
2019-6010000689-01アルゴリズムとデータ構造「社情ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

植田　祥明

◎－－－　概要　－－－◎

アルゴリズムとは、簡単に言うと＜問題を解く方法＞であり、
さらに正確に言うと＜問題を解くための具体的な手順＞のこと
です。

コンピュータで解くためには、プログラムを用いて手順を記述
するという方法がとられます。それがプログラミング言語とい
うものです。

要するに、問題を解く手順を書くということは、プログラムを
書くことと同義語とも言えます。

このとき、問題を効率よく解くためのコンピュータ内でのデー
タの表現方法
（例えば配列を用いての整数の表現方法）も必要になります。
これがデータ構造と呼ばれるものです。

この講義では、プログラミングを通して、ソフトウェア科学の
基礎とも云える
アルゴリズムとデータ構造の初歩について学びます。

講義の前半はテキストに従ってアルゴリズムについて学び、後
半はテキストを用いずにデータ構造について学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

アルゴリズムを作成するために、物事を順序だてて記述するこ
とができる。(技能)

簡単なアルゴリズムを適当なプログラミング言語を用いて記述
することができる。(知識・理解)

現実的な問題を解くために、簡単な例に対して、計算量を見積
ることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの対応する部分を読んでおく。(30分)
復習：ノートを見て、わからない所をなくしておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験100%で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

結城浩、プログラマの数学第2版、ソフトバンククリエイ
ティブ、ISBN 4-7973-9545-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ゼロの物語
2. 論理
3. 剰余
4. 数学的帰納法
5. 順列・組み合わせ
6. 再帰(ハノイの塔)
7. 再帰(階乗、フィボナッチ数列)
8. 指数的な爆発
9. 計算不可能な問題
10.データ型と配列
11.ポインタと構造体
12.スタックとキュー
13.リスト構造、木構造、グラフ構造
14.単純ソート
15.単純ソート以外のソート



2019-6010000689-01アルゴリズムとデータ構造「社情ｺｰｽ」

植田　祥明

◎応数応用数:A-2,B-3,C-1

1.アルゴリズムを作成するために、物事を順序だてて記述することができる。
　(B-3)

2.簡単なアルゴリズムを適当なプログラミング言語を用いて記述することがで
きる。　(A-2)

3.現実的な問題を解くために、簡単な例に対して、計算量を見積ることができ
る。　(C-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.アルゴリズムを作成するために、物事を順序だてて記述することができる。
　(B-3)

2.簡単なアルゴリズムを適当なプログラミング言語を用いて記述することがで
きる。　(A-3)

3.現実的な問題を解くために、簡単な例に対して、計算量を見積ることができ
る。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000685-01意志決定の数理「社情ｺｰｽ」（さまざまな意志決定における方法論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：後日発表　　

杉万　郁夫

◎－－－　概要　－－－◎

私たちは大なり小なり何らかの決定を繰り返すことによって日
常生活を送っています（「今日の昼御飯はどこで食べようか」
といったことです）。目的を果たすために取りうる行動として
幾つかの選択肢があるとき、その中から最適なものを選びとる
ことを、意志決定と呼びます。意志決定は個人で行われること
もあれば、組織において集団で行われることもあります。意志
決定という言葉によって捉えられる対象は広範囲に及ぶため、
意志決定に対するアプローチには実にさまざまな立場がありま
すが、この講義では、最適化理論とその解法について学びま
す。

最適化理論は、選択肢の価値を数量化することによって意志決
定を支援するための数理モデルの一つであり、意志決定の問題
を「与えられた条件の下で関数の最大値を求める」といった数
学の問題として定式化する考え方です。この講義では最適化理
論の中でも、特に、線形計画問題と組み合わせ計画法・ネット
ワーク計画法に注目し、それらの典型的な例と代表的な手法、
および解法のアルゴリズムとその収束性などについて解説しま
す。いくつかキーワードを挙げましょう。線形計画問題につい
ては、単体法を中心に、数理計画法の基礎事項を学びます。ま
た、より個性的な状況に対応するための考えかたである組み合
わせ計画やネットワーク計画問題については、様々な問題に対
するそれぞれ個性的な解法を紹介します。

また、講義の後半では、集団の意志決定について学びます。集
団での決定に求められる条件を深めながら、それらに対応した
方法について学んでいきます。最後に扱う投票という意見集約
の方法の分析では、シミュレーションを用いることで分析が深
まる面白さを感じてほしいと思っています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

線形計画法等の最適化手法についての知識をもち、説明するこ
とができる。(知識・理解)

社会における適切な意志決定を選び、それを検証できる。

さまざまな分野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢を
もっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを指定していないので復習が中心になります（30
分）。また、理解を深めるため、演習課題は必ず提出してくだ
さい（60分）。今までに修得した数学が役に立ちます。特に
「社会数理のための数学実習III」で学んだ内容を思い出してく
ださい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績（70％）と演習課題（30％）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

幾つかの数理計画法を紹介しますので、それらを網羅した
文献は見当たりません。それぞれの内容ごとに参考文献を
紹介しますが、特に必要とする部分は資料を配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

福島雅夫「新版 数理計画入門」朝倉書店　ISBN
4254280041

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この科目と「リスク管理の数理」や「数理ファイナンス」
の関係は、ある部分では基礎となり、他の部分では応用や
発展となる位置関係にある。関連性を意識して学んでほし
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　いろいろな意志決定状況と最適化手法
　２　線形計画 (1) 標準形と基準形
　３　線形計画 (2) 基底解
　４　線形計画 (3) 単体法のアイデア
　５　線形計画 (4) 単体法のアルゴリズム
　６　線形計画 (5) 二段階法
　７　最短路問題のアルゴリズム
　８　スケジューリング問題とクリティカルパス
　９　確率的な決定の長所
　　　-社会的不確定性への対応-
１０　確率的な決定の端緒
　　　-固定的な確率環境への対応-
１１　集団の合理的決定 (1)
　　　-利益の最大化とTTC-
１２　集団の合理的決定 (2)
　　　-合意形成とマッチング問題-
１３　投票方法の分析 (1)
　　　-シミュレーションによる検証-
１４　投票方法の分析 (2)
　　　-多数決と票数-
１５　投票方法の分析 (3)
　　　-投票の情報量と認定投票-



2019-6010000685-01意志決定の数理「社情ｺｰｽ」（さまざまな意志決定における方法論）

杉万　郁夫

◎応数応用数:A-3,C-1

1.線形計画法等の最適化手法についての知識をもち、説明することができる。
　(A-3)

2.社会における適切な意志決定を選び、それを検証できる。

3.さまざまな分野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
　(C-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.線形計画法等の最適化手法についての知識をもち、説明することができる。
　(A-2)

2.社会における適切な意志決定を選び、それを検証できる。　(B-2)

3.さまざまな分野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000691-01インターンシップ

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

＜インターンシップとは＞

インターンシップとは、学生が企業の協力を得て、一定期間の
実習を行う制度である。
この就業体験は、夏休みまたは春休みの期間中の１週間から２
週間を、
使って行われ、福岡大学就職・進路支援センターが用意する受
け入れ先企業の
プログラムに従って、実施される。

授業の目的は以下の２点である。

　1) 就業体験を行うことで、実社会における学問の役割や意義
を直接肌で感じ、把握することができること

   2) 就業体験後は、自らの専攻への学習意欲を高め、より具体
的にキャリアへの明確な目的意識や志望意欲を持つことができ
ること

◎－－－　到達目標　－－－◎

インターンシップでの社会体験と大学における学習の融合によ
り、より精度の高い社会貢献の糸口を見つけることができる
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に希望する会社を調べておくこと。
また、授業計画にあるように、インターンシップ事前研修会に
参加すること。
事前学習、事前研修に関しては、少なくとも５時間程の時間を
かけて準備をすること。また、事後学習（２時間程度）、事後
研修（２時間程度）、発表準備（５時間程度）に関しても充分
時間をかけて丁寧なまとめを行うように。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

所定の事後報告書で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

インターンシップガイド、福岡大学就職・進路支援セン
ター

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1) 履修について理解すること
三年次選択科目「インターンシップ」を履修登録するなら
ば、 二年次および三年次にお
いてインターンシップに参加しておかねばならない。履修
登録前に履修内容を済ませると
いう、 逆登録の手順となりわかりにくいので この点によ
く注意すること。
(2) 大学および SM のインターンシップ説明会への出席
履修希望者は、SM の説明会に出席した上で、大学の就
職・進路支援センターが開催するイ
ンターンシップ募集説明会に出席すること。
自分でインターンシップ先を探す学生についても参加を義
務付けるものである。
この説明会参加は単位取得のための条件の一つなので、参
加していない学生についての単
位取得は認めないこともあるので十分に注意すること。

(3)「学生教育研究災害傷害保険」ならびに
「インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険」
に加入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

就職・進路支援センターインターンシップ計画に従う。
おおよそ以下のスケジュールで春と夏に実施する。

５月：研修参加申し込み開始
インターンシップ説明会
６、７月：学生と企業のマッチング、オリエンテーショ
ン、事前学習
８月：夏季インターンシップ事前研修会
８，９月：インターンシップの実施期間
９月：夏季インターンシップ事後研修会
１１月：春季インターンシップ募集説明会
12月：学生と企業のマッチング、オリエンテーション、事
前学習
12月～１月インターンシップ発表会（個別対応）
１月：春季インターンシップ事前研修会
２月：春季インターンシップの実施期間
４月：春季インターンシップ事後研修会



2019-6010000691-01インターンシップ

白石　修二

◎応数応用数:C-3

1.インターンシップでの社会体験と大学における学習の融合により、より精度
の高い社会貢献の糸口を見つけることができる
　(C-3)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:C-1

1.インターンシップでの社会体験と大学における学習の融合により、より精度
の高い社会貢献の糸口を見つけることができる
　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000672-01応用解析学「応用数学ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限, ３時限　　試験時間割：後日発表　　

若狭　徹

◎－－－　概要　－－－◎

3年次前期までに学んだ解析学や線形代数などを予備知識として，前
半ではベクトル解析，後半ではフーリエ解析の入門的事項について講
義する．最後に，理工系の分野で重要な常微分方程式の境界値問題や
偏微分方程式を導入し，これらの問題の解析への応用について述べる
予定である．

【授業の進め方】
講義内容の理解を補うものとして，問題演習を合わせて行う．

【学習の方法】
ベクトル解析は，入力・出力が多変数からなる関数を対象とし，必然
的に微分積分と線形代数のアドバンスドコースに位置づけられる．こ
れまでに学習した項目の復習をきちんと行うことが学習におけるポイ
ントの一つである．
フーリエ解析は，代表的な応用解析学の分野であり，自然科学・工学
だけでなく情報科学においても重要な概念である．同じく3年次で学
習する厳密体系における解析学の観点を持つこと，また関数を「波
形」として捉える際に物理的イメージを持つことが学習におけるポイ
ントである．

◎－－－　到達目標　－－－◎

ベクトル場とその微分演算（勾配，発散，回転）について，その意味
を理解し計算ができる．(技能)

曲線や曲面の表し方を理解し，これを用いて曲線上の線積分や曲面上
の面積分を計算できる.(技能)

グリーンの定理，ガウスの発散定理，ストークスの定理などの数学的
な位置づけと物理的意味を理解している．(知識・理解)

関数のフーリエ級数やフーリエ変換について，その意味を理解するこ
とができる．(知識・理解)

具体的な関数について，そのフーリエ級数やフーリエ変換の計算がで
きる．(技能)

常微分方程式や基本的な偏微分方程式について，フーリエ級数やフー
リエ変換を用いて解を求めることができる．(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
・次回において学ぶ予定の講義資料の該当箇所を一読し，必要に応じ
て参考文献等を調べる．（30分）
【復習】
・今回学んだ教材資料や講義ノートを読み，必要に応じて参考文献等
を調べる．（30分）
・講義時間内の演習中に扱われた問題や類題を解きなおす．（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
・ベクトル解析におけるさまざまな概念を理解し，具体的な例におい
てそれらの計算ができるかを評価基準とする．
・フーリエ解析におけるさまざまな概念を理解し，具体的な例におい
てそれらの計算ができるかを評価基準とする．

【評価方法】
定期試験の成績４０％，中間試験の成績を４０％，講義内における演
習得点を２０％として評価する．主に試験については，事後の解説や
採点時に感じたこと等を講評としてフィードバックする．

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない．講義資料としてプリントを
配布し，また必要に応じて参考書を随時紹介する（参考書
の購入は必要としない）．

◎－－－　参考書　－－－◎

小林亮・高橋大輔著　ベクトル解析入門　ISBN
4-13-062911-5
清水 勇二著 基礎と応用　ベクトル解析　ISBN
978-4-7819-1378-0
壁谷 善継著　フーリエ解析と偏微分方程式入門　ISBN
978-4-320-01948-5
ベクトル解析やフーリエ解析，偏微分方程式の本はたくさ
んあるが，例えば参考書の一例として上の本をあげる．

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3年次前期までに学んだ解析学や線形代数を復習しておく
こと．
自ら演習問題等を解くことで理解を深め身につけるように
努力すること．

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ベクトルの内積・外積
２．ベクトル値関数と微分
３．スカラー場とベクトル場
４．ベクトル場と座標系
５．場の微分演算（１）
６．場の微分演算（２）
７．場の微分演算（３）
８．平面曲線と空間曲線
９．スカラー場の線積分
１０．ベクトル場の線積分（１）
１１．ベクトル場の線積分（２）
１２．空間内の曲面
１３．スカラー場の面積分
１４．ベクトル場の面積分
１５．ガウスの発散定理
１６．ストークスの定理
１７．ベクトル解析の応用
１８．まとめ（１）
１９．フーリエ級数とフーリエ係数
２０．フーリエ級数の計算
２１．一般のフーリエ級数
２２．複素フーリエ級数
２３．フーリエ変換の導入
２４．フーリエ変換の計算
２５．フーリエ変換の性質（１）
２６．フーリエ変換の性質（２）
２７．フーリエ解析の応用（１）
２８．フーリエ解析の応用（２）
２９．フーリエ解析の応用（３）
３０．まとめ（２）



2019-6010000672-01応用解析学「応用数学ｺｰｽ」

若狭　徹

◎応数応用数:A-1,A-3,B-1

1.ベクトル場とその微分演算（勾配，発散，回転）について，その意味を理解
し計算ができる．　(B-1)

2.曲線や曲面の表し方を理解し，これを用いて曲線上の線積分や曲面上の面積
分を計算できる.　(B-1)

3.グリーンの定理，ガウスの発散定理，ストークスの定理などの数学的な位置
づけと物理的意味を理解している．　(A-1)

4.関数のフーリエ級数やフーリエ変換について，その意味を理解することがで
きる．　(A-1)

5.具体的な関数について，そのフーリエ級数やフーリエ変換の計算ができる．
　(B-1)

6.常微分方程式や基本的な偏微分方程式について，フーリエ級数やフーリエ変
換を用いて解を求めることができる．　(A-3)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.ベクトル場とその微分演算（勾配，発散，回転）について，その意味を理解
し計算ができる．　(A-1)

2.曲線や曲面の表し方を理解し，これを用いて曲線上の線積分や曲面上の面積
分を計算できる.　(A-1)

3.グリーンの定理，ガウスの発散定理，ストークスの定理などの数学的な位置
づけと物理的意味を理解している．　(A-1)

4.関数のフーリエ級数やフーリエ変換について，その意味を理解することがで
きる．　(A-1)

5.具体的な関数について，そのフーリエ級数やフーリエ変換の計算ができる．
　(C-1)

6.常微分方程式や基本的な偏微分方程式について，フーリエ級数やフーリエ変
換を用いて解を求めることができる．　(A-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000696-01応用数学特論

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

阿部　拓郎

◎－－－　概要　－－－◎

グラフとは頂点と辺からなる有限集合であり、関連するもっと
も有名な問題として四色問題がある。すなわち、与えられたグ
ラフの頂点をn色で塗るとき、辺で繋がっている頂点は同じ色
でぬれないとしたものを、グラフのn色彩色という。四色問題
は、グラフが平面に、辺が交わらないように描けるものなら
ば、nが4以上で必ず一つは彩色が存在することを主張してい
た、長年の未解決問題であった。現在は計算機も用いた組み合
わせ論的手法で解決されている。このn色での彩色数は、実はn
の多項式で表せることが知られており、これを彩色多項式と呼
ぶ。他方超平面配置とは、n次元実ベクトル空間内の(n-1)次元
部分空間（及びその平行移動たち）の有限集合である。例えば
平面中の原点を通る直線たちを思い描いてもらえれば良いが、
これは数学の様々な局面に現れるシンプルながら興味深い研究
対象である。超平面配置のもっとも単純な例は直線上の有限個
の点集合であるが、この点たちは直線をいくつかの区間に分割
する。これはいわゆる植木算と同じであるが、同じことが次元
を上げた場合にも起きる。すなわち超平面配置はn次元空間を
いくつかの領域に分割する。この分割数は超平面たちがどのよ
うに交わっているかという情報のみから明示的に計算できる。

このような、全く異なる由来を持つ二つの対象、グラフと超平
面配置、そしてそこから計算される量、彩色多項式と領域分割
数、これらが実は同じものを違う方向から見ているという事実
を様々な観点から学ぶことが本講義の目標である。数学は代
数・幾何・解析など様々な手法を学ぶものでもあるが、同時に
ある具体的な対象を、これらの様々な手法を通していろいろな
切り口から学ぶ楽しさを持っている、という事実に触れてもら
うような講義にしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

グラフの彩色多項式が計算できる。(技能)

超平面配置による領域分割の概念が理解できる。(知識・理解)

超平面配置による領域分割が計算できる。(技能)

グラフとグラフ配置の関係が有機的に理解できる。(知識・理
解)

自由配置とコーダルグラフの関係が理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にグラフやその彩色についての知識を得ておくとよい。ま
た抽象的な理論と同時に具体的な計算も扱うので、自分で手を
動かしてそれらを積極的に復習することが望まれる。一つの講
義につき予習・復習を二時間ほど行うことが望まれる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①　評価基準は上記の到達目標に準ずる
②　毎日レポート問題を課し、最終日に提出してもらい、その
点数により評価を決める。
③　一日目から五日目の各日程で20点、合計100点で評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。特定の前提知識は仮定しませんが、線形代数はあ
る程度思い出しておいたほうが内容の理解がしやすくなり
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-3回目　グラフ・彩色・彩色多項式
4-6回目　超平面配置と植木算・部屋の数え上げ
7-9回目　超平面配置の特性多項式
10-12回目　グラフとグラフ配置
13-15回目　コーダルグラフと自由超平面配置



2019-6010000696-01応用数学特論

阿部　拓郎

◎応数応用数:A-1,B-1

1.グラフの彩色多項式が計算できる。　(B-1)

2.超平面配置による領域分割の概念が理解できる。　(A-1)

3.超平面配置による領域分割が計算できる。　(B-1)

4.グラフとグラフ配置の関係が有機的に理解できる。　(A-1)

5.自由配置とコーダルグラフの関係が理解できる。　(A-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.グラフの彩色多項式が計算できる。　(C-1)

2.超平面配置による領域分割の概念が理解できる。　(A-1)

3.超平面配置による領域分割が計算できる。　(C-1)

4.グラフとグラフ配置の関係が有機的に理解できる。　(A-1)

5.自由配置とコーダルグラフの関係が理解できる。　(A-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000655-01応用線形代数入門

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：後日発表　　

宮内　敏行

◎－－－　概要　－－－◎

　平面や我々の住む空間の点は，座標系を一つ決めると，二つ
ないし三つの数の組―その点の座標―で指定することができ
る．そして，座標をつかうことで，直線や平面などの基本的な
図形は容易に数式であらわすことができ，図形の変換も式で表
現することができる．
　図形の変換の中でも，変換の式が一次式であらわされるア
フィン写像はもっとも基本的なものでありながら，平行移動，
回転，拡大・縮小などの基本的な変換や，立体図形を平面上に
表示するための投影変換といった，実用上重要な変換をすべて
含んでいる．それゆえ，情報メディアを通して図形や画像をあ
つかう際にもアフィン写像の知識は必須のものとなっている．
　本講義の目的は，1年次に学んだ線形代数の知識を活用し
て，アフィン写像に関連する基本的な事項を，図形処理・画像
処理への応用を視野にいれつつ学ぶことである．そのため，ま
ず平面・空間の基本図形の座標を用いた表現，及び線形写像に
ついて復習したのち，アフィン写像の定義と基本的な性質につ
いて述べる．次にアフィン写像の重要な例として，上にあげた
さまざまな基本的な変換をとりあげ，その具体的な性質を調べ
る．さらに平面の一般の合同変換の構造とその分類について解
説する．
　本講義を通して，アフィン変換に関する理解を深めると同時
に，1年次に学んだベクトルや行列の知識がどのように応用さ
れるものかを見てもらいたい．

◎－－－　到達目標　－－－◎

平面及び空間内の基本的図形の座標を用いた表現，計算ができ
る．(知識・理解)

線形写像・アフィン写像の定義及び基本的性質を理解する．
(知識・理解)

平面の合同変換・アフィン変換の基本的性質の理解，計算がで
きる．(技能)

空間の直交変換・合同変換の基本的性質の理解，計算ができ
る．(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

板書の内容をもう一度読み直しをし、授業中に出題した演習問
題を解いて復習しておくこと。（60分）
講義内容のより良い理解のため，レポート課題や小テストを課
す予定なので，充分に時間をかけて取り組むこと．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績５０％，授業の時間内に実施するテスト（１
回：３０％），レポート（２回：各１０％）で評価します．

◎－－－　テキスト　－－－◎

「幾何学いろいろ」井ノ口順一著（日本評論社）
ISBN978-4-535-78462-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義の全体を通じて，ベースとなるのは1年次に学ん
だ線形代数であり，そこで学んだベクトルや行列に関する
結果や計算法については習得済みとして講義をすすめる．

◎－－－　授業計画　－－－◎

図形とつきあうために
平面図形・空間図形
距離について
ベクトル
ベクトルの外積
線形空間
線形写像
アフィン写像の定義と基本的な性質
アフィン変換の例
合同変換
鏡映
対称性
三角形の合同定理
線対称について
まとめ



2019-6010000655-01応用線形代数入門

宮内　敏行

◎応数応用数:A-2,A-3,B-1

1.平面及び空間内の基本的図形の座標を用いた表現，計算ができる．　(A-3)

2.線形写像・アフィン写像の定義及び基本的性質を理解する．　(A-2)

3.平面の合同変換・アフィン変換の基本的性質の理解，計算ができる．　(B-1)

4.空間の直交変換・合同変換の基本的性質の理解，計算ができる．　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.平面及び空間内の基本的図形の座標を用いた表現，計算ができる．　(C-1)

2.線形写像・アフィン写像の定義及び基本的性質を理解する．　(A-1)

3.平面の合同変換・アフィン変換の基本的性質の理解，計算ができる．　(A-1)

4.空間の直交変換・合同変換の基本的性質の理解，計算ができる．　(A-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000656-01応用微分積分入門

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

三石　史人

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では，2年前期までに学んだ微分積分の知識をベースに
して，まず平面曲線の数学的な表示方法を考え，表わされた曲
線の幾何学的性質を数値化する方法について述べる．こうして
得られる基本的な量について，実際の曲線の視覚的な形状との
関係を具体的に把握し，実習を通じて理解を深めていく．ここ
で学ぶことがらの多くは通常は微分幾何と呼ばれる分野に属す
る内容であるが，複雑な図形をコンピュータグラフィクスとし
て表現するための図形処理・画像処理に応用されるものであ
り，マルチメディア表現に数理的な関心をもつ者にとって必須
のものである．
　次に，3次元空間内の曲面について，その面積の定義などを
述べ，最後に，線積分・面積分といったベクトル解析の基本的
な事項について解説する．特に，流体の運動のような自然現象
を数学的に定式化したとき，ベクトル解析が運動の解析やシ
ミュレーションにおいて基本的な道具を与えていることを，具
体例を交えて解説する．

キーワード：ベクトル解析 / ベクトル値関数(ベクトル場) / 多変
数(二変数)の微分積分法 / 線積分 / 長さ / 面積分 / 面積 / 勾配 /
発散 / 回転 / ガウスの発散定理 / グリーンの公式 / ストークスの
定理 / 内積 / 外積 / 行列式 / 偏微分 / 重積分

◎－－－　到達目標　－－－◎

高次元の微分積分法であるベクトル解析は情報科学や諸科学の
基礎を担っている事が分かる(知識・理解)

ベクトル解析が社会でどのように活用されているか知る(知
識・理解)

微分と積分を駆使してベクトル解析の様々な量を計算できる
(技能)

ベクトル解析特有の公式を使いこなせる様にする(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習について：講義中に論理展開が自明でないと感じた部分を
自分なりに整理して考え抜く事(必要な時間は個人差がありま
す). また, それを促す為に用意するレポートにしっかり取り組
む事(一問, 最低でも一時間以上考えましょう(個人差がありま
す)).

予習について：レポートは予習的な意味合いも兼ねているので,
しっかりやる事. また授業計画と概要で触れられているキー
ワードについてあたりをつけて調べておくとよい.

授業時間外の学習に必要な時間は個人差がありますが, 一講義
(90分)に対し, 倍は自分で予習・復習すべきだと思います. 濃密
にやっていきましょう.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験のみで評価する(定期試験100%).

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めない．必要に応じてプリントを配布する予定であ
る．

◎－－－　参考書　－－－◎

深谷賢治 著 電磁場とベクトル解析 現代数学への入門 岩波
書店　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・集合や写像に関する基本的な言葉使いを知っていると良
い.
・(1変数の)微分積分法と線形代数をよく復習しておく事.

◎－－－　授業計画　－－－◎

(1) 3次元ユークリッド空間・内積・外積
(2) 関数の勾配
(3) 平面曲線の数学的表示
(4) 平面曲線を描く
(5) 曲線の速度ベクトル・速さ・接線
(6) 曲線の長さ
(7) ベクトル場とその微分(発散・回転)
(8) 平面曲線の線積分
(9) ガウスの発散定理（平面領域）
(10) 空間内の曲線と曲面
(11) 空間曲面の面積分
(12) ガウスの発散定理 (空間曲面)
(13) ストークスの定理
(14) グリーンの公式
(15) まとめ



2019-6010000656-01応用微分積分入門

三石　史人

◎応数応用数:A-2,A-3,B-1

1.高次元の微分積分法であるベクトル解析は情報科学や諸科学の基礎を担って
いる事が分かる　(A-2)

2.ベクトル解析が社会でどのように活用されているか知る　(A-3)

3.微分と積分を駆使してベクトル解析の様々な量を計算できる　(B-1)

4.ベクトル解析特有の公式を使いこなせる様にする　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.高次元の微分積分法であるベクトル解析は情報科学や諸科学の基礎を担って
いる事が分かる　(A-1)

2.ベクトル解析が社会でどのように活用されているか知る　(A-1)

3.微分と積分を駆使してベクトル解析の様々な量を計算できる　(C-1)

4.ベクトル解析特有の公式を使いこなせる様にする　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000669-01解析学Ⅰ「応用数学ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限, 木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

　「解析学」とはみんなが高校以来勉強してきている、微分・
積分の延長線上にある分野を言います。微分も積分も「極限」
を使って定義されますが、微分・積分のレベルでは、表面的に
は極限操作をしなくても、微分の公式や積分の公式をあてはめ
れば、関数を微分したり、積分することができます。しかし、
微分・積分を使って、たとえば「微分方程式の解が存在するこ
と」を証明しようとすると、極限操作を前面に出して議論せざ
るを得ません。「極限」とは言葉で言うと、「限りなく小さく
する」とか、「際限なく大きくする」となりますが、これらは
「ものすごく小さい」とか「ものすごく大きい」ということを
つきつめて考えた想像上のもので、現実とはかけ離れたもので
すから、我々の直観は全くあてになりません。そこで、微分・
積分では直観を頼りに理解していた、たとえば「連続関数の性
質」(中間値の定理など)や、「定積分の定義」などを式だけで
厳密に考え直す必要が出てきます。
　講義ではこのように、今までによく知っていることを厳密に
見直していく、という作業が続きますが、目先の式にふり回さ
れることなく、常に具体的なことをイメージしながら、解析学
の基本的な手法を身につけるように心がけてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

対角線論法を使って、実数の非可算性が証明できるようにな
る。(技能)

否定命題が作れるようになる。(技能)

ε-δ論法を使って、連続関数の性質を証明できるようにな
る。(技能)

定積分の定義がわかるようになる。(知識・理解)

eやπの基本的な性質を知り、近似計算ができるようになる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は必要ありません。
前回の講義のノートをよく読み、わからないところをなくして
おくこと(復習)を心がけて下さい。（毎回６０分を目安としま
す。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

全部は講義できないので参考書としますが、主に

田島一郎(著)「解析入門」岩波書店(1981)
ISBN：9784000211086

を参考にして講義をします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ノートをきちんと取ってください。ノートには十分に余白
を残しておき、後から君らが補足するなどして、自分だけ
のノートを作ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1章　実数の非可算性

1.　可算集合と非可算集合
2.　実数の非可算性

第2章　連続関数

3.4.　連続関数の定義
5. 否定命題の作り方
6.7. パソコンを使ってもグラフが正確には書け
  　　ない連続関数の例
8.9.　ε-δ論法を使わないと証明できない連続
       関数の性質
10.11.12.13. 有界閉区間で定義された連続
               関数の性質
14.15.　関数の一様連続性

第3章　定積分

16.　微分と積分は互いに逆の演算
17.　定積分の計算方法と微分積分学の基本定理
18.19.20.21.　定積分の定義
22. 区分求積法

第4章　eとπの話

23.　eと連続複利計算
24.　自然対数の底としてのe
25.　微分方程式の解とe
26.　eは無理数であることの証明
27.28.　πは無理数であることの証明
29.　ウォリスの公式とその周辺
30.　ビュフォンの針



2019-6010000669-01解析学Ⅰ「応用数学ｺｰｽ」

田中　尚人

◎応数応用数:A-1,B-1

1.対角線論法を使って、実数の非可算性が証明できるようになる。　(B-1)

2.否定命題が作れるようになる。　(B-1)

3.ε-δ論法を使って、連続関数の性質を証明できるようになる。　(B-1)

4.定積分の定義がわかるようになる。　(A-1)

5.eやπの基本的な性質を知り、近似計算ができるようになる。　(A-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.対角線論法を使って、実数の非可算性が証明できるようになる。　(A-1)

2.否定命題が作れるようになる。　(C-1)

3.ε-δ論法を使って、連続関数の性質を証明できるようになる。　(A-1)

4.定積分の定義がわかるようになる。　(C-1)

5.eやπの基本的な性質を知り、近似計算ができるようになる。　(A-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000674-01解析学Ⅱ「応用数学ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, ３時限　　試験時間割：後日発表　　

山田　直記

◎－－－　概要　－－－◎

これまでに微分積分の計算を学んできた。また、線形代数や位
相についても学んできた。解析学IIでは解析学Iに引き続き、こ
れまでの計算手法に理論的な裏付けを与え、それを用いてさら
に高度な解析学への入門を講義し、現代的解析学全般への基礎
固めと展望を与えることを目標とする。
まず数列の極限について復習し、2つ以上のパラメータについ
ては極限操作が順序に依存することを確認し、その交換可能性
を論じる。微分と積分の順序交換も同じ視点から論じる。
次に陰関数の定理を紹介する。具体的な数式では表せない関数
が「存在する」という抽象的な考え方の典型的な例として、直
観と結びつくように解説する。
次に関数列の収束を考える。性質の異なった2つの収束概念が
登場するので、イプシロンデルタ論法が活躍する。関数の集合
が位相空間になっていることを紹介し、その完備性についても
論じる。
また、関数の集合の間の写像を考え、縮小写像の原理を説明す
る。
これらは解析学の基本的な道具となっている。そのことを実感
してもらうために、これまでの事柄を用いて常微分方程式に対
する解の存在と一意性の定理を証明する。
学生諸君は、演習問題を解きながら講義への理解を深め、更な
る学習への展望を開いてほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

極限操作の順序交換の重要性を理解できる。(知識・理解)

関数列について2種類の極限について計算し、基本的な性質が
証明できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回の講義ノートを読み、演習問題を解く。(30分）
復習：今回の講義ノートを読み、演習問題を解く。(30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（100％）により判定する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。講義内容・演習問題をまとめたプリント
を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

微分積分と線形代数の知識と計算、位相についての理解が
基本となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各テーマに2回の講義(演習を含む)を予定している。
1．数列の収束
2．2重数列の収束と極限の順序
3．極限の順序交換
4．陰関数の定理とその応用
5．関数列の各点収束・一様収束
6．関数列の収束と積分との順序交換
7．関数空間C[a，b]とその位相
8．関数空間C[a，b]の完備性
9．関数の集合の間の写像
10．縮小写像
11．不動点定理(縮小写像の原理)
12．常微分方程式の解の存在定理
13．常微分方程式の解の一意性
14．まとめと演習
15．これからの解析学への展望



2019-6010000674-01解析学Ⅱ「応用数学ｺｰｽ」

山田　直記

◎応数応用数:A-1,B-1

1.極限操作の順序交換の重要性を理解できる。　(A-1)

2.関数列について2種類の極限について計算し、基本的な性質が証明できる。　
(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.極限操作の順序交換の重要性を理解できる。　(A-1)

2.関数列について2種類の極限について計算し、基本的な性質が証明できる。　
(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000695-01解析学特論「応用数学ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

坂田　繁洋

◎－－－　概要　－－－◎

Banach 空間，Hilbert 空間とそれらの上の有界線形作用素につ
いて講義を行う。Hilbert 空間は Euclid 空間の無限次元への自然
な一般化である。また，行列が表す Euclid 空間から Euclid 空間
への線形変換を一般化したものが線形作用素である。理論と共
に応用についても学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

距離空間にはいろんな空間があることを学習するとこで、解析
学の基礎的な知識を理解する。(知識・理解)

線形作用素を用いて、Hilbert 空間の基礎的な性質の証明を学習
する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義範囲を予習し，専門用語の意味などを理解しておく
こと。
（毎回３０分を目安とする。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　Banach 空間や Hilbert 空間の定義について説明できること。
　Hilbert 空間上の有界線形作用素を理解し、その基本的な性質
を理解する。
評価の方法は定期試験(100%)で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

増田久弥（著）
「関数解析」(裳華房 1994)
ISBN : 9784785314071

◎－－－　参考書　－－－◎

斎藤正彦（著）「線型代数入門」
(東京大学出版会 1990)
ISBN:9784130620017
松坂和夫（著）「集合・位相入門」
(岩波書店 1968)
ISBN : 9784000054249
猪狩惺（著）「実解析入門」
(岩波書店 1996)
ISBN : 9784000054447
黒田成俊（著）「関数解析」(共立出版 1980)
ISBN : 9784320011069

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定義や定理の意味をしっかり理解するように努め，真剣に
課題に取り組むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　線形空間
 2　内積空間（１）
 3　内積空間（２）
 4　Hilbert 空間（１）
 5　Hilbert 空間（２）
 6　正規直交系（１）
 7　正規直交系（２）
 8　完備化（１）
 9　完備化（２）
10　線形作用素
11　直交分解
12　線形汎関数
13　Riesz の定理
14　演習
15　まとめ



2019-6010000695-01解析学特論「応用数学ｺｰｽ」

坂田　繁洋

◎応数応用数:A-1,B-1

1.距離空間にはいろんな空間があることを学習するとこで、解析学の基礎的な
知識を理解する。　(A-1)

2.線形作用素を用いて、Hilbert 空間の基礎的な性質の証明を学習する。　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000652-01確率

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：後日発表　　

桑江　一洋

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では数理統計の基礎としての確率論について学び、
測度論に基づく確率論と確率過程論への橋渡しとなることを目
指す。時間の経過に伴ってランダムに変化するシステムの数学
的定式化として確率過程が知られており、その典型例としてマ
ルコフ過程が知られている。この授業では確率論の基本的事項
を学んだあと、離散時間のマルコフ過程であるマルコフ連鎖に
ついて学習し、時間の変化が多期間の場合のランダムな現象の
理解を目標とする。また、偶然現象を確率モデルとして数学的
に定式化するために必要不可欠な確率変数を理解出来る様にな
ることもこの授業の目的とする。授業は計算の具体例の紹介と
確認テストの問題を通しておこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

集合演算の扱いについて説明できる。(技能)

確率分布の具体例についてその性質と応用について説明でき
る。(知識・理解)

確率変数とその分布について説明できる。(知識・理解)

密度関数をもつ連続分布に従う確率変数と関数との合成で得ら
れた確率変数の密度関数や分布関数が計算できる。(知識・理
解)

確率変数の確率母関数や積率母関数の計算が離散分布、連続分
布それぞれの場合でできる。(知識・理解)

ランダムウォークについて説明できる。(知識・理解)

一次元対称ランダムウォークの零再帰性と再帰時間の平均が発
散することについて説明することができる。(知識・理解)

マルコフ連鎖の概念について説明できる。(技能)

