
期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S13007-01応用数学特修講義Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義田中　勝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　応用数学特修講義 I では，測度論に基づいた確率の扱いについて厳
密に学んでいく。特に，ラドン-ニコディムの定理の厳密な証明をフォ
ン・ノイマンにより与えられた証明に沿って行うことを目指して進め
られる。その中で，絶対連続性，ファトゥの補題，ルベーグの分解定
理など様々な重要な定理の証明も与えられることになる。また，ル
ベーグ積分いついても，その定義を自然な流れで定義する。もちろ
ん，積分と極限の交換や積分と微分の交換についての厳密な扱いも含
まれる。
　これらの内容は，今日，深層学習に成功に基づき，人工知能や機械
学習の発展する中，海外の研究者と議論・研究する上で欠かせないも
のとなっている。さらに，情報幾何学を理解・展開する上でも必要な
数学的道具である。このことについては，Nihat Ay らによる
Information Geometry (A Series of Modern Surveys in Mathematics)を読め
ば，よくわかることと思う。この講義では，Nihat Ay らによる
Information Geometryを読むための予備知識を与えることも目指してい
る。
　さらに，測度空間のアファイン性に注目して構成されるtau-情報幾
何学についても詳細に学んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 測度論的確率論について説明できる。
2. ラドン-ニコディムの定理について説明できる。
3. Nihat Ay らによるInformation Geometryを読めるようなる（必要な数
学をまとめた付録の章を読めるようになる）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
測度論的確率論の説明およびラドン-ニコディムの定理の証明ができる
こと，また，Nihat AyらによるInformation Geometryを読めるようなっ
たかどう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　－－－◎

エントロピーの幾何学，コロナ社

◎－－－　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：可測空間と測度空間
第２回　Rieszの表現定理
第３回　PAC学習
第４回　Lebesgueの分解定理
第５回　Radon-Nikodymの定理
第６回　tau-アファイン構造
第７回　アファイン座標系とtau-アファイン共役
第８回　縮約と計量
第９回　双対接続
第１０回　くり込みとエントロピー
第１１回　一般化エントロピー
第１２回　tau-正規分布とtau-変換
第１３回　非加法的エントロピー
第１４回　加法性の回復とホログラフィー原理
第１５回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S11075-01情報数理特別研究Ⅲ

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

　情報数理特別研究 III では，機械学習の様々な手法について理論的
側面を重視して学んでいきます。まずは，PAC学習モデルです。学習
モデルは，入力データに対して厳密解を与えることが望ましいのです
が，計算時間やその他の制約により厳密解を与えることが困難な状況
が現実にはよく起こります。このようなとき，厳密解を得ることはあ
きらめて，現場で実際に使っても支障のないような解（厳密解ではな
いものの実用的には十分利用可能な解）を見つけることが重要になり
ます。このPAC学習の理論を軸として，様々な学習手法に関する理論
を学んでいくことになります。現在，人工知能もしくは機械学習とし
て盛んに研究・応用がなされている学習モデルは，すべこのPAC学習
モデルの一種として捉えることができます。このようなモデルの特徴
を理解し，問題ごとに使い分けることが重要になってきます。その時
に役立つ指標の一つとして，VC次元によるモデルの学習性能の評価が
あります。また，すべての学習モデルにおいてベイズ的な見方が有効
になってきます。
　理論面だけでなく，実際のアルゴリズムについても，それぞれの学
習モデルについて学んでいきます。アルゴリズムが理解できれば，そ
れを実現するためのプログラミング言語は何でも構わないので，普遍
的な知識として役に立ちますし，理論をよりよく理解するための助け
にもなります。プログラミングが得意でなくても，しっかり学んでい
きましょう。
　この特別研究を通じて，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　－－－◎

1. 機械学習の様々なモデルについて説明できる。
2. ベイズ推論に基づく機械学習について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
機械学習の様々なモデルのアルゴリズムのみではなく，使用できるた
めの前提条件について説明し，なぜそれ期待通りの結果が得られるの
かという点が数式および実際のシミュレーション結果に基づき説明さ
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　－－－◎

Understanding machine learning theory - From theory to algorithms（初回時
にダウンロード先を指示する）
参考書：ベイズ推論による機械学習入門, ISBN-13: 978-4061538320

