解説では担当教員
が携わった二畳紀付加体，秋吉帯およびジュラ紀付加体，美濃－丹波
帯を主な題材としてとりあげる．

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義で中心的に解説する二畳紀およびジュラ紀付加体の地質学的ア
ウトラインについて，受講学生自身の言葉によって他者に説明ができ
るようになることを目標とする．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
付加体はわが国の各地に広く分布しているが，全球レベルでみると付
加体の分布は限られている．カナダ西部，グリーンランド，合衆国西
海岸，アラスカ，ニュージーランド北島，英国・スコットランドなど
が付加体の代表的な分布地域として知られている．レポートでは，そ
れらの付加体から1つを選んで，その付加体形成のテクトニックな背
景・環境を考察することを求める．レポートに掲載されたデータの
質・量，記述内容の正確さ，考察における論理展開の正確さ，明確さ
を評価する．
評価方法
提出されたレポートの内容に基づく．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1．小川勇二郎・久田健一郎（2005）：フィールドジオロジー5　付加
体地質学．日本地質学会フィールドジオロジー刊行委員会（編）．
160頁，共立出版，東京．
2．Monger, J. W. H. et al. (1992): Part B. Cordileran terranes; in Upper
Devonian to Middle Jurassic assemblages. Chapter 8 of Geology of the
Cordilleran Orogeny in Canada, (ed.) H. Gabrielle and C. J. Yorath: Geol.
Surv. Canadam Geology of Canada, no. 4, 281-327.
3．https://www.gns.cri.nz/Home/Our-Science/Earth-Science/Regional-
Geology/The-Geology-of-New-Zealand
4．Aita, Y. and Spörli, K, B. (1992): Tectonic and paleogeographic
significamne of radiolarian microfaunas in the Permian tp Mesozoic basement
rocks of the North Island,　New Zealand. Palaeogeogr. Palaeoclimat.
Palaeoecol., 96, 103-125."

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

①履修上の留意点　プレートテクトニクスに関する基礎的知識を有す
ることが望ましい．
②参考図書などを用いて講義内容を復習し，確実な知識として習得す
ること(30分)．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回イントロダクション（1）　付加体とは何か？
第2回イントロダクション（2）　付加体研究史とプレート
テクトニクスの基礎的内容（復習）
第3回付加体の構造層序（1）整然相
第4回付加体の構造層序（2）混在相
第5回事例研究（1）二畳紀付加体
第6回事例研究（2）ジュラ紀付加体
第7回わが国と海外の付加体の比較検討
第8回付加体の形成テクトニクス



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40107-01地球変動科学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義田口　幸洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

日本は世界的にも地殻変動が激しい場所に位置している．特に環太平
洋の火山帯のなかにあり，火山を熱源とした活地熱系や熱水系が形成
されている．本講義では，このような活動的な場が地球圏の中で，ど
のような場で起こり，どのような火山活動の特徴があるかを理解した
のちに，火山に伴う活地熱系の発達過程と資源の形成メカニズムにつ
いて述べる．

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．火山活動に伴う火山ガスの化学的特徴が理解できるようになる。
２．成層火山に特徴的に伴う４つタイプのの熱水の特徴と分布の規則
性が理解できるようになる。
３．熱水と岩石の反応による熱水変質作用の特徴が理解できるように
なる。
４．地下温度を推定する方法や問題点が理解できるようになる。
５．地熱系の形成機構と地熱兆候とを関連付けて理解できるようにな
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

質問や発表授業への積極的な参加や取り組み具合（50％），また途中
で行う演習の結果（50％）により評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に使わずに，講義中にプリントを配布し，それを基に授
業を進める．

参考図書：
Henley, R.W., Truesdell, A.H. and Barton, P.B. Jr. (1984) Fluid-Mineral
Equilibria in Hydrothermal Systems. Society of Economic Geologists,
Reviews in Economic Geology, Volume 1, 267p.
Hagemann, S. and Brown, P.E. Eds  (2000) Gold in 2000. Society of
Economic Geologists, Reviews in Economic Geology, Volume 13, 559p.
資源地質学会編（2003）資源環境地質学　地球史と環境汚染を読む，
資源地質学会，492ｐ．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業には毎回，関数機能付き計算機を持参すること．
事前学習：事前に指示された項目を調べて，授業中に簡潔にまとめて
話せるようにしておくこと．そのためには少なくとも2時間が事前学
習として必要とされる。
事後学習：授業中に発表したことで十分に説明できなかったことを整
理して理解するとともに，授業の中で理解が十分でなかったところを
調べ質問事項等を整理しておく。そのためには最低2時間の事後学習
が必要とされる．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

地球圏の中での火山活動が発達する環境を概括し，その後
火山の周辺に発達する熱水系，そこに形成される各種資源
について，以下のような流れを追って理解をふかめる。

1．イントロダクション：地球圏のシステムと火山活動
2．火山ガスの化学組成と特徴
3．火山ガスの同位体比的特徴
4．熱水の化学組成とタイプ
5．熱水の陽イオン成分から得られる地下情報
6．熱水の陰イオン成分から得られる地下情報
7．熱水の化学組成から得られる地下での熱水流動のとら
え方
8．地下温度の推定：流体包有物温度計
9．流体包有物からわかる地熱系構造の把握
10．地熱変質鉱物の形成と生成条件
11．地熱系のモデルと変質鉱物の分布
12．地熱系モデルと現場での見方
13．浅熱水性金鉱床の実際と特徴
14．金の移送と沈殿のメカメカニズム
15．火山周辺の各資源の分布と熱水系のモデル，と地熱系
の変遷など。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40108-01地球変動科学特論Ⅱ