マルコフ連鎖の推移確率と推移確率行列を具体的に計算でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　シラバスの内容を予習し、確認テストや授業で学んだ事柄を
復習し、分からない所を授業中にできるだけ質問すること。　
毎回、演習問題を配布するので、その解答を添削する。添削内
容は成績には直接反映しないが、演習問題は試験内容に強く反
映するので真面目に取り組むことを勧める。講義時間外に最低
２時間かけて問題を解き添削を受けることを勧める。添削は１
回だけでなく期限までには複数回受け付けるので繰り返し添削
を受けること強く勧める。正答を得るまで繰り返し取り組むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験(100%)のみで成績を評価する。各回の確認テストの問
題の解答は達成度と出席の目安とする。設定された問題にたい
して適切、正確な解答を与えることが出来ること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

確率 そのまま使える答えの書き方　金川秀也・黒田耕
嗣・藤田岳彦・森真著　講談社サイエンティフィク　
ISBN 4-06-159362-01
確率モデル要論　確率論の基礎からマルコフ連鎖へ 尾畑
伸明　著　牧野書店　ISBN 978-4-434-16739-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

確率変数の考え方が重要なのでその点を意識して授業を受
けてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．集合の演算
２．確率分布を求める(i)
３．確率分布を求める(ii)
４．確率変数と確率分布(i)
５．確率変数と確率分布(ii)
６．確率変数の特性値(平均・分散)(i)
７．確率変数の特性値(平均・分散)(ii)
８． 極限定理
９．ランダムウォーク(i)
１０．ランダムウォーク(ii)
１１．ランダムウォーク(iii)
１２．マルコフ連鎖(i)
１３．マルコフ連鎖(ii)
１４．マルコフ連鎖(iii)
１５．マルコフ連鎖(iv)



2019-6010000652-01確率

桑江　一洋

◎応数応用数:A-1,A-3,B-1

1.集合演算の扱いについて説明できる。　(B-1)

2.確率分布の具体例についてその性質と応用について説明できる。　(A-1)

3.確率変数とその分布について説明できる。　(A-1)

4.密度関数をもつ連続分布に従う確率変数と関数との合成で得られた確率変数
の密度関数や分布関数が計算できる。　(A-1)

5.確率変数の確率母関数や積率母関数の計算が離散分布、連続分布それぞれの
場合でできる。　(A-1)

6.ランダムウォークについて説明できる。　(A-3)

7.一次元対称ランダムウォークの零再帰性と再帰時間の平均が発散することに
ついて説明することができる。　(A-3)

8.マルコフ連鎖の概念について説明できる。　(B-1)

9.マルコフ連鎖の推移確率と推移確率行列を具体的に計算できる。　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.集合演算の扱いについて説明できる。　(A-2)

2.確率分布の具体例についてその性質と応用について説明できる。　(A-2)

3.確率変数とその分布について説明できる。　(B-2)

4.密度関数をもつ連続分布に従う確率変数と関数との合成で得られた確率変数
の密度関数や分布関数が計算できる。　(C-3)

5.確率変数の確率母関数や積率母関数の計算が離散分布、連続分布それぞれの
場合でできる。　(C-3)

6.ランダムウォークについて説明できる。　(C-3)

7.一次元対称ランダムウォークの零再帰性と再帰時間の平均が発散することに
ついて説明することができる。　(C-3)

8.マルコフ連鎖の概念について説明できる。　(B-2)

9.マルコフ連鎖の推移確率と推移確率行列を具体的に計算できる。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000671-01関数論Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

佐野　友二

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では，複素数を変数とする関数（複素関数）の微分積
分について学びます．複素数を実部と虚部の実 2 変数と思う
と，2 年次に学ぶ実 2 変数関数の微分積分になりますが，微分
可能な複素関数（正則関数）は実変数の関数にはない性質を多
く持っています．この講義を通じて，その性質を学び，具体的
な計算へ応用ができるようになります．

始めに複素数平面および複素数の演算について復習してから，
複素関数としての微分可能性について議論します．次に微分可
能な複素関数（正則関数）が持つ性質について学びます．特に
複素関数の線積分を用いて正則関数を特徴付けます（コーシー
の積分定理）．この定理からべき級数展開（テイラー展開，
ローラン展開）など様々な結果が導き出されます．最後に，複
素関数の特異点を調べることで，実関数の積分へ応用できるこ
とを紹介します．

複素関数の固有の性質を理解し，具体的な計算へ応用できるよ
うになることがこの講義の目標です．各定理の証明を理解した
上で自分で実際に計算してみることが期待されています．講義
中ではなるべく例題をあげながら説明をする予定ですが，自習
の時間で課題の問題を解くことも大切です．

◎－－－　到達目標　－－－◎

複素関数の性質を理解し，説明できるようになる(知識・理解)

複素関数の計算（線積分，べき級数展開，留数計算）ができる
ようになる(技能)

複素関数の計算を自然科学の問題へ応用することができるよう
になる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

- （予習）前回のノートおよびテキストを読み，内容を思い出
しておく．予告した授業範囲についてテキストに目を通してお
く．（30分）
- （復習）授業時に課題を示します．それについて期限までに
回答を作成・提出する．（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

- 定期試験においては，複素関数に関する計算（線積分，べき
級数展開，留数計算など）を正しく出来るかを評価します．
- レポートでは，授業で説明した計算方法をもとに，自分で実
際に計算をし，計算方法を理解したかを評価します．
- 定期試験（60%），レポート課題（40%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

複素関数入門（ジェームズ・ウォード・ブラウン (著),
リュウエル・V.チャーチル (著)）
数学書房（新装版 (2008/07)）
ISBN-13: 978-4903342009

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

2 変数の微分積分（微分積分II, III）の内容を復習しておく
とよいでしょう．

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 複素数と複素数平面
2. 複素関数
3. べき級数
4. 複素微分と正則関数
5. 複素線積分
6. コーシーの積分定理
7. コーシーの積分公式
8. テイラー展開
9. ローラン展開
10. 特異点と留数
11. 留数の計算
12. 留数定理
13. 留数定理の応用
14. まとめ
15. 問題演習



2019-6010000671-01関数論Ⅰ

佐野　友二

◎応数応用数:A-1,B-1

1.複素関数の性質を理解し，説明できるようになる　(A-1)

2.複素関数の計算（線積分，べき級数展開，留数計算）ができるようになる　
(B-1)

3.複素関数の計算を自然科学の問題へ応用することができるようになる

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.複素関数の性質を理解し，説明できるようになる　(A-1)

2.複素関数の計算（線積分，べき級数展開，留数計算）ができるようになる

3.複素関数の計算を自然科学の問題へ応用することができるようになる　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000676-01関数論Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：後日発表　　

坂田　繁洋

◎－－－　概要　－－－◎

　関数論 I で学んだ複素関数論の基本的事項（複素微分、正則
関数、コーシーの積分定理、コーシーの積分公式）を基礎とし
て、関数論 II ではそれらの発展的事項について学ぶ。
　関数論 I で学んだコーシーの積分公式を用いて、リュービル
の定理、一致の定理、最大値の原理などの複素関数論の諸定理
を導く。リュービルの定理を用いて、代数学の基本定理の証明
を与える。更に続いて、級数は収束領域内では正則関数である
が、逆に正則関数は局所的には級数（テーラー級数）で表せる
ことを示す。円環領域におけるローラン級数についても議論す
る。これらの結果を踏まえて、関数の特異点及び留数を定義し
留数の計算方法を学ぶ。
　応用として実関数の定積分をとりあげる。積分の計算なしに
積分の値を求めることができるいくつかの場合を議論する。
　　さらに、ルーシェの定理、複素一次変換等角性、調和関数
等の話題についても言及したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

複素微分と正則性や複素積分に関する基礎的な性質を理解す
る。(知識・理解)

Cauchy の積分定理を理解することで、正則関数の基礎的な諸
定理の証明や計算を理解する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の講義範囲を予習し、専門用語の意味などを理解しておく
こと。（毎回３０分を目安とする。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　「正則関数の微分や積分に関する諸性質」と「留数定理の定
積分への応用」の理解度である。
評価の方法は定期試験(100%)で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ブラウン, チャーチル（著）
「複素関数入門」(数学書房 2007)
ISBN : 9784903342009
　

◎－－－　参考書　－－－◎

関数論入門　ISBN 4-627-07160-4
理工系のための複素関数論　ISBN 978-4-7806-0168-8
複素解析概論　ISBN 4-7853-1314-5
　関数論および複素関数論と名前の付くテキストはたくさ
んあり、自分にあったものを選ぶとよい。大学の図書館に
多くの関係書が配架されている。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定義や定理の意味をはっきりと理解し、真剣に課題に取り
組むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　整級数と指数関数
 2　複素微分と正則関数
 3　微分に関する正則関数の性質
 4　Cauchy の積分定理
 5　Cauchy の積分表示
 6　積分に関する正則関数の性質（１）　
 7　積分に関する正則関数の性質（２）
 8　ローラン級数展開　
 9　孤立特異点の分類（１）
10　孤立特異点の分類（２）　
11　留数の定理（１）
12　留数の定理（２）　
13　実積分への応用
14　演習
15　まとめ　
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坂田　繁洋

◎応数応用数:A-1,B-1

1.複素微分と正則性や複素積分に関する基礎的な性質を理解する。　(A-1)

2.Cauchy の積分定理を理解することで、正則関数の基礎的な諸定理の証明や計
算を理解する。　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.複素微分と正則性や複素積分に関する基礎的な性質を理解する。　(A-1)

2.Cauchy の積分定理を理解することで、正則関数の基礎的な諸定理の証明や計
算を理解する。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000668-01幾何学Ⅰ「応用数学ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限, 木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

成瀬　慶明

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では「３次元ユークリッド空間内の曲面」について勉
強する。そのために、「３次元ユークリッド空間内の曲線」に
関する必要な内容を勉強する。空間内のどのような集合を曲面
と呼ぶか、という問題から初めて、曲面内にある曲線の長さ
や、曲面内の領域の面積を求める為に使われる第一基本形式に
ついて勉強する。更に、曲面の局所的な形を決定する第二基本
形式、ガウス曲率や平均曲率について学ぶ。ここで勉強する空
間内の曲面とその上の第一基本形式は、後に４年生になって
(講義或いは卒業研究で)勉強する一般の曲面とその上のリーマ
ン計量の基になるものである。このリーマン計量を持つ一般の
曲面は、２次元ユークリッド空間を拡張した空間の概念であ
り、今日では全ての数学の分野に共通する基本的空間となって
いる。このような一般の曲面を正確に理解するために、本講義
では、上に述べたような具体的な（３次元ユークリッド）空間
内の曲面とその上の微分幾何学的な内容の勉強から入り、曲面
上の微積分を展開する為に必要な諸概念(ベクトル場・外微分
形式等)を準備し、これらの概念を用いて、具体的曲面が徐々
に抽象化されていく過程を勉強することになる。
毎回の講義の終わりに、その講義の復習と次回の講義の予習を
かねてレポート課題を出す。このレポートは、次回の講義時間
の最初に提出してもらう。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

曲線と曲面の基礎的な知識を理解できる。(知識・理解)

曲線の曲率、曲面の基本形式、平均曲率とガウス曲率を計算で
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の講義で出すレポート問題は、その講義の復習と、次回の
講義の予習を兼ねているので、しっかりと勉強して提出するこ
と。授業時間外の学習時間は90分程度です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　レポート及び小テストの成績を20%、定期試験の成績を80%
で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

曲線と曲面の微分幾何（小林昭七著）裳華房
ISBN978-4-7853-1091-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

これは幾何学Ⅰに限ったことではないが、数学を学ぶ心構
えを述べておく。レポート課題は講義のあったその日のう
ちにすること：　課題は出来るだけその日のうちに自分
で、頭と手を動かして解くこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各テーマに２回の講義（演習を含む）を当てる。

１　空間内の曲線
２　空間内の曲面の概念
３　第一基本形式
４　第二基本形式
５　ガウス曲率と平均曲率
６　ガウス曲率と平均曲率の計算
７　ガウス曲率と平均曲率の性質
８　実例による基本形式・曲率の計算
９　正規直交標構
10　正規直交標構の性質
11　微分形式の定義
12　微分形式性質
13　空間内の曲面に関する基本定理
14　空間内の曲面に関する基本定理の証明
15　まとめ



2019-6010000668-01幾何学Ⅰ「応用数学ｺｰｽ」

成瀬　慶明

◎応数応用数:A-1,B-1

1.曲線と曲面の基礎的な知識を理解できる。　(A-1)

2.曲線の曲率、曲面の基本形式、平均曲率とガウス曲率を計算できる。　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.曲線と曲面の基礎的な知識を理解できる。　(A-1)

2.曲線の曲率、曲面の基本形式、平均曲率とガウス曲率を計算できる。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000673-01幾何学Ⅱ「応用数学ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限, ２時限　　試験時間割：後日発表　　

石黒　賢士

◎－－－　概要　－－－◎

本講義は代数的な手法によって図形（複体）の位相的な性質を
理解することを目的とする。複体（多面体の一般化）のホモロ
ジー群を調べることが有効な手段となる。できる限り予備知識
を仮定しないで理解できるよう配慮するが、群論などの代数学
についての基礎的知識があることが望ましい。

位相幾何学（トポロジー）は「やわらかい幾何学」、「ゴム膜
上の幾何学」として知られる、20世紀に確立された幾何学の分
野である。位相的には、例えばドーナツ（円環）と取っ手のつ
いたコーヒーカップは同一視される。これはドーナツを「連続
的に」変形してコーヒーカップにすることができ、その逆もで
きるからである。位相幾何学的な考え方は1695年のライプニッ
ツの業績の中に見られるが、トポロジーの起源は1736年にオイ
ラーによって書かれたケーニッヒスベルクの橋の問題
（一筆書きの問題）に対する解答についての論文に見ることが
できよう。そして1752年には多面体に関するいわゆるオイラー
の定理が示された。古典的な位相幾何学は、図形として取り扱
い易い多面体を扱っていたが、20世紀に入り、多様体、ホモト
ピー、ホモロジー、ファイバー束等の新しい概念が導入され
て、数学の最先端の一部を成している。

本講義では、できる限り多くの具体例を用いて直感性と図形性
に富んでいるトポロジーの諸概念をわかりやすく紹介すること
に努める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ホモロジー論の基礎的な考え方が説明できる。(知識・理解)

いくつかの複体のホモロジー群の計算を行い、公式が応用でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各章終了後に授業内容に係る小テストを実施するので､復習し
ておくこと。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　
　 定期試験の成績を85%、小テスト（3回：各5%）で評価しま
す。
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

1. 位相幾何学　（培風館） 菅原 正博　著
2. いろいろな幾何Ⅱ（岩波書店） 服部晶夫 　著　
3. トポロジー　（近代科学社） 小林 貞一　著　　
4. ホモロジー代数入門 （サイエンス社） 岩井 斉良　
著　　
5. 位相幾何学　（共立出版） 中岡 稔　著　　

◎－－－　授業計画　－－－◎

各テーマに２回の講義（演習を含む）を予定している。

1. 位相幾何学的な考え方
2. 単体と複体
3. チェイン複体
4. ホモロジー代数
5. ホモトピー同値
6. 単体写像とホモロジー完全列
7. ホモロジー群の計算
8. 射影平面のホモロジー群
9. 切除同形定理
10. Eilenberg-Steenrod の公理
11. カテゴリーと関手
12. ホモロジー関手
13. 特異ホモロジー群
14. 普遍係数定理
15. まとめ



2019-6010000673-01幾何学Ⅱ「応用数学ｺｰｽ」

石黒　賢士

◎応数応用数:A-1,B-1

1.ホモロジー論の基礎的な考え方が説明できる。　(A-1)

2.いくつかの複体のホモロジー群の計算を行い、公式が応用できる。　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.ホモロジー論の基礎的な考え方が説明できる。　(A-1)

2.いくつかの複体のホモロジー群の計算を行い、公式が応用できる。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000694-01幾何学特論「応用数学ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：後日発表　　

三石　史人

◎－－－　概要　－－－◎

3年次までの数学知識の蓄積において, 例えば「多変数の微分法」で
は, 多変数関数のグラフを扱っていた. また,「ベクトル解析」や「曲
線と曲面」などに対応する講義では, 3次元ユークリッド空間内の曲線
や曲面を扱っていた. これらはどれも似たような対象であった. これら
を統一的に扱える多様体という図形の概念について講義で説明する.
特に, 講義全体では, 二次元の図形(二次元多様体)に特化して考察する.

まず, 多変数の微分法の中から, 陰関数の定理を復習する. そして陰関
数の定理の主張の中に多様体の定義が見えている事を観察する. そし
て, 多様体の概念をひとたび手に入れた後, これが「外側のユークリッ
ド空間」を意識せずに与えられている事を確認する. しかしこのとき
我々は, 空間内の曲線の長さや空間自身の面積・体積を測る道具(外側
の空間の尺度)を失ってしまっている. それを補う為に,「リーマン計
量」という内側で定義できる尺度を導入する. またこれは曲面の第一
基本形式に対応する概念である事を述べる.

その後, リーマン計量が備わった二次元多様体について考察していく.
空間内の曲面の時と同様に, 多様体内の曲線の長さや二次元多様体の
面積, ガウス曲率などの概念が定義される. 特に, ガウス曲率が(外側の
空間無しで)リーマン計量とその微分のみで定まる事をみる.

リーマン計量があれば, 多様体上の微分積分学が展開できる事を見て
いく. その為の概念が平行移動や接続と呼ばれるものである. 特に
「ユークリッド空間の直線」に相当する測地線という「曲がった空間
内でまっすぐな曲線」が定義される. また, 球面や双曲平面などは, 平
行線公準が成り立たない非ユークリッド幾何のモデルを与える大事な
例となるので, 詳細に説明する.

講義の終盤で, ガウス・ボンネの定理というものを紹介する. この定理
はガウス曲率なる曲面上の関数を曲面上で積分した量が, リーマン計
量の取り方に依存しない事を主張する. 実際, その積分値は曲面のオイ
ラー数と呼ばれる「位相不変量」と一致する事が示される. この定理
は微分幾何と位相幾何を結ぶ尊い定理である.

キーワード: 陰関数定理 / 曲面 / 多様体 / リーマン計量 / 測地線 / ガウ
ス曲率 / ガウス・ボンネの定理

◎－－－　到達目標　－－－◎

(二次元)多様体の概念について理解する(知識・理解)

測地線の概念を理解する(知識・理解)

球面などの具体的な曲面のガウス曲率が計算できる(技能)

ガウス・ボンネの定理の主張を理解する(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習について：講義中に論理展開が自明でないと感じた部分を自分な
りに整理して考え抜く事. また, それを促す為に用意するレポートに
しっかり取り組む事.

予習について：レポートは予習的な意味合いも兼ねているので, しっ
かりやる事. また授業計画と概要で触れられているキーワードについ
てあたりをつけて調べておくとよい.

授業時間外の学習に「必要」な時間は個人差がありますが, 一講義(90
分)に対し, その倍は自分で予習・復習すべきだと思います. 数学の勉
強に近道はありません.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（60%），課題（40%）によって評価を行う．

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない. 必要に応じて資料を配布する.

◎－－－　参考書　－－－◎

曲線と曲面の微分幾何(小林昭七著)，基礎数学選書17(裳華
房) 　
多様体の基礎(松本幸夫著), 基礎数学5(東京大学出版会)　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・2変数関数の微分積分および線形代数をよく復習してお
くこと．
・3年次科目『幾何学I』を履修しておくことが望ましい．
・上記事項を満たさない場合には授業ごとの予習復習を怠
らず，必要であれば今まで学んだことを遡って復習するこ
と．
・集合と写像の取り扱いについて十分慣れている事は必須
である.

◎－－－　授業計画　－－－◎

(1) ユークリッド空間内の曲線・曲面と多変数の微分法の
復習
(2) 多変数関数の陰関数定理から多様体
(3) 接ベクトル・接空間
(4) リーマン計量・曲線の長さとエネルギー
(5) 平行移動と測地線
(6) 接続
(7) 微分形式
(8) 第一変分公式
(9) 第二変分公式と曲率
(10) 二次元多様体のガウス曲率
(11) 球面とその測地線と曲率
(12) 双曲平面とその測地線と曲率
(13) ガウス・ボンネの定理とオイラー数
(14) ガウス・ボンネの定理の証明と応用
(15) まとめ



2019-6010000694-01幾何学特論「応用数学ｺｰｽ」

三石　史人

◎応数応用数:A-1,B-1

1.(二次元)多様体の概念について理解する　(A-1)

2.測地線の概念を理解する　(A-1)

3.球面などの具体的な曲面のガウス曲率が計算できる　(B-1)

4.ガウス・ボンネの定理の主張を理解する　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000683-01基礎研究Ⅰ「社情ｺｰｽ」（ゼミ形式を生かして学ぶ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉万　郁夫、白石　修二、田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

「基礎研究」は、ゼミ形式で行うものとします。

ゼミとは、通常の教室等で行われる講義とは違い、少人数で行う学生の発表を中心と
した演習を言います。ゼミは一般の講義のような受け身の授業とは違い、自らが主体
的に資料に向き合い勉強をする姿勢が求められる、より能動的な学び方ともいえま
す。 ゼミの進め方は、各自が研究テーマに関するテキストや文献などの資料を熟読
し、自らが理解したことを、発表します。

研究テーマは以下の A, B, C です。ゼミの進め方の詳細については、各研究テーマの
項目を参照してください。
(研究テーマA)
２班に分かれて、次のいずれかのモバイルプログラミングの基礎を学びます：
(1) iPhoneプログラミング
(2) Androidプログラミング
また、夏合宿での中間発表を予定しています。
通常のプログラミングとの違いは、モバイル特有の厳しい制約条件があるということ
です。プログラミングを通してその全体像を把握していきます。
班に分かれてのチーム作業、学習になりますので、積極的な参加、議論が欠かせませ
ん。
プログラミングの世界は、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、プログラミングの世界にどっぷりつかってもらい
ます。

（研究テーマB）
社会生活の中で数学的能力が生きる「分析と判断」に関する理論や方法論について学
びます。ゼミは、学生主導の学習形態です。決まった内容を学ぶのではなく、興味を
持った内容に多くの時間を割き、興味の幅を広げることが大切です。その中から、卒
業まで取り組むテーマを見つけることを目指します。

以下は、主な内容です。基礎研究Iでは、これらの中から関心のある分野を選び、同
じ分野に関心をもったグループで、その分野の基礎的な本を読みます。
(1) データ分析
目的に応じた統計処理、モデルによる現象分析といった内容を学びます。理論だけで
なく、場合によっては、興味あるデータを通じて学ぶのもよいと思います。
(2) 数理計画・OR
選択肢の中から、最もよい方法を見つける数学的方法です。現実的な状況の中で、数
学が活用される姿を知るには適した内容です。
(3) ゲーム理論
社会は、意思を持った人間の集まりです。自分だけがある行動をとっても、思ったよ
うにはなりません。他の人の行動も考えた社会における行動決定の理論がゲーム理論
です。

（研究テーマC）
今日では「情報」という言葉を聞かない日は無いくらいに多用されている。そして何
かを始めようとするとき「情報収集」、「情報整理」、「情報分析」が大切であると
言われている。だが、そもそもこの「情報」とはなんだろうか？通常、「情報収集」
とは、実験や観察を通じてデータを収集することを指し、「情報整理」とは、度数分
布表やヒストグラムを作成したり、平均や分散を計算したりする不可逆な情報圧縮の
ことを指す。また、「情報分析」とは得られたデータから、そのデータの背後に隠れ
ている確率分布を推定し、その確率分布を見ることで未来を予測することを指してい
る。このデータの背後に隠れている確率分布に従って実際のデータが得られていると
いう考え方こそ、統計モデルの本質である。ゼミでは、確率・統計の基本的事項を一
つ一つ丁寧に復習していく。各自で悩み考えることでのみ知識は身につくものであ
る。初めのうちは簡単だからといって手を抜いていると急にわからなくなってしまう
ので、予習と復習に十分な時間を割くことが要求される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うことができる。(技
能)

主体的に学習する意欲をもっている。(態度・志向性)

社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献しようとする姿勢を
もっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回のゼミに臨むために、各自の事前準備は必須です。資料を読み込み、調べ、自ら
の言葉でまとめることまでが必要となります。（120分）これは自らのためだけでな
くゼミ運営自体にも大切な最低限のことです。しっかりと各自の自覚をもって臨んで
ください。

ゼミ発表後も、ゼミでの質疑応答やコメントを参考にして、内容を検討してみてくだ
さい。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究テーマの理解度、ゼミでの発表等総合して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜、選んでいきます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゼミは、自分で考え、積極的に行動することが大切です。
担当教員とも相談しながら研究を進めていくことになりま
すが、事前の準備に十分な時間を割くことが求められま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各ゼミの目標にあわせ、各自や各グループが研究テーマに
関するテキストや文献などの資料を熟読し、自ら理解した
ことを自分のことばで発表し、それについてディスカッ
ションを行う形式で各回を構成します。
（１）テーマの概要説明とゼミへの導入
（２～１４）学生の発表とディスカッション
（１５）半期のゼミの反省とまとめ



2019-6010000683-01基礎研究Ⅰ「社情ｺｰｽ」（ゼミ形式を生かして学ぶ）

杉万　郁夫、白石　修二、田中　勝

◎応数社会数:B-1,C-2,C-3

1.意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うことができ
る。　(B-1)

2.主体的に学習する意欲をもっている。　(C-2)

3.社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献しようとす
る姿勢をもっている。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000684-01基礎研究Ⅱ「社情ｺｰｽ」（より充実したゼミを作る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉万　郁夫、白石　修二、田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

基礎研究Ⅰで身に着けたゼミに対応できるような自学の方法をさらに深
化、発展させ、より完成度の高いものとする。

研究テーマは以下の A, B, Cです。ゼミの進め方の詳細については、各研
究テーマの項目を参照してください。
（研究テーマA）
基礎研究Ⅰと同じ内容であるが、課題として、ある程度大きなモバイルプ
ログラム作成を行います。
このプログラミング作業を通して、様々なことを学んできます。例えば、
プログラム開発環境とは？デバッグ方法とは？スピードアップの方法？適
切なデータ構造とは?など。
また、同時に小さなプログラムでは体得しにくいオブジェクト指向的な考
え方も身に着けてもらいます。
（研究テーマB）
前期の基礎研究Iに引き続き、分野ごとにゼミを行う。基礎研究IIでは、各
分野を幾つかの基礎的領域や問題意識に分け、興味をもった領域や問題に
ついて各個人で取り組む。まとまった内容を一人で学び、それを与えられ
た時間で報告することを通じて、総合的な理解力や構成力を身につける。
以下は、各分野の基礎的領域の例である。
(1) データ分析
回帰分析・分散分析・判別分析・成分分析・因子分析等の種々の多変量解
析や時間と共に変動する現象を扱う確率過程・時系列解析、各種のデータ
マイニング手法等
(2) 数理計画・OR
線形計画、非線形計画、ネットワーク計画、組み合わせ計画や在庫管理、
スケジューリング、ポートフォリオやデリバティブを扱う金融工学等
(3) ゲーム理論
ゲームの価値観を広げる繰り返しゲームや進化ゲーム、合意形成を目指す
シグナリングやコンフリクト解析、状況の認識を扱うハイパーゲーム、公
正な社会制度を設計するメカニズム・デザイン等
（研究テーマC）
基礎研究Iで学んだ確率・統計の応用として、機械学習の基本的な事項を
学ぶ。ゼミでは、主に理論を中心に学んでいくことになるが、希望により
コンピュータによるシミュレーションを行うこともある。機械学習とは、
簡単に言えば、データから得られる特徴量（情報）に基づいて、データを
分類することである。一見単純で簡単なことのように思えるが、どういう
分類をしたいのかに応じて、データから分類に必要な特徴量を抽出し、
データの持つ誤差の影響をできるだけ排除し、さらにはなんらかの理由で
生じるデータ欠損を補完しながら、分類に必要な判別境界を見つけ出すと
いう作業が必要になる。この判別境界を見つけるための手法は様々なもの
が提案されており、最も簡単な線形判別分析から再生核の理論に基づくも
の、神経回路網や進化の過程を模したアルゴリズムまである。特に神経回
路網による手法は特異点解消定理などとも深く関連しており様々な数学が
必要とされる。各自の主体的な取り組みと十分な予習と復習が要求され
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うことがで
きる。(技能)

グループディスカッション等をいかして、主体的に学習する意欲をもって
いる。(態度・志向性)

社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献しようと
する姿勢をもっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回のゼミに臨むために、各自の事前準備は必須です。資料を読み込み、
調べ、自らの言葉でまとめることまでが必要となります。（120分）ゼミ
発表後も、ゼミでの質疑応答やコメントを参考にして、内容を再検討する
習慣をつけてください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究テーマの理解度、ゼミでの発表等総合して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜、選んでいきます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゼミは、自分で考え、積極的に行動することが大切です。
担当教員とも相談しながら研究を進めていくことになりま
すが、事前の準備に十分な時間を割くことが求められま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各ゼミの目標にあわせ、各自や各グループが研究テーマに
関するテキストや文献などの資料を熟読し、自ら理解した
ことを自分のことばで発表し、それについてディスカッ
ションを行う形式で各回を構成します。
（１）テーマの概要説明とゼミへの導入
（２～１４）学生の発表とディスカッション
（１５）半期のゼミの反省とまとめ



2019-6010000684-01基礎研究Ⅱ「社情ｺｰｽ」（より充実したゼミを作る）

杉万　郁夫、白石　修二、田中　勝

◎応数社会数:B-1,C-2,C-3

1.意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うことができ
る。　(B-1)

2.グループディスカッション等をいかして、主体的に学習する意欲をもってい
る。　(C-2)

3.社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献しようとす
る姿勢をもっている。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000666-01基礎数学研究「応用数学ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

佐野　友二、天羽　隆史、石黒　賢士、桑江　一洋、坂田　繁洋、佐藤　拓、仙葉　隆、田中　尚人、成瀬　慶明

◎－－－　概要　－－－◎

この講義は学生各人の興味に応じて少人数のクラスに分かれてゼミ形式で行われる．
「ゼミ形式」とは通常の教員が講義するやり方とは異なり，教科書や論文などのあら
かじめ割り当てられた部分を学生ひとりひとりが発表していくものである．通常の講
義と比べて，学生みなさんのよりいっそうの積極的な姿勢が望まれる．なお，「基礎
数学研究」同じ教員・メンバー・テーマで「卒業研究 I, II」へと進む．　

[各担当者ごとのテーマと内容]

・天羽　隆史　ゼミ　「確率論入門」
Kolmogorov による測度論的確率論を礎にして, 確率変数, 分布, 期待値, 条件付き期待値,
条件付き確率 (測度) などの諸概念を学ぶ. これらの発展的話題として, 主に離散時間に
おける martingale と呼ばれる確率過程の性質と, その応用範囲の広さについて, 具体例
(ギャンブラーの破産問題・ランダムな要因を持つ環境下での最適化問題・金融機関に
おいて基本的な考え方となる, 数理ファイナンスにおけるヘッジ問題・その他知ってい
ると, 自分は確率論を勉強してこういう問題が解けるようになったんだと話のネタにな
る話題など) を交えながら学んでいく.

・石黒　賢士　ゼミ　「代数的トポロジー」
　図形の位相的性質を理解するために必要な基礎理論を学ぶ．ユークリッド空間に関
する代数的および幾何的な理論を礎に空間の性質を調べ，位相数学(トポロジー)の理解
を深めることを目指す．

・桑江　一洋　ゼミ　「確率論」
公理論的扱いによる確率論の基礎概念から始めて, 拡張定理, 確率変数と分布, 平均と分
散, 特性関数, 極限定理(大数の法則, 中心極限定理), 離散マルチンゲールなどを学ぶ．数
理ファイナンスで重要なブラウン運動など, 時間とともにランダムに変化する現象を記
述する確率過程の学習を最終目標とする．

・坂田　繁洋　ゼミ「凸解析入門」
凸集合および凸関数の基礎的な事柄を学ぶ．図形が凸である，関数が凸であるという
だけの素朴な定義から豊富な性質が得られることを理解する．時間に余裕があれば，
最適化理論への応用にも触れる．

・佐藤　拓　　ゼミ　「代数幾何学」
代数幾何学の基礎理論としての可換環論を学ぶ. 可換環論は代数幾何学の局所理論とし
ての側面があり, 代数幾何学を学ぶ上で不可欠である.　時間に余裕があれば, 代数曲線
等の話題にも触れる.

・佐野　友二　ゼミ　「複素幾何学入門」
1変数の複素関数の基礎から始めて，その定義域に注目することから リーマン面と呼ば
れる曲面の概念を修得する．その過程で微分幾何学や位相幾何学などの幾何学で扱わ
れる概念についても触れていく．

・仙葉 　隆　ゼミ　「微分方程式と力学系の基礎」
常微分方程式の基礎的な解析方法を学び, それを用いて具体的な非線形１階常微分方程
式の解の挙動を調べる.