◎－－－　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：機械学習についての概要
第２回　統計的機械学習の枠組み
第３回　PAC学習
第４回　一様収束性と学習
第５回　バイアスと複雑性のトレードオフ
第６回　VC次元
第７回　学習可能性
第８回　学習の実行時の課題
第９回　線形予測
第１０回　ブースティング
第１１回　モデル選択と評価
第１２回　凸最適化問題
第１３回　正則化と安定性
第１４回　確率勾配法
第１５回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S11076-01情報数理特別研究Ⅳ

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

　情報数理特別研究 IV では，情報数理特別研究 III に引き続き，機械
学習の様々な手法について理論的側面を重視して学んでいきます。ま
ずは，PAC学習モデルです。学習モデルは，入力データに対して厳密
解を与えることが望ましいのですが，計算時間やその他の制約により
厳密解を与えることが困難な状況が現実にはよく起こります。このよ
うなとき，厳密解を得ることはあきらめて，現場で実際に使っても支
障のないような解（厳密解ではないものの実用的には十分利用可能な
解）を見つけることが重要になります。このPAC学習の理論を軸とし
て，様々な学習手法に関する理論を学んでいくことになります。現
在，人工知能もしくは機械学習として盛んに研究・応用がなされてい
る学習モデルは，すべこのPAC学習モデルの一種として捉えることが
できます。このようなモデルの特徴を理解し，問題ごとに使い分ける
ことが重要になってきます。その時に役立つ指標の一つとして，VC次
元によるモデルの学習性能の評価があります。また，すべての学習モ
デルにおいてベイズ的な見方が有効になってきます。
　理論面だけでなく，実際のアルゴリズムについても，それぞれの学
習モデルについて学んでいきます。アルゴリズムが理解できれば，そ
れを実現するためのプログラミング言語は何でも構わないので，普遍
的な知識として役に立ちますし，理論をよりよく理解するための助け
にもなります。プログラミングが得意でなくても，しっかり学んでい
きましょう。
　この特別研究を通じて，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　－－－◎

1. 機械学習の様々なモデルについて説明できる。
2. ベイズ推論に基づく機械学習について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
機械学習の様々なモデルのアルゴリズムのみではなく，使用できるた
めの前提条件について説明し，なぜそれ期待通りの結果が得られるの
かという点が数式および実際のシミュレーション結果に基づき説明さ
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　－－－◎

Understanding machine learning theory - From theory to algorithms（情報数
理特別研究 III と同じテキストを利用する。）

◎－－－　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：情報数理特別研究 III の復習
第２回　サポートベクトルマシン
第３回　カーネル法
第４回　多クラス，ランキングなど
第５回　決定木
第６回　最近傍法
第７回　ニューラルネットワーク
第８回　オンライン学習
第９回　クラスタリング
第１０回　次元削減
第１１回　生成モデル
第１２回　特徴選択と生成
第１３回　ラーデマッハー複雑度
第１４回　被複数
第１５回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S33008-01機能生物化学特修講義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-G020S33004-01構造物理化学特修講義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-G020S33002-01物質機能化学特修講義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-G020S33006-01有機生物化学特修講義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
(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)

◎－－－　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-G020S31033-02有機生物化学特別研究Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義及び演習松原　公紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

「外部刺激に応答して生体細胞内で何らかの生理作用を発現させる分
子を開発する」ことを大きなテーマとして博士論文研究を進める。光
や熱、pH、その他いくつかの外部刺激に応答して、例えば力学的な摂
動を与えられる分子や包摂分子の取込み放出を可能にする分子は近
年、ケミカルバイオロジーの分野で大きな発展をとげつつあり、化
学、生物学、医薬学等の分野でも注目を集めている。さらに、それら
が特異的な場所で、特定の時間内で選択的に力学的な作用を引き起こ
すことができれば、様々なところでの利用が可能となるが、これまで
全く例がないため、非常に重要な研究テーマとなる。
３年間で新たな分子の設計、合成、評価までを行うため、博士論文
テーマに関する先行研究を知るための学術論文の収集、実験計画の立
案、実験結果の評価と考察を主体的に取り組むことになる。得られた
研究結果は、週間報告会と中間報告会などで定期的に報告する。ま
た、関連する国内および国際学会において、研究成果を口頭およびポ
スター発表する。得られた成果をまとめて学術論文を作成し、専門雑
誌に発表するとともに博士論文を作成し、博士論文公聴会において研
究成果を発表し、審査教員などからの質疑に応対する。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．博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
験方法などを立案・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国内および国際学会で発表し、博士論文とし
てまとめる。博士後期課程修了までに、研究成果を学術論文にして、
国際専門雑誌に著者として３報以上、うち筆頭著者として１報以上発
表する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日常の研究姿勢（７０％）、各報告会における発表、学会発表、論文
作成（３０％）を評価する。