前期 2  1 授業形態:講義杉山　哲男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　地球生物圏の進化過程と、地球表層部に残された過去の環境変動記
録との関連性について講究する。主な内容は、(1)過去の地表環境変動
を理解するために、地殻の変動と進化を課題に基礎から最近の研究動
向まで知識基盤のかさ上げを行なう。(2)過去の生物圏進化事変および
日本列島基盤変動史の全体像を把握するため、基礎から最近の成果ま
で幅広く修得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　１．過去の地球環境変動に関する知識のバックグラウンドをレベル
アップすることができる。
　２．最新の研究情報の収集について、手法やその内容要約力、プレ
ゼンテーション力を身につけることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　単元区切りで全員でディスカッションし、深化すべき課題を各自で
提案し、集めた情報をプレゼンテーションすることを課す。積極的に
知識のバックグラウンドを向上させる準備状況ができているか
（20％）、および内容とその要約力（40％）、さらに発表の完成度
（40％）を毎回評価し、それらを総合して成績評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。必要な資料は自ら検索入手し、必要なら事前準備し
て配布することを求める。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　原則として欠席は認めない。提案された課題について調査収集した
情報を取りまとめて発表説明することを求める。そのための事前に情
報収集と取りまとめの準備学習（5-6時間）が必須となる。事後は指摘
された未解決の部分をさらに掘り下げる学習（3-4時間）が求められ
る。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　講義計画とおもな内容は次のようになる。今年度は堆積
相と堆積環境に焦点を当て、地球史における地表環境の変
遷とそのテクトニックな背景について学ぶ。
１　地球史の概要（冥王代ー始生代）
２　地球史の概要（原生代）
３　地球史の概要（顕生代）　
４　堆積相と堆積環境に関する知的総括（陸域）
５　堆積相と堆積環境に関する知的総括（海洋）
６　堆積相と堆積環境に関する知的総括（礁）
７　火山活動と地表環境の変遷（炭素循環）
８　火山活動と地表環境の変遷（大量絶滅）
９　火山活動と地表環境の変遷（島弧形成史）
10　海水準変動と地表環境の変遷（シーケンス層序学）
11　海水準変動と地表環境の変遷（炭酸塩の海水準変動記
録）
12　海水準変動と地表環境の変遷（気候変動サイクル）
13　プレートテクトニクスと地表環境の変遷(古地理変
遷）
14　プレートテクトニクスと地表環境の変遷（付加体形成
史）
15　プレートテクトニクスと地表環境の変遷（生物進化と
プレート変動史）
　各項目からトピックスを選択し、受講生は各自指定され
た担当部分についてゼミ形式で要約発表し、討論および質
疑応答によって理解度をチェックする。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40115-01地球変動科学特論Ⅲ

後期 2  1 授業形態:講義上野　勝美
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　地球表層で起こる地質学的なプロセスの中で，地層の形成は様々な
形で海水準の変動にコントロールされている．特に地層記録の中で最
も一般的な浅海成堆積物は，海水準変動の影響を直接受け形成される
と言ってよい．この講義では，堆積記録の読解方法，地層記録の区分
法，海水準変動のタイプと成因，海水準変動と堆積記録の対応関係，
海水準変動や堆積作用をコントロールするプロセスなどについて，英
文テキストを通読することで理解を深める．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・地層形成と海水準変動について学び、両者の関係性や仕組みを説明
できるようになる。
・英文学術論文の読解力を高める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

英文読解の理解度を80％，受講態度を20％とし，評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは講義初回までに配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストを事前に通読し，訳文を作成する（120分）。事後学習とし
て，講読した論文のまとめを行う（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ガイダンス，英文論文の読み方
２．堆積記録としての堆積岩
３．層序学的な解析方法
４．地質年代
５．海水準変動とは
６．海水準変動記録の例
７．海水準変動の要因
８．堆積空間
９．シーケンス層序学
10．システムズトラクト
11．ユースタシー海水準変動
12．気候プロセスとテクトニックプロセス
13．相対的海水準変動
14．海水準変動の階層性
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40116-01地球変動科学特論Ⅳ

後期 2  1 授業形態:講義奥野　充
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この特論では、火山地質学および環境地質学的なテーマを取り上
げ、これらを例として学術研究の本質を理解し、さらには受講者自身
の研究にフィードバックすることを意図している。具体的には、地層
から読み取れる火山活動およびその歴史、地層から読み取れる環境変
動史を例として取り上げる。これらの研究が、今後の人類の生き残り
にどのように役立つかも踏まえながら、理解を深めていき、現在また
は将来直面するであろう自然災害や環境問題にも対処できる能力を育
成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　火山活動をはじめとする自然災害や環境問題の本質を理解し、的確
に対応できるための知識と能力が備わる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義時に扱った内容を、受講者自らがまとめたレポートを作成す
る。この作成したレポートと本人とのやり取り（口頭試問）から、火
山学ならびに第四紀学に関する知識や理解力を評価基準とする。レ
ポート５割、口頭試問５割とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

ハンス‐ウルリッヒ シュミンケ（2016）新装版 火山学: I火山と地球の
ダイナミクス．古今書院，354p，ISBN-10: 4772231811
ハンス‐ウルリッヒ シュミンケ（2016）新装版 火山学: II噴火の多様
性と環境・社会への影響．古今書院，254p，ISBN-10: 477223182X
遠藤邦彦（2017）日本の沖積層 改訂版: ─未来と過去を結ぶ最新の地
層─．冨山房インターナショナル．475p.ISBN-10: 4866000279
遠藤邦彦・小林哲夫（2012）第四紀．共立出版．240p，ISBN-10:
4320046897
町田洋ほか（2003）第四紀学．東京大学出版会．323p，ISBN-10:
4254160364

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として上記の文献などを読み，スライドなどの作成準備を
すること．自身が積極的に問題意識を持ち、個々のテーマ間の関連性
を意識して受講する．事後学習では，講義内容を確実にまとめ、その
時点での自身の到達状況を把握する．なお，事前・事後学習は，各2
時間，計4時間必要である．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．火山活動
２．噴火様式
３．噴出物の種類
４．噴火様式と地形
５．噴火史の編年法１（層序学）
６．噴火史の編年法２（年代測定法）
７．火山災害の種類
８．火山災害の防止と軽減
９．火山のめぐみ
10．地層から読み取る環境変動
11．湖沼コア試料
12．泥炭試料
13．安定同位体比による復元法
14．氷期と間氷期
15．温室効果と太陽活動