・田中　尚人　ゼミ　「微分方程式」
1変数関数の微分方程式(常微分方程式(Ordinary Differential Equation:ODE))について勉強
する．求積法(積分や変数変換)により具体的に解が表示できるODEについて学ぶ．

・成瀬　慶明　ゼミ　「微分幾何」
微分幾何学の基礎学力を養うため，曲面上のリーマン計量，曲面の構造方程式及び
Gauss曲率を学習する．さらに，微分幾何学と位相幾何学を結びつける重要なGauss-
Bonnetの定理を証明するために，外微分形式を理解し，Stokesの公式を学習する．最終
的にGauss-Bonnetの定理を勉強する．

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究内容を理解し, 説得力のあるプレゼンテーションができる. (技能)

研究課題を分析し, 問題を解決する姿勢をもつ. (態度・志向性)

探究心・向上心・好奇心を持ち, 主体的に学習できる. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：自分が発表するときはもちろんのこと，他の人が発表する部分も，自分ならど
のように説明するかということをイメージしながら，ノートを作っておくこと．(60分)
復習：発表の時に寄せられたコメント等を参考にして，ノートを補足して，さらに理
解を深めること．(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの発表を80%，発表後に提出するレポートを20%として評価する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

ゼミごとの教科書は異なる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゼミに出席することが前提である．また，発表の内容につ
いて理解できない部分があるときは，事前に担当者に質問
に行くか，あるいは図書館などで調べるなどして事前に疑
問点を解決しておくこと．

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回の具体的な内容は担当者ごとに異なる．
1. 各ゼミのテーマに関する、担当教員による概要説明及び
必要な予備知識の確認．
2.～13.　学生による発表と、それに関する教員のコメント
及び学生間の討論．
14.～15.　全体のまとめ．



2019-6010000666-01基礎数学研究「応用数学ｺｰｽ」

佐野　友二、天羽　隆史、石黒　賢士、桑江　一洋、坂田　繁洋、佐藤　拓、仙葉　隆、田中　尚人、成瀬　慶明

◎応数応用数:B-2,C-1,C-2

1.研究内容を理解し, 説得力のあるプレゼンテーションができる. 　(B-2)

2.研究課題を分析し, 問題を解決する姿勢をもつ. 　(C-1)

3.探究心・向上心・好奇心を持ち, 主体的に学習できる. 　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000682-01教職のための数学演習

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田中　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

まず最初に。この科目は、応用数学コース、社会数理情報イン
スティテュートコースの専門教育科目ですから、もちろん応用
数学科の学生全員を対象としています。むしろ、将来教職に就
くつもりはないが、高校までの数学を題材にして「考える」こ
とを愉しみたい、あるいは高校で勉強した数学の背景を知りた
い、高校の数学と大学で勉強している数学のつながりを知りた
い、というみんなの受講を、教職志望のみんなと同じように歓
迎します。さて、本題です。この演習では「整数」、「平面図
形と空間図形」、「場合の数」の問題を題材にして、君ら自身
が実際に手を動かすことにより、試行錯誤を繰り返し、失敗体
験と成功体験を積み重ね、問題の数学的な本質に行き着くよう
に、私がお手伝いします。題材を上述の３つに限定したのは、
これらがいずれも問題の内容自体は中学生でもわかるものばか
りだが、それだけに「公式」と呼ばれるものが少なくて、苦手
意識をもっている学生が多い、と感じているからです。整数や
場合の数の問題で、どのようにアプローチしていいのかわから
なかったら、とりあえず、書き上げて、数えて、「実験」して
みればいいのです。そうしているうちに、問題の本質が見えて
きて、要領のいい分類の仕方や、システマティックな数え上げ
の方法が身についてくるものです。これらは、人から教わるも
の、というよりは、君ら自身が手を動かし、体得していくもの
です。一方、平面図形（初等幾何）では、「有名な定理」を私
が解説し、証明しますので、みなさんは証明を丸覚えしてくだ
さい。それを武器にして、問題解決にあたっていくことになり
ます。また、この演習では、問題を解くだけではなく、「問題
を作ってみる」ことにも挑戦してもらいます。実際にやってみ
るとわかりますが、今ある問題の設定をちょっと変えてみるだ
けで、とたんに難しくて太刀打ちできない問題になったり、逆
に易しすぎて問題にならなくなってしまうことがよくありま
す。問題を作ってみることが、問題の本質を理解する近道であ
る、といえます。いずれにしても、生徒に数学を教えるために
は、問題の本質を理解して、高い視点から全体を見渡せるよう
な、圧倒的なパワーが必要です。この演習が、そのようなパ
ワーを君らが身につけていくためのきっかけとなれば、と願っ
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

単に問題を解くだけではなく、問題の背景にある数学的事実が
わかり、別解を考えることができるようになる。(態度・志向
性)

解いた問題の解答を、他者にわかりやすく説明できるようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布するプリントの問題を解いておく。（９０分）
復習：演習中に行う問題の解答や、定理の証明を、何も見ずに
再現できるようにする。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の演習（７５％）、最終課題（２５％）の割合で評価しま
す。
最終課題は、添削して返却します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。プリントを配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

遠山啓　著　「数の不思議―初等整数論への招待」　SB
Creative

瀬山士郎　著　「幾何学再発見」　日本評論社
　
野崎昭弘　著　「離散数学―数え上げ理論」
講談社　ブルーバックス

結城浩　著　「数学ガールの秘密ノート―整数で遊ぼう」
　SB Creative

結城浩　著　「数学ガールの秘密ノート―場合の数」　SB
Creative

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「概要」を読んでもらえばわかるように、この演習はみな
さんが主体的に取り組むものです。自分で手を動かして、
ときには試行錯誤を繰り返しながら、本質的なことがらを
身につけるようにしてください。そのために、自分だけの
ノートを作り、自分に合った勉強方法を見つける、という
ことを考えてながら受講してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1章　整数の性質

1. 素因数分解と約数、倍数
2. 中国剰余定理
3. 合同式と剰余類
4. ユークリッドの互除法
5. 不定方程式

第2章　平面図形と空間図形

6. 三角形
7. 円
8. チェバの定理とメネラウスの定理
9. 図形の面積
10. 空間図形（1）
11. 空間図形（2）

第3章　場合の数と確率

12. 和の法則と積の法則
13. 順列と組合せの基本
14. 経路の数とパスカルの三角形
15. 順列と組合せのいろいろなパターン



2019-6010000682-01教職のための数学演習

田中　尚人

◎応数応用数:C-2,C-3

1.単に問題を解くだけではなく、問題の背景にある数学的事実がわかり、別解
を考えることができるようになる。　(C-2)

2.解いた問題の解答を、他者にわかりやすく説明できるようになる。　(C-3)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:C-1

1.単に問題を解くだけではなく、問題の背景にある数学的事実がわかり、別解
を考えることができるようになる。　(C-1)

2.解いた問題の解答を、他者にわかりやすく説明できるようになる。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000701-01システム分析実習「社情ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

　人工知能とは，機械学習を含む学問分野を指す言葉であり，
現状はマスコミ等で騒がれるような凄いものではない。人工知
能が人より優れている一側面のみを強調して取り上げられてい
るだけであり，実際は非常に地味なものである。しかし，深層
学習は，これまでの機械学習分野の状況を一変させたことは事
実であり，今後は，これについて何も知らないということは許
されない。そもそも，人工知能や機械学習といっても，それら
は学習を通して効果的な行動をとるようになるものであり，そ
のため学習とは何であり，どのようにして実現されているのか
を明確に理解することが重要となる。また，誤解に基づく現状
の人工知能に対する過度な期待と恐怖感は無意味なものである
とわかるためには，深層学習により何ができて何ができないの
かを理解しておくことも必要になる。
　この授業では，システム分析特論と合わせて，機械学習の理
論を基礎から応用まで順に学んでいくことで，深層学習につい
て学んでいく。
　特に，システム分析実習では，メタ言語を用いて機械学習と
深層学習について，どのように実装していくかということにつ
いて学んでいく。特に，自己符号化器，畳み込みニューラル
ネットワーク，再帰型ニューラルネットワーク，ボルツマンマ
シン，深層強化学習について学ぶ。

　ここに出てきた人工知能関連の学習システムは以下のような
関係にある：
人工知能 ⊃ 機械学習 ⊃ 深層学習 ⊃ 従来のニューラルネット
ワーク ⊃ 多層パーセプトロン ⊃ 単純パーセプトロン

◎－－－　到達目標　－－－◎

深層学習を構成する機能・構造について説明できる(知識・理
解)

深層学習のメリットとデメリットについて意見を述べることが
できる(技能)

効率的な学習アルゴリズムをメタ言語レベルで表現できる(技
能)

今後の人工知能の発展に興味を持つことができる(態度・志向
性)

実社会での人工知能に関連した話題について自分なりの考えを
述べることができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に教科書の該当箇所を読んで用語を調べておくこ
と。また，各回の予習は２時間を目安とする。
復習：授業中に説明した内容について，もう一度自分で図解し
てみること。また，各回の復習は２時間を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回のメタ言語によるアルゴリズムの表現に対する取り組みに
より評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

これならわかる深層学習入門 ISBN-13: 978-4061538283

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

システム分析特論も合わせて履修すること。
教科書は，システム分析特論と同じものを利用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　データ圧縮と主成分分析
第2回　自己符号化器
第3回　一次視覚野と畳み込み
第4回　畳み込みニューラルネットワーク（ CNN）
第5回　CNNの誤差逆伝播法
第6回　学習済みモデルと転移学習
第7回　再帰型ニューラルネットワーク
第8回　RNNとLSTM
第9回　グラフィカルモデルと確率推論
第10回　ボルツマンマシン
第11回　ギブスサンプリング
第12回　制約付きボルツマンマシン
第13回　深層強化学習
第14回　アルファ碁
第15回　まとめ



2019-6010000701-01システム分析実習「社情ｺｰｽ」

田中　勝

◎応数社会数:A-3,B-1,B-3,C-2,C-3

1.深層学習を構成する機能・構造について説明できる　(A-3)

2.深層学習のメリットとデメリットについて意見を述べることができる　(B-1)

3.効率的な学習アルゴリズムをメタ言語レベルで表現できる　(B-3)

4.今後の人工知能の発展に興味を持つことができる　(C-2)

5.実社会での人工知能に関連した話題について自分なりの考えを述べることが
できる　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000700-01システム分析特論「社情ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

　人工知能とは，機械学習を含む学問分野を指す言葉であり，
現状はマスコミ等で騒がれるような凄いものではない。人工知
能が人より優れている一側面のみを強調して取り上げられてい
るだけであり，実際は非常に地味なものである。しかし，深層
学習は，これまでの機械学習分野の状況を一変させたことは事
実であり，今後は，これについて何も知らないということは許
されない。そもそも，人工知能や機械学習といっても，それら
は学習を通して効果的な行動をとるようになるものであり，そ
のため学習とは何であり，どのようにして実現されているのか
を明確に理解することが重要となる。また，誤解に基づく現状
の人工知能に対する過度な期待と恐怖感は無意味なものである
とわかるためには，深層学習により何ができて何ができないの
かを理解しておくことも必要になる。
　この授業では，システム分析実習と合わせて，機械学習の理
論を基礎から応用まで順に学んでいくことで，深層学習につい
て学んでいく。
　特に，システム分析特論では，機械学習と深層学習について
勾配降下法と誤差逆伝播法および正則化の方法を中心に学んで
いく。

　ここに出てきた人工知能関連の学習システムは以下のような
関係にある：
人工知能 ⊃ 機械学習 ⊃ 深層学習 ⊃ 従来のニューラルネット
ワーク ⊃ 多層パーセプトロン ⊃ 単純パーセプトロン

◎－－－　到達目標　－－－◎

深層学習を構成する機能・構造について説明できる(知識・理
解)

深層学習のメリットとデメリットについて意見を述べることが
できる(技能)

効率的な学習アルゴリズムをメタ言語レベルで表現できる(技
能)

今後の人工知能の発展について関心を持つことができる(態
度・志向性)

実社会での人工知能に関連した話題について自分なりの考えを
述べることができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書を事前に読んで用語を調べておくこと。また，各
回の予習は２時間を目安とする。
復習：授業中に説明した内容について，もう一度自分で図解し
てみること。また，各回の復習は２時間を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験のみで評価する。期末試験（100％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

これならわかる深層学習入門 ISBN-13: 978-4061538283

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

システム分析実習も合わせて履修すること。
教科書は，システム分析実習でも同じものを使います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　機械学習と深層学習（統計再入門）
第2回　機械学習の基礎
第3回　ニューラルネットワーク：構造
第4回　ニューラルネットワーク：機能
第5回　ニューラルネットワーク：深層化
第6回　勾配降下法
第7回　重みパラメータの初期値
第8回　訓練サンプルの前処理
第9回　深層学習の正則化
第10回　データ拡張とノイズの付加
第11回　過学習
第12回　ドロップアウト，スパース表現，バッチ正則化
第13回　誤差逆伝播法
第14回　勾配消失問題とパラメータ爆発の解消
第15回　まとめ



2019-6010000700-01システム分析特論「社情ｺｰｽ」

田中　勝

◎応数社会数:A-3,B-1,B-3,C-2,C-3

1.深層学習を構成する機能・構造について説明できる　(A-3)

2.深層学習のメリットとデメリットについて意見を述べることができる　(B-1)

3.効率的な学習アルゴリズムをメタ言語レベルで表現できる　(B-3)

4.今後の人工知能の発展について関心を持つことができる　(C-2)

5.実社会での人工知能に関連した話題について自分なりの考えを述べることが
できる　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000687-01システムプログラミング「社情ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限, ２時限　　試験時間割：後日発表　　

中國　真教

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、情報システムを開発する際に必要不可欠となる「プ
ログラミング技術」に主眼を置きつつ、情報システムの開発を
網羅的に学ぶことを目的とする。情報システムの役割、開発の
プロセス、開発に使用するプログラミング言語の種類や特徴な
どを理解しながら、情報システムの開発を受講者が実際に行
う。
担当教員はこれまで、福岡大学などの高等教育機関の情報シス
テム部門に所属し、教育や研究を支援する情報システムの開発
や構築などの業務に従事してきた。その中で遭遇した課題やそ
の解決方法などを授業の中で提示しながら解説する。このよう
な授業を通じ、受講生は情報システム開発の進め方の基礎を修
得し、実践力を養う。
なお、本授業で使用する主なプログラミング言語はHSP、OSは
Windowsとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報システムの開発についてプロセスを説明し、実践できる。
(知識・理解)

論理に基づいて思考し、他者と対話しながら課題を発見し、IT
を活用して解決できる。(技能)

社会の動向を把握し、社会が求める情報システムを提案でき
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習においては、各回の授業のレジュメをもとに授業内容を事
前に把握し、専門用語などの意味を調べ、その結果をノートに
まとめ、理解に努めること。復習においては、毎回の授業終了
後に行う小テストを受験すること。そして、授業内容を振り返
りながら活動日誌を作成し、次回の授業において解決すべき課
題を明確にしておくこと。なお、予習と復習には、それぞれ90
分以上の時間をかけて取り組むこととする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

次の3点に基づきながら、総合的に成績を評価する。
・システム開発に関する専門用語や理論の理解度については、
授業毎に実施する小テストや期末試験によって評価する
（40%）
・開発などの作業において、グループ内の議論へ参加している
か、課題解決のための提案を積極的に行っているか、共同作業
に協力しているか、という点を5段階で評価する。（30%）
・成果物およびそのプレゼンテーションにおいて、社会の動向
を考慮したものであるか、社会が抱える課題を解決できる可能
性があるか、開発者の意図を他者へ伝えることができている
か、という点を5段階で評価する。（30%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

市販のテキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本授業では、受講者数人で一つのグループを構成する。毎
回の授業はグループ単位で活動し、互いに協力しつつ、役
割を分担しながら開発に取り組むため、1人の受講者が欠
席した場合はグループ全体の作業に影響を及ぼすこととな
る。この点を留意して授業に臨むこと。やむを得ず欠席す
る場合は、開発に支障が生じることのないようグループ内
で助け合うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01 情報システムの役割
02 情報システムの開発とプロセス
03 各種のOSやプログラミング言語における特徴
04 情報システムに対する社会の要求
05 開発に取り組むシステムの検討と要求定義
06 外部設計
07 内部設計
08 プログラミング（基本機能の実装）
09 プログラミング（ユーザインタフェースの実装）
10 プログラミング（デバッグ）
11 プログラミング（付加機能の実装）
12 システムのテストと運用
13 システムの操作手順書の作成
14 成果発表のためのプレゼン技法
15 成果発表



2019-6010000687-01システムプログラミング「社情ｺｰｽ」

中國　真教

◎応数応用数:A-2,B-3,C-1

1.情報システムの開発についてプロセスを説明し、実践できる。　(A-2)

2.論理に基づいて思考し、他者と対話しながら課題を発見し、ITを活用して解
決できる。　(B-3)

3.社会の動向を把握し、社会が求める情報システムを提案できる。　(C-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.情報システムの開発についてプロセスを説明し、実践できる。　(A-3)

2.論理に基づいて思考し、他者と対話しながら課題を発見し、ITを活用して解
決できる。　(B-3)

3.社会の動向を把握し、社会が求める情報システムを提案できる。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000663-01社会数理のための数学実習Ⅲ「社情ｺｰｽ」（原因が複数ある因果関係を分析するための基礎）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉万　郁夫

◎－－－　概要　－－－◎

　昨年度の「社会数理のための数学実習Ⅱ」では、線形代数を
利用することによって、社会現象についての数理モデルをたて
ました。数理モデルは実用的なものほど多くの変量を含んでい
ることが多いのですが、現象をより深く理解するためには、そ
れら変量間の関係を的確に把握しなければなりません。

　たとえば因果関係の分析をするモデルを例にとりましょう。
ひとつの現象や結果に対して複数の原因が考えられますが、そ
のとき原因と結果の関係だけでなく、原因同士の関係を捉える
ことが大切になります。原因のひとつが変化すると、まずその
影響を受けてほかの原因たちが変化し、最後にそれらの動きを
総合して結果が変化していくという仕組みです。複数の原因が
互いに影響を及ぼし合いながら変化していくとき、結果（社会
現象）はどのように変化するか？　これを理解するのに必要と
なる学問が、多変数関数についての微分積分です。

　この実習では、具体的に２変数関数のグラフを描くことから
始めて、上に述べたような応用的観点から多変数関数を眺めて
いきます。同時に開講される「微分積分Ⅱ及び演習」とは相互
補完的な関係になり、両科目の理解を深めることができるだろ
うと思います。たとえば、一部の変量だけからなる単純化され
た数理モデルを構成することによって社会現象の中から本質的
な性質を見いだしたり特定の要因の表現となっているものを見
つけたりする、そんな柔軟な分析ができる能力を身に付けるこ
とがこの実習の目標です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数理モデルを考えるとき、多変数関数が必要になることを理解
し、説明できる。(知識・理解)

2変数関数の基本的な分析ができる。(技能)

多変数関数への理解を生かして、社会や情報システムの構築や
分析を学び続けたいと思っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実習科目なので復習が中心になります。社会科学における数理
モデルとして２変数関数を活用するためには、２変数関数の振
舞いをできるだけ直観的に（図形的なイメージとして）理解し
ておくことが肝心です。毎時間の復習を通して「等高線図から
関数の挙動を読みとる」力を養ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験は実施しません。授業中に行う演習等への参加姿勢
（40％）、レポート課題（60%）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。「微分積分Ⅱ及び演習」のテキストを使い
ます。また、必要な追加資料は、適宜配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

同時に学ぶ「微分積分Ⅱ及び演習」の内容を活用していく
ための理解が目標になります。活用できる数学の学び方の
例にもなると思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　導入
　２　２変数関数のグラフ (1)
　　　（立体は断面で理解する）
　３　２変数関数のグラフ (2)
　　　（もう一つの断面、等高線）
　４　２変数の１次式 (1)
　　　（直線の替わりの役割をする図形）
　５　２変数の１次式 (2)
　　　（平面の傾きをとらえる）
　６　２変数の１次式 (3)
　　　（等高線における傾きの読み方）
　７　２変数の２次式 (1)
　　　（いろいろな状況を見る）
　８　２変数の２次式 (2)
　　　（判別方法とその応用）
　９　２変数の２次式 (3)
　　　（等高線の曲がり方を読む）
１０　２変数関数の極値と鞍点（1）
　　　（制約のない最適化の基礎）
１１　２変数関数の極値と鞍点（2）
　　　（極値と鞍点からグラフをイメージする）
１２　等式による制約条件 (1)
　　　（未定乗数法の理解）
１３　等式による制約条件 (2)
　　　（ラグランジュ乗数の意味）
１４　不等式による制約条件 (1)
　　　（応用で求められる形）
１５　不等式による制約条件 (2)
　　　（実用的な問題例の紹介）



2019-6010000663-01社会数理のための数学実習Ⅲ「社情ｺｰｽ」（原因が複数ある因果関係を分析するための基礎）

杉万　郁夫

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.数理モデルを考えるとき、多変数関数が必要になることを理解し、説明でき
る。　(A-2)

2.2変数関数の基本的な分析ができる。　(B-2)

3.多変数関数への理解を生かして、社会や情報システムの構築や分析を学び続
けたいと思っている。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000699-01社会数理・情報特論（数理モデルと数値計算）

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

村川　秀樹

◎－－－　概要　－－－◎

　古くより、理工学における様々な現象や問題は数学の言葉を
使った数理モデルとして定式化され、その解析と数値計算によ
り、現象の理解、再現、制御などが行われてきました。近年で
は、理工学の枠組みを超え、社会現象や生命現象の解明に向け
て数理モデルが用いられています。
　この講義では、時間と共に変化する様々な現象に対して、数
理モデル(偏微分方程式)を導出します。更に、数値計算を行う
ことにより、解の振る舞いを体感し、偏微分方程式への理解を
深めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

微分方程式の意味を理解することができる。
(知識・理解)

偏微分方程式に対する数値計算ができる。
(態度・志向性)

数学がどのように科学に活用されているかが分かる。(知識・
理解)

講義内容を理解し、説明ができる。

数学のみならず、自然科学、生命科学などの幅広い教養を身に
着ける。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習はいりません。ただし、毎回の授業後と授業開始前にノー
ト、資料を見返して、復習をして下さい。(60分)
分からないところは、教員や友人に質問し、分からないところ
をなくすようにしてください。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
微分方程式の意味を理解し、それに対する数値計算ができるこ
とを評価基準とします。

評価方法
レポート60%、演習に対する積極性40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。
担当教員が作成した講義資料を基に授業を行います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

微分積分、特に偏微分の知識が必要です。
プログラミングの知識は仮定しません。
FreeFEM++, FreeFEM++ -csを用いて数値計算を行います。
自身のノートパソコンを持っている場合は、自分のパソコ
ンを持ち込んで授業に参加することもできます。その場合
は、上記ソフトをインストールしておいてください。
定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 数理モデルと数値計算についての基礎事項
2. 熱方程式
3. 数値解法(1)、有限要素法
4. 数値計算(1)
5. 生態学における数理モデル、交差拡散系
6. 数値計算(2)
7. 化学反応(Gray-Scottモデル、BZ反応)
8. 動物の表皮
9. 数値計算(3)
10. 氷の融解、地下水の流れ
11. 数値解法(2)
12. 流体方程式
13. 結晶成長
14. 数値計算(4)
15. まとめ



2019-6010000699-01社会数理・情報特論（数理モデルと数値計算）

村川　秀樹

◎応数応用数:A-1,A-3,C-1

1.微分方程式の意味を理解することができる。
　(A-1)

2.偏微分方程式に対する数値計算ができる。
　(C-1)

3.数学がどのように科学に活用されているかが分かる。　(A-3)

4.講義内容を理解し、説明ができる。

5.数学のみならず、自然科学、生命科学などの幅広い教養を身に着ける。

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-2,A-3,B-2,B-3,C-3

1.微分方程式の意味を理解することができる。
　(A-2)

2.偏微分方程式に対する数値計算ができる。
　(B-3)

3.数学がどのように科学に活用されているかが分かる。　(A-3)

4.講義内容を理解し、説明ができる。　(B-2)

5.数学のみならず、自然科学、生命科学などの幅広い教養を身に着ける。　
(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000670-01集合と距離Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

小田　信行

◎－－－　概要　－－－◎

集合と関数（または，写像）についての基本的な事項から始
め、全射関数、単射関数、全単射関数の性質を調べる。全単射
関数を用いて集合の濃度を定義し、有限集合、無限集合の濃度
について考察する。
実数の連続性について調べ、実数の集合の上界、 上限、 下
界、 下限を定義し、それらの性質を調べる。
1変数の連続関数について考えてみると、数直線上の２点 x と y
の間の距離がそれらの差の絶対値 | x - y | で与えられ、この距離
を用いて数列の収束が定義され、関数の連続性が議論されてい
ることが分る。　
数直線上の２点間の距離の概念が開集合や関数の連続性にどの
ように関係しているのかを調べる。開集合と閉集合、さらに、
集積点と閉包を定義する。連続関数が開集合や閉集合を用いて
特徴付けられることを証明する。この結果を用いて、１変数の
連続関数に関する基本的な定理を証明する。
 
　
一般の距離空間については「集合と距離II」で学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（応用数学）数直線における開集合、閉集合、集積点、閉包の
知識がある。(知識・理解)

（応用数学）数学的な論理や公式を用いて、実数の集合や関数
に関する基本定理の証明を行うことができる。(技能)

（社会数理・情報）集合と関数に関する基礎的な知識をもち、
集合や関数に関する基本公式の証明や計算を行うことができ
る。

（社会数理・情報）実数の基本的な性質を理解している。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業内容で学んだ定義と定理および応用例を確認し、プ
リントの次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

集合や関数に関する基本公式の証明や計算ができること、実数
の集合に関する基本定理の証明ができること、開集合、閉集
合、集積点、閉包、連続関数の性質に関する基本定理の証明と
問題が解けることを評価の基準とする。
定期試験（80％）と中間テスト（20％）により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

小林貞一著「集合と位相」(現代数学レクチャーズA-1)、培
風館
菅原正博著「位相への入門」(基礎数学シリーズ６)、朝倉
書店
参考書については、プリントで詳しく述べる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

プリントにある定理で述べられている内容を注意深く読
み、定理の意味と証明を完全に理解することを目標にして
ほしい。また、プリントにある問題を自分で解き、証明を
実際に書いてみることが望まれる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　集合
　２　関数
　３　像と逆像
　４　濃度
　５　上界、 上限、 下界、 下限
　６　ワイエルストラスの公理
　７　ハイネ・ボレルの被覆定理
　８　数直線における開集合と閉集合
　９　開集合と閉集合の性質
１０　集積点と閉集合
１１　ボルツァノ・ワイエルストラスの定理
１２　閉包
１３　連続関数の性質
１４　連続関数と開集合と閉集合
１５　まとめ



2019-6010000670-01集合と距離Ⅰ

小田　信行

◎応数応用数:A-1,B-1

1.（応用数学）数直線における開集合、閉集合、集積点、閉包の知識がある。
　(A-1)

2.（応用数学）数学的な論理や公式を用いて、実数の集合や関数に関する基本
定理の証明を行うことができる。　(B-1)

3.（社会数理・情報）集合と関数に関する基礎的な知識をもち、集合や関数に
関する基本公式の証明や計算を行うことができる。

4.（社会数理・情報）実数の基本的な性質を理解している。

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.（応用数学）数直線における開集合、閉集合、集積点、閉包の知識がある。

2.（応用数学）数学的な論理や公式を用いて、実数の集合や関数に関する基本
定理の証明を行うことができる。

3.（社会数理・情報）集合と関数に関する基礎的な知識をもち、集合や関数に
関する基本公式の証明や計算を行うことができる。　(A-1)

4.（社会数理・情報）実数の基本的な性質を理解している。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000675-01集合と距離Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

小田　信行

◎－－－　概要　－－－◎

「集合と距離I」で学んだことを発展させて、 平面や空間にお
ける距離の性質を調べることからはじめる。得られた結果を整
理して、「距離」の考えられる集合はどのようなものかについ
て考察する。このようにして距離が定義された空間、すなわ
ち、「距離空間」の概念に到達することになる。距離空間にお
いては各点のε-近傍が定義され、それを用いて開集合が定義
される。閉集合も定まる。様々な集合が「距離空間」として把
握できることになる。距離空間において、開集合、内点、内
部、閉集合、閉包、点列の収束、極限などが定義される。さら
に２つの距離空間の間の連続写像が定義される。写像の連続性
が開集合や閉集合などを用いて特徴付けられることが理解でき
る。
「集合と距離I」と「集合と距離II」を通して、数直線上の開集
合や連続関数から出発して、抽象化された距離空間とそれらの
間の連続写像へと数学が一般化されていく様子が把握できるも
のと思う。また、「集合と距離I」と「集合と距離II」で学ぶ距
離空間に関する基本的な事項は位相幾何学、微分幾何学、 解析
学、微分方程式論、応用数学などで広く用いられている。これ
らの分野を理解するための基礎理論として、抽象化された距離
の概念を理解することが必要なのである。
距離空間の間の連続写像は開集合を用いて特徴付けられるの
で、「開集合」が公理的に定義できれば、「関数の連続性」が
定義できるが、距離空間において得られた多くの事柄は「位相
空間」という概念を用いて抽象的・一般的に定義できる。位相
空間は公理的に定義された「開集合」を持つ集合（空間）であ
る。位相空間では開集合の定義から出発し、閉集合、近傍、内
部、外部、閉包などが定義される。位相空間においては、 距離
が定義されてなくても、 点列の収束や関数の連続性を議論する
ことが可能である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（応用数学）距離空間における開集合、閉集合、内部、閉包に
関する知識がある。(知識・理解)

（応用数学）距離空間に関する定理の証明ができ、内部と閉包
の決定を行うことができる。(技能)

（社会数理・情報）距離空間に関する基礎的な知識をもち、距
離空間の問題を解くことができる。

（社会数理・情報）数学的な論理や公式を用いて、距離空間の
公理と定理を理解する。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業内容で学んだ定義と定理および応用例を確認し、プ
リントの次回の授業範囲を読んでおくこと（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

距離関数と距離空間の定義と距離関数の例を理解すること、距
離空間におけるε-近傍、開集合、閉集合、内部、閉包に関す
る定理の証明ができ、内部と閉包の決定を行うことができるこ
と、内部と閉包との関係を理解することを評価の基準とする。
定期試験（80％）と中間テスト（20％）により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書については，プリントで詳しく述べる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

プリントにある定理で述べられている内容を注意深く読
み、定理の意味と証明を完全に理解することを目標にして
ほしい。また、プリントにある問題を自分で解き、証明を
実際に書いてみることが望まれる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　平面と空間における距離
　２　距離を測るとはどういうことだろうか
　３　距離関数と距離空間
　４　距離関数の例１
　５　距離関数の例２
　６　n次元ユークリッド空間の距離
　７　距離空間におけるε-近傍と開集合
　８　開集合の性質　
　９　内点と内部
１０　距離空間における閉集合
１１　閉包
１２　触点
１３　内部と閉包との関係
１４　距離空間の間の連続写像
１５　まとめ



2019-6010000675-01集合と距離Ⅱ

小田　信行

◎応数応用数:A-1,B-1

1.（応用数学）距離空間における開集合、閉集合、内部、閉包に関する知識が
ある。　(A-1)

2.（応用数学）距離空間に関する定理の証明ができ、内部と閉包の決定を行う
ことができる。　(B-1)

3.（社会数理・情報）距離空間に関する基礎的な知識をもち、距離空間の問題
を解くことができる。

4.（社会数理・情報）数学的な論理や公式を用いて、距離空間の公理と定理を
理解する。

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.（応用数学）距離空間における開集合、閉集合、内部、閉包に関する知識が
ある。

2.（応用数学）距離空間に関する定理の証明ができ、内部と閉包の決定を行う
ことができる。

3.（社会数理・情報）距離空間に関する基礎的な知識をもち、距離空間の問題
を解くことができる。　(A-1)

4.（社会数理・情報）数学的な論理や公式を用いて、距離空間の公理と定理を
理解する。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000679-01情報システム論Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：後日発表　　

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

現在、Webブラウザのようなオープンなインターネット技術が
情報通信インフラとなっており、それに基づいて、オンライン
ショッピングに代表される
様々な情報システムが構築されています。

本講義では、情報システムについて概観した後、その情報シス
テムの要ともいえるデータベースシステムについての基礎理論
について学習します。
併せて、accessによるデータベース作成のコンピュータ実習も
行います。

最新の具体的な情報システムの事例として、爆発的な利用がな
されているクラウド利用のモバイル情報システムの技術等を折
に触れて紹介したいと思います。
また、システム設計、企画、運用、管理、保守方法にも触れる
予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

データベースの基礎理論について理解できる(知識・理解)

Access によるデータベースを構築できる(技能)

使い勝手に良い情報システム構築や改善の姿勢を身につける

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を指定urlで予習しておくこと。

授業終了時に示す課題についてレポート作成すること。
予習に３０分程度、復習やレポート作成に少なくとも１時間半
程は必要。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート(30%)、定期試験(70%)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．高校で学習した情報システムのまとめ
２．情報検索 （検索アルゴリズム、全文検索）
３．データベース理論
４．関係データベース理論
５．まとめと復習
６．関数従属性、正規化
７．SQL 言語
８．データベースシステム
９．accessによるデータベースの設計と構築
１０. access実習 select文
１１. access実習 複雑なselect文
１２. access実習  group化
１３. access実習  join文
１４. access実習 SQL文復習
１５．応用課題
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白石　修二

◎応数応用数:A-2,B-3

1.データベースの基礎理論について理解できる　(A-2)

2.Access によるデータベースを構築できる　(B-3)

3.使い勝手に良い情報システム構築や改善の姿勢を身につける

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.データベースの基礎理論について理解できる　(A-3)

2.Access によるデータベースを構築できる　(B-3)

3.使い勝手に良い情報システム構築や改善の姿勢を身につける　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000680-01情報システム論Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

　情報システムは，情報の取得，圧縮，伝送，整理，提示に関
する要素技術を組み合わせることで情報の活用を可能にしてい
ます。一方で，情報システムが処理するデータは大規模・高次
元化しています。そのようなデータがもつ情報は直感的に把握
することが難しく，データの処理や解析の方法を経験的に設計
するよりも，「解ける数学の問題」に適切に翻訳し，解法の効
率や性能を保証することが重要になります。
　また，昨今の機械学習（人工知能）の進歩により，情報シス
テムに機械学習を組み込むことは最早常識にさえなってきてい
ます。
　この授業では，情報システムにおいて，これから益々重要な
役割を果たすことが約束されている機械学習の基本について，
Pythonという言語を用いながら学んでいきます。入門的な内容
とは言っても，実際に社会に出て必要となる基本的な機械学習
の手法ばかりが選ばれています。その意味では実践的な授業と
も言えるでしょう。単に教科書に書いてあるソースを打ち込ん
で動かすだけでは意味がありません。授業中にうまく動作させ
ることができなかった場合は，次回までに必ず動作させておく
ようにしてください。
　授業では各機械学習の手法がどのような場合に有効であり，
どのようなアルゴリズムで動作するのかということを中心に解
説していきます。1，2年次の習得した線形代数と多変数の微積
分をフル活用していくことになりますが，出てくる数式は簡単
なものばかりですので，数学に関しては特に予習をする必要は
ないでしょう。問題となるのは，機械学習の分野に固有の用語
があることです。したがって，毎回，教科書に目を通して言葉
の定義を明確にしておくことが必要になります。
　特に，この授業は，国立研究所（電子技術総合研究所，現在
の産業技術総合研究所）での情報科学全般に関する研究業務を
担当した経験に基づいて行われる。ある目的を達成するため
に，入力情報を整理・加工することで必要な情報を出力情報と
して出す一連の処理を情報システムというが，このことについ
て研究所時代に行なっていたパターン認識分野の研究経験と企
業等からの出向者への指導経験に基づいて授業を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な機械学習の手法を状況に応じて選択できる(知識・理
解)

Python言語を用いて基本的な機械学習の手法を使うことができ
る(技能)

様々な分野で機械学習がどのように利用されているのかを説明
できる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書の該当箇所を読んでおくこと。また，各回の予習
は２時間を目安とする。
復習：教科書をもう一度読み，式の導出などを実際に自分で
やってみること。また，各回の復習は２時間を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験のみで評価する。期末試験（100％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

Pythonで学ぶ統計的機械学習 ISBN-13: 978-4274223051

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

パソコンのメンテナンスは授業中には対応しないので，事
前に自分で行っておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　Python言語のインストールおよび機械学習入門
第2回　確率の計算
第3回　機械学習の問題設定
第4回　統計的制度の評価
第5回　データの整理と特徴抽出
第6回　統計モデルによる学習
第7回　仮説検定
第8回　回帰分析の基礎
第9回　クラスタリング
第10回　サポートベクトルマシン
第11回　スパース学習
第12回　決定木とアンサンブル学習
第13回　ガウス過程モデル
第14回　密度比推定
第15回　まとめ



2019-6010000680-01情報システム論Ⅱ

田中　勝

◎応数応用数:A-2,B-3

1.基本的な機械学習の手法を状況に応じて選択できる　(A-2)

2.Python言語を用いて基本的な機械学習の手法を使うことができる　(B-3)

3.様々な分野で機械学習がどのように利用されているのかを説明できる

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.基本的な機械学習の手法を状況に応じて選択できる　(A-3)

2.Python言語を用いて基本的な機械学習の手法を使うことができる　(B-3)

3.様々な分野で機械学習がどのように利用されているのかを説明できる　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000351-01情報社会と倫理

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

　SNSなどが当たり前のように普及した現在では，無意識のう
ちに他人を傷つけたり，また逆に傷つけられたりすることもあ
ります。もしかすると相手は個人ではなく企業のような組織か
もしれません。現実世界でも（明文化されているいないに関わ
らず）守らなければならない最低限のルールがあることは言う
までもないことでしょうが，ネットワークにより構築されたい
わゆる仮想世界においても同様のルールがあるでしょうし，必
要だろうということには皆さん自身納得できることでしょう。
情報社会において守らなければならない重要なことは非常に多
くありますが，とりわけ倫理に関しては最も身近でありなが
ら，自分が何か問題に巻き込まれない限りはまともに意識して
考えることはあまりないでしょう。しかし，通常の社会生活と
同様に守らなければならない最低限のルールや自衛の手段など
について普段から気をつけていないと，何か問題に巻き込まれ
てからでは手遅れになってしまいます。一度，ネットワーク上
に流れた情報は決して消すことはできません。単に不安を煽る
だけの記事やニュースなどに惑わされずに自分で判断し，自衛
の手段を講じることができる最低限の知識とその手段について
討論形式で学んでいきます。
　つまり，この授業では，ロボットがすでに日常生活の中に深
く関わってきている現代において，そこで必要とされる倫理に
ついて皆さんに事前に読んできた内容について発言してもら
い，それに対して自分はどう考えるのかを述べるということを
繰り返しながら討論形式で進めていくことで現代の倫理観につ
いての理解を深めていくことを目指します。みなさんが発言す
る時間は十分に確保されていますが，自分の考えを短時間で要
領よく発表することを意識して，積極的に発言してください。
　特に，この授業は，国立研究所（電子技術総合研究所，現在
の産業技術総合研究所）での情報科学全般に関する研究業務を
担当した経験に基づいて行われる。インターネット環境が常識
となった現在に必要とされるネットに関するリテラシーとネッ
ト上で要求される倫理について，研究所時代に研究情報や事務
情報等を外部に漏らすことなくネットワークを利用し業務を行
なっていた経験に基づき防衛手段や倫理などについて授業を行
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ロボットを活用する社会において倫理に反しないような情報の
やり取りについての注意点を述べることができる(知識・理解)

ロボットを活用する社会において倫理面での安全性を意識した
情報機器の操作手順を構築できる(技能)

新たな情報技術についての安全な利用法について考えることが
できる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの該当箇所を読み，事例や問題点，またその対
応策などについてまとめておくこと。また，各回の予習は２時
間を目安とする。
復習：授業中に出た発言等をまとめること。また，各回の復習
は２時間を目安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発言回数と発言内容および期末試験により評価する．
発言回数と発言内容（30％），期末試験（70％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

ロボットからの倫理学入門 ISBN-13: 978-4815808686

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　高等学校でも学ぶ情報社会における倫理について
のまとめ
第2回　道徳的であるとはどういうことか
第3回　倫理はプログラム可能か?
第4回　規範倫理学の主要な二つの立場
第5回　第三の立場 : 徳倫理学
第6回　道徳的行為者性と責任
第7回　ロボットへの帰責は可能か?
第8回　道徳的被行為者性について
第9回　道徳的被行為者の範囲は?
第10回　ソーシャル・ロボット
第11回　ソーシャル・ロボットが社会に与える影響
第12回　ロボット社会のプライバシー問題
第13回　ロボット共生社会における情報プライバシー
第14回　兵器としてのロボット
第15回　近未来の労働のあり方について及びまとめ



2019-6010000351-01情報社会と倫理

田中　勝

◎応数応用数:A-3,B-3

1.ロボットを活用する社会において倫理に反しないような情報のやり取りにつ
いての注意点を述べることができる　(A-3)

2.ロボットを活用する社会において倫理面での安全性を意識した情報機器の操
作手順を構築できる　(B-3)

3.新たな情報技術についての安全な利用法について考えることができる

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.ロボットを活用する社会において倫理に反しないような情報のやり取りにつ
いての注意点を述べることができる　(A-3)

2.ロボットを活用する社会において倫理面での安全性を意識した情報機器の操
作手順を構築できる　(B-3)

3.新たな情報技術についての安全な利用法について考えることができる　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000660-01情報実習