◎－－－　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）　－－－◎

博士論文テーマについて、指導教授からの指示を待つのではなく、自
ら考えて積極的に実験・考察を行う行動力が大切である。また、実験
の失敗を恐れることなく、未知の課題に果敢に挑戦する心意気をもつ
ことにより、新しい現象を発見できる道が開ける。将来、研究者とし
て一人立ちすることを常に念頭において研究を進める。
実際に実験あるいは分析、解析を行う前後には、十分な時間（2時間
以上）を取って準備あるいは整理を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

自分の博士論文テーマについて以下の要領で研究を遂行す
る。

１．週間報告会（２週に１回）：指導教授の研究グループ
内で自分の研究の進捗状況を発表する。発表内容につい
て、指導教授や研究グループの学生から質問やコメントを
もらい討論することにより、研究内容について理解を深め
て、研究の幅を発展させる。

２．中間報告会（年４回）：研究グループ内で自分の研究
成果をまとめて発表する。より広い分野の聴衆に対して研
究成果を発表して討論することにより、研究に対する理解
を深め、研究内容を違った観点から見ることができる。

３．研究成果をまとめて学会で発表する（適宜）。発表形
式には口頭発表とポスター発表があるが、できるだけ口頭
発表をする。また、博士課程後期課程修了までに国際会議
で研究発表をする。研究成果を専門分野の学会で発表をす
ることにより、聴衆から多くの専門的なコメントや提案を
もらうことができ、研究を更に発展させることができる。

４．研究成果をまとめて専門雑誌に博士後期課程修了まで
に２報以上の学術論文を英語で専門雑誌に発表する。研究
成果を序論、実験、結果と考察に分けて、論理的にまとめ
る能力をつけることが必要である。国際共通語である英語
で論文を書いて投稿する。審査員のコメントに適宜対応す
ることにより、研究者として一人立ちできる能力をつけ
る。

５．博士論文公聴会で研究発表を行い、口頭試問に答え
る。

６．博士論文を作成する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S31034-02有機生物化学特別研究Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義及び演習松原　公紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

「外部刺激に応答して生体細胞内で何らかの生理作用を発現させる分
子を開発する」ことを大きなテーマとして博士論文研究を進める。光
や熱、pH、その他いくつかの外部刺激に応答して、例えば力学的な摂
動を与えられる分子や包摂分子の取込み放出を可能にする分子は近
年、ケミカルバイオロジーの分野で大きな発展をとげつつあり、化
学、生物学、医薬学等の分野でも注目を集めている。さらに、それら
が特異的な場所で、特定の時間内で選択的に力学的な作用を引き起こ
すことができれば、様々なところでの利用が可能となるが、これまで
全く例がないため、非常に重要な研究テーマとなる。
３年間で新たな分子の設計、合成、評価までを行うため、博士論文
テーマに関する先行研究を知るための学術論文の収集、実験計画の立
案、実験結果の評価と考察を主体的に取り組むことになる。得られた
研究結果は、週間報告会と中間報告会などで定期的に報告する。ま
た、関連する国内および国際学会において、研究成果を口頭およびポ
スター発表する。得られた成果をまとめて学術論文を作成し、専門雑
誌に発表するとともに博士論文を作成し、博士論文公聴会において研
究成果を発表し、審査教員などからの質疑に応対する。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．博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
験方法などを立案・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国内および国際学会で発表し、博士論文とし
てまとめる。博士後期課程修了までに、研究成果を学術論文にして、
国際専門雑誌に著者として３報以上、うち筆頭著者として１報以上発
表する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日常の研究姿勢（７０％）、各報告会における発表、学会発表、論文
作成（３０％）を評価する。