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40024-01地球流体力学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習西　憲敬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地球および惑星の気象学に関する研究論文の精読・セミナーにおける
討論等を通じて、過去の研究を参考にしながら、独創性のある研究を
行うためのさまざまな手法を学んでいく。研究成果をまとめて発表す
る過程にも重点を置いて学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

原著論文の読解などを通して、自分で研究に必要な情報を得ることが
できるようになる。自分でよく考えて、創造性のある研究活動を行え
るようになる。また、研究の結果についてきちんと発表できる力を身
につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

教員との質疑応答の内容によって評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

十分な準備をもってゼミにのぞむこと。おおむね予習復習に各2時間
程度かけるような内容となっている。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ガイダンス
2. 研究発表の方法論基礎(口頭発表の基本:あらまし)
3. 研究発表の方法論基礎(口頭発表の基本:発表資料作成)
4. 研究発表の方法論基礎(口頭発表の基本:質疑応答)
5. 研究発表の方法論基礎(論文作成の基本:あらまし)
6. 研究発表の方法論基礎(論文作成の基本:結果の記述概論)
7. 研究発表の方法論基礎(論文作成の基本:結果の記述細部)
8. 研究発表の方法論基礎(論文作成の基本:議論と結論)
9. 研究発表の方法論基礎(論文作成の基本:先行研究の評価)
10. 研究発表の方法論基礎(論文作成の基本:図版の作成概
論)
11. 研究発表の方法論基礎(論文作成の基本:図版の作成細
部)
12. 研究発表の方法論実践(口頭発表:準備)
13. 研究発表の方法論実践(口頭発表:発表資料作成)
14. 研究発表の方法論実践(口頭発表:質疑応答)
15. 研究発表の方法論実践(論文作成:準備)
16. 研究発表の方法論実践(論文作成:結果の記述概論)
17. 研究発表の方法論実践(論文作成:結果の記述細部)
18. 研究発表の方法論実践(論文作成:議論と結論)
19. 研究発表の方法論実践(論文作成:先行研究の評価)
20. 研究発表の方法論実践(論文作成:図版の作成概論)
21. 研究発表の方法論実践(論文作成:図版の作成細部)
22. 研究英語(語彙)
23. 研究英語(英文法文型など)
24. 研究英語(動詞など)
25. 研究英語(関係詞など)
26. 研究英語(その他文法)
27. 研究英語(リスニング)
28. 研究英語(スピーキング)
29. 研究英語(多読)
30. 口頭試問



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40022-01地球流体力学実験

２年通年 10  1 授業形態:実験岩山　隆寛、西　憲敬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　大気中や海洋中生じる様々な「流れ」について、その発生機構や維
持機構を明らかにする。研究対象とする現象や研究の目的に応じて、
室内実験、数値シミュレーション、観測データの解析などの中から最
適な手法を用いて研究をおこなう。
１．室内実験
　対象となる現象をモデル化した室内実験をおこなう。実験装置の設
計および製作から始める。
２．数値シミュレーション
　対象となる現象を直接あるいはモデル化して数値計算をおこなう。
３．観測データの解析
　人工衛星観測データ、気象データなどを解析することにより現象の
解明をおこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　自らの力で、実験の計画、実施、解析をできる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実験に対する取り組みの状況（60%）、および、実験で得られた成
果（40％）を基に評価する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　担当教員と日常的に実験の進め方、実験結果の解釈について意見交
換をしながら、自ら計画を立てて積極的に実験に取り組むこと。実験
の進め方についての事前学習に2時間，結果の整理解釈に2時間の時間
がかかると見積もっている．

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　2年通年の科目なので、おおまかなスケジュールを示
す。

1年次　
１．実験テーマの決定の準備期間　（1週～5週）
２．テーマに沿った実験装置あるいは計算プログラムの作
成　（6週～20週）
３．予備実験および装置やプログラムの改良（21週～30
週）

2年次
４．実験あるいは解析によるデータの収集と蓄積　（1週
～20週）
５．研究成果のまとめ　（21週～30週）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40152-01地球流体力学特別講義

集中後期 1  1 授業形態:講義酒井　敏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大気や海洋などの地球上の流体運動は、日常の人間活動のスケールに
比べて桁違いに大きい。また、これらの流体が地球とともに回転して
いるために、日常の直観に反した動きをする。このように、日常的な
経験からは理解しにくい大気や海洋の動きについて、室内実験の映像
などを交えながら解説する。また、実際の自然界では、このような基
本的な性質がいくつか組み合わさって、カオス的な挙動を示す。その
ような場合には、決定論的な系であっても将来の予測が不可能である
ことを解説し、地球や地球上の生物がそのような世界で進化してきた
ことを説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然の歴史や基本的な仕組みを理解することにより、カオスの世界で
は綿密な計画に基づく行動が必ずしも最適ではないことを肌で感じら
れるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業参加態度とレポートにより評価する（それぞれ、おおむね
50%）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部卒業程度の基礎知識を前提とする。
予定調和な内容ではないので、話の流れについてこれるように、よく
睡眠をとり、冴えた頭で遅刻しないように出席すること。また、受講
後は講義内容をよくかみしめ、生活のあらゆる場面で、その意味をよ
く考えること。受講後、該当年度内は半期中（4か月間）毎日寝る前
に15分間、当日の出来事を思い出し、講義内容と照らし合わせて、カ
オス的な世界で生きるということはどういう事か考察をすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　スケールの話
第2回　地球誕生
第3回　酸素の起源
第4回　二酸化炭素の行方
第5回　放射平衡と地球の気温
第6回　気温が決まるしくみ
第7回　天気予報とカオス
第8回　自然の中のフラクタル