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

植田　祥明

◎－－－　概要　－－－◎

　30年前に生まれたインターネット技術は今や欠くことのでき
ない重要な社会インフラとなり、政治・経済・社会を含めた人
間活動の全てに多大な影響をあたえるようになりました。ま
た，携帯電話を含むコンピュータは日常生活における不可欠な
デバイスとなりました。ネットワーク社会の一員として、イン
ターネット上で安全に活動し、コンピュータを上手に活用し，
企業等のコンプライアンス（法令遵守）向上に貢献するには、
コンピュータ・インターネットの知識と、その周辺の法を含め
た基礎的なルールを自分の中にしっかりと養うことが大切で
す。
　そこで本実習では、現代社会人が共通に備えておきたい「情
報技術と企業活動に関する知識」を身につけることを目標とし
ます。具体的には，情報技術に関する国家資格である「ITパス
ポート試験」「基本情報技術者試験」の試験対策を行い、その
過程を通して，情報技術と企業活動に関する知識を身につけま
す。
　「ITパスポート」では、文系理系を問わず、ユーザとしてコ
ンピュータ・情報技術に触れる社会人全員が身につけておくべ
き知識を問われます。「基本情報技術者試験」では、情報技術
を扱うプロフェッショナルが最初に身につけるべき知識を問わ
れます。コンピュータエンジニア・システムエンジニアを目指
す人が必ず身につけるべき知識です。
　本実習では，主に計算や論理的思考が必要となる内容を扱い
ます。単純な知識を問われる問題は取り上げないので，それら
については各自学習すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本情報技術者試験で問われる数学を理解する(技能)

ソーティングなどの基礎的アルゴリズムを理解する(知識・理
解)

課される課題を主体的に解決する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

課される課題レポートを作成し提出すること。(60分)
講義中に出題される設問について復習すること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テストによる評価：７０％
レポート課題による評価：３０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　授業計画　－－－◎

01, イントロダクション
02, 基数変換と負の数の表現(1)
03, 基数変換と負の数の表現(2)
04, 文字コード・論理演算・シフト演算
05, オートマトン
06, データ構造とアルゴリズム
07, 探索と整列
08, 小テスト1
09, コンピュータアーキテクチャ
10, ハードウェア
11, ネットワーク
12, セキュリティ
13, 財務管理
14, 工程管理
15, 小テスト2



2019-6010000660-01情報実習

植田　祥明

◎応数応用数:A-2,B-3,C-2

1.基本情報技術者試験で問われる数学を理解する　(B-3)

2.ソーティングなどの基礎的アルゴリズムを理解する　(A-2)

3.課される課題を主体的に解決する　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.基本情報技術者試験で問われる数学を理解する　(A-3)

2.ソーティングなどの基礎的アルゴリズムを理解する　(B-3)

3.課される課題を主体的に解決する　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000697-01情報数学特論（差分のはなし）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

松浦　望

◎－－－　概要　－－－◎

　3年次までの情報系の科目で学んだようにコンピューターは無限小
や無限大をうまく扱うことができません。そのため例えば微分積分学
の成果をコンピューター上で利用しようとすると様々な困難に直面し
ます。そこでこの授業では微分や積分をコンピューター向きの離散的
な数学（差分や和分）に翻訳することを考えてみましょう。

　まず差分の基礎事項から説明します。差分は極限で微分になるもの
です。したがって差分は極限操作で失われてしまう情報をすべて保持
しており、このことは差分の世界が豊かであることを示唆していま
す。ただし豊かであることは同時に複雑であるとも意味します。複雑
さの沼に飲み込まれないよう注意しながら、手始めに、実験的にいく
つかの関数を差分化してみましょう。とくに三角関数の差分化につい
て議論することが目標です。

　次に差分方程式（漸化式）について学びます。自然現象を理解する
ためにはよく微分方程式によるモデル化と解析が行われますが、その
一方で、人間の行為や生物の成長などのミクロ過程に還元しにくい社
会現象は、差分方程式によって記述されます。このように、微分方程
式と差分方程式はそれぞれ利用される場面が異なりますが、差分方程
式が極限で微分方程式になることを踏まえると、微分方程式よりも差
分方程式のほうがより広い範囲の現象を捉えることができる、とも言
えそうです。しかも差分方程式はコンピュータによって簡単に数値解
が求められるという利点があります。この授業では微分方程式を差分
化することによって、すべて離散的な視点から現象を眺めます。たと
えば単振動やオイラーのコマなどの物理学に登場するようないくつか
の典型的な微分方程式も差分化します。余裕があればコンピュータを
用いた数値実験についても実習してみましょう。

　最後にこれまでに学んだことを総合して、曲線の時間発展を差分化
します。差分の世界は豊かなので、答えはひとつとは限りません。い
い答えが複数見つかることもあります。正しい答えがたくさんありう
る、という数学をいままで経験したことがありますか?　もしなけれ
ばどうぞこの授業を受けてみてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

差分方程式と微分方程式のそれぞれの利点や欠点を、具体例をあげて
説明することができる。(知識・理解)

社会現象や自然現象の数理モデルについて、具体例をあげて説明する
ことができる。(知識・理解)

差分方程式や微分方程式の解法について説明することができる。(知
識・理解)

差分方程式と微分方程式の関係を理解し、数理モデルのシミュレー
ションを行うことができる。(技能)

差分方程式と微分方程式に対する理解を生かして、社会システムや情
報システムの分析または構築に取り組む意欲がある。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを指定していないので復習が中心になります。復習には毎回
2時間程度をかけることが目安です。この授業で学ぶのは離散的な数
学ですが、理論の背後には連続的な数学があります。とくに1年次の
「基礎微分積分及び演習」や2年次の「微分積分II及び演習」「微分方
程式」「応用微分積分入門」で学んだ内容を思い出すことは良い予習
になります。そのような予習には合計15時間程度が必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（7割）と授業中に行う小テスト（3割）の成績で評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　差分いろいろ
　２　差分商
　３　データ補間
　４　線形常差分方程式の解法
　５　羃乗関数と指数関数の差分化
　６　三角関数の差分化
　７　微分方程式の差分化 (1)
　８　微分方程式の差分化 (2)
　９　微分方程式の差分化 (3)
１０　数値実験
１１　可積分系とカオス
１２　曲線の差分化
１３　偏微分方程式の差分化
１４　曲線の運動の差分化
１５　まとめ



2019-6010000697-01情報数学特論（差分のはなし）

松浦　望

◎応数応用数:A-1,A-2,A-3,B-3

1.差分方程式と微分方程式のそれぞれの利点や欠点を、具体例をあげて説明す
ることができる。　(A-2)

2.社会現象や自然現象の数理モデルについて、具体例をあげて説明することが
できる。　(A-3)

3.差分方程式や微分方程式の解法について説明することができる。　(A-1)

4.差分方程式と微分方程式の関係を理解し、数理モデルのシミュレーションを
行うことができる。　(B-3)

5.差分方程式と微分方程式に対する理解を生かして、社会システムや情報シス
テムの分析または構築に取り組む意欲がある。

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.差分方程式と微分方程式のそれぞれの利点や欠点を、具体例をあげて説明す
ることができる。　(A-3)

2.社会現象や自然現象の数理モデルについて、具体例をあげて説明することが
できる。

3.差分方程式や微分方程式の解法について説明することができる。

4.差分方程式と微分方程式の関係を理解し、数理モデルのシミュレーションを
行うことができる。　(B-3)

5.差分方程式と微分方程式に対する理解を生かして、社会システムや情報シス
テムの分析または構築に取り組む意欲がある。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000678-01情報数理

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：後日発表　　

宮内　敏行

◎－－－　概要　－－－◎

　あるデータに補正（変換）をかけた場合，データとしては違
うものとなるが，線形変換における固有値，固有ベクトルなど
のように変換により不変なものがデータや変換を特徴付ける重
要なものとなります．n個の値の組はn次元ユークリッド空間の
点とみることができ，それらのデータは図形となります．この
授業では，図形の変換により不変なものを調べることを一般化
したクライン幾何学を学んできます．また，この考え方はコン
ピュータグラフィックスの基礎的なものとなっています．
　1872年にフェリックス・クラインにより提唱されたクライン
幾何学はユークリッド幾何や射影幾何など当時まで多方面に分
化して研究されてきた様々な幾何学に統一的見解を与えまし
た．現代数学においては古典的なものとなりますが，その後，
アンリ・カルタンによる「クライン幾何が空間（多様体）の各
点に接着された幾何学」という接続の概念により，リーマン幾
何はユークリッド幾何を接着した幾何，射影微分幾何は射影幾
何を接着した幾何というようにクライン幾何は現代の幾何学に
おいても本質的なものとなっています．
　授業では，主に例としてユークリッド空間上での行列で表さ
れる群による変換を扱い，行列により具体的に計算を行うこと
でクライン幾何について学んでいきます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

群の作用や作用による剰余類の基本的性質の理解，計算ができ
る．(技能)

クライン幾何学について概要を説明できる．(知識・理解)

具体的な空間の群作用に対して，作用により不変なものを求め
ることができる．(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

板書の内容をもう一度読み直しをし、授業中に出題した演習問
題を解いて復習しておくこと。（60分）
授業内容のより良い理解のため，レポート課題や小テストを課
す予定なので，充分に時間をかけて取り組むこと．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績５０％，授業の時間内に実施するテスト（１
回：３０％），レポート（２回：各１０％）で評価します．

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない．

◎－－－　参考書　－－－◎

幾何学いろいろ　ISBN 978-4-535-78462-8
その他, 必要に応じて授業内で紹介する.

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. 集合
 2. 群
 3. 同値関係と剰余類
 4. 線形空間・線形写像
 5. 一般線形群
 6. 群作用
 7. 軌道空間
 8. 変換群の例
 9. クライン幾何学
10. クライン幾何の例
11. ユークリッド空間のクライン幾何（１）
12. ユークリッド空間のクライン幾何（２）
13. 非ユークリッド空間のクライン幾何
14. 等質空間
15. まとめ



2019-6010000678-01情報数理

宮内　敏行

◎応数応用数:A-2,B-3

1.群の作用や作用による剰余類の基本的性質の理解，計算ができる．　(B-3)

2.クライン幾何学について概要を説明できる．　(A-2)

3.具体的な空間の群作用に対して，作用により不変なものを求めることができ
る．　(B-3)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.群の作用や作用による剰余類の基本的性質の理解，計算ができる．　(B-3)

2.クライン幾何学について概要を説明できる．　(A-3)

3.具体的な空間の群作用に対して，作用により不変なものを求めることができ
る．　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000648-01数学総合Ⅱ「応用数学ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：後日発表　　

石黒　賢士

◎－－－　概要　－－－◎

理論を中心に、歴史的な視点も含め現代数学を総合的に解説す
ることが本講義の目的である。できるだけ多くの具体例・演習
問題等を用いて考え方の方向を論ずる。授業では主にプリント
の内容を説明するので、しっかり理解してほしい。

現代数学は数多くの分野に分かれているが、英文でネット上に
公開されているものも含め幾つかのトピックスについて学ぶ。
具体的には数学基礎論、整数論、集合論、そして代数学・幾何
学・解析学などを初等的に、時には細部に亘って紹介すること
になる。結果的に数学的可能性が理解されてくることを期待す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数学の基礎理論とはどの様なものか、また歴史的にどの様に研
究されてきたかが説明できる。(知識・理解)

現代数学の現状について学び、数学の基礎理論が計算や証明に
応用できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に係る小テストを実施するので､復習しておくこと。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 定期試験の成績を80%、小テスト（2回：各5%）、レポート
（2回：各5%）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

 数学的経験　（森北出版）P.J. デービス/ R.ヘルシュ　著
　話題源数学 : 心を揺する楽しい授業 (東京法令出版) 吉田
稔, 飯島忠編集代表

A Mathematics Sampler（Ardsley House）W.P. Berlinghoff/K.
E. Grant　著

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 数学の歴史
2. デカルトの「方法」
3. 数学と無限
4. フィボナッチ数列と黄金比
5. 素数定理とリーマン予想
6. メルセンヌ数
7. オイラー関数とRSA暗号
8. オイラーの公式と複素数
9. フェルマーの定理
10. 条件と集合
11. 三段論法とパラドックス
12. 集合と位相
13. 位相幾何学（トポロジー）
14. 正多面体の分類
15. フラクタル・自己相似性



2019-6010000648-01数学総合Ⅱ「応用数学ｺｰｽ」

石黒　賢士

◎応数応用数:A-1,B-1

1.数学の基礎理論とはどの様なものか、また歴史的にどの様に研究されてきた
かが説明できる。　(A-1)

2.現代数学の現状について学び、数学の基礎理論が計算や証明に応用できる。
　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000649-01数学総合Ⅲ「応用数学ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

山田　直記

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では数列と級数について学ぶ。高校の授業におい
て、数列の収束は「限りなく近づく」と言うことばを用いて定
義されている。
　この講義では、数式を用いて数列の収束を定義し、その定義
を用いてはさみうちの原理などの数列の性質を証明する。
　級数の収束は、その部分和の数列が収束すること、として定
義されるので、級数の収束も数列の収束の定義を用いて定義
し、その定義を用いて級数の性質を証明する。
　このように、この講義では高校の授業で扱われた数列・級数
の性質を数式による収束の定義を用いて改めて考察しなおす。
　講義では理論的な説明や関連する例題の解説に加えて、関連
する演習問題を解く時間を設ける。その際、数学的に厳密な証
明を意識しながら演習に取り組む姿勢が望まれる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数直線上の集合の上限・下限を求めることができる。(知識・
理解)

数列の収束を、その定義を用いて説明できる。(技能)

正項級数の収束・発散が判定できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回の講義ノートを読み、演習問題を解く。(15分）
復習：今回の講義ノートを読み、演習問題を解く。(15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験(100%)により判定する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

井上純冶、勝股修、林実樹廣　共著、級数、共立出版株式
会社、2009年、1600円、ISBN4-320-01587-8

◎－－－　参考書　－－－◎

イプシロン・デルタ論法完全攻略　ISBN 9784320110120
解析概論　ISBN 9784000052092

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

該当なし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 上限、下限、実数の連続性
２ 数列の収束と基本性質
３ いろいろな数列の極限(１）
４ いろいろな数列の極限(２)
５ 数列の収束条件(１)
６ 数列の収束条件(２)
７ 数列の上極限と下極限(１)
８ 数列の上極限と下極限(２)
９ 数列についてのまとめ　
10 級数の収束と基本性質
11 正項級数（１）
12 正項級数（２）
13 絶対収束と条件収束(１)
14 絶対収束と条件収束(２)
15 級数についてのまとめ



2019-6010000649-01数学総合Ⅲ「応用数学ｺｰｽ」

山田　直記

◎応数応用数:A-1,B-1

1.数直線上の集合の上限・下限を求めることができる。　(A-1)

2.数列の収束を、その定義を用いて説明できる。　(B-1)

3.正項級数の収束・発散が判定できる。　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000345-01数学特論「応用数学ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

石黒　賢士

◎－－－　概要　－－－◎

ホモロジー論とならんで、代数的トポロジーにおいて重要なホ
モトピー論について考察する。位相空間のホモトピー群を調べ
ることにより、ホモロジー論ではわからないような性質が理解
可能となることがある。またホモトピー群とホモロジー群の間
にはHurewicz の準同形が存在し、たとえば1次のホモロジー群
は  １次のホモトピー群、すなわち基本群の可換化群である。

基本群は位相空間の基点を始点および終点とするループ（閉じ
た弧）全体のホモトピー集合として定義される。単位円からの
連続写像の同値類である。２つのループをつなぐことにより演
算が定義され、その集合は群構造をもつ。一般に、n次元球面
からの連続写像のホモトピー同値類として定義されるホモト
ピー群はnが２以上のときは可換群となるが、n=1の時、すなわ
ち、基本群は可換とは限らないことに注意しておく。

位相空間 E から位相空間 B への連続な全射 p において、Bの各
点の逆像が位相空間 F に同相であるようなとき、(E, p, B, F) を
ファイバー空間と呼ぶ。特に、ファイバー F が離散位相空間の
ときは被覆空間と言う。被覆空間は基本群によって分類される
ことが知られている。またファイバー空間に対し、ホモトピー
群の完全系列が得られ、活用されている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ホモトピー論の基礎的な考え方が説明できる。(知識・理解)

位相群やファイバー空間などの構造を踏まえ、ホモトピー群の
計算ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に係る小テストを実施するので､復習しておくこと。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績を90%、小テスト（2回：各5%）で評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

1. トポロジー　（近代科学社）小林 貞一　著　　
2. 位相幾何学　（培風館）菅原 正博　著　　
3. ホモトピー論　（共立出版）西田 吾郎　著　
4. Elements of Homotopy Theory  (Springer--Verlag)   G.
W. Whitehead 著

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ホモトピー集合
2. 基本群の定義と基本的性質
3. van Kampen の定理
4. ホモトピー群の定義と基本的性質
5. ホモトピー完全列
6. 被覆空間の定義と基本的性質
7. 基本群と被覆空間
8. 被覆空間の分類定理
9. ファイバー空間の定義と基本的性質
10. ホモトピー群とファイバー空間
11. 分類空間
12. 位相変換群
13. 交換子群と可換化群
14. Hurewicz の準同形
15. Hurewicz の同形定理



2019-6010000345-01数学特論「応用数学ｺｰｽ」

石黒　賢士

◎応数応用数:A-1,B-1

1.ホモトピー論の基礎的な考え方が説明できる。　(A-1)

2.位相群やファイバー空間などの構造を踏まえ、ホモトピー群の計算ができ
る。　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000658-01数式処理実習

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

宮内　敏行

◎－－－　概要　－－－◎

　数学・数理科学分野において、従来の理論や手計算に加え、
シミュレーションなど、コンピュータを用いた計算を必要とす
る機会が非常に多くなっている。
　そこで本講義では、数式処理アプリケーションを用いた「数
学実験」を通して、コンピュータによる計算を体験する。これ
により、手計算では処理することが難しい数式も容易に処理で
きるようになる。また、数学をより視覚的・直感的に理解する
ことができるようになる。
　本講義では、数式処理アプリケーションであるMaximaを主
に用いる。数式処理アプリケーションでは、次のようなことが
できる。
1. 方程式を解く
2. 微分積分や行列の計算
3. 関数のグラフ描画
　また、数式や図の含まれるレポート・報告書をコンピュータ
で作成する実習も行う。レポートの作成にはLaTeXを用いる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Maximaを通して、数式処理アプリケーションの基本的操作が
できる。(知識・理解)

手計算では難しい数式をコンピュータで処理できる。(技能)

イメージしづらい関数のグラフをコンピュータを使って描画で
きる。(態度・志向性)

LaTeXを用いて、数式や図の含まれたレポート・報告書を作成
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　レポート課題を出すので、充分に時間をかけて取り組むこ
と。コンピュータを用いる中で、それぞれの命令のもつ役割を
きちんと理解して１つ１つの課題に答えるようにすること。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート課題（複数回）を出題するが、授業で扱った内容を用
いて作成しているかを評価基準とする。
レポート課題（複数回）100%として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　課題に対しては、ただ作った、ただ書けたで終わらず、
自身で作った課題の答えにおいて、それぞれの命令の部分
にどのような意味があるのかをきちんと説明できるように
なるまで理解をするよう心がけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. LaTeXでのレポート作成
3. LaTeXでの数式の記述
4. LaTeXでの図入りレポートの作成
5. Maximaの起動と終了
6. Maximaによる展開・因数分解
7. Maximaによる関数のグラフの描画
8. Maximaによる行列と連立一次方程式
9. Maximaによる極限と微分積分
10. Maximaによる級数とテイラー展開
11. Maximaによる微分方程式
12. Maximaによる連立微分方程式とベクトル 場
13. Maximaによる極値問題
14. Maximaによる線形計画法
15. まとめ



2019-6010000658-01数式処理実習

宮内　敏行

◎応数応用数:A-2,B-3,C-2

1.Maximaを通して、数式処理アプリケーションの基本的操作ができる。　(A-2)

2.手計算では難しい数式をコンピュータで処理できる。　(B-3)

3.イメージしづらい関数のグラフをコンピュータを使って描画できる。　(C-2)

4.LaTeXを用いて、数式や図の含まれたレポート・報告書を作成できる。　
(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.Maximaを通して、数式処理アプリケーションの基本的操作ができる。　(A-3)

2.手計算では難しい数式をコンピュータで処理できる。　(B-3)

3.イメージしづらい関数のグラフをコンピュータを使って描画できる。　(B-3)

4.LaTeXを用いて、数式や図の含まれたレポート・報告書を作成できる。　
(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000698-01数理科学特論（偏微分方程式）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：後日発表　　

岡田　真理

◎－－－　概要　－－－◎

自然現象に現れるいろいろな量は関数として表される。関数の
瞬間的変化率が微分である。時間や空間などに依存する量は多
変数関数であり、その微分は「偏微分」となる。多変数関数に
よってあらわされる自然現象の法則は多くの場合、「偏微分方
程式」によって記述される。
この講義では、熱伝導方程式、波動方程式など古典的かつ代表
的な偏微分方程式の解法と解の性質について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

三角関数の性質とフーリエ級数の定義を理解している。(知
識・理解)

周期関数のフーリエ級数を計算により求めることができる。
(技能)

偏微分方程式の分類とその具体的な物理例を説明できる(知
識・理解)

偏微分方程式に対する初期値境界値問題をフーリエの方法を用
いて解くことができる(技能)

問題の解が表す現象を具体的に説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

演習問題を理解できるまで繰り返し復習すること。2時間を目
安とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

具体的な微分方程式の問題を計算により解くことができること
を評価の基準とする。
定期試験100%で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

モデル化と抽象化の意味を汲み取り、物理現象が微分方程
式で表現されることを理解する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．偏微分と記号Ⅰ
２．偏微分と記号Ⅱ
３．代表的な偏微分方程式とその導出Ⅰ
４．代表的な偏微分方程式とその導出Ⅱ
５．代表的な偏微分方程式とその導出Ⅲ
６．フ－リエ級数Ⅰ
７．フーリエ級数Ⅱ
８．フーリエ級数Ⅲ
９．フーリエ級数と級数の和の公式
１０．フーリエ級数と熱伝導方程式Ⅰ
１１．フーリエ級数と熱伝導方程式Ⅱ
１２．フーリエ級数と波動方程式Ⅰ
１３．フーリエ級数と波動方程式Ⅱ
１４．フーリエ級数とラプラス方程式Ⅰ
１５．フーリエ級数とラプラス方程式Ⅱ



2019-6010000698-01数理科学特論（偏微分方程式）

岡田　真理

◎応数応用数:A-1,A-3,B-1

1.三角関数の性質とフーリエ級数の定義を理解している。　(A-1)

2.周期関数のフーリエ級数を計算により求めることができる。　(B-1)

3.偏微分方程式の分類とその具体的な物理例を説明できる　(A-3)

4.偏微分方程式に対する初期値境界値問題をフーリエの方法を用いて解くこと
ができる　(B-1)

5.問題の解が表す現象を具体的に説明できる。　(A-3)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.三角関数の性質とフーリエ級数の定義を理解している。　(A-1)

2.周期関数のフーリエ級数を計算により求めることができる。　(A-1)

3.偏微分方程式の分類とその具体的な物理例を説明できる　(C-1)

4.偏微分方程式に対する初期値境界値問題をフーリエの方法を用いて解くこと
ができる　(A-1)

5.問題の解が表す現象を具体的に説明できる。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000330-01数理統計（推測統計学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：後日発表　　

天羽　隆史

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では2年次で学習した推測統計学を確率論的観点から
学習する。微積分学における一変数の定積分と、重積分に対す
る変数変換公式を復習しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(応用数学)基本的な分布に基づいて確率や期待値の計算ができ
る。(知識・理解)

(応用数学)母数の推定をする目的において、大量の無作為標本
を扱える状況では、正規母集団を考えればいいことを説明でき
る。(知識・理解)

(応用数学)正規分布に基いて平均や分散などの計算ができる。
(技能)

(社会数理・情報)無作為標本の平均・分散・不偏分散などの基
本的な統計量について説明できる。(知識・理解)

(社会数理・情報)正規分布に基いて平均や分散などの計算がで
きる。(知識・理解)

(社会数理・情報)母数の推定をする目的において、大量の無作
為標本を扱える状況では、正規母集団を考えればいいことを中
心極限定理に基いて説明できる。(技能)

(社会数理・情報)社会活動から得られたデータを、統計量を通
して整理し、社会の動向を知ることに活用する意欲がある。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義資料の、次回の授業範囲を読んでおくこと。(予習90分)
前回の講義ノートをよく読み、定義と計算をよく理解しておく
こと。(復習90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による評価 70% (到達目標に記した知識・理解を評価
の対象とする。)
レポート課題を含めた平常点による評価 30% (到達目標に記し
た技能、態度・志向性を評価の対象とする。)

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない。必要に応じて講義資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

数理統計入門, 著者: 宮原孝夫・松本裕行, 発行:学術図書出
版社, ISBN 4-87361-174-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

微積分学・線型代数学に慣れ親しんでおくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 確率の定義・条件付き確率・独立事象
2. 確率変数・分布関数・平均・分散・標準偏差・積率母関
数
3. 1次元確率分布
4. 多次元確率分布(1)
5. 多次元確率分布(2)
6. 大数の法則と中心極限定理
7. 正規母集団
8. 正規母集団における標本分布
9. 点推定・母平均の区間推定
10. 仮説検定
11. 多次元正規分布における計算(1)
12. 多次元正規分布における計算(2)
13. 多次元正規分布における計算(3)
14. 多次元正規分布と二次形式
15. まとめと演習



2019-6010000330-01数理統計（推測統計学）

天羽　隆史

◎応数応用数:A-1,A-3,B-1

1.(応用数学)基本的な分布に基づいて確率や期待値の計算ができる。　(A-1)

2.(応用数学)母数の推定をする目的において、大量の無作為標本を扱える状況
では、正規母集団を考えればいいことを説明できる。　(A-3)

3.(応用数学)正規分布に基いて平均や分散などの計算ができる。　(B-1)

4.(社会数理・情報)無作為標本の平均・分散・不偏分散などの基本的な統計量
について説明できる。(知識・理解)

5.(社会数理・情報)正規分布に基いて平均や分散などの計算ができる。(知識・
理解)

6.(社会数理・情報)母数の推定をする目的において、大量の無作為標本を扱え
る状況では、正規母集団を考えればいいことを中心極限定理に基いて説明でき
る。(技能)

7.(社会数理・情報)社会活動から得られたデータを、統計量を通して整理し、
社会の動向を知ることに活用する意欲がある。(態度・志向性)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.(応用数学)基本的な分布に基づいて確率や期待値の計算ができる。

2.(応用数学)母数の推定をする目的において、大量の無作為標本を扱える状況
では、正規母集団を考えればいいことを説明できる。

3.(応用数学)正規分布に基いて平均や分散などの計算ができる。

4.(社会数理・情報)無作為標本の平均・分散・不偏分散などの基本的な統計量
について説明できる。(知識・理解)　(A-2)

5.(社会数理・情報)正規分布に基いて平均や分散などの計算ができる。(知識・
理解)　(A-2)

6.(社会数理・情報)母数の推定をする目的において、大量の無作為標本を扱え
る状況では、正規母集団を考えればいいことを中心極限定理に基いて説明でき
る。(技能)　(B-2)

7.(社会数理・情報)社会活動から得られたデータを、統計量を通して整理し、
社会の動向を知ることに活用する意欲がある。(態度・志向性)　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000688-01数理ファイナンス「社情ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, ３時限　　試験時間割：後日発表　　

田中　尚人

◎－－－　概要　－－－◎

　「ファイナンス」は金融、財務、財政といった、個人、企業、国家
の「資産のやりくり」全般を表す言葉で、数理ファイナンスとはこの
ようなファイナンスに関する問題を、数理モデルを作って数学を用い
て調べる学問の分野です。数理ファイナンスで得られた結果の応用に
力点を置く実務的な分野が「金融工学」と言えますが、本のタイトル
などで「数理ファイナンス」と「金融工学」が上に述べた意味で厳密
に使い分けられているわけでもないようです。
　この講義ではファイナンスに関する基本的な問題である「ポート
フォリオ選択理論」と「デリバティブの価格付け理論」を解説しま
す。
　資産には大きく分けて、国債や銀行預金のように収益が確実に見込
める安全資産と、株式のように収益が確実ではないが高い収益も期待
できる危険資産の2種類があります。このような複数の資産を組み合
わせたものを「ポートフォリオ」と呼びます。誰にでもわかるよう
に、すべての資産を安全資産に投資すればリスク(危険)は0ですが、リ
ターン(収益)も小さくて、一方ですべての資産を危険資産に投資すれ
ば期待できるリターンは大きいもののリスクも大きくなります(ハイ
リスクハイリターン)。そこで、どのようなポートフォリオを組めば
リスクを分散化し、リスクとリターンに関する最適化が実現されるの
か？という問題が「ポートフォリオ選択理論」です。
　一方デリバティブ(金融派生商品)とは株式、為替、金利などの金融
商品(原資産)に基づき新たに決められた(派生した)金融商品で、代表
的なものはオプションです。オプションとはたとえば「所定の期日
(満期)に原資産(株式など)をあらかじめ定めた価格(権利行使価格)で買
う権利」のことです。オプション(選択権)を購入しておけば、満期に
おいて原資産(株式)の価格がどのように変動しているかに応じて、買
う、買わないを選択することができます。このようなオプションの価
格はどのようにして算出すればいいのだろうか？という問題が「デリ
バティブの価格付け理論」です。
　2つの問題に共通する特徴は、どちらも将来の株価のように「不確
実に変動するものを扱わざるを得ない数理」ということで、共通の目
標は「いかにしてリスクをヘッジ（回避）して収益を上げるか」とい
うことです。このことをいつも頭の片隅に置いて講義を聞くと理解が
いっそう深まるでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

以下にあげる語句の意味を理解し、説明出来るようになる：平均・分
散モデル、マーコビッツの基準、効率的フロンティア、最小分散ポー
トフォリオ、接点ポートフォリオ、トービンの分離定理（第１章）
(知識・理解)

以下にあげる語句の意味を理解し、説明出来るようになる：資本市場
線、市場ポートフォリオ、資本資産価格モデル、ベータ、証券市場
線、個別リスクと市場リスク（第２章）(知識・理解)

以下にあげる語句の意味を理解し、説明出来るようになる：コールオ
プションとプットオプションを買う立場の人と売る立場の人の権利と
義務, 無裁定、現在価値、リスク中立確率、複製ポートフォリオ、ブ
ラックーショールズの価格式（第３章）(知識・理解)

テレビや新聞のファイナンスに関係するニュースを、関心をもって見
れる（読める）ようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は必要ありません。講義を受ける前に前回の講義ノートをよく
読み、「どのようなことを問題にしていて、そのためにどのような方
針でのぞもうとしているのか」という話の筋道の理解に努め、とりあ
げた例題の解き方を復習しておいてください。（毎回３０分を目安と
します。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験 (100%) により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。口頭での説明だけではなく、大事なことはす
べて板書しますので、きちんとノートをとってください。　

◎－－－　参考書　－－－◎

藤田岳彦著「道具としての金融工学」(日本実業出版社)
大村敬一・俊野雅司著「証券投資理論入門」(日経文庫)
石野雄一著「道具としてのファイナンス」(日本実業出版社)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　上で述べたようにこの講義で勉強することは(最も単純な形
ですが)実際の経済活動をモデルとしています。折角数理ファ
イナンスを勉強しているのですから、経済に関する新聞やテ
レビの報道も注意して見るようにしてください。そうすれば
講義に対する興味もわくと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１章　ポートフォリオ選択理論

１　投資におけるリターン, リスクの指標と
　　マーコビッツの基準
２　投資家の選好とマーコビッツの基準
３　２銘柄への分散投資(1)
４　２銘柄への分散投資(2)
５　２銘柄への分散投資(3)
６　安全債権にも投資できる場合の最適
　　ポートフォリオ
７　接点ポートフォリオ
８　多資産モデルの場合の一般的な方法(1)
９　多資産モデルの場合の一般的な方法(2)

第２章　資本資産評価モデル

10　市場ポートフォリオと資本市場線
11　リスクの市場価格
12　市場リスクとベータ
13　資本資産価格モデル(1)
14　資本資産価格モデル(2)
15　まとめの演習(1)

第３章　デリバティブの価格付け理論

16　先物とオプション(1)
17　先物とオプション(2)
18　現在価値分析
19　無裁定とプットコールパリティー
20　２項１期間モデル(1)
21　２項１期間モデル(2)
22　２項２期間モデル
23　２項Ｔ期間モデル
24　ランダムウオーク
25　ランダムウオークからブラウン運動へ
26　離散から連続へ(1)
27　離散から連続へ(2)
28　ブラック・ショールズの価格式(1)
29　ブラック・ショールズの価格式(2)
30　まとめの演習(2)
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田中　尚人

◎応数応用数:A-3,C-1

1.以下にあげる語句の意味を理解し、説明出来るようになる：平均・分散モデ
ル、マーコビッツの基準、効率的フロンティア、最小分散ポートフォリオ、接
点ポートフォリオ、トービンの分離定理（第１章）　(A-3)

2.以下にあげる語句の意味を理解し、説明出来るようになる：資本市場線、市
場ポートフォリオ、資本資産価格モデル、ベータ、証券市場線、個別リスクと
市場リスク（第２章）　(A-3)

3.以下にあげる語句の意味を理解し、説明出来るようになる：コールオプショ
ンとプットオプションを買う立場の人と売る立場の人の権利と義務, 無裁定、
現在価値、リスク中立確率、複製ポートフォリオ、ブラックーショールズの価
格式（第３章）　(A-3)

4.テレビや新聞のファイナンスに関係するニュースを、関心をもって見れる
（読める）ようになる。　(C-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.以下にあげる語句の意味を理解し、説明出来るようになる：平均・分散モデ
ル、マーコビッツの基準、効率的フロンティア、最小分散ポートフォリオ、接
点ポートフォリオ、トービンの分離定理（第１章）　(B-2)

2.以下にあげる語句の意味を理解し、説明出来るようになる：資本市場線、市
場ポートフォリオ、資本資産価格モデル、ベータ、証券市場線、個別リスクと
市場リスク（第２章）　(B-2)

3.以下にあげる語句の意味を理解し、説明出来るようになる：コールオプショ
ンとプットオプションを買う立場の人と売る立場の人の権利と義務, 無裁定、
現在価値、リスク中立確率、複製ポートフォリオ、ブラックーショールズの価
格式（第３章）　(A-2)

4.テレビや新聞のファイナンスに関係するニュースを、関心をもって見れる
（読める）ようになる。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000664-01数理モデルⅠ「社情ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

松浦　望

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では界面現象の数理モデルについて学びます。界面
とは境界面のことで、たとえば、光と影、水と油、白と黒、陸
と海、など質の異なる二つのものの間にできる境界のことを指
します。そしてその境界の形状が時間の経過とともに徐々に変
形していくような現象のことを一般に界面現象と呼びます。具
体例を挙げましょう。水道の蛇口から垂れ落ちる水滴の形を考
えます。水滴が回転対称性を有していると思えば、水滴の変形
運動は平面曲線の変形問題として定式化することができ、力の
釣り合いから、曲線の形状が決定されます。この授業では、こ
のように界面が平面曲線とみなせるような現象について、それ
を数理的に解析することを目標に、以下の内容を学びます。

　まず平面曲線とその曲率について基礎知識を学びます。一変
数関数の微分や積分、および行列の基本事項がわかっていれば
直ぐに理解できる内容です。次に、界面現象を数学的に記述す
るための準備として、曲線の時間発展を考察します。このとき
二変数関数の知識が必要となりますが、これは同時に開講され
る「微分積分II及び演習」や「社会数理のための数学実習III」
で習います。ここまでが序盤の内容です。中盤ではいろいろな
例を挙げながら勾配流の概念を中心に学びます。終盤がいわば
この授業のメインであり、界面現象を数値計算するための考え
方を学びます。とくに数値計算のための離散モデルの立てかた
を詳しく議論しましょう。すなわち曲線をどのように折れ線で
近似するか、また曲率や接ベクトルなどの基本的な対象はどの
ように離散化したらよいか、について論じます。離散の世界で
は正解がただひとつ、ということはありません。コンピュータ
で数値シミュレーションを行いながら、納得のいく離散モデル
を構築していきます。そのような試行錯誤を繰り返すなかで離
散の世界の面白さがわかれば儲け物なのですが、さて、どうな
ることやら。

◎－－－　到達目標　－－－◎

界面現象の具体例を挙げ、それが平面曲線の時間発展として定
式化できることを説明できる。(知識・理解)

連続（微分方程式）と離散（差分方程式）の違いを理解したう
えで、界面現象の数値シミュレーションを行うことができる。
(技能)

離散曲線に対する理解を生かして、いろいろな界面現象の分析
に取り組む意欲がある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習はいりません。ただし授業中にたくさん計算をしますの
で、行列の掛け算と合成関数の微分について（どちらも一年生
のとき習いました）早く正確な計算ができることが望ましいで
す。また毎回の授業後にはノートを見返して、わからないとこ
ろをなくす習慣をつけましょう。そのような復習には、毎回3
時間程度が必要になるはずです。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績（7割）と数値実験の達成度（3割）を、到達目
標に照らして測定し、評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

矢崎成俊「界面現象と曲線の微積分」共立出版　ISBN
978-4-320-11005-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この授業で学ぶ界面現象は、同時に開講される「微分積分
II及び演習」や「微分方程式」、また後期に開講される
「応用微分積分入門」とも密接に関係した内容です。さら
に界面現象の数値シミュレーションを行うときには、前期
開講の「数式処理実習」で習得できる技術も使います。こ
れら関連科目を履修しておくことを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　界面現象いろいろ
　２　平面曲線 (1)       
　３　平面曲線 (2)       
　４　平面曲線の時間発展 (1)
　５　平面曲線の時間発展 (2)
　６　曲率流       
　７　勾配流       
　８　平面折線 (1)       
　９　平面折線 (2)       
１０　平面折線の時間発展 (1)
１１　平面折線の時間発展 (2)
１２　数値実験 (1)       
１３　数値実験 (2)       
１４　数値実験 (3)       
１５　まとめ
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松浦　望

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.界面現象の具体例を挙げ、それが平面曲線の時間発展として定式化できるこ
とを説明できる。　(A-2)

2.連続（微分方程式）と離散（差分方程式）の違いを理解したうえで、界面現
象の数値シミュレーションを行うことができる。　(B-2)

3.離散曲線に対する理解を生かして、いろいろな界面現象の分析に取り組む意
欲がある。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000665-01数理モデルⅡ「社情ｺｰｽ」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

藤木　淳

◎－－－　概要　－－－◎

我々が生活する社会は多種多様なシステムにより構成されてい
ます。
これらシステムは要素が相互に影響しあい複雑な挙動を示しま
す。
そのため、予測・制御が容易ではありません。
複雑なシステムの原理を抽出し、数理モデルを用いて表現出来
れば、
数理モデルを用いてシステムの適切な運用が可能となります。
本講義では数理モデルを理解し、正しく構築・分析する能力を
習得します。

本講義では微分方程式で記述される数理モデルを取り上げま
す。
簡単な微分方程式とそれで記述される数理モデルから始まり、
徐々に複雑なモデルを考えます。
一般に微分方程式の解が簡単な形で表現されるとは限りませ
ん。
その場合は平衡点における安定性などの定性的な議論を行なう
ことになります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

簡単な数理モデルを微分方程式を用いて作成することができ
る。(知識・理解)

微分方程式を差分方程式を用いてシミュレーションできる。
(技能)

簡単なシミュレーションの結果に対し、自分なりの解釈を与え
ることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを予め読んでおくことを予習とし(30分)、講義内容を
見返すことを復習とする(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

微分方程式を立てることができる、及び微分方程式を解いたり
安定性を調べることにより微分方程式の解の挙動を確認するこ
とができるかどうかを基準として中間試験(40%)及び期末試験
(60%)で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

微分方程式で数学モデルを作ろう、日本評論社、ISBN
4-535-78713-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

01, イントロダクション
02, 成長と減衰の微分方程式の解法
03, 成長と減衰の微分方程式の応用
04, 変数分離形微分方程式の解法
05, 変数分離形微分方程式の応用
06, 線形1階微分方程式の解法
07, 線形1階微分方程式の応用
08, 線形2階微分方程式の解法
09, 微分演算子
10, 線形2階微分方程式の応用
11, 非線形2階微分方程式の基本
12, 非線形2階微分方程式の解法
13, 微分方程式の軌道
14, 微分方程式の平衡点とその安定性
15, まとめ
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藤木　淳

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.簡単な数理モデルを微分方程式を用いて作成することができる。　(A-2)

2.微分方程式を差分方程式を用いてシミュレーションできる。　(B-2)

3.簡単なシミュレーションの結果に対し、自分なりの解釈を与えることができ
る。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000692-01卒業研究Ⅰ「応用数学コース」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

佐野　友二、天羽　隆史、石黒　賢士、小田　信行、桑江　一洋、佐藤　拓、仙葉　隆、田中　尚人、成瀬　慶明、山田　直記

◎－－－　概要　－－－◎

「基礎数学研究」で勉強したことをふまえて，さらにそれぞれのテーマについて掘下げ
ていく．「卒業研究 I」では，ただ漠然と教科書を読むのではなく，たとえば「教科書
に書いてある定理を一般化することが出来るだろうか」，「教科書の記述はあまりにも
抽象的なので，具体例をあげて説明できないだろうか」など，発表の際に何かしらの工
夫をすることが求めらる．このように「考えて工夫する」ことが内容の本質的な理解に
つながる．

[各担当者ごとのテーマと内容]

・天羽　隆史　ゼミ　「確率論入門」
Kolmogorov による測度論的確率論を礎にして, 確率変数, 分布, 期待値, 条件付き期待値,
条件付き確率 (測度) などの諸概念を学ぶ. これらの発展的話題として, 主に離散時間にお
ける martingale と呼ばれる確率過程の性質と, その応用範囲の広さについて, 具体例 (ギャ
ンブラーの破産問題・ランダムな要因を持つ環境下での最適化問題・金融機関において
基本的な考え方となる, 数理ファイナンスにおけるヘッジ問題・その他知っていると, 自
分は確率論を勉強してこういう問題が解けるようになったんだと話のネタになる話題な
ど) を交えながら学んでいく.