◎－－－　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）　－－－◎

博士論文テーマについて、指導教授からの指示を待つのではなく、自
ら考えて積極的に実験・考察を行う行動力が大切である。また、実験
の失敗を恐れることなく、未知の課題に果敢に挑戦する心意気をもつ
ことにより、新しい現象を発見できる道が開ける。将来、研究者とし
て一人立ちすることを常に念頭において研究を進める。
実際に実験あるいは分析、解析を行う前後には、十分な時間（2時間
以上）を取って準備あるいは整理を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

自分の博士論文テーマについて以下の要領で研究を遂行す
る。

１．週間報告会（２週に１回）：指導教授の研究グループ
内で自分の研究の進捗状況を発表する。発表内容につい
て、指導教授や研究グループの学生から質問やコメントを
もらい討論することにより、研究内容について理解を深め
て、研究の幅を発展させる。

２．中間報告会（年４回）：研究グループ内で自分の研究
成果をまとめて発表する。より広い分野の聴衆に対して研
究成果を発表して討論することにより、研究に対する理解
を深め、研究内容を違った観点から見ることができる。

３．研究成果をまとめて学会で発表する（適宜）。発表形
式には口頭発表とポスター発表があるが、できるだけ口頭
発表をする。また、博士課程後期課程修了までに国際会議
で研究発表をする。研究成果を専門分野の学会で発表をす
ることにより、聴衆から多くの専門的なコメントや提案を
もらうことができ、研究を更に発展させることができる。

４．研究成果をまとめて専門雑誌に博士後期課程修了まで
に２報以上の学術論文を英語で専門雑誌に発表する。研究
成果を序論、実験、結果と考察に分けて、論理的にまとめ
る能力をつけることが必要である。国際共通語である英語
で論文を書いて投稿する。審査員のコメントに適宜対応す
ることにより、研究者として一人立ちできる能力をつけ
る。

５．博士論文公聴会で研究発表を行い、口頭試問に答え
る。

６．博士論文を作成する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S43001-01地球圏科学特修講義Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義中川　裕之、藍　浩之、伊東　綱男、岩山　隆寛、上野　勝美、奥野　充、景浦　宏、杉山　哲男、高島　久洋、田口　幸洋、西　憲敬、林　政彦

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　地球圏科学は，気圏，水圏，岩石圏，生物圏で発生する諸現象を，
有機的・総合的・歴史的に解明する学際的な学問分野である．そのな
かで行われる研究は多岐にわたるため，地球圏科学の様々な研究分野
での理論体系や事象について幅広く学習することは，博士課程後期の
学生にとって，自身が行っている研究の位置づけや意義を理解する上
で重要である．
　この講義は，地球圏科学専攻の教員が行っている研究のうち，各研
究分野での基礎的な理論や事象に関する事柄を学ぶことで，地球圏科
学全般についての幅広い知識を得ることを目的とする．授業は地球圏
科学専攻の担当教員がオムニバス形式で行う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

　地球圏科学の各研究分野に関する基礎的な理論や事象について総合
的に学び，それをもとに自身が行っている研究について，地球圏科学
のなかでの位置づけや意義を理解し説明できるようになる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各回および各分野の「まとめ」の回に実施する討論（口頭試問）を
もとに評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　講義資料がある場合には，事前あるいは各講義のはじめに配布す
る．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前に文献等が指示された場合は，事前学習としてそれを通読す
る．事後学習として，毎回講義内容のまとめを行う．事前事後をあわ
せて、毎週2時間以上の自己学習を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．地球変動科学に関するトピック１（上野）
２．地球変動科学に関するトピック２（奥野）
３．地球変動科学に関するトピック３（杦山）
４．地球変動科学に関するトピック４（田口）
５．地球変動科学に関するまとめ（上野、奥野、杦山、田
口）
６．地球環境物理学に関するトピック１（林）
７．地球環境物理学に関するトピック２（高島）
８．地球流体力学に関するトピック３（岩山）
９. 地球流体力学に関するトピック４（西）
10．地球物理学に関するまとめ（岩山、西，林、高島）
11．適応構造生物学に関するトピック１（景浦）
12．適応構造生物学に関するトピック２（中川）
13．適応機能生物学に関するトピック１（藍）
14．適応機能生物学に関するトピック２（伊東）
15．適応生物学に関するまとめ（景浦，中川、藍，伊東）
（注：各回の順番は変更されることがあります）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S43002-01地球圏科学特修講義Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義中川　裕之、藍　浩之、伊東　綱男、岩山　隆寛、上野　勝美、奥野　充、景浦　宏、杉山　哲男、高島　久洋、田口　幸洋、西　憲敬、林　政彦