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40103-01地球流体力学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義西　憲敬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地球流体力学とは、大気・海洋・マントルの大規模な運動を、重力の
影響によって地球上に密度成層した流体が、地球の自転と球面の効果
を受けつつ流体力学と熱力学の諸法則にしたがって行う運動と捉え、
物理現象として統一的に理解することを目指す学問分野である。ここ
では、地球流体力学の理解に必要な数学や物理学についてより深い知
識を習得するとともに、その地球流体への適用を実習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球物理学において流体力学がどのように展開されているかを総体的
にとらえられるようになること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業時間中にほぼ毎時間学習内容についての試問を行い、その内容に
よって評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義の進行に遅れることなく、講義中に指示する課題を終えていくよ
う努めて下さい。おおむね予習復習に各2時間程度かけるような内容
となっている。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1 地球流体の構造の理解
2 流体力学の基礎方程式の基本
3 流体力学の基礎方程式の応用
4 球面での方程式系
5 流体力学の地球への適用　
6 基本的な近似
7 気圧座標系
8 ポテンシャル渦度
9 重力波の基本
10 さまざまな重力波
11 ロスビー波
12 赤道波
13 傾圧不安定
14 さまざまな不安定
15 境界層の力学



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40104-01地球流体力学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義岩山　隆寛
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大気や海洋に生じる流体現象は、波動，対流，渦，といった素過程
や、それらの相互作用や集団運動として理解・解釈することができ
る．本講義ではこれらの素過程の中で特に渦，およびその集団運動で
ある乱流について学ぶ。大規模な大気・海洋運動では鉛直方向のス
ケールが水平方向のスケールに比べて非常に小さく、幾何学的に2次
元と見做せること、さらに密度成層や回転の効果も運動を水平2次元
に束縛する傾向にある。2次元の乱流は3次元乱流にはない特異な性質
を持つことが知られている。そこで、大気海洋の大規模運動への応用
を念頭に、2次元乱流についても学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

乱流の基礎的事項を正しく理解し、きちんと説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業はゼミ形式でおこない，試験は行わない。予習の状況・発言の内
容など、授業への取り組みの積極性で評価する（10割）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：
プリントを配布する。
参考図書：　
Lesieur, M. : Turbulence in fluids (fourth edition), Springer.
Salmon, R. : Lectures on geophysical fluid dynamics, Oxford University
Press.
Vallis, G. K. : Atmospheric and oceanic fluid dynamics (second edition),
Cambridge University Press.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

前もってプリントを配布するので、参考図書などを使って十分に下調
べをしたうえで出席すること。復習として参考図書にある演習問題を
解いてみるとより深い理解につながる。予習，復習に各2時間ほどの
時間をかけること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　渦度，循環，渦位
2　基本的な統計量：エネルギースペクトル
3　波数空間内の運動方程式（3次元）
4　エネルギースペクトルの発展方程式（3次元）
5　Kolmogorovの相似則
6　波数空間内の運動方程式（2次元）
7　詳細保存則
8　Fjortoftの定理
9　2重カスケード過程
10　波数空間内の動力学
11　2重カスケード過程の数学的証明
12　完結近似
13　赤外領域スペクトル
14　渦粘性
15　地衡流乱流



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40063-01適応機能生物学講究Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習伊東　綱男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

適応機能生物学専修では、昆虫を中心とした節足動物の適応的な行動
のしくみを神経生理学的および行動生物学的に解明することを課題と
している。そのためには、神経機構の形態的・生理的特徴や行動の特
性と神経機構の関連を調べるための手法を駆使する必要がある。本講
究では、神経行動学的研究に必要とされる、形態学、神経生理学、行
動学的な実験手法を解説するとともに、各自が実際の研究時にも応用
できる基盤をつくることを目的とする。また、得られた結果のまとめ
方やその発表や論文作製の一般的な手法についても修得できるように
解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

節足動物の行動およびその神経基盤に関する研究計画を立てる事がで
きるようになる。
節足動物の行動の基盤となる神経機構の形態学的および神経生理学的
および行動学的実験手法の原理を理解し、実際の実験に導入できるよ
うになる。
実験結果のまとめ、発表、論文作製の一般的な方法を応用できるよう
になる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実験方法の理解し、それを実際に応用する能力を評価する（70％）。
実験や結果の解釈に必要な必要な原著論文の内容を論理的に理解する
力を評価する（30％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

キストは使用しない。プリントおよび資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本講究で扱う項目は修士課程前期の研究遂行の基盤となるものなの
で、事前には積極的に資料の収集につとめ、事後は内容のさらなる理
解に深め、実験への導入に向けた追加の情報収集を怠らないこと。事
前学習、事後学習ともに2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1 研究計画の立て方
2 節足動物における神経生物学的概観と研究
　課題
3 節足動物における神経生物学的課題に関す
　る研究事例検討
4 節足動物における行動生物学的概観と研究
　課題
5 節足動物における行動生物学的課題に関す
　る研究事例検討
6 神経形態学的実験の手法:走査型電子顕微鏡
　での節足動物感覚器の観察法
7 神経形態学的実験の手法:免疫染色法
8 神経形態学的実験の手法:LSM顕微鏡による
　神経構築の観察法
9 神経形態学的実験の手法:LSM観察データか
　らの3次元像構築法
10 神経生理学的実験の手法:神経活動記録導出
　の原理と装置構成
11 神経生理学的実験の手法:神経細胞活動の細
　胞外記録法
12 神経生理学的実験の手法:神経細胞活動の細
　胞内記録法
13 神経生理学的実験の手法:神経細胞活動導出
　のための刺激の調整・提示法
14 神経生理学的実験の手法:細胞活動記録の解
　析法
15 行動観察の手法:野外での昆虫個体観察法
16 行動観察の手法:実験室内での昆虫の行動観
　察手法
17 行動観察の手法:社会性昆虫コロニーでの個
　体識別と追跡
18 行動観察の手法:観察映像データおよび音声
　データの解析法
19 行動実験の手法:抽出行動特性の選定と実験
　設計
20 行動実験の手法:昆虫の選択嗜好実験の実
　験法
21 行動実験の手法:昆虫での古典的条件付けの
　実験法
22 行動実験の手法:昆虫での道具的条件付けの
　実験法
23 行動実験の手法:行動実験への神経生理学的
　手法の導入
24 行動実験データの解析法
25 実験データの取りまとめ方と解釈:統計的
　処理
26 実験結果の発表の方法:実験結果の表現法
27 論文のまとめ方:論文の構成
28 論文のまとめ方:結果の記載法
29 論文のまとめ方:図表の記載法
30 論文のまとめ方:考察の記述法