・石黒　賢士　ゼミ　「代数的トポロジー」
図形の位相的性質を理解するために必要な基礎理論を学ぶ．ユークリッド空間に関する
代数的および幾何的な理論を礎に空間の性質を調べ，位相数学(トポロジー)の理解を深
めることを目指す．

・小田　信行　ゼミ　「位相幾何学」
位相幾何学で重要なホモロジー群を学ぶ．単体と複体と多面体の定義について詳しく調
べる．複体の有向単体を定義することにより鎖群と境界準同形写像を定義し，ホモロ
ジー群を定義する．単体写像と鎖準同形写像，単体近似，ホモトピーについて考える．

・桑江　一洋　ゼミ　　「確率論」
測度論に基づく確率論の基礎について輪講と発表形式で以下の項目の学習を目標とす
る：単調収束定理, ファツーの補題, ルベーグ収束定理, フビニの定理, ボレル・カンテー
リの補題, 測度の拡張定理．

・佐藤　拓　ゼミ　「代数幾何学」
可換環論や代数多様体の基礎理論を学ぶ．代数多様体は定義自体難解だが, 低次元の具
体例を豊富に勉強することにより, 深い理解を目指す．

・佐野　友二　ゼミ　「複素幾何学入門」
リーマン面を通じて複素幾何学の基礎を学修する. 特に複素関数論的視点および曲面論
的視点の両方からリーマン面の構造や性質について学ぶ.

・仙葉　隆　ゼミ　「微分方程式と力学系の基礎」
線形常微分方程式の基礎理論を用いて非線形1階常微分方程式の定常点の近くでの解の
挙動を調べる.

・田中　尚人　ゼミ　　「微分方程式」
2変数以上の微分方程式(偏微分方程式(Partial Differential Equation:PDE))について勉強す
る．変数分離法やフーリエ変換を用いて，PDEをODEに帰着させて解く方法について学
ぶ．

・成瀬　慶明　ゼミ　「微分幾何」
微分幾何学の基礎学力を養うため，曲面上のリーマン計量，曲面の構造方程式及び
Gauss曲率を学習する．さらに，微分幾何学と位相幾何学を結びつける重要なGauss-
Bonnetの定理を証明するために，外微分形式を理解し，Stokesの公式を学習する．最終
的にGauss-Bonnetの定理を勉強する．

・山田　直記　ゼミ　「微分方程式の理論と応用」
微分方程式が数学の他分野のみならず広く自然現象や社会現象の数理的研究に応用され
ていることを知り，理論的な基礎を学ぶ．

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究内容を理解し, 説得力のあるプレゼンテーションができる. (技能)

研究課題を分析し, 問題を解決する姿勢をもつ. (態度・志向性)

探究心・向上心・好奇心を持ち, 主体的に学習できる. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：自分が発表するときはもちろんのこと，他の人が発表する部分も，自分ならどの
ように説明するかということをイメージしながら，ノートを作っておくこと．(60分)
復習：発表の時に寄せられたコメント等を参考にして，ノートを補足して，さらに理解
を深めること．(60分)

発表の内容で理解できない部分がある場合は事前に担当者に質問に来るか，あるいは図
書館で調べるなどして発表までには解決しておくこと.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの発表を80%，発表後に提出するレポートを20%として評価する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

ゼミごとの教科書は異なる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず出席すること．止むを得ない理由で欠席する場合は事
前に担当者に連絡すること.

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回の具体的な内容は担当者ごとに異なる．
1. 各ゼミのテーマに関する、担当教員による概要説明及び
必要な予備知識の確認．
2.～13.　学生による発表と、それに関する教員のコメント
及び学生間の討論．
14.～15.　全体のまとめ．



2019-6010000692-01卒業研究Ⅰ「応用数学コース」

佐野　友二、天羽　隆史、石黒　賢士、小田　信行、桑江　一洋、佐藤　拓、仙葉　隆、田中　尚人、成瀬　慶明、山田　直記

◎応数応用数:B-2,C-1,C-2

1.研究内容を理解し, 説得力のあるプレゼンテーションができる. 　(B-2)

2.研究課題を分析し, 問題を解決する姿勢をもつ. 　(C-1)

3.探究心・向上心・好奇心を持ち, 主体的に学習できる. 　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000692-02卒業研究Ⅰ「社会数理・情報コース」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

白石　修二、杉万　郁夫、田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

　3年次の基礎研究Ⅰ・Ⅱの内容を基礎に、主に各自のテーマに取り組む。何より、
問題意識を深め、育てる作業が必要である。

［各ゼミの内容］
　研究テーマは以下のA, B, Cです。ゼミの進め方の詳細については、各研究テーマ
の項目を参照してください。

（研究テーマA）
　全員で行うこと(1)と個人で行うこと(2)があります。夏合宿で(1)および(2)の中間報
告発表会を予定しています。
(1) 全員：モバイルシステムプログラム開発
　これまでの授業で勉強してきた小さなプログラム作成の発展ですが、これまでと
の大きな違いは、難易度が急に上がることです。プログラム開発はその規模によっ
て難しさの程度が決まるという一面があります。このことからも、このプログラム
開発はある程度の難しさが予想されます。
　初心者である学生諸君はなおさら大変なことになることが予想されます。幾度も
の失敗は当然考えられるでしょう。共同作業とは言っても、分担したものを途中か
ら統合していくわけですが、その融合にはさらに困難が予想されます。このような
さまざまな困難をどうやって解決していくか。学生諸君の積極的な参加を期待しま
す。何より大事なことは不断の努力とゼミ生全員のチームワークです。
(2) 個人：モバイルまたはサーバ周辺の技術の習得
　全員で行うモバイルプログラム開発という大きなモノづくりには、分担作業が欠
かせません。各人が分担する部分（例えば、ユーザインターフェース、サーバ、
データベース等）のエキスパートになることがグループでの作業を限りなく成功へ
導きます。それぞれの勉強の一つ一つがグループへの貢献です。

（研究テーマB）
　3年次の基礎研究に引き続き、各自の研究テーマに沿ってゼミを行う。卒業研究Ⅰ
では、これまで取り組んできた領域や問題意識から興味をもった具体的なテーマを
選び、各自のテーマについて掘り下げていく。その領域の本来の問題意識を理解す
るとともに、そこに自分の問題意識が加わることで、理論の進展が大きく変化する
ことも経験してほしい。
　以下に、主な領域をまとめる。
(１) モデル分析の基礎となる数理計画法や確率モデル
線形計画法の理論と単体法を中心とした数値解法、待ち行列等のシミュレーション
に必要な確率モデル
(２）より実用的なOR
スケジューリング、在庫管理と生産管理の基礎、最小分散モデルを中心としたポー
トフォリオ理論
（３）ゲーム理論とメカニズムデザイン
決定系ゲーム理論、オークションにおけるメカニズムデザイン

（研究テーマC）
3年次の基礎研究I・IIで学んだ確率・統計の基礎理論に基づき、各自でテーマを決
め、そのテーマについてゼミを行う。どのようなテーマを選んでも構わないが、卒
業研究I・IIの期間内でまとめられるようにテーマの修正を行うことがある。もちろ
ん、一人一人テーマは異なるはずなので、誰にも頼ることなく各自でゼミを進めて
いくことになる。ゼミの進め方は、基本的に自分で研究を進めているテーマに関す
る進捗状況の報告および疑問点・問題点を明確化することが中心となる。必要な資
料の収集、必要な知識の習得、考察、そして自分の言葉で語られる結論、この一連
の作業を通じて研究の雰囲気を感じてもらいたい。各自の主体的な取り組みが必須
である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学んだ内容を十分に理解することができ、わかりやすく伝えることができる(技能)

自らの研究テーマへ持続的にアプローチし続ける主体的な学習ができる
(態度・志向性)

社会における様々なシステムの改善への意欲を持つことができる
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各自の発表に向けての準備は言うまでもない．
ゼミでの発表は，理解できた内容だけでなく，
当面している課題も含めたプレゼンテーションである．
より良い助言を得るためにも，準備が必要である．

予習：ゼミの発表のための資料（ノートやスライドなど）を作成，発表の準備をす
る（60分）
復習：発表の際に得られた助言を参考に発表資料（ノートやスライドなど）を補足
し理解を深める（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常のゼミの発表内容で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各自のテーマに関する文献を探すこともゼミの一部であ
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゼミは、自分で考え、積極的に行動することが大切です。
担当教員とも相談しながら研究を進めていくことになりま
すが、事前の準備に十分な時間を割くことが求められま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各ゼミの目標にあわせ、各自や各グループが研究テーマに
関するテキストや文献などの資料を熟読し、自ら理解した
ことを自分のことばで発表し、それについてディスカッ
ションを行う形式で各回を構成します。
（１）　テーマの概要説明とゼミへの導入
（２～１４）　学生の発表とディスカッション
（１５）　ゼミの反省とまとめ



2019-6010000692-02卒業研究Ⅰ「社会数理・情報コース」

白石　修二、杉万　郁夫、田中　勝

◎応数社会数:B-1,C-2,C-3

1.学んだ内容を十分に理解することができ、わかりやすく伝えることができる
　(B-1)

2.自らの研究テーマへ持続的にアプローチし続ける主体的な学習ができる
　(C-2)

3.社会における様々なシステムの改善への意欲を持つことができる
　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000693-01卒業研究Ⅱ「応用数学コース」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

佐野　友二、天羽　隆史、石黒　賢士、小田　信行、桑江　一洋、佐藤　拓、仙葉　隆、田中　尚人、成瀬　慶明、山田　直記

◎－－－　概要　－－－◎

「卒業研究 I」で勉強した内容の中から最も興味を持ったテーマをそれぞれのゼミで定
め，時間の許す限りそのテーマについて深く考察し，２月に行われる「卒業研究発表
会」で発表する．そのため「卒業研究 II」では，「自分のゼミでの発表は相手に理解し
てもらえているのか」，「ひとりよがりの説明にはなっていないか」ということを常
に意識することが求められる．このように「聞き手の立場に立って説明をすること」
が発表者自身の理解を深めることにもつながる．

[各担当者ごとのテーマと内容]

・天羽　隆史　ゼミ　「確率論入門」
Kolmogorov による測度論的確率論を礎にして, 確率変数, 分布, 期待値, 条件付き期待値,
条件付き確率 (測度) などの諸概念を学ぶ. これらの発展的話題として, 主に離散時間に
おける martingale と呼ばれる確率過程の性質と, その応用範囲の広さについて, 具体例
(ギャンブラーの破産問題・ランダムな要因を持つ環境下での最適化問題・金融機関に
おいて基本的な考え方となる, 数理ファイナンスにおけるヘッジ問題・その他知ってい
ると, 自分は確率論を勉強してこういう問題が解けるようになったんだと話のネタにな
る話題など) を交えながら学んでいく.

・石黒　賢士　ゼミ　「代数的トポロジー」
図形の位相的性質を理解するために必要な発展的な理論を学ぶ．ユークリッド空間に
関する代数的および幾何的な理論を礎に空間の性質を調べ，位相数学(トポロジー)の理
解を深めることを目指す．

・小田　信行　ゼミ　「位相幾何学」
ホモロジー群の決定と応用について学ぶ．多面体のホモロジー群の性質と具体的ない
くつかの複体でホモロジー群の決定を試みる．オイラー標数，オイラー・ポアンカレ
の公式について考える．マイヤー・ビエトリの完全系列を証明し，ホモロジー群の決
定への応用を考える．ホモロジー群の様々な問題への応用も調べる．

・桑江　一洋　ゼミ　　「確率論」
関数解析に基づく確率論の基礎について以下の項目の学習を目標とする：ヒルベルト
空間, バナッハ空間, Lp－空間, フーリエ変換.

・佐藤　拓　ゼミ　「代数幾何学」
代数多様体の発展的な話題として，楕円曲線やトーリック多様体等の特殊な代数多様
体について学ぶ．数論等周辺分野との関わりについても勉強する．

・佐野　友二　ゼミ　「複素幾何学入門」
「卒業研究I」で学んだ基礎をもとに, リーマン面の発展的話題について学修する.

・仙葉　隆　ゼミ　「微分方程式と力学系の基礎」
非線形１階常微分方程式の解の大域的な挙動を調べる方法を学び, 具体的な非線形１階
常微分方程式の解の大域的挙動を調べる.

・田中　尚人　ゼミ　　「微分方程式」
「卒業研究Ｉ」で学んだ求積法により得られるPDEの解の公式は，項別微分や項別積分
の可能性などは認めた上での，形式的な議論により得られたものである．このゼミで
はこれらを正当化し，さらに特殊関数によるPDEの解の表示方法についても勉強する．

・成瀬　慶明　ゼミ　「微分幾何」
微分幾何学の基礎学力を養うため，曲面上のリーマン計量，曲面の構造方程式及び
Gauss曲率を学習する．さらに，微分幾何学と位相幾何学を結びつける重要なGauss-
Bonnetの定理を証明するために，外微分形式を理解し，Stokesの公式を学習する．最終
的にGauss-Bonnetの定理を勉強する．

・山田　直記　ゼミ　「微分方程式の理論と応用」
微分方程式が数学の他分野のみならず広く自然現象や社会現象の数理的研究に応用さ
れていることを知り，理論的な基礎を学んで，応用力を養う．

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究内容を理解し, 説得力のあるプレゼンテーションができる. (技能)

研究課題を分析し, 問題を解決する姿勢をもつ. (態度・志向性)

探究心・向上心・好奇心を持ち, 主体的に学習できる. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：自分が発表するときはもちろんのこと，他の人が発表する部分も，自分ならど
のように説明するかということをイメージしながら，ノートを作っておくこと．(60分)
復習：発表の時に寄せられたコメント等を参考にして，ノートを補足して，さらに理
解を深めること．(60分)

発表の内容で理解できない部分がある場合は事前に担当者に質問に来るか，あるいは
図書館で調べるなどして発表までには解決しておくこと.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの発表を80%，発表後に提出するレポートを20%として評価する．

◎－－－　テキスト　－－－◎

ゼミごとの教科書は異なる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 必ず出席すること. 止むを得ない理由で欠席する場合は事
前に担当者に連絡すること.

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回の具体的な内容は担当者ごとに異なる．
1. 各ゼミのテーマに関する, 担当教員による概要説明及び
必要な予備知識の確認．
2.～13.　学生による発表と, それに関する教員のコメント
及び学生間の討論．
14.～15.　全体のまとめ及び「卒業研究発表会」の準備．



2019-6010000693-01卒業研究Ⅱ「応用数学コース」

佐野　友二、天羽　隆史、石黒　賢士、小田　信行、桑江　一洋、佐藤　拓、仙葉　隆、田中　尚人、成瀬　慶明、山田　直記

◎応数応用数:B-2,C-1,C-2

1.研究内容を理解し, 説得力のあるプレゼンテーションができる. 　(B-2)

2.研究課題を分析し, 問題を解決する姿勢をもつ. 　(C-1)

3.探究心・向上心・好奇心を持ち, 主体的に学習できる. 　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000693-02卒業研究Ⅱ「社会数理・情報コース」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

白石　修二、杉万　郁夫、田中　勝

◎－－－　概要　－－－◎

 　これまでの基礎研究・卒業研究Ⅰで学んできた内容を基礎に各
自の課題研究を完成し、研究成果を総合的にまとめ、卒業研究発表
会で発表する。
　これまでのゼミで経験してきた発表と異なり、卒業発表では、問
題意識とアプローチのアイデアを簡潔に述べることが求められる。
与えられた時間の中で、効果的にそれらの価値をアピールする工夫
にも、ゼミでの説明の積み重ねを基礎として取り組んでほしい。
 

［各ゼミの内容］

（研究テーマA）
　学習する内容は卒業研究Ⅰと同じですが、卒業研究Ⅰの中間報告
を踏まえてより完成度の高いものを目指します。
卒業研究Ⅰのシラバスの(1),(2)に関して、学期末に卒業研究発表会
を予定しています。

（研究テーマB）
　卒業研究Ⅰまで取り組んできた課題研究を完成させます。卒業研
究報告レポートとして、課題への取り組みとして学んできた内容を
総合的にまとめます。また、発表に向けて、成果を効果的に伝える
方法を工夫し、魅力ある発表につなげます。発表では、個人研究の
成果の紹介だけではなく、研究過程における試行錯誤やその中で用
いたシミュレーション等も重要な構成要素になります。

（研究テーマC）
卒業研究Iで行ったテーマの内容をさらに発展させ結論を得る。中
間発表会での指摘などを踏まえてより完成度の高い成果を目指す。
卒業論文の提出と卒業研究発表会でのプレゼンテーションが要求さ
れる。各自の主体的な取り組みが必須である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学んだことに加え、自らの学習の成果を分かりやすく伝えることが
できる
(技能)

吸収した研究内容に加え自ら問題を設定し解決のための方策を与え
るなど
より高度な学習ができる(態度・志向性)

社会の様々なシステムの改善への意欲とアイディアを持つことがで
きる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各自の発表に向けての準備は言うまでもない．
ゼミでの発表は，理解できた内容だけでなく，
当面している課題も含めたプレゼンテーションである．
より良い助言を得るためにも，準備が必要である．

予習：ゼミの発表のための資料（ノートやスライドなど）を作成，
発表の準備をする（60分）
復習：発表の際に得られた助言を参考に発表資料（ノートやスライ
ドなど）を補足し理解を深める（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の発表の内容で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各自のテーマに関する文献リストをまとめることも、課題
の一部である。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゼミは、自分で考え、積極的に行動することが大切です。
担当教員とも相談しながら研究を進めていくことになりま
すが、事前の準備に十分な時間を割くことが求められま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各ゼミの目標にあわせ、各自や各グループが研究テーマに
関するテキストや文献などの資料を熟読し、自ら理解した
ことを自分のことばで発表し、それについてディスカッ
ションを行う形式で各回を構成します。
（１）　テーマの概要説明とゼミへの導入
（２～１４）　学生の発表とディスカッション
（１５）　ゼミの反省とまとめ



2019-6010000693-02卒業研究Ⅱ「社会数理・情報コース」

白石　修二、杉万　郁夫、田中　勝

◎応数社会数:B-1,C-2,C-3

1.学んだことに加え、自らの学習の成果を分かりやすく伝えることができる
　(B-1)

2.吸収した研究内容に加え自ら問題を設定し解決のための方策を与えるなど
より高度な学習ができる　(C-2)

3.社会の様々なシステムの改善への意欲とアイディアを持つことができる　
(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000690-01多変量解析（データの解析）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

天羽　隆史

◎－－－　概要　－－－◎

様々な要因が混ざり合うために確実なことを断言することが難
しい事象について何か知りたいとき、その事象に関する観測
データから分析者の仮説に基づいてそれをより簡単に(ある意
味簡約化して)説明する統計的手法を大雑把に多変量解析と言
う。この講義では、何を知りたいかに応じて回帰分析・主成分
分析・因子分析などの理論と手法を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(応用数学)与えられた一次元データが多重共線性を持つことの
意味をアファイン平面の言葉で理解している。(知識・理解)

(応用数学)社会活動等から得られるデータが与えられたとき、
目的に応じて多重回帰分析や主成分分析などを使い分けること
ができる。(知識・理解)

(応用数学)社会活動から得られたデータを、多変量解析を通し
て整理し、社会の動向を知ることに活用する意欲がある。(態
度・志向性)

(社会数理・情報)与えられた一次元データに対する多重共線
性、重回帰式、主成分の意味を理解している。(知識・理解)

(社会数理・情報)データが与えられたときに目的に応じて分析
手法を使い分けて、分析結果を文脈に合わせて読み取り、整理
して人に説明することができる。(技能)

(社会数理・情報)社会活動から得られたデータを、多変量解析
を通して整理し、社会の動向を知ることに活用する意欲があ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配られた講義資料に目を通して予習しておくこと。(予習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。(復習90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による評価 70% (到達目標に記した知識・理解を評価
の対象とする。)
レポート課題を含めた平常点による評価 30% (到達目標に記し
た技能、態度・志向性を評価の対象とする。)

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない。必要に応じて講義資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

線型代数をよく復習しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 線型代数の復習(1)
2. 線型代数の復習(2)
3. 線型代数の復習(3)
4. 回帰分析(1)
5. 回帰分析(2)
6. 重回帰分析(1)
7. 重回帰分析(2)
8. 重回帰分析(3)
9. 主成分分析(1)
10. 主成分分析(2)
11. 主成分分析(3)
12. 因子分析(1)
13. 因子分析(2)
14. 因子分析(3)
15. まとめと演習



2019-6010000690-01多変量解析（データの解析）

天羽　隆史

◎応数応用数:A-1,A-3,C-1

1.(応用数学)与えられた一次元データが多重共線性を持つことの意味をアファ
イン平面の言葉で理解している。　(A-1)

2.(応用数学)社会活動等から得られるデータが与えられたとき、目的に応じて
多重回帰分析や主成分分析などを使い分けることができる。　(A-3)

3.(応用数学)社会活動から得られたデータを、多変量解析を通して整理し、社
会の動向を知ることに活用する意欲がある。　(C-1)

4.(社会数理・情報)与えられた一次元データに対する多重共線性、重回帰式、
主成分の意味を理解している。(知識・理解)

5.(社会数理・情報)データが与えられたときに目的に応じて分析手法を使い分
けて、分析結果を文脈に合わせて読み取り、整理して人に説明することができ
る。(技能)

6.(社会数理・情報)社会活動から得られたデータを、多変量解析を通して整理
し、社会の動向を知ることに活用する意欲がある。(態度・志向性)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.(応用数学)与えられた一次元データが多重共線性を持つことの意味をアファ
イン平面の言葉で理解している。

2.(応用数学)社会活動等から得られるデータが与えられたとき、目的に応じて
多重回帰分析や主成分分析などを使い分けることができる。

3.(応用数学)社会活動から得られたデータを、多変量解析を通して整理し、社
会の動向を知ることに活用する意欲がある。

4.(社会数理・情報)与えられた一次元データに対する多重共線性、重回帰式、
主成分の意味を理解している。(知識・理解)　(A-2)

5.(社会数理・情報)データが与えられたときに目的に応じて分析手法を使い分
けて、分析結果を文脈に合わせて読み取り、整理して人に説明することができ
る。(技能)　(B-2)

6.(社会数理・情報)社会活動から得られたデータを、多変量解析を通して整理
し、社会の動向を知ることに活用する意欲がある。(態度・志向性)　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000667-01代数学「応用数学ｺｰｽ」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限, 金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　拓

◎－－－　概要　－－－◎

　中学や高校で学習したように、二次方程式を解く際には、解
の公式という便利な道具があった。二次方程式の係数をその公
式に代入すれば、解が自動的に得られるというものである。こ
のような公式は、実は、三次方程式、四次方程式についても存
在する（高校で勉強しないのは、ただただ複雑なためであると
思われる）。しかし、五次以上の方程式になると、もはや解の
公式は存在しないことが証明されている。このような方程式の
可解性に関わる理論をガロア理論と呼ぶ。
　本講義では、基本的な代数系である、群、環、体の基礎理論
を一通り学び、応用としてガロア理論を学習する。実数体の世
界を広げて複素数体を作ったような、体の拡大と呼ばれる概念
と、群の対応を学び、方程式を考える代わりにガロア群と呼ば
れる群を対応させ、群論で方程式を理解するのである。講義で
は、群論の復習は勿論のこと、環論についても時間をかけて学
習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環と体の基本的性質を理解する(知識・理解)

ガロア理論の基礎を理解する(知識・理解)

四則演算等を厳密に行うことが出来る(技能)

剰余環の計算法を理解し, 様々な性質を導き出すことが出来る
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内において、次回までに調べておくことを指示するので、
それを必ず行うこと（予習, 30分）。講義で述べた計算の練習
を行うこと（復習, 60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験 100 %として評価する.

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない.

◎－－－　参考書　－－－◎

講義内に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

代数学序論を履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション.
2. 環.
3. イデアル.
4. 体の標数と分数体.
5. 多項式.
6. 既約性.
7. 多項式の根.
8. 体の拡大.
9. 単純拡大.
10. ベクトル空間と拡大次数.
11. ガロア群.
12. 正規性.
13. 分解体.
14. 分離性.
15. 自己同型群と不変体.
16. 正規閉包.
17. ガロア対応.
18. 拡大体の例.
19. 群論の一般論.
20. 単純群と可解群.
21. 類等式.
22. 根号による拡大.
23. 方程式の可解性.
24. 非可解な方程式.
25. 低次方程式の解の公式.
26. 有限体.
27. 超越数.
28. 代数学の基本定理.
29. 正多角形の作図.
30. まとめ.

注) 講義は週二コマ行う.



2019-6010000667-01代数学「応用数学ｺｰｽ」

佐藤　拓

◎応数応用数:A-1,B-1

1.環と体の基本的性質を理解する　(A-1)

2.ガロア理論の基礎を理解する　(A-1)

3.四則演算等を厳密に行うことが出来る　(B-1)

4.剰余環の計算法を理解し, 様々な性質を導き出すことが出来る　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.環と体の基本的性質を理解する　(A-1)

2.ガロア理論の基礎を理解する　(A-1)

3.四則演算等を厳密に行うことが出来る　(C-1)

4.剰余環の計算法を理解し, 様々な性質を導き出すことが出来る　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000650-01代数学序論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　拓

◎－－－　概要　－－－◎

　代数学は, 方程式の解法を研究することから始まった, と言っ
ても過言ではない. その方程式の複雑さを記述するのが群の概
念であり, 方程式にとどまらず, 群は様々な事象の対称性を記述
する概念として欠かせない理論となっている.  本講義では群の
基礎理論について学ぶ.
　群の基礎を習得するに当たって, そもそも群の定義を受け入
れること, 剰余群の概念, この二つが初学者にとって大きな壁に
なるのではないかと思われる. 前者については具体例を豊富に
挙げること, 後者については計算を多数こなすことによってこ
の障害を少しでも解消したい.
　通常は群論の講義では扱わないが, 3次と4次の代数方程式の
解法にも触れ, 群がどのように応用されるのかも紹介する.

◎－－－　到達目標　－－－◎

群の基本的な性質を理解する(知識・理解)

剰余群を理解し, 様々な計算が出来る(技能)

対称群や線形群等の, 具体的な群の計算を行うことが出来る(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内において、次回までに調べておくことを指示するので、
それを必ず行うこと（予習, 30分）。講義で述べた計算の練習
を行うこと（復習, 60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験100%として評価する.

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない.

◎－－－　参考書　－－－◎

雪江明彦著「代数学１群論入門」日本評論社　ISBN
4535786593
その他, 必要に応じて, 講義内に紹介する.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

線形代数や集合の概念に慣れ親しんでいる必要がある. 本
講義で知識が不足していると感じたら, それらの復習もし
てみて欲しい.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 集合の復習
2. 群, 環, 体の定義
3. 群の例
4. 部分群と生成元
5. 準同型
6. 同値関係
7. 剰余類
8. 正規部分群と剰余群
9. 直積
10. 準同型定理
11. 代数方程式の解の公式
12. 群の作用
13. 対称群の性質
14. 可解群
15. まとめ



2019-6010000650-01代数学序論

佐藤　拓

◎応数応用数:A-1,B-1

1.群の基本的な性質を理解する　(A-1)

2.剰余群を理解し, 様々な計算が出来る　(B-1)

3.対称群や線形群等の, 具体的な群の計算を行うことが出来る　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.群の基本的な性質を理解する　(A-1)

2.剰余群を理解し, 様々な計算が出来る　(C-1)

3.対称群や線形群等の, 具体的な群の計算を行うことが出来る　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000703-01データ解析実習「社情ｺｰｽ」（より高度なデータ解析を目指して）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉万　郁夫

◎－－－　概要　－－－◎

　この実習では、同時に開講する「データ解析特論」で行う分
析方法の解説に対応するデータ解析の実習を行う。実習には、
Excelと2年次のデータ処理実習でも用いたRを使う予定であ
る。Rには、2年次のデータ処理実習でも紹介した多彩なパッ
ケージがあり、ほとんどの分析に対応しているが、場合によっ
ては、大学で用意されているSPSS,SAS等の高度な統計分析用
アプリケーションや分散共分散構造分析用のAmos、データマ
イニング用のClementine等の個別の分析専用のアプリケーショ
ンを使う機会も（可能であれば）作りたい。

　また、最後の数回は、1年次「社会数理のための数学実習
Ⅰ」で提出したレポート課題を振り返り、この4年間で身に付
けた分析力を生かしたレポートを完成させる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明するこ
とができる。(知識・理解)

意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行
うことができる。(技能)

数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレー
ションを行うことができる。(技能)

探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲を
もっている。(態度・志向性)

社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢
献しようとする姿勢をもっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　実習を行うには、方法論への理解が欠かせない。「データ解
析特論」の内容とあわせた復習を心掛けてほしい。（30分）ま
た、その週の理解をまとめる実習課題や概要に述べた最後のレ
ポートを作成すること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　実習時間の結果を報告するレポート（30％）と実習結果の発
表、討論の評価（30％）、および概要にも述べた最後のレポー
ト（40％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定しない。必要な資料は、実習時に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　近年、Rを用いた統計分析の書籍が増えているが、その
多くは1変量データの分析方法を中心とした入門的なもの
に、若干の多変量解析手法を加えて構成されている。ま
た、それ以外は、特定の分析方法やパッケージについて解
説したもので、この講義の目的である「幅広さ」には適さ
ない。
　講義の中で、必要に応じて紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この実習と同時に開講される「データ解析特論」では、
この実習で取り上げる分析手法の解説を行う。同時に履修
できない場合は、別途、独習資料等を準備するので、必
ず、事前に申し出てほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.確率現象とシミュレーション
2.中心極限定理のシミュレーション（1）
　‐より現実的な視聴率調査のシミュレーション‐
3.中心極限定理のシミュレーション（2）
　‐マルコフ連鎖等に現れる中心極限定理‐
4.正規分布に従わない現象
　‐実際の市場データの変動から読む‐
5.回帰分析と相関係数のまとめ
　‐データを規準化する価値と射影による理解‐
6.回帰分析の確率モデルとそのシミュレーション
7.重回帰分析
　‐射影による理解‐
8.重回帰分析の応用
　‐様々な分析との関連を見る‐
9.構造分析入門
　‐複数の回帰分析を重ねて用いる方法‐
10.構造分析の理解
　‐射影と確率モデルによる理解‐
11.WHOデータの分析
　‐総合的な分析を試みる‐
12.構造分析の実用例
　‐交絡変数と中間変数‐
13.4年間を振り返るレポート（1）
14.4年間を振り返るレポート（2）
15.4年間を振り返るレポート（3）



2019-6010000703-01データ解析実習「社情ｺｰｽ」（より高度なデータ解析を目指して）

杉万　郁夫

◎応数社会数:A-2,B-1,B-2,C-2,C-3

1.数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することができる。
　(A-2)

2.意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うことができ
る。　(B-1)

3.数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーションを行うこ
とができる。　(B-2)

4.探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっている。
　(C-2)

5.社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献しようとす
る姿勢をもっている。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000702-01データ解析特論「社情ｺｰｽ」（より高度なデータ解析を目指して）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：後日発表　　

杉万　郁夫

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、2・3年次の統計関連の科目や「社会数理のた
めの数学実習」等で、これまでに学んできた多くの統計分析手
法を基礎として、多変量解析の諸手法を学び、データを構造的
にとらえる総合力を身につけていく。また、「数理ファイナン
ス」等の分析における複雑系モデルの必要性を示すシミュレー
ション等も紹介する。

　この講義の中では、分析方法を数学的にとらえる理解に重点
を置いて解説し、同時に開講される「データ解析実習」の中
で、その分析をデータに適用し、分析結果の意味を確認する確
率的なシミュレーションを行うことで実用的な理解を深めてい
く。必ず、この「データ解析特論」と「データ解析実習」は同
時に履修してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明するこ
とができる。(知識・理解)

意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行
うことができる。(技能)

数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレー
ションを用いてその検証を行うことができる。(技能)

関心をもったテーマについて、主体的に学習する意欲をもって
いる。(態度・志向性)