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　地球圏科学は，気圏，水圏，岩石圏，生物圏で発生する諸現象を，
有機的・総合的・歴史的に解明する学際的な学問分野である．そのな
かで行われる研究は多岐にわたるため，地球圏科学の様々な研究分野
での理論体系や事象について幅広く学習することは，博士課程後期の
学生にとって，自身が行っている研究の位置づけや意義を理解する上
で重要である．
　この講義は，地球圏科学専攻の教員が行っている研究のうち，各研
究分野での最新の理論や事象に関する事柄を学ぶことで，地球圏科学
全般についての幅広い知識を得ることを目的とする．授業は地球圏科
学専攻の担当教員がオムニバス形式で行う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

　地球圏科学の各研究分野で行われている最新の研究トピックについ
て総合的に学び，それをもとに自身が行っている研究について，地球
圏科学のなかでの位置づけや意義を理解し説明できるようになる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各回および各分野の「まとめ」の回に実施する討論（口頭試問）を
もとに評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　講義資料がある場合には，事前あるいは各講義のはじめに配布す
る．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前に文献等が指示された場合は，事前学習としてそれを通読す
る．事後学習として，毎回講義内容のまとめを行う．事前事後をあわ
せて、毎週2時間以上の自己学習を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．地球変動科学に関する最新のトピック１（上野）
２．地球変動科学に関する最新のトピック２（奥野）
３．地球変動科学に関する最新のトピック３（杦山）
４．地球変動科学に関する最新のトピック４（田口）
５．最新の地球変動科学に関するまとめ（上野、奥野、杦
山、田口）
６．地球環境物理学に関する最新のトピック１（林）
７．地球環境物理学に関する最新のトピック２（高島）
８．地球流体力学に関する最新のトピック３（岩山）
９. 地球流体力学に関する最新のトピック４（西）
10．最新の地球物理学に関するまとめ（岩山、西，林、高
島）
11．適応構造生物学に関する最新のトピック１（景浦）
12．適応構造生物学に関する最新のトピック２（中川）
13．適応機能生物学に関する最新のトピック１（藍）
14．適応機能生物学に関する最新のトピック２（伊東）
15．最新の適応生物学に関するまとめ（景浦，中川、藍，
伊東）
（注：各回の順番は変更されることがあります）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S41026-01地球流体力学特別研究Ⅴ

前期 2  3 授業形態:講義及び演習西　憲敬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　さまざまなデータ解析方法を用いて、大気圏の物理現象を解析す
る。衛星データや客観解析データなどを取得して加工し、自らプログ
ラミングを行って、統計的手法による解析を行う技術を確立する。さ
らに、論文として主な結果をまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　自ら課題を設定し、収集した気象データを速やかに加工して使える
ようにする。必要な解析を行うための数学的・物理的な考え方が身に
つき、解析結果を自分で評価できる十分な力がつく。 論文を作成でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　日常の研究姿勢と学位論文の進捗状況を、ゼミ形式での発表50％、
質疑応答50％の割合で評価する。
 

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要な文献は、自ら選ぶことになる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究生活のリズムを確立して、自分でたてた計画を少しずつ確実に
実行できるように工夫することが大切である。
　各回の事前学習は、4時間以上とし、授業後には次の授業の事前学
習を考慮した事後学習を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-3 研究課題に関連する文献調査
4-8データ解析
9-13　投稿論文の作成
14-15 研究室ゼミでの発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S41027-01地球流体力学特別研究Ⅵ

後期 2  3 授業形態:講義及び演習西　憲敬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

これまで研究してきた内容を学位論文にまとめるために、さまざまな
実践を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学位論文が作成できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　日常の研究姿勢と学位論文の進捗状況を、ゼミ形式での発表50％、
質疑応答50％の割合で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　必要な文献は、自ら選ぶことになる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究生活のリズムを確立して、自分でたてた計画を少しずつ確実に
実行できるように工夫することが大切である。
　各回の事前学習は、4時間以上とし、授業後には次の授業の事前学
習を考慮した事後学習を行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-8 実際に学位論文を作成する
9-15 学位論文を推敲して完成度を高める