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40064-01適応機能生物学講究Ⅱ

通年 4  2 授業形態:講義及び演習伊東　綱男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講究では、ゼミ形式で節足動物の神経行動学領域に関する論文を紹
介し、その内容に関する議論をとおして、この領域の課題とその現状
への理解し、修士課程での研究における理論構築の基礎を確立する。
発表時の議論での指摘により、自らの内容の捉え方が適切か、理解が
十分であるかを確認する事で、さらに理解度を深める事ができる。ま
た、発表の機会をもつことで、プレゼンテーションの技術を修得する
ことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

節足動物における神経生物学の最新の知識を得ることで、この領域で
課題に自ら対応できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文紹介での内容の把握と発表の的確度、議論に対する積極性を評価
する。
発表と内容理解(60%)
議論への参加の姿勢(40%)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

科学雑誌の印刷版または電子版から論文を取得して用いる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

論文紹介発表の担当にあたっては、論文を読み込み、引用文権にも目
をとおし、内容を十分理解のうえ、発表資料を準備する。また、事後
には議論で理解不足と指摘されて点を十分に補足しておく。また、担
当でないときにも、議論に必要なる知識の獲得に努める。事前学習、
事後学習ともに2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1 ガイダンス
2 節足動物の神経構築研究の手法と研究事   例検討
3 節足動物の神経機能研究の手法と研究事   例検討
4 神経機能に関わる化学物質の研究事例検   討遺
5 神経機能に関わる遺伝子の研究事例検討
6 脳内の神経構築に関する研究事例検討
7 受容細胞での刺激受容機構に関する研究   事例検討
8 感覚情報の脳内処理機構に関する研究事   例検討:視覚情
報
9 感覚情報の脳内処理機構に関する研究事 例検討:化学感覚
情報
10 感覚情報の脳内処理機構に関する研究事 例検討:振動情
報
11 感覚情報の脳内処理機構に関する研究事 例検討:湿度温
度情報
12 感覚情報の脳内処理機構に関する研究事 例検討:機械感
覚情報
13 感覚情報の脳内処理機構に関する最新研 究事例検討:多
種感覚情報の統合
14 感覚情報の脳内処理機構に関する最新研 究事例検討:運
動系への出力
15 学習の神経基盤に関する最新事例検討
16 行動の神経的基盤に関する最新研究事例 検討:神経プロ
グラムと行動
17 行動の生理的基盤に関する最新研究事例 検討:内分泌と
行動
18 行動と環境適応に関する最新研究事例検討
19 行動と系統および分岐分類に関する最新 研究事例検討
20 生活形態と行動に関する最新研究事例検 討:寄生と補食
寄生(狩り)
21 生活形態と行動に関する最新研究事例検 討:共進化
22 個体の防御行動に関する最新研究事例検討
23 化学的信号によるコミュニケーション行 動に関する最
新研究事例検討
24 視覚的信号によるコミュニケーション行 動に関する最
新研究事例検討
25 振動信号によるコミュニケーション行動 に関する最新
研究事例検討
26 昆虫の社会行動に関する最新研究事例検 討:巣仲間認識
27 昆虫の社会行動に関する最新研究事例検 討:採餌活動調
節
28 昆虫の社会行動に関する最新研究事例検 討:巣内活動調
節
29 昆虫の社会行動に関する最新研究事例検 討:環境との関
わり
30 節足動物における神経行動学の現状に関す る総括的議
論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40062-01適応機能生物学実験

２年通年 10  1 授業形態:実験藍　浩之、伊東　綱男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　適応機能生物学部門では、昆虫を中心とした節足動物の適応的な行
動を神経生理学および神経行動学的に解明し、節足動物の脳神経系の
特徴および行動のしくみを解明することを目指している。各学生には
それぞれの修士課程での研究課題を決めて、それに応じた研究指導を
実施するため、実験指導も個別的になる。入学後1，2ケ月は研究課題
を決めるための準備期間であるので、学生の希望を聞きながら関連す
る論文を学生に与え、助言しながら研究課題を決められるように指導
する。研究課題が決まれば研究計画を学生と一緒に作り、研究を開始
することになる。学生の研究課題を遂行するために必要な実験技術や
実験データの処理法を体得し、学生自ら実験を遂行しデータ処理がで
きるようになる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士課程の研究課題を決めるための基礎知識を修得する。
・研究課題を決め、その研究課題を遂行するために必要な実験技術等
を体得する。
・修士論文を完成させるのに必要なデータを取得し、解析する能力を
体得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（評価基準）
・修士課程の研究課題に関する参考論文を概説することができる。
・修士課程の研究課題を遂行するための必要な実験技術を体得し、十
分なデータを得ることができる。
・修士論文をまとめるための解析可能なデータを取得し、そのデータ
を解析し、実験結果を評価し考察する能力を獲得している。
（評価方法）
上記の能力の修得状況はおもに日々の研究、実験、データ処理状況と
修士論文に反映されるので、評価は次のように行う。修士論
文：60％、日常的な実験・データ処理状況：40％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　個別に実地指導をするので、特定のテキストはない。研究課題が決
まればそれに応じた論文や実験技術書を紹介することになる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　実験は研究課題によって何時どのように進めるかは決まる。自ら計
画を立てて実験を進めることが前提であるので、積極的に実験に取り
組むことが求められる。実読材料は生物であるから、その飼育法や採
集法などについても事前に学習をしておいてほしい。実験した結果に
ついては教員に報告し、事後の指導を受けるようにしてほしい。ま
た、定期的に開催される研究中間報告会で報告してもらうので、研究
室の他の方々からの意見や批判も参考にして、実験を進めるようにし
てほしい。事前の準備学習および事後学習ともに１週あたり１時間を
目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　学生の研究課題は学生ごとに異なるので、研究課題が決
まってから研究計画を学生と一緒に立て、実験を実施する
ことになるが、概ね次のようなスケジュールで指導する。
1年次
第1週～第5週：実験材料の扱い方および実験の進め方の概
要について指導する。
第6週～第10週：実験装置の使用法および実験技術につい
て指導する。
第11週～第15週：修士研究を進めるように指導し、実験を
進める過程で生じた問題を解決する方法について学生と一
緒に検討し、適切な解決法を見出す。
第16週～30週：修士研究を推進させ、得られたデータの解
析法などを指導する。実験およびデータ解析上の新たな問
題が生じた場合には、解決する方法について学生と一緒に
検討し、適切な解決法を見出す。
2年次
 第1週～第15週：修士研究の実験の継続と結果の解析を進
めるよう指導する。学会大会に発表するためのデータのま
とめ方および発表スライドの作成も指導する。
 第16週～第25週：修士研究の実験の継続と結果の解析を進
め、修士論文作成の準備を開始させる。データ不足があれ
ば補足 実験を行うよう指導する。学会発表大会の準備を進
めさせる。
 第26週～第30週：研究成果を総括し、修士論文作成を指導
する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40156-01適応機能生物学特別講義