社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢
献しようと思っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　実習を行うには、理論的な理解が欠かせない。実習で得た分
析方法と合わせて、復習してほしい。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（100％）により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定しない。必要な資料は、講義時間に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義内容が多岐にわたるため、それぞれの内容に応じて
講義の中で紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この講義と同時に開講される「データ解析実習」では、
この講義の理解にとって欠かせない実習を行う。同時に履
修できない場合は、別途、演習教材等を準備するので、事
前に申し出てほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.確率現象とシミュレーション
2.中心極限定理のシミュレーション（1）
　‐より現実的な視聴率調査のシミュレーション‐
3.中心極限定理のシミュレーション（2）
　‐マルコフ連鎖等に現れる中心極限定理‐
4.正規分布に従わない現象
　‐実際の市場データの変動から読む‐
5.回帰分析と相関係数のまとめ
　‐データを規準化する価値と射影による理解‐
6.回帰分析の確率モデルとそのシミュレーション
7.重回帰分析
　‐射影による理解‐
8.重回帰分析の応用
　‐様々な分析との関連を見る‐
9.構造分析入門
　‐複数の回帰分析を重ねて用いる方法‐
10.構造分析の理解
　‐射影と確率モデルによる理解‐
11.WHOデータの分析
　‐総合的な分析を試みる‐
12.構造分析の実用例
　‐交絡変数と中間変数‐
13.4年間を振り返るレポート（1）
14.4年間を振り返るレポート（2）
15.4年間を振り返るレポート（3）



2019-6010000702-01データ解析特論「社情ｺｰｽ」（より高度なデータ解析を目指して）

杉万　郁夫

◎応数社会数:A-2,B-1,B-2,C-2,C-3

1.数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することができる。
　(A-2)

2.意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うことができ
る。　(B-1)

3.数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーションを用いて
その検証を行うことができる。　(B-2)

4.関心をもったテーマについて、主体的に学習する意欲をもっている。　(C-2)

5.社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献しようと
思っている。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000659-01データ処理実習

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松浦　望

◎－－－　概要　－－－◎

　これまでに1年次の「情報入門Ⅰ・Ⅱ」を基礎として2年次で
は「プログラミングI及び実習」（Cによるプログラミング）と
「数式処理実習」（Maximaによる数式処理）が開講されまし
た。本実習では統計計算とグラフィクスのための言語環境とし
て知られるRを使い、確率的なシミュレーションについて実習
します。

　Rのプログラミングは、Cによるプログラミングを身に付け
ていれば、ほとんど迷うことなくすることができます。ただし
Rにおけるデータ型の基本はベクトルなので、その個性を生か
して、よりRらしく書くことも実習します。また、Maximaが数
式を扱うためのソフトウェアであったのに対し、Rは大量の数
値（データ）を扱うためのソフトウェアです。したがって、前
期に学んだ「統計」の実習をすることも、本実習科目の目的の
ひとつとなります。データというと、統計データだけをイメー
ジしがちですが、たとえばグラフを描くために大量の代入計算
をした結果もデータです。数学を学ぶ際、講義の中では数学を
構造や性質で捉えることが多くなりますが、値を調べ、グラフ
を描き、量的に調べることも同じくらい大切なことです。本実
習では、統計的データ処理にとどまらず、数学で書かれた問題
を“データを作ることで解く”技術についても目を向け、数学
を理解する方法のひとつとしても、また、数学的なアイディア
を見せる手段としても、データ処理の技術が生かせるようにな
ることを目標とします。

　実習はペアプログラミング方式で行います。2人1組になって
1台のコンピュータを使って共同でプログラミング作業を行い
ます。シミュレーションのアイディアを出し合ったり、プログ
ラミングの技術などを共有したりしながら、相補的に実習を進
めてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

いろいろな確率現象とその分析方法について、例をあげて説明
することができる。(知識・理解)

確率現象を分析するために、コンピューター上でシミュレー
ションをすることができる。(技能)

確率現象のシミュレーションに対する理解を生かして、社会シ
ステムや情報システムの分析または構築に取り組む意欲があ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを指定していないので復習が中心になります。復習に
は1時間をかけることが目安です。予習はとくに必要ありませ
ん。シミュレーションでは、失敗を重ねるうちによりよいアイ
ディアが生まれてきます。そのように試行錯誤を繰り返しなが
ら確率現象の理解を深めてほしいと思います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習課題の達成度（7割）と授業中に行う小テストの成績（3
割）を、到達目標に照らして測定し、評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。必要な資料を適宜配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　導入
　２　Rの基本操作
　３　ベクトル (1)
　４　ベクトル (2)
　５　行列
　６　リスト
　７　データフレーム
　８　グラフィクス
　９　シミュレーション (1)
１０　シミュレーション (2)
１１　シミュレーション (3)
１２　シミュレーション (4)
１３　統計処理 (1)
１４　統計処理 (2)
１５　統計処理 (3)



2019-6010000659-01データ処理実習

松浦　望

◎応数応用数:A-2,B-3,C-2

1.いろいろな確率現象とその分析方法について、例をあげて説明することがで
きる。　(A-2)

2.確率現象を分析するために、コンピューター上でシミュレーションをするこ
とができる。　(B-3)

3.確率現象のシミュレーションに対する理解を生かして、社会システムや情報
システムの分析または構築に取り組む意欲がある。　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.いろいろな確率現象とその分析方法について、例をあげて説明することがで
きる。　(A-2)

2.確率現象を分析するために、コンピューター上でシミュレーションをするこ
とができる。　(B-2)

3.確率現象のシミュレーションに対する理解を生かして、社会システムや情報
システムの分析または構築に取り組む意欲がある。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000681-01ネットワークとセキュリティ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：後日発表　　

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

インターネットは、経済活動の効率化や社会生活の利便性向上
に大きな役割を果たし、今や欠くことのできない社会の重要な
インフラになっています。

その急速な普及とともに、無限の可能性とさまざまな応用が、
人々の生活をより豊かなものにし光あふれるものにしてきまし
たが、同時にそこには当然のごとく影も生じました。

その広範な普及は、ひとたびどこかで事故や事件がおきると、
思いもよらないほどの広い社会に、しかも信じられないほどの
スピードを持って、これまでには無かったほどの大きな影響を
与えることになったのです。

本講義では、インターネットの「影の部分」に焦点を当て、イ
ンターネットセキュリティの基礎知識、理論を学習していきま
す。また併せて、安心、安全なネットワーク社会を実現するた
めのセキュリティ対策についても学習します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

セキュリティの基礎知識を身に着ける(知識・理解)

公開暗号方式の仕組みについて理解する(知識・理解)

学んだセキュリティの視点をもってネットワークを利用する姿
勢を身に着ける(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を指定urlで予習しておくこと。
授業終了時に示す課題についてレポート作成すること。
予習に３０分程度、復習に１時間半程度が必要。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート(30%)、定期試験(70%)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．セキュリティの基礎
２．インターネットの脅威
３．ウィルス、スパイウェア、ボット
４．不正アクセス、
５．脆弱性
６．まとめ、テスト
７．ネットワークツールの紹介
８．ファイアウォール、IDS、IPS
９．暗号および認証について
１０．無線LANセキュリティ
１１．有限代数
１２．公開鍵暗号
１３．RSA暗号
１４．セキュリティトピックス
１５．まとめ



2019-6010000681-01ネットワークとセキュリティ

白石　修二

◎応数応用数:A-2,A-3,C-1

1.セキュリティの基礎知識を身に着ける　(A-2)

2.公開暗号方式の仕組みについて理解する　(A-3)

3.学んだセキュリティの視点をもってネットワークを利用する姿勢を身に着け
る　(C-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.セキュリティの基礎知識を身に着ける　(A-3)

2.公開暗号方式の仕組みについて理解する　(B-3)

3.学んだセキュリティの視点をもってネットワークを利用する姿勢を身に着け
る　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000657-01ネットワーク入門

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：後日発表　　

藤村　丞

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、授業担当者が情報基盤センターの教員として福
岡大学のキャンパスネットワークやネットワークセキュリティ
対策、各種コンピュータシステムをはじめとする大規模システ
ムの設計/構築/運用に携わった経験に基づき、福岡大学のネッ
トワーク構成/状況などを踏まえながら、インターネットにお
ける情報通信の基本的な原理・仕組みなどについてわかりやす
く解説する。実習も取り入れてその認識を深め，インターネッ
トにおける情報通信について自分自身で説明できるようになる
ことが目標である。
　講義の中では、インターネットの歴史を学んだ後、OSI参照
モデルの各層の役割を学び、それに基づいてTCP/IPの概要（イ
ンターネットの仕組み）を習得していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

インターネットの仕組みを説明することができる。(知識・理
解)

インターネットが社会に受け入れられ世界全体に広がった理由
と、どのように活用されているかを説明することができる。
(知識・理解)

コンピュータを用いて実習することにより、インターネットの
論理的な仕組みを学ぶことができる。(技能)

インターネットの仕組みや歴史、社会での利活用方法などを学
ぶことにより、さまざまな問題解決の一助とすることができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、FUポータルの授業支援に次回のテキスト（プ
リント）を掲載するので、これを熟読し、わからない内容がど
こなのかを確認しておくこと。また、わからない語句は参考書
などを用いてその意味を調べておくこと。講義は、「予習を
行ってきた」ことを前提に実施する。予習にかかる時間は、約
2から3時間程度である。
　復習として、自分自身が先生になり目の前に教える学生がい
ると仮定し、事前準備を行った後、テキスト（プリント）を用
いて自分自身で講義を行ってみること。定期試験は、「復習を
行った」ことを前提に実施する。復習にかかる時間は、約2か
ら3時間程度である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価は原則として、定期テストの内容が約6割、出席・
遅刻、聴講の態度などを約4割として「総合的（定期テストの
内容と出席・遅刻、聴講の態度などを相互的に見て評価す
る）」に行うが、「1度でも」予習・復習未実施の者は不合格
となる可能性が非常に高いので、すべて実施することが必要で
ある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要に応じて、プリントを配布する。また、これらのプ
リントや講義に対する参考書として、「【改訂4版】 TCP/
IPネットワーク ステップアップラーニング」を勧める。

◎－－－　参考書　－－－◎

【改訂4版】 TCP/IPネットワーク ステップアップラーニン
グ　ISBN 9784774193618
キーワードで学ぶ最新情報トピックス　2018　ISBN
9784822292263
速習TCP/IP ゼロからのネットワーク〈1〉　ISBN
9784797321937
　参考書として、「【改訂4版】 TCP/IPネットワーク ス
テップアップラーニング」を勧める。（出版社：技術評論
社、価格：2,138円）基本的なIT用語に自信がない場合は、
「キーワードで学ぶ最新情報トピックス　2017」を前もっ
て熟読しておくことを勧める。（出版社：日経BP社、価
格：1,296円）
　また、TCP/IPについては「速習TCP/IP ゼロからのネッ
トワーク〈1〉」が参考になる。（出版社：ソフトバンク
クリエイティブ、価格：2,808円）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義の話をきちんと聴いて、ネットワーク入門について
真面目に学び考える人のみ受講していただきたい。たとえ
1回でも欠席、遅刻したり、私語、居眠りをしていては内
容を理解することはできない。まして講義中携帯メールを
打ったり音楽を聴いたりすることは論外である。
　また、各人がパソコンやスマートフォン、インターネッ
トを活用できることを前提に講義を進める。そのため講義
開始前において、インターネットの利用やパソコン・ス
マートフォンなどの基礎的な知識や操作能力を有している
ことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. インターネットの歴史
3. プロトコルとOSI参照モデル
4. イーサネット（１）
5. イーサネット（２）
6. Internet Protocol（１）
7. Internet Protocol（２）
8. Internet Protocol（３）
9. Transmission Control Protocol（１）10.インターネットの
仕組み
11.Transmission Control Protocol（２）
12.Transmission Control Protocol（３）
13.Domain Name System
14.実習（ネットワークアプリケーション）
15.実習（ネットワークコマンド）



2019-6010000657-01ネットワーク入門

藤村　丞

◎応数応用数:A-2,A-3,B-3,C-1

1.インターネットの仕組みを説明することができる。　(A-2)

2.インターネットが社会に受け入れられ世界全体に広がった理由と、どのよう
に活用されているかを説明することができる。　(A-3)

3.コンピュータを用いて実習することにより、インターネットの論理的な仕組
みを学ぶことができる。　(B-3)

4.インターネットの仕組みや歴史、社会での利活用方法などを学ぶことによ
り、さまざまな問題解決の一助とすることができる。　(C-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.インターネットの仕組みを説明することができる。　(A-3)

2.インターネットが社会に受け入れられ世界全体に広がった理由と、どのよう
に活用されているかを説明することができる。　(A-3)

3.コンピュータを用いて実習することにより、インターネットの論理的な仕組
みを学ぶことができる。　(B-3)

4.インターネットの仕組みや歴史、社会での利活用方法などを学ぶことによ
り、さまざまな問題解決の一助とすることができる。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000725-01微分積分Ⅱ及び演習

 期別：前期　　単位数：3　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限, 水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

佐野　友二

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では 2 変数をもつ関数の微分法について学びます．2 変数
（に限らず多変数）関数は複数のパラメーター（変数）が表れる問
題に自然に登場します．それらの関数のグラフの形や最大値・最小
値を求めるといった問題は 1 変数関数同様に重要かつ基本的な問題
になります．この講義では，微分法を用いて，それらの問題の解き
方を習得し，多変数関数の扱い方を学びます．

講義の内容は 1 年次の 1 変数関数の微分法と重なる部分（微分の公
式，平均値の定理，テイラー展開，極値問題）も多くありますが，
多変数で初めて表れるトピックス・問題（偏微分・全微分，陰関数
定理，逆写像定理）も出てきます．

講義では 1 変数で扱っていた事柄や問題がいかにして 2 変数の場合
に拡張されるかを説明していきます．その際に重要な道具が行列で
す．微分法とともに行列を用いることで，多変数関数の微分法を自
然に理解することができます．

テキストは特に指定しませんが，1 年次に使っていたテキストを参
考書にしてください．他にも微分積分に関するテキストはたくさん
ありますから，自分にあったテキストを自習用に持っておくことも
良いでしょう．

この講義は，講義と演習の両方で進めていきます．特に演習の評価
が高いので，必ず出席するようにしてください．

◎－－－　到達目標　－－－◎

2変数関数の性質を理解し，説明できるようになる(知識・理解)

2変数関数の計算（微分，陰関数，テイラー展開，極値）ができる
ようになる(技能)

難しい問題でも諦めずに解こうとするようになる(態度・志向性)

自然科学や社会科学の問題において多変数を扱う問題は自然に現れ
ることを理解し，微分法がその問題解決に役立つことを理解できる
ようになる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

- （予習）前回のノートを読み，講義内容を思い出しておく．（30
分）
- （復習）講義中に提示された課題を解く（可能な限り，提示され
てない問題も解く）．ノートを整理する．（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

- 定期試験では2 変数関数に関する計算を正しく出来るかを評価し
ます．
- レポートでは，講義で説明した計算方法を自分で実際に計算し，
その内容を理解したかを評価します．
- 定期試験（60%）レポート課題（40%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

戸田暢茂 著
微分積分学要論（学術図書出版社）
ISBN 978-4-87361-120-4
桑村雅隆 著
「微分積分入門」（裳華房）
ISBN978-4-7853-1550-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

2変数関数はみなさんにとって新しい数学の内容です．頭
の中だけで考えるのではなく、自分の手を動かして計算の
習熟に務めるようにしてください．ここでの勉強がこれか
ら学ぶ数学の理解の基となるでしょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　2変数関数とそのグラフ(1)
２　2変数関数とそのグラフ(2)
３　偏微分と偏導関数
４　方向微分と全微分
５　全微分
６　連鎖律、平均値の定理
７　陰関数定理(1)
８　陰関数定理(2)
９　逆写像定理
10　高次の偏微分
11　テイラー展開
12　２変数の関数の極大・極小(1)
13　２変数の関数の極大・極小(2)
14　条件付きの極大・極小(1)
15　条件付きの極大・極小(2)
一つの項目が二コマに対応しています。そのうち一回分が
講義、一回分が演習に相当します。



2019-6010000725-01微分積分Ⅱ及び演習

佐野　友二

◎応数応用数:A-1,B-1,C-2

1.2変数関数の性質を理解し，説明できるようになる　(A-1)

2.2変数関数の計算（微分，陰関数，テイラー展開，極値）ができるようになる
　(B-1)

3.難しい問題でも諦めずに解こうとするようになる　(C-2)

4.自然科学や社会科学の問題において多変数を扱う問題は自然に現れることを
理解し，微分法がその問題解決に役立つことを理解できるようになる

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.2変数関数の性質を理解し，説明できるようになる　(A-1)

2.2変数関数の計算（微分，陰関数，テイラー展開，極値）ができるようになる

3.難しい問題でも諦めずに解こうとするようになる

4.自然科学や社会科学の問題において多変数を扱う問題は自然に現れることを
理解し，微分法がその問題解決に役立つことを理解できるようになる　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000647-01微分積分Ⅲ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

宮内　敏行

◎－－－　概要　－－－◎

2年次前期の「微分積分II」または「微分積分IIおよび演習」で
は2変数関数の微分法（偏微分）について学びました。この授
業では、それに引き続いて、2変数関数の積分法（2重積分）に
ついて勉強します。
「微分積分II」または「微分積分IIおよび演習」のときと同じ
本が参考になります。

1変数関数の積分が図形の面積を求めることと密接に関連して
いたのと同じように、2変数関数の積分は立体の体積を求める
ことに密接に結びついています。このような観点から、まず2
重積分の意味について考えます。そうすると、2重積分の値を
どのようにして計算すればよいか、自然とその計算方法にたど
りつきます。

授業ではまず2重積分の値を、1変数関数の定積分を繰り返して
計算すること（累次積分）により求める方法について学びま
す。次に2重積分の場合の変数変換に進みます。さらに、2重積
分を利用するといろいろな立体の体積が計算できるだけでな
く、曲面の表面積や、応用上で大切な関数の値が計算できるの
で、これらについても学びます。

この授業では1変数関数の場合と2変数関数の場合を比べて考え
ていきます。「1変数関数と2変数関数の場合を比べると、何が
同じで何が本質的に異なるのか」ということをいつも意識しな
がら聞くようにして下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

2重積分の意味が理解できる。(知識・理解)

2重積分の値が計算できる。(技能)

2重積分の変数変換の公式が使える。(技能)

曲面の面積が計算できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

板書の内容をもう一度読み直しをし、授業内容に該当する「微
分積分Ⅰの教科書」の演習問題を解いて復習しておくこと。
（60分）
授業内容のより良い理解のため、レポート課題や授業の時間内
にテストを課す予定なので、充分に時間をかけて取り組むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績５０％、授業の時間内に実施するテスト（１
回：３０％）、レポート（２回：各１０％）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

微分積分学要論　ISBN 978-4-87361-120-4
コア・テキスト微分積分　ISBN 978-4-7819-1241-7
微分積分の内容を解説した参考書や演習書は数多く、やさ
しい解説を中心にしたものから本格的な理論書までさまざ
まです。ここではとくに取り上げません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　導入
　２　長方形領域での2重積分
　３　一般の領域での2重積分と累次積分
　４　2重積分の計算練習 (1)
　５　2重積分の計算練習 (2)
　６　極座標への変換 (1)
　７　極座標への変換 (2)
　８　一般の変数変換 (1)
　９　一般の変数変換 (2)
１０　無限領域での2重積分
１１　3重積分
１２　ガンマ関数とベータ関数
１３　曲面積 (1)
１４　曲面積 (2)
１５　まとめ



2019-6010000647-01微分積分Ⅲ

宮内　敏行

◎応数応用数:A-1,B-1

1.2重積分の意味が理解できる。　(A-1)

2.2重積分の値が計算できる。　(B-1)

3.2重積分の変数変換の公式が使える。　(B-1)

4.曲面の面積が計算できる。　(A-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.2重積分の意味が理解できる。　(A-1)

2.2重積分の値が計算できる。　(A-1)

3.2重積分の変数変換の公式が使える。

4.曲面の面積が計算できる。　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000651-01微分方程式

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：後日発表　　

柳　青

◎－－－　概要　－－－◎

　微分方程式とは未知関数とその導関数の満たす等式の事を言
い、その等式を満たす関数を解と言う。特に、１変数関数に関
する微分方程式を常微分方程式と言い、多変数関数とその偏微
分に関する微分方程式を偏微分方程式と言う。
　この講義では代表的な常微分方程式である１階線形微分方程
式、定数係数２階線形微分方程式、１階変数分離形微分方程式
について、解の求め方と解の性質の調べ方を学ぶ。ここで、解
を求めるとは微分方程式の解である未知関数を多項式、指数関
数、三角関数等の具体的な関数を用いて表すことを言う。
　線形微分方程式については解の公式、解構造の定理を用いて
解を求める方法を学び、１階変数分離形微分方程式については
積分を用いて解を求める方法を学ぶ。
　さらに、全ての解を求める事が難しい微分方程式がある事を
踏まえて、微分方程式が定めるベクトル場を用いて解のおおま
かな性質を調べる方法を学ぶ。
　講義では理論的な説明や関連する例題の解説に加えて、関連
する演習問題を解く時間を設ける。教科書とノートを参照しな
がら演習問題を解く事により理論の内容やその使い方を理解す
る姿勢が望まれる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

微分方程式の基本的な概念と術語を説明できる。(知識・理解)

自然科学や社会科学に現れる具体的な問題と微分方程式との関
連がわかるようになる。(知識・理解)

１階ならびに２階定数係数線形微分方程式の解を求めることが
できる。 (技能)

１階変数分離形微分方程式の解を求めることができる。(技能)

微分方程式の定めるベクトル場と解曲線の概形を用いて解のお
おまかな性質を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義で説明した例題や演習で出題された問題に関連する教科
書の問題を解くこと。解き方がわからない場合は講義ノートや
教科書の対応する箇所にある例題の解き方を読んで理解するこ
と。週に２時間程度の授業時間外の学習が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準：
　微分方程式に関する概念を理解し、解の公式、解構造の定理
を用いて微分方程式を解けることを評価の基準としする。出題
された問題に対する結論のみでなく、そこに至るまでの過程を
講義で説明した方法を用いながら記述できているかを評価基準
とする。

②評価方法：
　試験と演習などにおいて答案の記載状況を評価基準に沿って
評価する。

③割合：
　定期試験（50%）、授業時間内に実施するテスト（30%）、
レポートと演習の取り組み状況（20%）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山田直記、田中尚人　共著
理工系のための実践的微分方程式
学術図書出版社(2010)
ISBN：9784780600742

◎－－－　参考書　－－－◎

微分方程式で数学モデルを作ろう　ISBN 9784535781733
常微分方程式　ISBN 9784320011045

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１年生の微積分の単位を習得していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１  微分方程式概論
２ 1階線形微分方程式
３ 定数係数2階線形同次形方程式(１)
４ 定数係数2階線形同次形方程式(２)
５ 定数係数2階線形非同次形方程式(１)
６ 定数係数2階線形非同次形方程式(２)
７ 定数係数2階線形非同次形方程式(３)
８ まとめ（１）
９ １階線形定数係数連立方程式（１）
10 １階線形定数係数連立方程式（２）　
11 １階線形定数係数連立方程式が定めるベクトル場
12 １階変数分離形微分方程式
13 微分方程式が定めるベクトル場
14 近似解
15 まとめ（２）



2019-6010000651-01微分方程式

柳　青

◎応数応用数:A-1,A-3,B-1

1.微分方程式の基本的な概念と術語を説明できる。　(A-1)

2.自然科学や社会科学に現れる具体的な問題と微分方程式との関連がわかるよ
うになる。　(A-3)

3.１階ならびに２階定数係数線形微分方程式の解を求めることができる。 　
(B-1)

4.１階変数分離形微分方程式の解を求めることができる。　(B-1)

5.微分方程式の定めるベクトル場と解曲線の概形を用いて解のおおまかな性質
を説明できる。　(A-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.微分方程式の基本的な概念と術語を説明できる。　(A-1)

2.自然科学や社会科学に現れる具体的な問題と微分方程式との関連がわかるよ
うになる。　(C-1)

3.１階ならびに２階定数係数線形微分方程式の解を求めることができる。 　
(A-1)

4.１階変数分離形微分方程式の解を求めることができる。　(A-1)

5.微分方程式の定めるベクトル場と解曲線の概形を用いて解のおおまかな性質
を説明できる。　(A-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000653-01プログラミングⅠ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

江崎　翔太

◎－－－　概要　－－－◎

本講義の内容は「Ｃ言語」によるプログラミングである。
諸君らはワードでの文書作成や、ネット閲覧などは苦もなくで
きるであろう。しかし、それでは誰かの作ったアプリケーショ
ンを使用しているに過ぎない。本当にコンピュータを使いこな
すためには、自分でコンピュータを意のままに制御する必要が
ある。そのためのツールがプログラミングである。プログラミ
ングをマスターすることにより、これまでに存在しなかった、
世界で初めてのコンピュータアートや、画期的なアプリケー
ションを生み出すことができるようになる。

履修者のほとんどはプログラムの経験がほとんどなくC言語に
触れるのも初めてであろうから、基礎から解説し、ひと通りの
プログラミング技能を身につけることを目標とする。

プログラムの上達には自分で実際に手を動かすことが必要であ
り、演習が不可欠である。演習は「プログラミングI実習」に
おいて行うため、本講義を履修する者は、必ず「プログラミン
グI実習」を履修すること。

本講義では、テキストに沿って講義を行ない、適宜プリントを
配布する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

プログラムのアルゴリズムを理解する。(知識・理解)

C言語によって簡単なプログラムが作れる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの次回の授業範囲を読んでおくこと。(60分)
前回の講義ノートをよく読み、しっかりと勉強しておくこと。
(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験50%、授業中に行う小テスト50%で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

柴田望洋著、「新・明解C言語 入門編 」
ISBN: 9784797377026

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この科目は「プログラミングⅠ実習」と対である。必ず
「プログラミングⅠ実習」を登録すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　高校までに学んだコンピュータの基礎のまとめ
２　変数とデータ型
３　定数
４　入力と出力(その1)
５　入力と出力(その2)
６　制御文(その1)
７　制御文(その2)
８　制御文(その3)
９　関数(その1)
１０　関数(その2)
１１　関数(その3)
１２　配列とポインタ(その1)
１３　配列とポインタ(その2)
１４　文字列
１５　まとめ



2019-6010000653-01プログラミングⅠ

江崎　翔太

◎応数応用数

1.プログラムのアルゴリズムを理解する。　(A-2)

2.C言語によって簡単なプログラムが作れる。　(B-3)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000726-01プログラミングⅠ及び実習

 期別：前期　　単位数：3　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限, ３時限　　試験時間割：後日発表　　

江崎　翔太

◎－－－　概要　－－－◎

本講義の内容は「Ｃ言語」によるプログラミングである。
諸君らはワードでの文書作成や，ネット閲覧などは苦もなくで
きるであろう。しかし，それでは誰かの作ったアプリケーショ
ンを使用しているに過ぎない。本当にコンピュータを使いこな
すためには，自分でコンピュータを意のままに制御する必要が
ある。そのためのツールがプログラミングである。プログラミ
ングをマスターすることにより，これまでに存在しなかった世
界で初めてのコンピュータアートや，画期的なアプリケーショ
ンを生み出すことができるようになる。

履修者のほとんどはプログラムの経験がほとんどなくC言語に
触れるのも初めてであろうから，基礎から解説し，講義と実習
を通して，ひと通りのプログラミング技能を身につけることを
目標とする。

講義では，テキストに沿って講義を行ない，適宜プリントを配
布する。
実習では，情報基盤センター内のコンピュータを使用し，OS
はLinux である。Windowsでないことに注意すること。Linux の
簡単な使い方は実習で説明する。すなわち，実習における目的
は，Linux の使い方と，C言語のプログラムの作成の習得であ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

プログラムのアルゴリズムを理解する。(知識・理解)

C言語によって簡単なプログラムが作れる。(技能)

数理的な設定が与えられた課題に対し、プログラムを用いた解
決法を考察する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの次回の授業範囲を読んでおくこと。(60分)
前回の講義ノートをよく読み、課題はしっかりと勉強して提出
すること。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験50%，授業中に行う小テスト50%で評価する。また，
毎週の実習課題の提出が必須である。

◎－－－　テキスト　－－－◎

柴田望洋著、「新・明解C言語 入門編 」
ISBN: 9784797377026

◎－－－　授業計画　－－－◎

1つの項目が2コマに対応している。そのうち1回が講義で1
回が実習とする。

１　高校までに学んだコンピュータの基礎のまとめ
２　変数とデータ型
３　定数
４　入力と出力(その1)
５　入力と出力(その2)
６　制御文(その1)
７　制御文(その2)
８　制御文(その3)
９　関数(その1)
１０　関数(その2)
１１　関数(その3)
１２　配列とポインタ(その1)
１３　配列とポインタ(その2)
１４　文字列
１５　まとめ



2019-6010000726-01プログラミングⅠ及び実習

江崎　翔太

◎応数応用数:A-2,B-3,C-2

1.プログラムのアルゴリズムを理解する。　(A-2)

2.C言語によって簡単なプログラムが作れる。　(B-3)

3.数理的な設定が与えられた課題に対し、プログラムを用いた解決法を考察す
る。　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.プログラムのアルゴリズムを理解する。　(A-3)

2.C言語によって簡単なプログラムが作れる。　(B-3)

3.数理的な設定が与えられた課題に対し、プログラムを用いた解決法を考察す
る。　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000654-01プログラミングⅠ実習

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

江崎　翔太

◎－－－　概要　－－－◎

本科目は「プログラミングI」と対を成す科目である。「プロ
グラミングI」が講義中心であるのに対して、この科目では実
際にコンピュータを使って「C言語」を実習する。

本実習では、情報基盤センター内のコンピュータを使用し、
OSはLinux である。Windowsでないことに注意すること。Linux
の簡単な使い方については、実習において説明する。つまり本
実習においては、Linux の簡単な使い方と、C言語のプログラ
ムの作成を習得することが目標となる。プログラムの書き方
は、「プログラミングI」で説明する。

実習は実際に手を動かすことが大切なため、出席及びレポート
課題の提出は厳格に管理する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Linux の基本的使用方法を修得する。(技能)

C言語のプログラムが作れる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義テキストの次回の授業範囲を読んでおくこと。(60分)
課題プログラムは次回の演習までに必ず提出すること。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート80%、出席状況および実習態度20%で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プログラミングIに準ずる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この科目は「プログラミングⅠ」と対である。必ず「プロ
グラミングⅠ」を登録すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　Linux の簡単な使い方
２　変数とデータ型に関する実習
３　定数に関する実習
４　入力と出力に関する実習(その1)
５　入力と出力に関する実習(その2)
６　制御文に関する実習(その1)
７　制御文に関する実習(その2)
８　制御文に関する実習(その3)
９　関数に関する実習(その1)
１０　関数に関する実習(その2)
１１　関数に関する実習(その3)
１２　配列とポインタに関する実習(その1)
１３　配列とポインタに関する実習(その2)
１４　文字列に関する実習
１５　まとめ



2019-6010000654-01プログラミングⅠ実習

江崎　翔太

◎応数応用数

1.Linux の基本的使用方法を修得する。　(B-3)

2.C言語のプログラムが作れる。　(B-3)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000661-01プログラミングⅡ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：後日発表　　

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

インターネットなどに代表されるコンピュータの世界は、「プ
ログラム言語」で作られている。この言語を使い、新たな世界
を構築する作業が「プログラミング」です。

本講義は、「プログラミングⅡ実習」とセットになっていて、
ネットワークプログラミングに適したJava言語を、プログラミ
ングを通して学習していきます。

まず、Java文法を少しずつ学びながら、重要なアルゴリズムを
含むプログラムの読み書きの練習をします。
後半では、クラス、継承、多態性、インタフェースなどオブ
ジェクト指向的な考え方を中心にプログラミングの学習をしま
す。

オブジェクトに関する知識は、Docomo、Google のアンドロイ
ド、
Apple の iPhone 等モバイルプログラミングでも必須になってい
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

オブジェクト型言語の基礎概念の理解ができる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を指定urlで予習しておくこと。
授業終了時に示す課題についてレポート作成すること。
予習に３０分程度、復習やレポート作成に少なくとも１時間半
程は必要。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート(30%)、定期試験(70%)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント配布

◎－－－　参考書　－－－◎

 

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「プログラミングⅡ実習」も併せて履修すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．プログラミングとは
２．Java 入門（式の計算、条件文、繰り返し）
３．配列、ソーティング
４．オブジェクト入門
５．メソッド
６．まとめ、テスト
７．継承と多態性
８．抽象クラス
９．インタフェース
１０．例外処理
１１．スレッド
１２．ファイル処理
１３．ネットワーク通信
１４．携帯プログラミング紹介
１５．まとめとこれから



2019-6010000661-01プログラミングⅡ

白石　修二

◎応数応用数

1.オブジェクト型言語の基礎概念の理解ができる

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000727-01プログラミングⅡ及び実習

 期別：後期　　単位数：3　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限, ３時限　　試験時間割：後日発表　　

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

インターネットなどに代表されるコンピュータの世界は、「プ
ログラム言語」で作られている。この言語を使い、新たな世界
を構築する作業が「プログラミング」です。

本講義は、ネットワークプログラミングに適したJava言語を、
プログラミングを通して学習していきます。

まず、Java文法を少しずつ学びながら、重要なアルゴリズムを
含むプログラムの読み書きの練習をします。
後半では、クラス、継承、多態性、インタフェースなどオブ
ジェクト指向的な考え方を中心にプログラミングの学習をしま
す。

オブジェクトに関する知識は、Docomo、Google のアンドロイ
ド、
Apple の iPhone 等モバイルプログラミングでも必須になってい
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

オブジェクト型言語の基礎概念の理解ができる(知識・理解)

Java言語でプログラミングができる(技能)

プログラミングの知識を深め、独自のプログラミング制作への
意欲を持つことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を指定urlで予習しておくこと。
授業終了時に示す課題についてレポート作成すること。
予習に３０分程度、復習やレポート作成に少なくとも１時間半
程は必要。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート(30%)、定期試験(70%)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント配布

◎－－－　参考書　－－－◎

 

◎－－－　授業計画　－－－◎

１つの項目が、それぞれ講義１コマ実習１コマに対応して
いる：

１．プログラミングとは
２．Java 入門（式の計算、条件文、繰り返し）
３．配列、ソーティング
４．オブジェクト入門
５．メソッド
６．まとめ、テスト
７．継承と多態性
８．抽象クラス
９．インタフェース
１０．例外処理
１１．スレッド
１２．ファイル処理
１３．ネットワーク通信
１４．携帯プログラミング紹介
１５．まとめとこれから



2019-6010000727-01プログラミングⅡ及び実習

白石　修二

◎応数応用数:A-2,B-3,C-2

1.オブジェクト型言語の基礎概念の理解ができる　(A-2)

2.Java言語でプログラミングができる　(B-3)

3.プログラミングの知識を深め、独自のプログラミング制作への意欲を持つこ
とができる　(C-2)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.オブジェクト型言語の基礎概念の理解ができる　(A-3)

2.Java言語でプログラミングができる　(B-3)

3.プログラミングの知識を深め、独自のプログラミング制作への意欲を持つこ
とができる　(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000662-01プログラミングⅡ実習

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

白石　修二

◎－－－　概要　－－－◎

インターネットなどに代表されるコンピュータの世界は、「プ
ログラム言語」で作られている。この言語を使い、新たな世界
を構築する作業が「プログラミング」です。

本講義は、「プログラミングⅡ」とセットになっていて、ネッ
トワークプログラミングに適したJava言語を、プログラミング
を通して学習していきます。

まず、Java文法を少しずつ学びながら、重要なアルゴリズムを
含むプログラムの読み書きの練習をします。
後半では、クラス、継承、多態性、インタフェースなどオブ
ジェクト指向的な考え方を中心にプログラミングの学習をしま
す。

オブジェクトに関する知識は、Docomo、Google のアンドロイ
ド、Apple のiPhone 等携帯プログラミングでも必須になってい
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

Java言語でプログラミングができること

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を指定urlで予習しておくこと。
授業終了時に示す課題についてレポート作成すること。
予習に３０分程度、復習やレポート作成に少なくとも１時間半
程は必要。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート(100%)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント配布

◎－－－　参考書　－－－◎

 

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「プログラミングⅡ」も併せて履修すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．プログラミングとは
２．Java 入門（式の計算、条件文、繰り返し）
３．配列、ソーティング
４．オブジェクト入門
５．メソッド
６．まとめ、テスト
７．継承と多態性
８．抽象クラス
９．インタフェース
１０．例外処理
１１．スレッド
１２．ファイル処理
１３．ネットワーク通信
１４．携帯プログラミング紹介
１５．まとめとこれから



2019-6010000662-01プログラミングⅡ実習

白石　修二

◎応数応用数

1.Java言語でプログラミングができること

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。



2019-6010000352-01マルチメディア概論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：後日発表　　

藤木　淳

◎－－－　概要　－－－◎

　現在，日常生活においてスマートフォンやパソコン等で音
声，画像，動画などのマルチメディアと接する機会が多くなっ
ている．
　そこでマルチメディア概論では，音声、画像、動画がコン
ピュータの内部でどのように表現されているか，また
processing言語を用いて画像などのマルチメディアに関する情
報の処理について学び，実際に簡単なアニメーション等を作成
する方法についても学びます．
　processing言語はJAVAを用いて作成されたオブジェクト指向
型プログラミング言語ですが，オブジェクト指向を知らなくて
もBASIC言語のようにプログラムすることもできます．この言
語の特徴の一つとして，他の言語に比べて非常に簡単に図やグ
ラフなどを描画できるということを挙げることができます．ま
た，プログラムを作成しながらすぐにその動作を確認できると
いう特徴もあり，多くの人に受け入れられています．
　授業では，まず，高等学校で学ぶマルチメディアに関する知
識のまとめを行った後，コンピュータ内部では画像や音声デー
タをどのように格納されているかについて学びます。その後、
processingのダウンロードとインストールを行ってもらいま
す．その後，簡単な説明をします．2回目以降は，まず理論的
なことを説明した後，実際にprocessingでプログラムをし動作
結果の確認をしてもらいます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

音声や画像がコンピュータの中でどのように表現されているか
説明することができる。(知識・理解)

Processing 言語を用いて簡単なプログラムを作成する、または
他人が作成したプログラムを改良することができる。(技能)

Processing 言語を用いて簡単なシミュレーションを行なうこと
ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：processingの文法について確認しておくこと(60分)
復習：理論が実装でどのように表現されるのかを確認すること
(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Processing を用いて実際に動作するプログラムが作成できるか
どうかという基準によってレポートを評価し、他人のプログラ
ムを理解し、必要に応じて誤りを修正できるかどうかを評価の
基準とした定期試験によって評価する。評価の割合は、レポー
ト40％及び期末試験60％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

デザイン言語Processing入門楽しく学ぶコンピュテーショ
ナルデザインISBNl978-4-627-84931-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分でパソコンを用意できる者は，それを利用して構わな
い．

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　高等学校で学ぶマルチメディアに関する知識のま
とめ
第2回　画像データ形式
第3回　音声データ形式
第4回　図形を描く
第5回　変数を使う
第6回　マウスとキーボードを使う
第7回　座標変換を使う
第8回　関数を作る
第9回　シミュレーションで描くボールの動き
第10回　フラクタル図形を描く
第11回　繰り返して描く樹木のかたち
第12回　魔方陣とパターンデザイン
第13回　相互作用から生まれる貝殻の模様
第14回　セルオートマトンが作る迷路
第15回　反応と拡散が作る生物の模様



2019-6010000352-01マルチメディア概論

藤木　淳

◎応数応用数:A-2,B-3

1.音声や画像がコンピュータの中でどのように表現されているか説明すること
ができる。　(A-2)

2.Processing 言語を用いて簡単なプログラムを作成する、または他人が作成し
たプログラムを改良することができる。　(B-3)

3.Processing 言語を用いて簡単なシミュレーションを行なうことができる。　
(B-3)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-3,B-3,C-3

1.音声や画像がコンピュータの中でどのように表現されているか説明すること
ができる。　(A-3)

2.Processing 言語を用いて簡単なプログラムを作成する、または他人が作成し
たプログラムを改良することができる。　(B-3)

3.Processing 言語を用いて簡単なシミュレーションを行なうことができる。　
(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000677-01離散数学

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：後日発表　　

佐藤　拓

◎－－－　概要　－－－◎

　離散数学とは, 微分積分で扱うような極限や連続といった概
念には依らず, 有限的で離散的な対象を扱う数学の分野である.
離散数学と言っても様々な分野が存在するが, この講義では特
にグラフ理論について学ぶ.
　グラフとは, 頂点集合とそれらを結ぶ辺の集合より構成され
る対象のことであり, 非常に素朴で具体的な概念であると言え
る. 実際に講義でグラフを扱ってみると分かることであるが, 具
体例がいくらでも構成出来, 手計算で色々なことが出来るので,
非常に親しみ易いのではないかと思われる. にも関わらず, グラ
フ理論は現在でも勿論活発に研究され, 様々な応用のある分野
である.
　本講義では, グラフの基礎理論は勿論のこと, 一筆書き, 彩色
問題, 正多面体の分類等, グラフ理論を用いて馴染み深い問題を
解く, ということも紹介する. 微分積分等で数学に苦手意識を
持ってしまっている人でも, 新たな気持ちで数学に臨める可能
性があると思う.