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S41053-01適応構造生物学特別研究Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義及び演習中川　裕之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　多細胞真核生物の体は、数十兆個にも至る多数の細胞から構成され
ている。それらの細胞は静止しているわけではなく、個体の成長や維
持の必要に応じて体内を移動し、細胞分裂時には変形する。単細胞の
真核生物も、溶液中や接着表面を移動したり、細胞分裂時には細胞体
の変形がおこる。このように細胞の運動や変形は生命体の基礎的な生
理活性で、そのしくみの理解は基礎生物学だけなく医学においても求
められている。
　＜多細胞生物＞　神経細胞の神経突起は、神経回路形成のために胚
発生過程だけなく成体の学習過程でも伸長することから、細胞運動の
モデルとされている。そこで、脊椎動物、節足動物および刺胞動物の
神経突起形成過程とそれに関わる遺伝子を解析し、細胞運動機構の基
礎的なしくみを明らかにする。
　＜単細胞生物＞　酵母は真核細胞進化の初期に出現した単細胞生物
で、細胞分裂のモデルとされている。そこで、さまざまな遺伝子の変
異株を用いて、細胞の分裂機構の基本的なしくみを明らかにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　各実験動物の特徴を生かした実験を行ない、自分自身の発想で実験
をデザインする能力を見に付け、専門分野の実験を適切に実行でき
る。
　新しい現象を見つけたり、現象の原因を追及したり、現象を説明す
る新しい理論やモデルを組み立てることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各週に行う実験結果に関するディスカッションから測られるその理
解度（50%）と、実験結果解釈の妥当性（50%）を総合して評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　事前に、研究に関連する論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各週の事前学習として充分な時間（1.5時間以上）をかけて、研究分野
の歴史をよく学び、また実験材料の特徴を知った上で、証明可能な未
解決の研究テーマを設定し、関連のある論文を収集する。
　各週の事後学習として充分な時間（1.5時間以上）をかけて、研究
テーマに関連する最新の論文をよく読んで理解し、今までのデータと
自分の研究結果の類似点と相違点が明らかになるように実験データを
まとめる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１～1５．適応構造生物学特別研究Ⅰで策定した実験の実
行と結果の検討



期別: 単位数: 開講年次:

2019-G020S41052-01適応構造生物学特別研究Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義及び演習中川　裕之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　多細胞真核生物の体は、数十兆個にも至る多数の細胞から構成され
ている。それらの細胞は静止しているわけではなく、個体の成長や維
持の必要に応じて体内を移動し、細胞分裂時には変形する。単細胞の
真核生物も、溶液中や接着表面を移動したり、細胞分裂時には細胞体
の変形がおこる。このように細胞の運動や変形は生命体の基礎的な生
理活性で、そのしくみの理解は基礎生物学だけなく医学においても求
められている。
　＜多細胞生物＞　神経細胞の神経突起は、神経回路形成のために胚
発生過程だけなく成体の学習過程でも伸長することから、細胞運動の
モデルとされている。そこで、脊椎動物、節足動物および刺胞動物の
神経突起形成過程とそれに関わる遺伝子を解析し、細胞運動機構の基
礎的なしくみを明らかにする。
　＜単細胞生物＞　酵母は真核細胞進化の初期に出現した単細胞生物
で、細胞分裂のモデルとされている。そこで、さまざまな遺伝子の変
異株を用いて、細胞の分裂機構の基本的なしくみを明らかにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　各実験動物の特徴を生かした実験を行ない、自分自身の発想で実験
をデザインする能力を見に付け、専門分野の実験を適切に実行でき
る。
　新しい現象を見つけたり、現象の原因を追及したり、現象を説明す
る新しい理論やモデルを組み立てることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各週に行う実験材料・動物・技術に関するディスカッションから測
られるその理解度（60%）と、実験計画の妥当性（40%）を総合して
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　事前に、研究に関連する原著論文を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　各週の事前学習として充分な時間（1.5時間以上）をかけて、研究分
野の歴史をよく学び、また実験材料の特徴を知った上で、証明可能な
未解決の研究テーマを設定し、関連のある論文を収集する。
　各週の事後学習として充分な時間（1.5時間以上）をかけて、研究
テーマに関連する最新の論文をよく読んで理解し、今までのデータと
自分の研究結果の類似点と相違点が明らかになるように実験データを
まとめる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１～５．実験材料と実験動物の取り扱い
６～10．実験技術の習得
11～15．実験計画の策定