集中前期 1  1 授業形態:講義川崎　雅司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

様々な動物種の神経系が、その動物の生活・生存にとって有用な情報
を取得・解析する神経メカニズムについて学ぶ。フクロウが音源の位
置を決定する能力、コウモリがこだまを使って環境の様子を知る能
力、電気魚の電気感覚について詳しく学習し、神経系が情報処理を実
行し適応的行動を生み出すメカニズムを学ぶ。また、動物の行動を詳
細に観察する行動学的実験の結果を利用し、神経系による信号処理の
メカニズムがどのように解明されて行くかを学ぶ。これらの例を通じ
て、神経コーディング、特徴抽出、側抑制などの脳による情報処理の
一般原則について理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フクロウ、コウモリ、電気魚がどのような物理情報を利用して適応行
動を実行するかを説明出来る。
どのような行動実験により神経情報処理の方法が明らかにされたかを
説明出来る。
神経コーディングの4つの型を例をあげて説明出来る。
これまでに分かっていることと、まだ理解されていないことを見分け
る能力を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート：８０％、授業中の積極的な発言、講師からの問いかけに対
するディカッションへの参加：２０％。
レポートは、上記「到達目標」に沿うよう教員が作成した雛形（質問
集）を基に作成し、電子的に教員に提出する。評価は「到達目標」へ
の達成程度を基準に行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

１．川崎雅司（２００７）弱電気魚の混信回避
行動：神経機構とその進化　「シリーズ２１
世紀の動物科学（８巻）：行動とコミュニケー
ション」培風館 pp.99-133
ISBN978-4-563-08288-8
２．F. デルコミン、小倉明彦訳 (2000)
ニューロンの生物学,南江堂
ISBN978-4524224319

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業の前には事前に動物の行動や感覚世界に興味を持ち、問題意識を
持った上で履修すること。知りたいこと、分からないことなどをまと
めておくこと。 特に電気魚の「混信回避行動」については、参考文献
「岡・蟻川編 :行動とコミュニケーション」の第４章を事前に読んで
おくことが望ましい。授業の後は、資料に再度目を通し学習内容を確
認すること。担当教員はいつでもメールでの質問を受け付ける。予
習・講義・復習を合せて30時間程度の学習をすることが望ましい。生
物・神経科学が専門ではない学生にも理解できるよう講義を行うので
専門外の学生の履修も歓迎する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１時限　フクロウの音源定位（行動実験によるアルゴリ
ズムの同定）
第２時限　フクロウの音源定位（音源位置の神経表象）
第３時限　フクロウの音源定位（視覚系と聴覚系の相互作
用）
第４時限　フクロウの音源定位（学習の神経メカニズム)
第５時限　電気魚の電気的行動
第６時限　電気魚の電気感覚と信号処理
第７時限　神経信号の符号化
第８時限　神経系の一般原理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40111-01適応機能生物学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義横張　文男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講では、動物の神経系と感覚系の基本的な特徴を理解し、合せて
英文読解力を高めるために、神経生物学の標準的な英文教科書を輪読
する。ニューロンの基本的な特徴、イオンチャネル、膜の電気的特徴
と膜電位形成のしくみ、活動電位発生のしくみ、神経伝達物質とシナ
プス伝達のしくみ、シナプスにおける統合のしくみなどについて先ず
学習する。ついで感覚細胞に共通する基本的な特徴を学び、各感覚器
官の特徴について学ぶ。最後に脊椎動物と無脊椎動物の中枢神経系の
特徴を比較生理・形態学的に学び、それぞれの神経系がどのように進
化してきたかを考察したい。
　受講生にはテキストのコピーを配布する。受講生が予習しているこ
とを前提に授業を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・科学的な内容の英文に慣れ、科学英語の理解力を高める。
・脊椎動物および無脊椎動物のニューロンとシナプスの機能的特徴を
理解し、感覚細胞および感覚情報処理の基本的なしくみについて細胞
レベルおよび神経回路レベルで理解し、そのしくみを説明できるよう
になる。
・脊椎動物と無脊椎動物の中枢神経系の特徴を理解し、それぞれの進
化の概略を説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　本講では、英文テキストを学生が輪読する方法で授業を進める。出
席状況については欠席しないことを前提として、評価は予習状況
（40％）、授業でのテキストの読み取りの正確さと理解度を評価
（60％）する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
David Randall等著 　Eckert Animal Physiology Mechanism and Adaptation
5th edition 　出版社：Freeman and Company　 ISBN：9780716738633