◎－－－　到達目標　－－－◎

グラフの基本的な性質を理解する(知識・理解)

様々な社会現象にグラフを対応させ, グラフ理論を応用するこ
とが出来る(知識・理解)

グラフの基本的な量を計算することが出来る(技能)

具体的なグラフについて, 様々な性質を判定することが出来る
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義内において、次回までに調べておくことを指示するので、
それを必ず行うこと（予習, 30分）。講義で述べた計算の練習
を行うこと（復習, 60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験100%として評価する.

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない.

◎－－－　参考書　－－－◎

R. J. ウィルソン著「グラフ理論入門」近代科学社　ISBN
4764902966
その他, 必要に応じて, 講義内に紹介する.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

予備知識はほぼ仮定しない. 数学に対する苦手意識がある
のであれば, それを忘れて講義に臨んで欲しい.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2．グラフの定義と表現法
3．グラフの例
4．連結性
5．特殊なグラフ
6．木
7．平面グラフ
8．多面体の分類定理
9．双対グラフ
10．彩色問題
11．彩色多項式
12．有向グラフ
13．マッチング問題
14．ネットワークフロー
15．まとめ



2019-6010000677-01離散数学

佐藤　拓

◎応数応用数:A-1,A-3,B-1

1.グラフの基本的な性質を理解する　(A-1)

2.様々な社会現象にグラフを対応させ, グラフ理論を応用することが出来る　
(A-3)

3.グラフの基本的な量を計算することが出来る　(B-1)

4.具体的なグラフについて, 様々な性質を判定することが出来る　(B-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-1,C-1

1.グラフの基本的な性質を理解する　(A-1)

2.様々な社会現象にグラフを対応させ, グラフ理論を応用することが出来る　
(C-1)

3.グラフの基本的な量を計算することが出来る　(C-1)

4.具体的なグラフについて, 様々な性質を判定することが出来る　(C-1)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-6010000686-01リスク管理の数理「社情ｺｰｽ」（判断の総合力を磨く）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：後日発表　　

杉万　郁夫

◎－－－　概要　－－－◎

　一般にリスク管理という用語は、保険やFP（フィナンシャ
ル・プランニング）といった金融分野で用いられてきたもので
ある。しかし、その原理を単純化して見ると、場合によって異
なる価値をもつ複数の選択肢があるとき、それらをさまざまな
手法で組み合わせることで、どの場合にもよい（または、悪く
ならない）価値をもつ選択肢を作り出すアイデアといえる。こ
の講義では、リスク管理という用語をこの意味で幅広くとらえ
る。ポートフォリオの理論、ゲーム理論における混合戦略、ま
た、ファイナンスのオプション等も含めたものである。つま
り、このアイデアは状況に何らかの不確定な要素がある限り、
（経済的な問題かどうかとは関係なく）どの場合にも特定の選
択肢が最もよい結果を導くような自明な選択状況以外では必ず
使える方法といえる。

　これらの原理を議論するための数学的な基礎となるのは、同
じく3年次に学ぶ「意志決定の数理」や「数理ファイナンス」
等で扱う最適化理論と同じく凸解析（Convex analysis）や線形
代数である。また、その解法の理論では、連立方程式、線形計
画、非線形計画といったさまざまな問題の数値解法も必要とす
る。講義では、これらの必要となる基礎的な数学の実用的な理
解を深めることも目的とし、これらの説明に十分な時間を割く
予定である。

　講義では、まず、数理計画と呼ばれる最適化理論の実用性を
体験することから始める。次に、リスク管理の理論を概説し、
個別の問題の解法と比較することで、理論と数値解法のそれぞ
れを学ぶ価値を認識する。理論的に扱うのが難しい例も紹介
し、そのようなときの理論の生かし方についても説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

数理計画モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明す
ることができる。(知識・理解)

数学的理論に基づくモデルを構築し、その分析を行うことがで
きる。

数理計画法を生かすことで、社会に貢献しようとする姿勢を
もっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　復習は必須である（60分）。また、講義の中で行う実習作業
として、数理計画の実用実習、理論を理解する例やシミュレー
ション、実用事例と分析等を紹介する。用いるツールや言語は
既習のものを使うので、講義時間に十分に取り組めなかった場
合は、各自で実習時間をとるようにしてほしい（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（70％）と、実習作業のレポートや講義の中
で行う演習等の評価（30％）で評価とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　凸解析を中心とした理論的な内容から各手法の原理にい
たる幅広い講義内容をめざすため、これらをまとめたもの
はない。それぞれの内容ごとに参考文献を紹介するが、特
に必要とする部分は資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考文献には、大学3年次向けのものとより専門性の高
いものが含まれている。講義の中で、それらの位置づけも
簡単に解説する。この機会に、興味のもてる内容を選び、
専門的な文献に触れることにも挑戦してみることを勧め
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この科目と「意志決定の数理」や「数理ファイナンス」
の関係は、ある部分では基礎となり、他の部分では応用や
発展となる位置関係にある。関連性を意識して学んでほし
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　リスク管理の目的
　２　数理計画の実用性
　３　線形計画の数値解法
　４　大規模問題の解法
　５　ポートフォリオ理論（リスク分散）
　６　ポートフォリオ理論（最適化）
　７　ゲーム理論
　８　数理ファイナンス
　９　凸解析（基礎的な概念）
１０　凸解析（拡張概念）
１１　さまざまな分離定理
１２　リスク管理と最適化理論
１３　リスク管理の数値解法
１４　理論と数値解法
１５　まとめ



2019-6010000686-01リスク管理の数理「社情ｺｰｽ」（判断の総合力を磨く）

杉万　郁夫

◎応数応用数:A-3,C-1

1.数理計画モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することができ
る。　(A-3)

2.数学的理論に基づくモデルを構築し、その分析を行うことができる。

3.数理計画法を生かすことで、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。　
(C-1)

◎　応用数学コース　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、専攻した専門分野の知識がある。
A-2　情報科学の基礎的な数理について説明することができる。
A-3　数学や情報の理論が、社会においてどのように活用されているのか
を説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　数学的な論理や公式を用いて、基本的な証明や計算を行うことがで
きる。
B-2　話の内容を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションがで
きる。
B-3　情報機器を活用して問題を解決するために、アルゴリズムを用いた
論理を組み立てることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　論理的な思考により物事を分析し、社会における諸問題の解決に数
学を生かそうとする姿勢をもっている。
C-2　探究心・向上心・好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　数学のみならず、自然科学・人文科学・社会科学・語学の幅広い教
養を生かし、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。

◎応数社会数:A-2,B-2,C-3

1.数理計画モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することができ
る。　(A-2)

2.数学的理論に基づくモデルを構築し、その分析を行うことができる。　(B-2)

3.数理計画法を生かすことで、社会に貢献しようとする姿勢をもっている。　
(C-3)

◎　社会数理・情報ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　数学の基礎的な知識をもち、これらが社会や技術においてどのよう
に活用されているかを説明することができる。
A-2　数理モデルの構築とその分析に関する知識をもち、説明することが
できる。
A-3　情報科学の幅広い知識をもち、説明することができる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　意見を論理的に構成し、説得力のあるプレゼンテーションを行うこ
とができる。
B-2　数学的理論に基づくモデルを構築し、統計分析やシミュレーション
を用いてその検証を行うことができる。
B-3　情報機器やネットワークの知識を活用し、基本的な情報システムを
構築することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　人文科学、社会科学、自然科学、語学の幅広い教養を生かし、諸分
野の問題の解決や分析に数学的に取り組む姿勢をもっている。
C-2　探究心、向上心、好奇心を持ち続け、主体的に学習する意欲をもっ
ている。
C-3　社会システムや情報システムの構築・改善を通して、社会に貢献し
ようとする姿勢をもっている。



2019-3010000147-01マクロ経済学「EE7-9」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限, 金・３時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

西田　圭吾

◎－－－　概要　－－－◎

　マクロ経済学は、集計変数という経済全体を表す変数の動向
を分析する学問です。具体的には、経済成長、インフレーショ
ン、景気循環、失業などの問題を扱います。講義では、はじめ
に国内総生産（GDP）や物価といった代表的な集計変数の意味
を確認してから、それらの集計変数の動きを分析するための理
論をいくつか紹介します。マクロ経済学は、経済成長論と景気
循環論に分類されることがありますが、この講義では、長期の
経済成長論から、短期の景気循環論の順で学びます。
　最初に紹介する理論は、マクロ経済学の基本となる長期理論
です。そこでは、市場メカニズムが有効に機能する環境を想定
して、ミクロ経済学の手法をマクロ経済学に適用することで得
られる知見をまとめます。その後、基礎的な経済成長モデルを
紹介し、一人当たりGDPの長期的な動向が、どのような要因で
決まるかを検討します。
　次に、短期の景気循環論に議論を移します。市場メカニズム
が不完全にしか機能しない期間としての短期では、経済は長期
的な動きから外れた動きをしてしまい、例えば、不況が続き、
失業が長引いてしまうことがあります。このように、経済が長
期的なトレンドから乖離した動きをすることを景気循環といい
ます。景気循環がどのような要因で起こり、政府はそれに対し
てどのような政策的対処ができるのかについて、まずはケイン
ズ経済学の立場から検討します。ただし、ケインズ経済学は、
現在では様々な問題点が見つかっており、多くの経済学者から
強い批判を受けていることも事実です。そこで、ケインズ経済
学の問題点を整理したうえで、現在のマクロ経済学の考え方
も、できる限り紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国内総生産（GDP）や物価の意味を理解している。(知識・理
解)

長期の経済成長が、どのようにして起こるか説明できる。(知
識・理解)

IS-LMモデルなどのケインズ経済学を使って、財政政策や金融
政策の効果を説明できる。(知識・理解)

IS-LMモデルなどのケインズ経済学には、どのような問題点が
あるか理解している。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業中に指示した参考書の該当箇所に目を通しておくこ
と。（60分）
復習：参考書や講義資料を熟読し、疑問点を残さないようにす
ること。適宜配付する練習問題を解き、理解を確実なものにす
ること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（100％）で評価します。講義で扱った用語、概念、
理論などがどこまで身についているかが評価基準です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。授業中に適宜配付する資料を用いて行
う。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に何冊かの参考書を紹介します。ここでは、本講義
と内容や構成が近い本を紹介します。
二神孝一『マクロ経済学入門 第3版』、2017年、日本評論
社、ISBN: 978-4535041240
マンキュー『マンキュー マクロ経済学I 入門篇（第4
版）』、2017年、東洋経済新報社、ISBN: 978-4492315040
マンキュー『マンキュー マクロ経済学II 応用篇（第4
版）』、2018年、東洋経済新報社、ISBN: 978-4492315101

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「ミクロ経済学」の単位を取得していることが望ましい。
特に、均衡、機会費用、弾力性などの基礎概念、完全競争
企業の利潤最大化、消費者の効用最大化について、十分に
理解しておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（１回）
２．マクロ経済学はどんな学問か（１回）
３．国民経済計算（３回）
４．物価統計（２回）
５．長期の経済（２回）
６．経済成長論の基礎（３回）
７．所得・支出モデル（４回）
８．貨幣市場（２回）
９．IS-LM分析（４回）
１０．総需要・総供給分析（２回）
１１．インフレーションと失業（２回）
１２．ルーカス批判（１回）
１３．財政・金融政策再考（３回）
上記の計画を全３０回で講義します。
受講生の理解状況によって、予定は変更される可能性があ
ります。



2019-3010000147-01マクロ経済学「EE7-9」

西田　圭吾

◎経済:A-3

1.国内総生産（GDP）や物価の意味を理解している。　(A-3)

2.長期の経済成長が、どのようにして起こるか説明できる。　(A-3)

3.IS-LMモデルなどのケインズ経済学を使って、財政政策や金融政策の効果を
説明できる。　(A-3)

4.IS-LMモデルなどのケインズ経済学には、どのような問題点があるか理解し
ている。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.国内総生産（GDP）や物価の意味を理解している。　(A-3)

2.長期の経済成長が、どのようにして起こるか説明できる。　(A-3)

3.IS-LMモデルなどのケインズ経済学を使って、財政政策や金融政策の効果を
説明できる。　(A-3)

4.IS-LMモデルなどのケインズ経済学には、どのような問題点があるか理解し
ている。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000147-02マクロ経済学「EE4-6」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限, 木・２時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

高瀬　光夫

◎－－－　概要　－－－◎

　経済学は大きくマクロ経済学とミクロ経済学に分けられま
す。ミクロ経済学が、経済の中の個々の市場を主に分析するの
に対して、マクロ経済学は経済全体にかかわる問題を分析対象
にします。具体的には景気、失業、インフレーション、デフ
レーション、経済成長などの問題です。地域社会や日本社会さ
らに国際社会のかかえる問題を理解し、問題解決のための可能
な選択肢とそのメリットとデメリットを考え、主権者として一
般市民が賢明な選択をするためにマクロ経済学的な視点は今
益々重要性を持ってきています。
　マクロ経済学は、経済を4つの市場から成り立ち、それらの
市場が相互依存しながら、均衡に向かうものと捉えます。4つ
の市場とは、財市場、労働市場、貨幣市場とその他の資産市場
です。そこで本講では、まず、財市場を、続いて（貨幣市場を
含む）資産市場を取り上げて、両市場の相互依存関係を学び、
次に労働市場を加えて、マクロ経済の全体像を理解します。適
宜、練習問題を解いて、理解を確認しながら授業を進めていき
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

一国全体に係る経済活動のメカニズムについて理解し、それら
に関連する基本的な経済理論を説明できる。(知識・理解)

マクロ経済政策の短期と長期の影響を区別して説明できる。
(知識・理解)

マクロ経済理論の修得を通じて、経済情勢に潜む問題点の原因
を究明し、それらの解決策の選択肢を提示できる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、授業計画に記載された各授業内容に関連する
章を読み、moodleで配信された練習問題に挑戦してみてくださ
い。（120分）
　復習としては、参考書のの関連部分を読み、各授業内容に関
連する練習問題を解いて授業の理解を確認してください。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価は定期試験の成績のみ（100%の比重）で評価しま
す。
　評価基準としては、マクロ経済学への基本的な理解がされて
いることが基準になります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

家森信善、「ベーシック＋　マクロ経済学の基礎」、中央
経済社、2017年、2000円＋税。【ISBN:
978-4-502-21181-2】

◎－－－　参考書　－－－◎

中谷巌、「入門マクロ経済学」第5版、日本評論社、2007
年、2800円＋消費税　ISBN 978-4-535-55513-6
Ｇ．マンキュー「マクロ経済学Ⅰ（入門篇）」第3版、東
洋経済新報社、2011年 　ISBN 9784492314098
時政勗・三輪俊和・高瀬光夫「マクロ経済学」勁草書房、
2003年. 2,900円＋税.　ISBN 4-326-54777-4
大竹文雄「スタディガイド 入門マクロ経済学」第5版、日
本評論社　978-4-535-55518-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　必修のミクロ経済学を既に履修しているか、同時履修し
ていることを前提に授業を進めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下は暫定的な授業計画ですが，時間制約などから一部変
更の可能性があります。
番号　　　テーマ　　　　（教科書との対応）
１　マクロ経済学を学ぶこと　　(第1章)
２　マクロ経済学と日本経済（第2章）
３　GDP（国内総生産）　　（第3章）
４　GDP（国内総生産）　　（練習問題）
５　財市場　　　　　　　　（第4章）
６　消費と貯蓄　　　　　　(第4章）
７　消費と貯蓄　　　　　　（練習問題）　　　
８　企業の投資　　　　　　（第5章）
９　企業の投資　　　　　　（練習問題）
10　政府の支出　　　　　　(第6章）
11　政府の支出　　　　　　（練習問題）
12　総需要の経済学（乗数）　(第7章）
13　総需要の経済学（分析）　(第7章）
14　総需要の経済学　　　　（練習問題）
15　金融市場の分析（需要）（第8章）
16　金融市場の分析（供給）（第8章）
17　金融市場の分析　　　　（練習問題）
18　IS-LMモデル（IS曲線）（第9章）
19　IS-LMモデル（LM曲線）（第9章）
20　IS-LMモデル　　　　　（練習問題）
21　IS-LMモデルを使った分析（第10章）
22　IS-LMモデルを使った分析（第10章）
23　IS-LMモデルを使った分析（練習問題）　　
24　物価の分析　　　　　　（第11章）
25　物価の分析　　　　　　（練習問題）
26　国際版IS-LM分析（IS）（第12章）
27　国際版IS-LM分析（LM)（第12章）
28　国際版IS-LM分析　　　（練習問題）
29　日本のIS-LM分析　　　（第13章）
30　日本のIS-LM分析　　　（練習問題）



2019-3010000147-02マクロ経済学「EE4-6」

高瀬　光夫

◎経済:A-3

1.一国全体に係る経済活動のメカニズムについて理解し、それらに関連する基
本的な経済理論を説明できる。　(A-3)

2.マクロ経済政策の短期と長期の影響を区別して説明できる。　(A-3)

3.マクロ経済理論の修得を通じて、経済情勢に潜む問題点の原因を究明し、そ
れらの解決策の選択肢を提示できる。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.一国全体に係る経済活動のメカニズムについて理解し、それらに関連する基
本的な経済理論を説明できる。　(A-3)

2.マクロ経済政策の短期と長期の影響を区別して説明できる。　(A-3)

3.マクロ経済理論の修得を通じて、経済情勢に潜む問題点の原因を究明し、そ
れらの解決策の選択肢を提示できる。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000147-03マクロ経済学「EE10-12」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 水・４時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

万　軍民

◎－－－　概要　－－－◎

１）マクロ経済学はどのような学問なのかをまず知っておきま
しょう。
２）マクロ経済学の基本的な分析枠組、例えば、国民経済計
算、IS-LM分析、家計・企業・政府という三つのセクターの行
動原理、財政金融政策などを理解していきましょう。
３）マクロ経済政策の基本的なミッションでもある経済安定と
経済成長をいかに実現させるのかを考えていきましょう。マク
ロ経済政策において、今までどういう教訓があったのか、そし
て今後はどういう課題が残っているのかを考えていきましょ
う。
４）事前学習方法：新聞やマスコミで取り上げられるマクロ経
済の問題、例えば、失業、格差、バブル、インフレ、為替など
に関する記事を読む。
５）事後学習方法：講義ノートと教科書を復習し、練習問題を
解き、マクロ経済の問題の原因について自分なりの説明を試み
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マクロ経済学の基本的な分析枠組、例えば、国民経済計算、IS-
LM分析、家計・企業・政府という三つのセクターの行動原
理、財政金融政策などを理解する。また、経済安定と経済成長
をいかに実現させるのかを考える力を身につける。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1)事前には教科書を予習し、過去のノート内容を復習する。
2）事後にはノートを読み、宿題を解き、現実の経済問題につ
いて自分なりに考え、納得する解釈を与える。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　二つのテスト（中間、定期）、レポート、平常点で総合的に
判断します。

　中間テスト、定期試験、レポートおよび平常点を、それぞれ
１００点とする場合の最終成績は、
　最終成績＝中間テスト×0.30 ＋ 定期試験×0.55＋レポー
ト×0.08＋平常点×0.07。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書を指定しませんが、プリント等を随時配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

１）中谷巌　｢入門マクロ経済学｣第５版、日本評論社、２
００７年　2,800円　ISBN：978-4-535-55513-6

２）大竹文雄　｢スタディガイド入門マクロ経済学｣第４版
　日本評論社、２００６年　1,900円　
ISBN：978-4-535-55518-1

３）二神孝一　｢マクロ経済学入門｣第１版、日本評論社、
２００６年。

４）足立英之、地主敏樹、中谷武、柳川隆訳｢マンキューマ
クロ経済学Ⅰ、Ⅱ｣第２版、東洋経済新報社、２００４年。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１）ミクロ経済学を履修済みか同時に履修することが望ま
しいです。
２）講義の前にテキストを一度読んでおくことが望ましい
です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Part Ⅰ　イントロダクション
１　マクロ経済学とは
２－３　国民経済計算、GDPと物価指数
４　マクロ経済分析の基本的な枠組み

Part Ⅱ　短期モデル
　　　　　－需要サイドを主として分析ー
５　ケインジアン・モデルでの所得の決まり方
６－７　貨幣の需給と利子率
８ー９　財市場の均衡
１０－１１　貨幣市場の均衡
１２－１３　IS-LMと財政金融政策
１４　前半復習
１５　中間テスト

Part Ⅲ　長期均衡への調整
　　　　　－需要サイドを主として分析ー
１６　短期モデルと長期モデルとの比較
１７　物価水準の決まり方
１８　インフレーションと失業
１９－２０　経済成長

Part Ⅳ　消費と投資
２１－２３　消費と貯蓄
２４－２５　投資の理論

Part ⅴ　マクロ経済学の新潮流
２６　経済変動理論とマクロ経済政策の有効性に関する議
論
２７ー２８　バブル・金融ビックバン・情報革命、教訓と
未解決の課題
２９　後半復習
３０　レポート提出

上記の講義(全30回)を行います。



2019-3010000147-03マクロ経済学「EE10-12」

万　軍民

◎経済:A-3

1.マクロ経済学の基本的な分析枠組、例えば、国民経済計算、IS-LM分析、家
計・企業・政府という三つのセクターの行動原理、財政金融政策などを理解す
る。また、経済安定と経済成長をいかに実現させるのかを考える力を身につけ
る。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.マクロ経済学の基本的な分析枠組、例えば、国民経済計算、IS-LM分析、家
計・企業・政府という三つのセクターの行動原理、財政金融政策などを理解す
る。また、経済安定と経済成長をいかに実現させるのかを考える力を身につけ
る。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000147-04マクロ経済学

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限, 木・３時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

江口　昌伍

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では、マクロ経済学の基礎を学んでいきます。マクロ経
済学とは、端的に言うと、物価や消費、金融などの動きを「国
全体」を分析対象として捉え、有効な経済政策を考えるための
学問です。

新聞やニュースなどでは、経済・社会活動の結果が統計数値と
して大きく取り上げられ、その結果として、数字やその経済・
社会活動を表すワード自体が独り歩きしてしまうケースがしば
しばあります。例えば、「バブル」というワードひとつ取って
みても、バブルとは具体的にどのような経済状態を表し、どの
ような経済指標がバブルの判断材料になるかを説明できる人は
そう多くないのではないでしょうか？

本講義では、最初に日本経済や世界経済の流れを一通り整理
し、その後、国民経済計算体系や物価指数、IS-LM分析、為替
レートの決定方法、景気変動のメカニズムなどを学びます。こ
れらを学習することによって、財政政策、金融政策といったマ
クロ経済政策が、経済活動にどのような影響を与えているかを
理解し、日本経済や世界経済に起こった出来事をマクロ経済学
的な理論に基づいて、数式や図を用いて説明できるようになる
ことを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・マクロ経済学の理論を数式・図によって理解することができ
る(知識・理解)

・日本や世界経済に起こったマクロ経済学に関連する社会・経
済的事象を理論に基づいて説明できるようになる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

不定期に小テストを行うことがありますので、次の講義までに
授業ノートの復習を必ずしておいてください。
毎回の講義の最後に、次回の講義で扱うトピックを紹介します
ので、各自で調べておくことを予習とします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本講義では、不定期に5回程度実施予定の小テスト（15%）、
中間テスト（20%）、定期試験（65%）によって成績を評価し
ます。評価の基準は到達目標に記載されている内容とします。
中間テストはシラバス上では14回目の講義で実施予定ですが、
講義の進捗状況によって前後する可能性がありますので、改め
てアナウンスします。
また、講義中の私語など他の受講者の迷惑となる行為は減点対
象となりますので、注意して下さい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回の講義では、教科書を使わずにオリジナルの講義資料
を用います。
講義資料は講義の前日までにwebにアップしますので、各
自で持参してください。

◎－－－　参考書　－－－◎

中谷巌（著） 『入門マクロ経済学』 （日本評論社、2007
年） 2800円（税別）　ISBN 978-4-535-55513-6
平口良司・稲葉大（著） 『マクロ経済学―入門の「一歩
前」から応用まで』 （有斐閣、2015年） 2000円（税別）
　ISBN 978-4-641-15026-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義では、多少の数式や図を用います。扱う数式は中学・
高校数学レベルですが、講義中に復習をする予定です。
講義内容で分からないことがあれば、遠慮なく質問してく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 イントロダクション
第2～4回 国民経済計算体系と物価指数
第5～6回 ケインジアンモデル
第7～9回 財市場の分析と財政政策
第10～13回 金融市場・貨幣市場の分析と金融政策
第14回 中間テスト
第15～18回 IS-LM分析と財政・金融政策
第19～22回 総需要・総供給と物価の決まり方
第23～25回 為替レートと金融政策
第26～28回 資産価格の決定とバブル
第29～30回 総復習

＊上記の講義スケジュールは、進度や受講者の理解度に応
じて変更の可能性があります
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江口　昌伍

◎経済:A-3

1.・マクロ経済学の理論を数式・図によって理解することができる　(A-3)

2.・日本や世界経済に起こったマクロ経済学に関連する社会・経済的事象を理
論に基づいて説明できるようになる　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.・マクロ経済学の理論を数式・図によって理解することができる　(A-3)

2.・日本や世界経済に起こったマクロ経済学に関連する社会・経済的事象を理
論に基づいて説明できるようになる　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000147-05マクロ経済学「17台以前・再」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, 水・３時限　　試験時間割：2020/01/23　２時限　　

野澤　亘

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、例えば以下のようなことを考えます。
  ・不景気・失業はなぜ起こるか？
  ・経済成長のスピードを決めている要因は何か？
  ・政策によって不景気・失業を避けられるか？経済成長のス
ピードを上げられるか？
　これらは、私たちの生活に密接に関連した疑問です。日本経済
の景気がどのような状況にあるかによって就職活動の市場は一変
します。また当然のことながら、途上国に生まれるか、先進国に
生まれるかによって生活の経済的なレベルは大きく左右されま
す。
　こういったことを考えるためには、一国の経済を大きなひとま
とまりとして捉える必要があります。経済問題へのこのようなア
プローチをマクロ経済学と呼ぶわけです。
　一国の経済は非常に複雑で巨大なもので、膨大な数の人や組織
が複雑に関連しあっています。それをそのまま細部にまで渡って
とらえることは現実的ではありません。まず私たちの興味のある
対象を定め、計測して集計する必要があります。このような考え
に基づいて作られているのが、GDPや失業率、物価に代表される
マクロ経済指標です。第1部では、こういったマクロ経済指標
と、市場や政策などの制度について学習します。
　これらの基礎的な理解に基づいて、第2部ではGDPや物価がど
のように定まるかを説明する理論を学びます。この理論を用い
て、財政政策・金融政策がどのように経済に影響するかを検討し
ます。第3部では、発展的なトピックとして経済成長、労働市
場、資産価格について学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マクロ経済指標の定義と、指標間の関連について理解し説明でき
る(知識・理解)

マクロ経済の主要な市場と政策の仕組みについて理解し説明でき
る(知識・理解)

マクロ経済の基本的な理論モデルを理解し、それを用いてマクロ
経済の現象と政策の効果を理解できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：参考書の対応する部分を読んでおく。（30分）
復習：参考書の対応する部分・講義資料を読み、用語の意味・議
論の流れを理解する。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中間試験１（20％）：第１部で学ぶ、マクロ経済指標と、市場や
政策などの制度を理解し説明できるかを基準とする。

中間試験２（20％）：第２部で学ぶ、マクロ経済の基本的な理論
モデルを理解し、それを用いてマクロ経済の現象と政策の効果を
分析できるかどうかを基準とする。

定期試験（60％）：マクロ経済指標と、市場や政策などの制度を
理解し説明できるか、マクロ経済の基本的な理論モデルを理解
し、それを用いてマクロ経済の現象と政策の効果を分析できるか
どうか、経済成長・労働市場・資産価格に関する指標・制度と基
本的な考え方を理解し説明できるかどうかを基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

平口良司・稲葉大「マクロ経済学 -- 入門の「一歩前」から
応用まで 」有斐閣ストゥディア、2015年、2000円　ISBN
978-4641150263
中谷巌　｢入門マクロ経済学｣第５版、日本評論社、2007
年、2800円　ISBN 978-4-535-55513-6
家森信善「マクロ経済学の基礎　ベーシック＋」中央経済
社、2017年、2160円　ISBN 978-4-502-21181-2
N. グレゴリー・マンキュー「マンキュー　マクロ経済学1
入門篇」第3版、東洋経済新報社、2011年、3800円  ISBN
9784492314098

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

全30回の講義を以下の予定で行います。行頭の番号が回数
に相当します。

第1部 マクロ経済学の基礎知識
1. マクロ経済学とは
2. マクロ経済を観察する1:GDP
3. マクロ経済を観察する2:物価・失業率
4. マクロ経済を支える金融市場
5-6. 貨幣の機能と中央銀行の役割
7-8. 財政の仕組みと機能
9. 中間試験１

第2部 マクロ経済学の基本モデル
10-13.  国内総生産と金利の決まり方：IS-LMモデル
14-16.  総需要・総供給と物価の決まり方：AD-ASモデ
ル
17-18.  インフレとデフレ
19.  為替レートの決まり方
20.  中間試験２

第3部 マクロ経済学の発展的トピックス
21-23.  経済が成長するメカニズム
24-26.  雇用と失業の決まり方
27-29.  資産価格の決まり方
30. 全体のまとめ



2019-3010000147-05マクロ経済学「17台以前・再」

野澤　亘

◎経済:A-3

1.マクロ経済指標の定義と、指標間の関連について理解し説明できる　(A-3)

2.マクロ経済の主要な市場と政策の仕組みについて理解し説明できる　(A-3)

3.マクロ経済の基本的な理論モデルを理解し、それを用いてマクロ経済の現象
と政策の効果を理解できる　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.マクロ経済指標の定義と、指標間の関連について理解し説明できる　(A-3)

2.マクロ経済の主要な市場と政策の仕組みについて理解し説明できる　(A-3)

3.マクロ経済の基本的な理論モデルを理解し、それを用いてマクロ経済の現象
と政策の効果を理解できる　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000147-06マクロ経済学「EE1-3」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限, 木・１時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

藤本　浩明

◎－－－　概要　－－－◎

　マクロ経済学の対象は、集計量で表される一国全体の経済活動で
す。本講義の目的は、一国の経済事象や経済政策を分析するための枠
組みを明確に理解することです。その枠組みとして、新旧ケインズ派
と新旧古典派、部分均衡と一般均衡、閉鎖システムと開放システム、
比較静学分析と動学分析、均衡モデルと不均衡モデル、フロー分析と
ストック分析などが考えられます。

　残念ながら、動学分析、不均衡モデル、ストック分析などを詳しく
解説する余裕はなさそうです。この授業でやり残してしまう部分に関
しては、経済数学・数理経済学・経済動学・微分方程式・最適制御な
どの分析手法に加えて、マクロ経済分析・国際マクロ経済学・経済政
策・金融論・財政学・労働経済学などの上級科目の履修に努めてくだ
さい。

　なお、理解度を確かめるために、公務員・公認会計士・外交官・国
税専門官・中小企業診断士・不動産鑑定士・弁理士など各種資格試験
などの過去問に基づく問題などを取り上げながら、講義を進めていき
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　国家のマクロ的なメカニズムを理解し、それらに関連する基本的な
経済理論を数式および図表などを用いて説明することができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習：次回の講義でどのような概念を扱うのかを配付資料を読み、
毎週合計80分間予習してください。

　復習：授業で扱った用語を、数式および図表などを用いながら、自
分の言葉で説明できるかを毎週合計80分間、また、配付資料の問題が
解けるかをさらに毎週合計80分間確認してください。

　なお、授業で聞いたはずの問題が解けなかったり、授業内容に関連
した疑問が浮かんだら、オフィスアワーなどを利用して、すぐに先生
やTAに質問することをお勧めします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として、中間テスト点４０％、定期試験の成績点６０％をそれ
ぞれの目安にして、合計１００％で評価します。しかし、ボーナス点
としてα点をさらに加味することがあります。また、復習を兼ねて、
毎回のように、ミニッツペーパーを記入してもらうかもしれません
し、例えば、参考書『らくらく　ミクロ・マクロ経済学入門　計算問
題編(茂木喜久雄　著)』などに基づくレポートを提出してもらうこと
もあり得ます。そのときは、提出期限や提出場所に留意してくださ
い。

　なお、中間テストは２回実施する予定です。２０％×２；；中間テ
ストの無断欠席は評価を下げます：中間テストの解答解説前に理由書
を提出して、追試テストを受けるようにしてください。シラバス作成
時には、時間割が未定ですので、中間テスト日は、前期授業が始まっ
てから間もなく指示する予定です。それらは、授業計画にあるよう
に、授業の１０回目と２０回目になります。

　また、出席点はありません。しかし、無断欠席は、低評価の要因と
なりえます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストとして、以下の参考書は講義中には、直接使用せ
ずに、毎回、プリント資料を配付する予定です。