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　指定したテキストを輪読するので必ず予習してくること。欠席・遅
刻が多い場合には欠点になる。就職活動などやむを得ない理由で欠席
する場合は、事前に通知すること。事後は、学習内容を理解できてい
るかどうかを自己点検し、分からないことは教員にたずね指導を受け
るようにしてほしい。
予習時間を含め毎回2時間以上の自習をして下さい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回：ニューロンの基本的な特徴
第２回：イオンチャネルの特徴
第３回：膜の電気的特徴と膜電位形成のしくみ
第４回：活動電位発生と伝導のしくみ
第５回：神経伝達物質とシナプス伝達のしくみ
第６回：シナプスの種類とシナプス結合の種類
第６回：シナプスにおける情報統合のしくみ
第７回：感覚細胞に共通する基本的な特徴
第８回：味覚のしくみ
第９回：嗅覚のしくみ
第10回：機械感覚（聴覚を含む）のしくみ
第11回：温度感覚にしくみ
第12回：湿度感覚のしくみ
第13回：脊椎動物の視覚のしくみ
第14回：節足動物の視覚のしくみ
第15回：中枢神経系の特徴と進化



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40112-01適応機能生物学特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義伊東　綱男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

動物個体の環境適応行動は、環境から得た感覚情報をもとに、中枢神
経系の神経回路に生得的または修得的に組み込まれた行動レパート
リーの中から適切な行動が選択することで達成されるといえる。本講
では、この行動選択の過程を．感覚情報の抽出機構、多種感覚情報の
統合機構、学習・記憶機構、運動出力の選択機構などの観点から解説
し、個体の環境適応行動と神経機構との関連について，特に昆虫のコ
ミュにケーションに焦点を当て事例研究を通してゼミ形式で議論す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

昆虫行動での種々のコミュニケーション形態について，伝達手段，行
動上の意味，相互の関係に関する基本的な知識を得ることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義中のディスカッションへの参加の積極性を評価する（40%）。
また、講義中に与える課題への対応の正確さを評価する（60％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

各項目に適する英文資料を事前に配布する。
参考文献　
「Insect Behavior」 R.W.Matthews and J.RMattgews
　Springer ISBN 978-90-481-2388-9
　（事前に購入する必要はない）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

配布した英文資料を前もって熟読しておくこと。また、事前、事後に
関連文献を調べ、理解を深めるよう努めること。全回出席が基本であ
り、欠席する場合は事前に連絡すること。事前、事後の学習はともに
２時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.　昆虫での化学コミュニケーションの概念
2.　化学信号物資の生産・放出と受容の機構
3.　化学コミュニケーションの機能
4.　フェロモンに含まれる情報
5.　昆虫での視覚コミュニケーションの概念
6.　生物発光の生理機構と信号としての機能
7.　光信号の受容機構
8.　視覚コミュニケーションの機能
9.　昆虫での機械感覚コミュニケーションの
　概念
10. 振動信号の発信機構
11. 振動信号の受信機構
12. 聴覚信号の伝達　
13. 昆虫での聴覚コミュニケーションの機能
14. 社会性昆虫でのコミュニケーション
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40155-01適応構造生物学特別講義

集中後期 1  1 授業形態:講義濱田　俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この授業では、遺伝子の働きを分子のレベルで理解する分子遺伝学に
ついて学ぶ。今日、分子遺伝学の知識・考え方は、生物圏の研究や理
解のために不可欠なものとなっている。また、分子遺伝学の応用技術
である遺伝子操作技術は、基礎研究に利用されるだけでなく、人間に
とって有用な物質の生産、病気の治療や品種改良など様々な分野で広
く利用されている。
この授業では、まず遺伝子の実体であるDNAの構造・複製について学
ぶ。次に、DNAやRNAといった核酸を調べる技術について概説した
後、原核生物の遺伝子発現のしくみとその応用技術について学ぶ。後
半は、真核生物の遺伝子発現のしくみの概要を学んだ後で、細胞およ
び個体レベルでの遺伝子操作技術を学ぶとともに、その応用研究につ
いて紹介する。
　授業は講義形式で行う。受講者の理解を確かめながら授業を進める
ため、小テストを実施するとともに、授業中は随時質問し理解を確認
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）核酸の構造とDNA複製のしくみについて説明できる。
２）DNAを修復するしくみについて説明できる。
３）主要な核酸分析技術の考え方を理解し、基礎・応用研究にどのよ
うに利用されているか説明できる。
４）DNA上の遺伝情報がどのように細胞に利用されているのか概要を
説明できる。
５）生命科学分野の専門書、学術論文や学会発表等で用いられている
主要な遺伝子解析・操作技術の概要を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業に対する取り組みを２０％（授業中の質問に対する応答で評価す
る）。
小テストを４回程度実施し、授業内容の理解度を評価する（８
０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：講義開始時に資料を配布する。
参考書：細胞の分子生物学　第６版（ニュートンプレス）　ISBN-10:
4315520624

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：受講するにあたっての助言
　授業計画の１）～８）の各項目に挙げているキーワードについて、
予め参考書や高校生物Ⅱの教科書等を読み、自らの言葉で説明できる
ようにしておく。各キーワードあたり15～30分程度を目安とし、1つ
の項目あたり2時間の事前学習を行うこと。
　事後学習：受講後の復習方法
　　　講義後は、事前学習での理解と授業での解説とを比較検討す
る。また、授業に対応する参考書の章を読み、章末問題を解いてみ
る。これらの事後学習に各項目あたり2時間の事後学習を行い、理解
を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

カッコ内はキーワード
１）DNAの構造と複製・修復（塩基、ヌクレオチド、複製
起点、ラギング鎖、リーディング鎖、DNAポリメラーゼ、
末端複製問題、テロメア、DNA修復）
２）核酸を調べるための技術Ⅰ（電気泳動法、DNAクロー
ニング、プラスミド、ベクター、制限酵素、リガーゼ）
３）核酸を調べるための技術Ⅱ（逆転写、相補的DNA、ハ
イブリダイゼーション法、マイクロアレイ、PCR法、DNA
シークエンシング、次世代DNAシークエンサ、RNA-seq）
４）原核細胞での転写・翻訳とその利用（オペロン、プロ
モータ、ターミネーター、リプレッサー、組換えタンパク
質、融合タンパク質、コドン）
５）真核細胞での転写と翻訳（RNAの種類、調節配列、転
写因子、キャップ構造、ポリA尾部、RNAスプライシン
グ、開始因子、microRNAによる調節）
６）真核細胞での遺伝子発現調節（クロマチン、ヒストン
修飾、DNAメチル化、ゲノム刷り込み）
７）真核細胞での遺伝子操作（顕微注入法、リポフェク
ション法、RNA干渉、蛍光タンパク質［GFP等］の利用、
ゲノム編集）
８）生物個体での遺伝子操作と応用（ES細胞、iPS細胞、
ウィルスベクターの利用、エレクトロポーレーション法、
光遺伝学）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G010S40109-01適応構造生物学特論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義中川　裕之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　多細胞生物では、胚発生や創傷治癒の過程で、体を構成する細胞が
活発に移動することが知られている。また、ガンの転移過程において
も細胞の運動活性は重要な役割を果たしている。このように細胞の運
動は、生物の基礎的な生理活性である。そこで本特論では、細胞生物
学に関する英語で書かれた標準的な教科書を輪読し、細胞運動機構に
関する基礎的な知識を学ぶ。また、その研究手法を理解するために、
英語で書かれた実験書の関連する項目も輪読する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞の運動機構について、特定の生物種に限定されない多面的な知識
を修得すると共に先端的な知識も修得し、生物個体の機能との関係を
説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の講義で適宜口頭試問を行い、その結果を評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Actin-based Motility, ISBN 978-90-481-9300-4

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストの指定された章を事前に充分な時間（２時間以上）をかけて
読み、講義後は事前の理解と講義での解説を充分な時間（２時間以
上）をかけて比較検討すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. ガイダンスと基礎的知識の解説
2. Elementary cellular processes driven by actin assembly:
Introduction.
3. Elementary cellular processes driven by actin assembly:
Signalling to lamellipodia and filopodia.
4. Elementary cellular processes driven by actin assembly:
Organization of the pushing machinery.
5. Elementary cellular processes driven by actin assembly: Actin
nucleators and elongators.
6. Elementary cellular processes driven by actin assembly:
Determinants of actin turnover.
7. Elementary cellular processes driven by actin assembly:
Filopodia formation.
8. Elementary cellular processes driven by actin assembly: Actin
filament recycling.
9. Roles for actin dynamics in cell movements during
development: C. elegance ventral enclosure.
10. Roles for actin dynamics in cell movements during
development: Drosophila dorsal closure.
11. Roles for actin dynamics in cell movements during
development: Vertebrate neural crest.
12. Roles for actin dynamics in cell movements during
development: Zebrafish primodial germ cell.
13. Roles for actin dynamics in cell movements during
development: C. elegance axon guidance.
14. Roles for actin dynamics in cell movements during
development: Collective cell migration.
15. まとめ
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◎－－－　授業の概要　－－－◎

　発生生物学の世界的な教科書であるGilbert & Barresiの
"Developmental Biology"を英語で読んで訳すこと。この教科書は標準的
で分かりやすい英語で書かれたもので、著者の一人Gilbertは大学院を
東京都立大学で過ごした親日家であり、テキストの各所に東洋的な思
想が見られる。1000ページにも及ぶ分厚い教科書ではあるが、この中
から、序論の部分と、ウニとカエルの初期発生の部分を取り上げる。
序論の部分では、発生生物学とはどのような学問か、研究テーマには
どのような現象があるのか、動物の発生ステージはどのように分けら
れるのか、進化の上で発生現象はどのように始まり、どのように進
化・発展したのかといったことを学ぶ。初期発生の部分では、２次元
の細胞シートである胚が、３次元の組織や器官を作り上げる劇的過
程、つまり原腸胚形成過程を詳しく学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）専門用語や、英文法に慣れ親しむ。
（２）研究に必要な英語力を身につけ、英論文が読める。
（３）基礎的および最先端の発生生物学の知識･考え方を修得する。
これらのことによって、生物と地球環境に関する深い知識をもち、自
立して研究活動のできる専門的職業人となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：英文の読み方（３０％）、訳の優劣（３０％）、また、発
生生物学に関する知識や考え方の理解の程度（４０％）を評価基準と
する。
評価方法：評価基準に則って、各週の評価を積算して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教科書
Developmental Biology. ISBN　978-1-60535-470-5
参考書
発生生物学上、中、下. ISBN 4-8101-8032-8

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　該当週の該当部分を前もってよく読み、わからない単語の読みや意
味を辞書で調べ、日本語として意味の通る文章に訳すこと。どうして
もわからない単語や文は授業中に質問し、理解すること。また、理解
できない文章や内容については授業中に質問すること。事前学習は２
時間を目安とする。授業後には、もう一度教科書をよく読み、理解を
深めること。事後学習も1時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．発生生物学序論Ⅰ（発生生物学とは）
２．発生生物学序論Ⅱ（発生生物学の研究テーマ）
３．発生生物学序論Ⅲ（動物の発生段階）
４．発生生物学序論Ⅳ（真核生物の特徴）
５．発生生物学序論Ⅴ（単細胞真核生物の発生）
６．発生生物学序論Ⅵ（有性生殖の始まり）
７．発生生物学序論Ⅶ（群体性生物の細胞分化）
８．発生生物学序論Ⅷ（細胞性粘菌の分化）
９．発生生物学序論Ⅸ（後生動物の発生様式）
１０．初期発生Ⅰ（ウニ胚の嚢胚形成）
１１．初期発生Ⅱ（一次、二次間充織の移入）
１２．初期発生Ⅲ（原腸陥入の第一段階）
１３．初期発生Ⅳ（原腸陥入の第二段階）
１４．初期発生Ⅴ（両生類胚の嚢胚形成）
１５．初期発生Ⅵ（嚢胚形成過程での細胞運動）