◎－－－　参考書　－－－◎

　１）茂木喜久雄（著）、『らくらく　マクロ経済学入
門』、洋泉社　２）茂木喜久雄（著）、『らくらく　ミク
ロ・マクロ経済学入門　計算問題編』、洋泉社　３）茂木喜
久雄（著）、『らくらく　ミクロ・マクロ経済学入門　記
述・論文編』、洋泉社　４）資格試験研究会編『速攻！まる
ごと経済学：ミクロ・マクロ経済理論』、実務教育出版　
５）石川秀樹（著）、『経済学入門塾Ⅰ　マクロ編』、中央
経済社。

　上記の参考書の内容を一部講義する。なお、参考書は、授
業開始後、先生からの指示を待って、購入したい人だけが購
入してください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント資料とOHCを利用して、
講義を進める予定です。なお、OHCの内容を見落とした場合
や記入漏れなどがある場合は、講義の前後などにプリント資
料を公開するので、それら資料の空欄を各自書き埋めるよう
に心がけてください。
　また、大学生としての基本的マナーを守ってほしい。つま
り、遅刻と私語をしないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.理論経済学と計量経済学
2.微分・偏微分・全微分
3.経済の循環と国民経済計算
4.マクロ経済学の学説史
5.産業連関表と三面等価の関係
6.実質国内（国民）所得とデフレータの計算
7.所得弾力性と物価弾力性
8.レオンチェフモデル
9.乗数の計算と雇用量
10.中間テストその１
11.財市場とIS曲線
12.財政政策とIS・AD曲線のシフト
13.金融政策とLM・AD曲線のシフト
14.流動性のワナ
15.AS曲線のシフトとLM・LD・LS曲線
16.神の見えざる手と貨幣錯覚
17.ワークシェアリング、春闘
18.開放経済と為替レート、BP曲線
19.国内の経済政策と国際収支の均衡
20.中間テストその２
21.マンデル・フレミング
22.フィリップ曲線と自然失業率
23.UV曲線・ベバリッジ曲線
24.ハロッドの成長理論
25.ドーマーの成長理論
26.新古典派の成長理論
27.マクロ経済学の全体像まとめその１
28.マクロ経済学の全体像まとめその２
29.マクロ経済学の全体像まとめその３
30.マクロ経済学の全体像まとめその４
　なお、受講生の理解次第で、計画が若干変更されることも
あり得ます。
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藤本　浩明

◎経済:A-3

1.　国家のマクロ的なメカニズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理
論を数式および図表などを用いて説明することができる。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.　国家のマクロ的なメカニズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理
論を数式および図表などを用いて説明することができる。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000147-07マクロ経済学

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限, 木・３時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

栗田　高光

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、「マクロ経済学」の基礎を解説します。講義
を通じて、マクロ経済の動向を理論的に把握する力を養いま
す。
　経済学は、その分析の対象と手法の違いから、「マクロ経済
学」と「ミクロ経済学」に大別されます。本講義で学ぶマクロ
経済学では、国内総生産や失業率など経済全体で集計化された
変数間の関係を通して、様々な経済現象を解明していこうとす
る立場をとっています。経済全体でみた場合に「景気がいい」
とはどういうことなのか、失業率はどのように決まってくるの
か、といった疑問に答える上で、マクロ経済学はとても有用な
分析手法を提供してくれます。またマクロ経済学は、景気対策
をはじめとした政策的な議論を行う上でも、極めて重要な役割
を果たしています。
　この講義では、ケインズ理論を中心としたマクロ経済学につ
いて、テキストに沿って解説を進めていきます。まずマクロ経
済学の基本的な考え方を概観した後、国内総生産に関する諸概
念を学びます。その後、数量調整や有効需要といった基本概念
を学び、生産物市場及び貨幣市場の分析に進みます。こうした
二つの集計市場の均衡は、IS曲線及びLM曲線の導出につな
がっていきます。このIS-LM図を用い、財政・金融政策の効果
について理論的な分析を行います。最後に、為替レートなどを
考慮に入れた開放経済モデルの基礎を学ぶととともに、物価に
関する初歩的な考察を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マクロ経済の諸現象の背後にあるメカニズムを理解し、それら
に関連する基本的な理論モデルについて説明することができる
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習では、テキストの該当箇所を読み、授業の主な内容を把
握しておくこと。（30分）
　復習では、講義ノートとテキストを繰り返し読み、内容を深
く理解するように努めておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績（100％）によって評価します。評価基準
は、設定した問題について、専門用語や既存の学説などを用
い、正確な解答ができることです。

◎－－－　テキスト　－－－◎

家森信善（著）
「ベーシック＋　マクロ経済学の基礎」
中央経済社
ISBN: 978-4502211812
2,000円＋税　2017年

◎－－－　参考書　－－－◎

中谷巌（著）「入門　マクロ経済学（第５版）」日本評論
社　ISBN 978-4535555136
N. グレゴリー・マンキュー（著）「マンキュー　マクロ経
済学１　入門篇（第３版）」　ISBN 978-4492314098

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　マクロ経済の動向を理論的に分析するため、講義では数
式や図を多用します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　マクロ経済学の考え方（１回）
２　国内総生産に関する諸概念（計２回）
３　数量調整と有効需要の原理（計２回）
４　生産物市場の分析（計５回）
５　貨幣市場の分析（計５回）
６　IS曲線及びLM曲線の導出（計５回）
７　財政・金融政策の効果（計４回）
８　為替レートと開放経済（計２回）
９　物価に関する考察（１回）
１０総復習（計３回）

上記の計画を３０回にわけて行います。



2019-3010000147-07マクロ経済学

栗田　高光

◎経済:A-3

1.マクロ経済の諸現象の背後にあるメカニズムを理解し、それらに関連する基
本的な理論モデルについて説明することができる　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.マクロ経済の諸現象の背後にあるメカニズムを理解し、それらに関連する基
本的な理論モデルについて説明することができる　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000146-02ミクロ経済学「EE7-9」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限, 金・３時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

近郷　匠

◎－－－　概要　－－－◎

　ミクロ経済学とは、個々の消費者や生産者の行動が市場機構
を通して調整されていく様子を解明し、さらに、そのパフォー
マンスを評価し、望ましい制度的仕組みをデザインしていく経
済学の一分野です。ミクロ経済学は経済学の基礎的理論を与え
る重要な科目であり、経済学の専門的な科目を理解するために
不可欠なものです。

　ミクロ経済学の内容は多岐にわたります。この講義ではその
中でも、価格理論にフォーカスします。消費者理論と生産者理
論を基礎から学び、均衡理論を学ぶことで、市場で起きている
現象を理解します。

　講義で聞いた話をしっかりと理解できたかを皆さん自身で確
認するために、自分で問題を解いてもらうことがあります。も
ちろん、その問題を解くために必要な知識はきちんと授業で解
説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人々や企業の消費・生産行動を経済学に基づいて説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布した資料を事前に読み、分からない箇所を明確にす
る。（120分）

復習：配布した資料の内容を完全に理解できたかを確認する。
また、資料の問題を自力で解けるか確認する。（120分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によります（100％）。評価基準は
１）消費者行動の理論の基礎を理解しているか、
２）生産者行動の理論の基礎を理解しているか、
３）経済厚生や不完全競争の基礎を理解しているか、
などです。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しません。
　講義ノートをFUポータルにアップしますので、各自で
ダウンロードしてください。

◎－－－　参考書　－－－◎

今泉博国・須賀晃一・渡邉淳一「ミクロ経済学　基礎と演
習」　ISBN 9784492312810

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　練習問題の解説や質問の対応を行なうために、週に8回
程度、補習クラスを開設する予定です。この講義で優秀な
成績を取った先輩たちが君たちの疑問に答えてくれます。
積極的に参加するようにしましょう。
　また、オフィスアワーも設けていますので、こちらも活
用してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス(1回)
2.選好・効用関数・無差別曲線(2回)
3.限界代替率(3回)
4.パレート最適(2回)
5.予算制約(1回)
6.最適消費計画(2回)
7.需要関数(1回)
8.需要の所得弾力性(1回)
9.所得効果と代替効果(1回)
10.消費者理論のまとめ(1回)
11.短期費用関数(2回)
12.短期利潤の最大化(2回)
13.短期供給曲線の導出(2回)
14.需要と供給の価格弾力性(2回)
15.消費者余剰と生産者余剰(1回)
16.課税の効果(1回)
17.独占利潤の最大化(2回)
18.外部性(2回)
19.生産者理論と市場理論のまとめ(1回)

受講生の理解次第で、計画が変更されることもあります。



2019-3010000146-02ミクロ経済学「EE7-9」

近郷　匠

◎経済:A-3

1.人々や企業の消費・生産行動を経済学に基づいて説明できる。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.人々や企業の消費・生産行動を経済学に基づいて説明できる。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000146-04ミクロ経済学

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限, 木・４時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

渡邉　淳一

◎－－－　概要　－－－◎

　ミクロ経済学とは、個々の消費者や生産者の行動が市場機構
を通して調整されていく様子を解明し、さらに、そのパフォー
マンスを評価し、望ましい制度的仕組みをデザインしていく経
済学の一分野です。
　ミクロ経済学は経済学の基礎的理論を与える重要な科目であ
り、経済学部のすべてのコースの専門科目を理解するために必
要不可欠なものです。言い方を変えると、この授業の内容をき
ちんと理解すると、その他の多くの授業で役に立ちます。
　講義で聞いた話をしっかりと理解できたかを皆さん自身で確
認するために、自分で問題を解いてもらうことがあります。も
ちろん、その問題を解くために必要な知識はきちんと授業で解
説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

家計や企業など、様々な経済主体の経済活動のメカニズムを理
解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習：配付した資料を事前に読み、分からない箇所を明確に
する。(120分)
　復習：配付した資料の内容を完全に理解できたかを確認す
る。また、資料の 問題を自力で解けるか確認する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によります（100％）。
　評価基準は
１）消費者行動の理論の基礎を理解しているか、
２）生産者行動の理論の基礎を理解しているか、
３）経済厚生や不完全競争の基礎を理解しているか、
などです。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しません。資料を配付します。
　講義ノートをFUポータルにアップしますので、各自で
ダウンロードしてください。

◎－－－　参考書　－－－◎

　今泉博国・須賀晃一・渡邉淳一「ミクロ経済学　基礎と
演習」東洋経済新報社(2001)　3,780円　ISBN
978-4-492-31281-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　練習問題の解説や質問の対応を行なうために、週に8回
程度、補習クラスを開設する予定です。この講義で優秀な
成績を取った先輩たちが君たちの疑問に答えてくれます。
積極的に参加するようにしましょう。
　また、オフィスアワーも設けていますので、こちらも活
用してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス(1回)
2.選好・効用関数・無差別曲線(2回)
3.限界代替率(3回)
4.パレート最適(2回)
5.予算制約(1回)
6.最適消費計画(2回)
7.需要関数(1回)
8.需要の所得弾力性(1回)
9.所得効果と代替効果(1回)
10.消費者行動理論のまとめ(1回)
11.短期費用関数(2回)
12.短期利潤の最大化(2回)
13.短期供給曲線の導出(2回)
14.需要と供給の価格弾力性(2回)
15.消費者余剰と生産者余剰(1回)
16.課税の効果(1回)
17.独占利潤の最大化(2回)
18.外部性(2回)
19.生産者行動理論と市場理論のまとめ(1回)

受講生の理解次第で、計画が変更されることもあります。



2019-3010000146-04ミクロ経済学

渡邉　淳一

◎経済:A-3

1.家計や企業など、様々な経済主体の経済活動のメカニズムを理解し、それら
に関連する基本的な経済理論を説明することができる。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.家計や企業など、様々な経済主体の経済活動のメカニズムを理解し、それら
に関連する基本的な経済理論を説明することができる。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000146-06ミクロ経済学

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限, 木・２時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

今泉　博国

◎－－－　概要　－－－◎

　ミクロ経済学とは、個々の消費者や生産者の行動が市場機構
を通して調整されていく様子を解明し、さらに、そのパフォー
マンスを評価し、望ましい制度的仕組みをデザインしていく経
済学の一分野です。
　ミクロ経済学は経済学の基礎的理論を与える重要な科目であ
り、経済学部のすべてのコースの専門科目を理解するために必
要不可欠なものです。言い方を変えると、この授業の内容をき
ちんと理解すると、その他の多くの授業で役に立ちます。
　講義で聞いた話をしっかりと理解できたかを皆さん自身で確
認するために、自分で問題を解いてもらうことがあります。も
ちろん、その問題を解くために必要な知識はきちんと授業で解
説します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

家計や企業など、様々な経済主体の経済活動のメカニズムを理
解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配付した資料を事前に読み、分からない箇所を明確にす
る。（120分）
復習：配付した資料の内容を完全に理解できたかを確認する。
また、資料の 問題を自力で解けるか確認する。（120分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験100％を目安に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しません。資料を配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

今泉博国・須賀晃一・渡邉淳一「ミクロ経済学　基礎と演
習」　ISBN 9784492312810

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　練習問題の解説や質問の対応を行うために、週に8回程
度、補習クラスを開設する予定です。　この講義で優秀な
成績を取った先輩たちが君たちの疑問に答えてくれます。
積極的に参加するようにしましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス(1回)
2.選好・効用関数・無差別曲線(2回)
3.限界代替率(3回)
4.パレート最適(2回)
5.予算制約(1回)
6.最適消費計画(2回)
7.需要関数(1回)
8.需要の所得弾力性(1回)
9.所得効果と代替効果(1回)
10.消費者行動理論のまとめ(1回)
11.短期費用関数(2回)
12.短期利潤の最大化(2回)
13.短期供給曲線の導出(2回)
14.需要と供給の価格弾力性(2回)
15.消費者余剰と生産者余剰(1回)
16.課税の効果(1回)
17.独占利潤の最大化(2回)
18.外部性(2回)
19.生産者行動理論と市場理論のまとめ(1回)

受講生の理解次第で、計画が変更されることもあります。



2019-3010000146-06ミクロ経済学

今泉　博国

◎経済:A-3

1.家計や企業など、様々な経済主体の経済活動のメカニズムを理解し、それら
に関連する基本的な経済理論を説明することができる。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.家計や企業など、様々な経済主体の経済活動のメカニズムを理解し、それら
に関連する基本的な経済理論を説明することができる。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000146-07ミクロ経済学「EE1-3」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限, 水・１時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

森田　薫夫

◎－－－　概要　－－－◎

　経済（economy）の語源は古典ギリシャ語の家政術
（oikonomia）であると言われています。家政術は家庭で営ま
れる衣食住をどのように行うかに問題意識があると考えられま
す。しかし、この衣食住の問題は家庭内においてだけでなく、
社会全体においても重要な問題です。たとえば、社会には貧困
に直面している世帯がいる一方で、充実した住環境のもとで生
活する世帯もいます。このような経済環境の異なる人々が不満
を持たず暮らしていくにはどうすればよいでしょうか。まさに
これは社会全体の衣食住の問題と言えます。このとき、経済学
は社会全体の暮らし向きの在り方を考える学問と捉えることが
できるのです。本講義で取り扱うミクロ経済学は経済学の基礎
を成す分野のひとつであり、他の経済学関連の科目（金融論、
財政学、公共経済学など）を理解するための足がかりとなりま
す。
　授業は講義資料を配布し、板書またはスライドを用いた説明
により進行します。説明内容の理解を深めるために、問題演習
を適宜行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

市場取引によって財の価格がどのように決定されるかを説明で
きる。(知識・理解)

効率的な資源配分がどのように特徴付けられるのかを説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・配付した講義資料、必要に応じて参考書を読むこと。（60
分）

復習
・講義資料にある練習問題を解くこと。（30分）
・授業内容に関する疑問を解決すること。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　授業で扱ったミクロ経済学の考え方を理解しているかを評価
基準とします。特に自身が理解した内容を、適切な図または数
式を用いて、文章で説明できるかを評価します。
②評価方法
　授業の内容に対する理解を深めるために課題を3回実施しま
す。フィードバックとして課題の回収後、解答例の説明をしま
す。また、定期試験も実施します。
③割合
　課題の成績を30％、定期試験の成績を70％の比率で総合的に
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義内容をすべてカバーするテキストはありません。適
宜講義資料を配付します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義資料の主たる参考文献は次の文献になります。
[1] 清野一治著「シリーズ・新エコノミクス　ミクロ経済
学入門」日本評論社ISBN4-535-04116-4
[2] 坂井豊貴著「ミクロ経済学入門の入門」岩波新書
ISBN978-4-00-431657-2
[3] 西村和雄著「ミクロ経済学入門第2版」岩波書店
ISBN4-00-002193-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・大学入学前の学習内容（特に公民と数学）を復習してお
くこと。
・授業に毎回出席することで満足せず、「授業時間外の学
習（予習・復習）」の記載事項を実行すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：数学準備
2. イントロダクション：機会費用
3. 市場取引：仲買人のいる市場取引
4. 市場取引：市場の需要曲線と供給曲線
5. 市場取引：市場均衡
6. 「水とダイヤモンドのパラドックス」
7. 比較静学分析（需要の変化）①
8. 比較静学分析（需要の変化）②
9. 比較静学分析（供給の変化）①
10. 比較静学分析（供給の変化）②
11. 需給の感応度：需要の価格弾力性
12. 需給の感応度：価格弾力性の応用
13. 第一回課題のふりかえり
14. 合理的消費決定：消費の便益と費用
15. 合理的消費決定：限界原理
16. 合理的消費決定：応用
17. 合理的生産決定：生産の便益と費用
18. 合理的生産決定：限界原理
19. 合理的生産決定：応用
20. 生産・消費構成の効率性①
21. 生産・消費構成の効率性②
22. 生産・消費構成の効率性③
23. 第二回課題のふりかえり
24. 買い手独占市場①
25. 買い手独占市場②
26. 買い手独占市場③
27. 売り手独占市場①
28. 売り手独占市場②
29. 売り手独占市場③
30. 第三回課題のふりかえり
※進捗状況に応じて変更する場合があります。
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森田　薫夫

◎経済:A-3

1.市場取引によって財の価格がどのように決定されるかを説明できる。　(A-3)

2.効率的な資源配分がどのように特徴付けられるのかを説明できる。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.市場取引によって財の価格がどのように決定されるかを説明できる。　(A-3)

2.効率的な資源配分がどのように特徴付けられるのかを説明できる。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000146-08ミクロ経済学「EE4-6」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限, 金・３時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

中村　由依

◎－－－　概要　－－－◎

　ミクロ経済学は、もの、お金など限りある資源を、過不足な
く適材適所に最適配分していくメカニズムを明らかにすること
を目的のひとつとしています。そして、ここで学ぶ経済学的な
論理的分析方法は、経済学の多くの応用分野（国際貿易論・産
業組織論・開発経済学・ゲーム理論など）の基礎となります。
　この講義では、前半で需要と供給に焦点を当て、ミクロ経済
学の基本的な問題について考察しながら部分均衡分析について
学習します。後半では、消費者行動、企業行動、市場メカニズ
ムについての関連性を踏まえながら一般均衡分析について考察
を進めていきます。
　最後に、独占の理論や市場の失敗など、価格メカニズムがう
まく機能しない場合を分析します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

部分均衡分析・一般均衡分析を学び、経済学的知識を身につけ
ている。(知識・理解)

市場の失敗が起こる場合に焦点をあて、政府の役割を理解す
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、講義中に使用するテキストの該当部分に目を通
しておくこと。（60分）
　復習として、講義中に学んだことや疑問に思ったことを毎回
整理して、次回以降の講義内容の理解に役立てること。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【成績評価基準】
　授業期間中に行う中間試験と、授業期間後に行う定期試験に
関しては、設問の意図を正確に理解し論理的に解答できている
かどうか、また、経済学的分析方法を獲得できているかどうか
を評価基準とします。

【成績評価方法と割合】
中間試験（３０％）定期試験（７０％）により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「ミクロ経済学」第３版　伊藤元重著　日本評論社　2018
年　ISBN: 978-4535558441　3240円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　各章の関連性が強いので、特に復習を重点的に行って下
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ミクロ経済学とは
２．需要と供給
３．需要曲線と消費者行動（１）
４．需要曲線と消費者行動（２）
５．需要曲線と消費者行動（３）
６．需要曲線と消費者行動（４）
７．費用構造と供給行動（１）
８．費用構造と供給行動（２）
９．費用構造と供給行動（３）
１０. 費用構造と供給行動（４）
１１．市場取引と資源配分（１）
１２．市場取引と資源配分（２）
１３．市場取引と資源配分（３）
１４．市場取引と資源配分（４）
１５．部分均衡分析のまとめ
１６．中間試験
１７．消費者行動の理論（１）
１８．消費者行動の理論（２）
１９．消費者行動の理論（３）
２０．消費者行動理論の展開（１）
２１．消費者行動理論の展開（２）
２２．生産と費用（１）
２３．生産と費用（２）
２４．生産と費用（３）
２５．一般均衡と資源配分（１）
２６．一般均衡と資源配分（２）
２７．独占の理論（１）
２８．独占の理論（２）
２９．市場の失敗
３０．全体のまとめ

全３０回で講義をします。



2019-3010000146-08ミクロ経済学「EE4-6」

中村　由依

◎経済:A-3

1.部分均衡分析・一般均衡分析を学び、経済学的知識を身につけている。　
(A-3)

2.市場の失敗が起こる場合に焦点をあて、政府の役割を理解する。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.部分均衡分析・一般均衡分析を学び、経済学的知識を身につけている。　
(A-3)

2.市場の失敗が起こる場合に焦点をあて、政府の役割を理解する。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-3010000146-10ミクロ経済学「18台以前・再」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限, 金・２時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

藤本　浩明

◎－－－　概要　－－－◎

　ミクロ経済学とは、個々の消費者や生産者の行動が市場機構を通し
て調整されていく様子を解明し、さらに、そのパフォーマンスを評価
し、望ましい制度的仕組みをデザインしていく経済学の一分野です。
ミクロ経済学は経済学の基礎的理論を与える重要な科目であり、経済
学部のすべてのコースの専門科目を理解するために必要不可欠なもの
です。言い方を変えると、この授業の内容をきちんと理解すると、そ
の他の多くの授業で役に立ちます。

　残念ながら、不完全競争市場分析、市場の失敗、国際貿易などを詳
しく解説する余裕はなさそうです。この授業でやり残してしまう部分
に関しては、経済数学・数理経済学・経済動学・微分方程式・最適制
御などの分析手法に加えて、ミクロ経済分析・メカニズムデザイン・
公共経済学・厚生経済学・国際貿易論・国際経済学などの上級科目の
履修に努めてください。

　なお、理解度を確かめるために、公務員・公認会計士・外交官・国
税専門官・中小企業診断士・不動産鑑定士・弁理士など各種資格試験
などの過去問に基づく問題などを取り上げながら、講義を進めていき
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　一個人の様々な経済活動のメカニズムを理解し、それらに関連する
基本的な経済理論を数式および図表などを用いて説明することができ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習：次回の講義でどのような概念を扱うのかを配付資料を読み、
毎週合計80分間予習してください。

　復習：授業で扱った用語を、数式および図表などを用いながら、自
分の言葉で説明できるかを毎週合計80分間、また、配付資料の問題が
解けるかをさらに毎週合計80分間確認してください。

　なお、授業で聞いたはずの問題が解けなかったり、授業内容に関連
した疑問が浮かんだら、オフィスアワーなどを利用して、すぐに先生
やTAに質問することをお勧めします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として、中間テスト点４０％、定期試験の成績点６０％をそれ
ぞれの目安にして、合計１００％で評価します。しかし、ボーナス点
としてα点をさらに加味することがあります。例えば、復習を兼ね
て、毎回のように、ミニッツペーパーを記入してもらうかもしれませ
んし、参考書『らくらく　ミクロ・マクロ経済学入門　計算問題編
(茂木喜久雄　著)』などに基づくレポートを提出してもらうこともあ
り得ます。そのときは、提出期限や提出場所に留意してください。

　なお、中間テストは２回実施する予定です。２０％×２；中間テス
トの無断欠席は評価を下げます：中間テストの解答解説前に理由書を
提出して、追試テストを受けるようにしてください。シラバス作成時
には、時間割が未定ですので、中間テスト日は、後期授業が始まって
から間もなく指示する予定です。それらは、授業計画にあるように、
授業の１０回目と２０回目になります。

　また、出席点はありません。しかし、無断欠席は、低評価の要因と
なりえます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストとして、以下の参考書は講義中には、直接使用せ
ずに、毎回、プリント資料を配付する予定です。

◎－－－　参考書　－－－◎

　１）茂木喜久雄（著）、『らくらく　ミクロ経済学入
門』、洋泉社　２）茂木喜久雄（著）、『らくらく　ミク
ロ・マクロ経済学入門　計算問題編』、洋泉社　３）茂木喜
久雄（著）、『らくらく　ミクロ・マクロ経済学入門　記
述・論文編』、洋泉社　４）資格試験研究会編『速攻！まる
ごと経済学：ミクロ・マクロ経済理論』、実務教育出版　
５）石川秀樹（著）、『経済学入門塾Ⅱ　ミクロ編』、中央
経済社。

　上記の参考書の内容を一部講義する。なお、参考書は、授
業開始後、先生からの指示を待って、購入したい人だけが購
入してください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　参考書などを参考にしたプリント資料とOHCを利用して、
講義を進める予定です。なお、OHCの内容を見落とした場合
や記入漏れなどがある場合は、講義の前後などにプリント資
料を公開するので、それら資料の空欄を各自書き埋めるよう
に心がけてください。
　また、大学生としての基本的マナーを守ってほしい。つま
り、遅刻と私語をしないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.理論経済学と計量経済学
2.選好・効用関数
3.無差別曲線と限界代替率
4.微分・偏微分・全微分
5.予算制約と最適消費計画
6.需要関数の導出
7.所得弾力性と価格弾力性
8.所得効果と代替効果
9.補償所得の計算
10.中間テストその１
11.パレート最適
12.社会契約曲線の計算
13.短期費用関数と長期費用曲線
14.短期利潤の最大化
15.短期供給曲線の導出
16.平均費用曲線の導出
17.可変費用：限界費用と積分
18.操業停止と操業停止点
19.各種費用の価格弾力性
20.中間テストその２
21.消費者余剰と生産者余剰
22.従量税課税の効果
23.不平等度とジニ係数
24.独占利潤の最大化
25.完全市場と独占市場
26.公害と外部性
27.ミクロ経済学の全体像まとめその１
28.ミクロ経済学の全体像まとめその２
29.ミクロ経済学の全体像まとめその３
30.ミクロ経済学の全体像まとめその４
　なお、受講生の理解次第で、計画が若干変更されることも
あり得ます。



2019-3010000146-10ミクロ経済学「18台以前・再」

藤本　浩明

◎経済:A-3

1.　一個人の様々な経済活動のメカニズムを理解し、それらに関連する基本的
な経済理論を数式および図表などを用いて説明することができる。　(A-3)

◎　経済学　（経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生として相応な教養的知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の経済情勢や経済制度に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、仮説を立て、適切に
収集したデータからその仮説について分析する能力を身につけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、経済情勢、制度およ
びメカニズムに潜む問題点の原因を究明し、それらの解決策を立案する
能力を身につけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　社会の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性を持ちながら行
動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。

◎産経:A-3

1.　一個人の様々な経済活動のメカニズムを理解し、それらに関連する基本的
な経済理論を数式および図表などを用いて説明することができる。　(A-3)

◎　経済学　（産業経済学科）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学・スポーツ科学の諸分野に関して、
学生としてふさわしい教養的な知識を身につけている。
A-2　過去から現在に至るまで、国内外の産業情勢や経営組織に関する知
識を有し、それらの異同を説明することができる。
A-3　一個人から国家に至るまで、規模の異なる様々な経済活動のメカニ
ズムを理解し、それらに関連する基本的な経済理論を説明することがで
きる。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　専門的な知識および経済理論の修得を通して、実地調査を行い、そ
の結果を統計分析およびシミュレーションを用いて検証する能力を身に
つけている。
B-2　専門的な知識および経済理論の修得を通して、地域社会や経営組織
が直面する問題の原因を究明し、それらの解決策を立案する能力を身に
つけている。
B-3　専門的な知識および経済理論の修得を通して、研究成果を論理的な
文章にまとめ、それを他者にもわかりやすく説明できる能力および討論
できる能力を身につけている。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　経済学とそれに関連する分野で修得した知識や技能にさらなる好奇
心と探求心とを持ち続け、それらを実社会において役立たせようとする
姿勢を身につけている。
C-2　地域社会や経営組織の中で自分の役割を理解し、自主的かつ協調性
を持ちながら行動する姿勢を身につけている。
C-3　異なる社会の文化や価直観を理解する姿勢を身につけている。
C-4　心身の健康管理を怠らず、その保持ばかりでなく増進を図ろうとす
る姿勢を身につけている。



2019-4010001018-03簿記入門Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限　　

森脇　敏雄

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、企業活動を記録する方法である簿記を学習しま
す。具体的には、日商簿記3級の範囲を対象とし、論点の解説
と問題の演習を行います。日商簿記3級という資格は、公認会
計士・税理士といった会計専門職を志す学生はもちろんのこ
と、企業業績の良し悪しを把握できるようになりたいという願
望を持つ学生にとって、必要不可欠なものです。主な学習対象
は、商品の売買、資金の貸し借り、建物等の購入といった活動
の記録方法であり、それらの学習を通じて、簿記の基本を身に
つけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

なぜそのような記録・集計になるのかを説明できる（知識・理
解）(知識・理解)

企業活動を正しく記録・集計することができる（技能）(技能)

日商簿記3級の検定試験に積極的にチャレンジしようと思える
ようになる（態度・志向性）(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習を中心に授業時間外の学習に取り組んでください。毎回の
講義の最後に問題演習を行い、課題として提出してもらいます
ので、間違えた問題を再度解答し、満点が取れるまで繰り返し
てください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題の提出状況：10％、確認テスト（2回）：20%、定期試
験：70％

◎－－－　テキスト　－－－◎

TAC簿記検定講座「合格トレーニング　日商簿記3級」
TAC出版／ISBN未定（最新のものを購入してください）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストと電卓を必ず持参してください。
担当者が作成したレジュメに沿って、論点の解説を行いま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 簿記の基礎と記帳のルール
第2回 商品売買I（記帳方法）
第3回 商品売買II（掛け・手付金等）
第4回 商品売買III（返品等）
第5回 商品売買IV（当座取引）
第6回 商品売買V（手形）
第7回 商品売買VI（送料等）
第8回 商品売買VII（帳簿）
第9回 確認テストI
第10回 その他の取引I（小口現金等）
第11回 その他の取引II（借入れ・貸付け等）
第12回 その他の取引III（給料等）
第13回 その他の取引VI（固定資産等）
第14回 その他の取引V（株式会社の設立・増資）
第15回 確認テストII



2019-4010001018-03簿記入門Ⅰ

森脇　敏雄

◎商学

1.なぜそのような記録・集計になるのかを説明できる（知識・理解）　(A-1)

2.企業活動を正しく記録・集計することができる（技能）　(B-1)

3.日商簿記3級の検定試験に積極的にチャレンジしようと思えるようになる（態
度・志向性）　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4010001019-03簿記入門Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/25　３時限　　

森脇　敏雄

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、企業活動を記録する方法である簿記を学習しま
す。具体的には、日商簿記3級の範囲を対象とし、論点の解説
と問題の演習を行います。日商簿記3級という資格は、公認会
計士・税理士といった会計専門職を志す学生はもちろんのこ
と、企業業績の良し悪しを把握できるようになりたいという願
望を持つ学生にとって、必要不可欠なものです。主な学習対象
は、企業活動を記録した結果である財務諸表の作成方法であ
り、作成時に必要となる記録・集計の方法を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

なぜそのような記録・集計になるのかを説明できる（知識・理
解）(知識・理解)

企業活動を正しく記録・集計することができる（技能）(技能)

日商簿記3級の検定試験に積極的にチャレンジしようと思える
ようになる（態度・志向性）(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習を中心に授業時間外の学習に取り組んでください。毎回の
講義の最後に問題演習を行い、課題として提出してもらいます
ので、間違えた問題を再度解答し、満点が取れるまで繰り返し
てください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題の提出状況：10％、確認テスト（2回）：20%、定期試
験：70％

◎－－－　テキスト　－－－◎

TAC簿記検定講座「合格トレーニング　日商簿記3級」
TAC出版／ISBN未定（最新のものを購入してください）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストと電卓を必ず持参してください。
担当者が作成したレジュメに沿って、論点の解説を行いま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 前期の復習
第2回 訂正仕訳
第3回 決算整理I（現金過不足）
第4回 決算整理II（売上原価）
第5回 決算整理III（貸倒れ）
第6回 決算整理VI（減価償却）
第7回 決算整理V（繰延べ・見越し）
第8回 精算表
第9回 確認テストI
第10回 帳簿の締め切り
第11回 損益計算書と貸借対照表
第12回 伝票
第13回 問題演習（精算表）
第14回 問題演習（帳簿の締め切り・損益計算書と貸借
対照表）
第15回 確認テストII



2019-4010001019-03簿記入門Ⅱ

森脇　敏雄

◎商学

1.なぜそのような記録・集計になるのかを説明できる（知識・理解）　(A-1)

2.企業活動を正しく記録・集計することができる（技能）　(B-1)

3.日商簿記3級の検定試験に積極的にチャレンジしようと思えるようになる（態
度・志向性）　(C-2)

◎　商学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　流通、金融、経営、会計をはじめとする商学の知識ならびに人文科
学、社会科学および自然科学についての基本的な知識を身につけてい
る。
A-2　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が置かれている経済社会状況（内外の環境与件）を説明するこ
とができる。
A-3　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が取り組むべき課題が何であるかについて説明することができ
る。
A-4　商学に関する理論的・歴史的・実践的な知識を用いて、企業、産
業、地域が発展する方向について説明することができる。
A-5　商学は実学であり、多種多様な知識、見識とともに商学に関する理
論的・歴史的・実践的な知識が用いられるべきであることを理解してい
る。(2018年度)
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　先入観にとらわれずに、企業、産業、地域が取り組むべき課題を発
見することができる。
B-2　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、商学に関
する理論的・歴史的・実践的な知識を応用したプロジェクトを企画、立
案することができる。
B-3　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、他者と連
携したチーム活動においてリーダーシップを発揮することができる。
B-4　企業、産業、地域が取り組むべき課題を解決するために、情報技術
等を用いて国内外の事例を収集し、課題解決に必要な知見を抽出するこ
とができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　社会の一員として、地域や社会の発展に商学的な見地から貢献する
姿勢をもっている。
C-2　社会の一員として、地域や社会の発展に貢献するために、自ら成長
し、商学的な知識や多種多様な知識、見識を学び続けることができる。
C-3　地域や社会の発展に向けて、主体的、協調的に他者を巻き込む行動
をとることができる。



2019-4020000002-10簿記原理

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限,　2020/01/25　３時限　　

森脇　敏雄

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、企業活動を記録する方法である簿記を学習しま
す。具体的には、日商簿記3級の範囲を対象とし、論点の解説
と問題の演習を行います。日商簿記3級という資格は、公認会
計士・税理士といった会計専門職を志す学生はもちろんのこ
と、企業業績の良し悪しを把握できるようになりたいという願
望を持つ学生にとって、必要不可欠なものです。前期は、日商
簿記3級の主な論点である商品売買の記録方法を中心に、簿記
の基本を身につけます。後期は、企業活動を記録した結果であ
る財務諸表の作成に焦点を移し、作成時に必要となる記録・集
計の方法を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

なぜそのような記録・集計になるのかを説明できる（知識・理
解）
企業活動を正しく記録・集計することができる（技能）
日商簿記3級の検定試験に積極的にチャレンジしようと思える
ようになる（態度・志向性）

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習を中心に授業時間外の学習に取り組んでください。毎回の
講義の最後に問題演習を行い、課題として提出してもらいます
ので、間違えた問題を再度解答し、満点が取れるまで繰り返し
てください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題の提出状況：10％、確認テスト（前期2回、後期2
回）：20%、定期試験：70％

◎－－－　テキスト　－－－◎

TAC簿記検定講座「合格トレーニング　日商簿記3級」
TAC出版／ISBN未定（最新のものを購入してください）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストと電卓を必ず持参してください。
担当者が作成したレジュメに沿って、論点の解説を行いま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【前期】
第1回 簿記の基礎と記帳のルール
第2回 商品売買I（記帳方法）
第3回 商品売買II（掛け・手付金等）
第4回 商品売買III（返品等）
第5回 商品売買IV（当座取引）
第6回 商品売買V（手形）
第7回 商品売買VI（送料等）
第8回 商品売買VII（帳簿）
第9回 確認テストI
第10回 その他の取引I（小口現金等）
第11回 その他の取引II（借入れ・貸付け等）
第12回 その他の取引III（給料等）
第13回 その他の取引VI（固定資産等）
第14回 その他の取引V（株式会社の設立・増資）
第15回 確認テストII

【後期】
第1回 前期の復習
第2回 訂正仕訳
第3回 決算整理I（現金過不足）
第4回 決算整理II（売上原価）
第5回 決算整理III（貸倒れ）
第6回 決算整理VI（減価償却）
第7回 決算整理V（繰延べ・見越し）
第8回 精算表
第9回 確認テストI
第10回 帳簿の締め切り
第11回 損益計算書と貸借対照表
第12回 伝票
第13回 問題演習（精算表）
第14回 問題演習（帳簿の締め切り・損益計算書と貸借
対照表）
第15回 確認テストII
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